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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
０．７～１５マイクロメーターの平均有効繊維直径と、５０～９５％の空隙容量とを有す
る不織布基材と、
該不織布基材の表面にグラフトされたカチオン性アミノアルキル（メタ）アクリロイルモ
ノマー単位を含むグラフト化コポリマーと、
を含む、濾材として使用するための物品であって、
ここで、前記グラフト化コポリマーは、以下のモノマー
（ａ）８０～９８重量％のグラフト化アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマー、
（ｂ）２～２０重量％のグラフト化ポリ（アルキレンオキシド）モノマー、及び
（ｃ）０～１０重量％の第２の親水性モノマー、
を重合化させたコモノマーである、物品。
【請求項２】
　前記不織布基材が２０％未満のソリディティを有する、請求項１に記載の物品。
【請求項３】
　前記グラフト化コポリマーの重量が、不織布基材の重量の０．５～５倍である、請求項
１に記載の物品。
【請求項４】
　前記グラフト化コポリマーが、下式（I)で表されるコポリマーであって、
そのコポリマーは、請求項１に記載の（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の各モノマーが下式で表
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されるモノマーを重合化させたコポリマーである、
　－（ＭＮＲ４＋）ｗ－（ＭＰＥＧ）ｘ－（Ｍｃ）ｙ・・・・（I)
　（式中、
　－（ＭＮＲ４＋）ｗ－は、ｗ個の重合モノマー単位（ｗは少なくとも２である）を有す
るグラフト化アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマー（（ａ）のモノマー）の残基
を表し、
　－（ＭＰＥＧ）ｘは、ｘ個の重合モノマー単位（ｘは少なくとも１である）を有するポ
リ（アルキレンオキシド）モノマー（（ｂ）のモノマー）の残基を表し、
　－（Ｍｃ）ｙは、ｙ個の重合モノマー単位（ｙはゼロであってもよい）を有する親水性
モノマー（（ｃ）のモノマー）の残基を表す。）
請求項１に記載の物品。
【請求項５】
　前記不織布基材が、１マイクロメートル以下の平均有効繊維直径を有するナイロン不織
布基材である、請求項１に記載の物品。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかの一項に記載の物品の製造方法であって、
　ａ．不織布基材を提供することと、
　ｂ．不活性雰囲気中で前記不織布基材を電離放射線に暴露することと、
　ｃ．前記不織布基材の前記表面に、請求項１に記載の（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の各モ
ノマーをグラフト重合するために、前記暴露された基材に、それらの各モノマーを含む溶
液を含浸させることと、を含む方法。
【請求項７】
　流体入口と、
　流体出口と、
　前記流体入口と前記流体出口とを流体接続する濾材と、を含むフィルタ装置であって、
　前記濾材が、請求項１～５のいずれかに記載のグラフト化された不織布基材を含む、フ
ィルタ装置。
【請求項８】
　前記濾材が、前記グラフト化不織布基材の下流に位置付けられる微多孔膜層を更に含む
、請求項７に記載のフィルタ装置。
【請求項９】
　前記不織不基材の平均有効繊維直径が１～６マイクロメーターである、請求項１に記載
の物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、官能化不織布基材、及びその調製方法に関する。本開示は更に、官能化不織
布基材を使用するフィルタ、及び流体の濾過方法に関する。この官能化基材は、生物汚染
物質などの生体物質を生体サンプルから選択的に濾過及び除去するのに有用である。
【背景技術】
【０００２】
　ウイルス及び生体ポリマー（例えば、タンパク質、炭水化物、脂質、及び核酸のような
生細胞の構成成分又は生成物を含む）などの標的生体物質の検出、定量化、単離及び精製
は、長年にわたって研究者の課題であり続けている。検出及び定量化は、診断にとって、
例えば、様々な生理学的条件（例えば疾患）の指標として重要である。細胞培養又は発酵
過程で精製される、モノクローナル抗体などの生体ポリマーの単離及び精製は、治療法に
とって、及び生物医学研究において重要である。酵素のような生体ポリマーは、単離され
、精製されて、甘味料、抗生物質及び様々な有機化合物、例えばエタノール、酢酸、リジ
ン、アスパラギン酸及び生物学上有用な生成物（例えば抗体及びステロイド）の製造のた
めに利用されてきた。
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【０００３】
　クロマトグラフ分離及び精製操作は、気体又は液体であることができる移動相と固定相
との間の溶質の交換に基づき、生体生成物混合物に対して行うことができる。固定相を有
するそれぞれの溶質の様々な結合相互作用のため、溶液混合物の様々な溶質の分離が達成
され、それ程強く相互に作用しない溶質と比較して、移動相の解離又は置換作用を受けた
とき、より強い結合相互作用の滞留時間は一般により長くなり、このような方法で、分離
及び精製が達成できる。
【０００４】
　大部分の現在の捕捉又は精製クロマトグラフィーは、従来のカラム技術によって行われ
る。これらの技術は、クロマトグラフィーを使用した処理量が低いことから、下流精製に
おける深刻なボトルネックを有する。これらの問題を軽減する試みには、クロマトグラフ
ィーカラムの直径を大きくすることが挙げられるが、これも、効果的かつ再現的にカラム
を充填することが困難であるため、課題が残る。より大きいカラム直径も、問題となるチ
ャネリングの発生を増やす。また、従来のクロマトグラフカラムでは、特定の水準を超え
る所望の生成物のブレークスルーが検出されると、吸収操作が中断される。これによって
、吸着培地の動的又は有効容量が、全体的又は静的な容量より大幅に低くなる。更に、カ
ラムを閉塞させてカラムを洗浄するのを困難にする、又は場合によってはカラムを再利用
できなくする不必要な汚染物質から、選択的なタンパク質Ａカラムを保護しなければなら
ない。有効性が低下すると経済的に困難な結果となり、クロマトグラフィー樹脂のコスト
は高くなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ポリマー樹脂は、様々な標的化合物の分離及び精製に広く用いられる。例えば、ポリマ
ー樹脂は、イオン基の存在に基づいて、目的化合物の大きさに基づいて、疎水性相互作用
に基づいて、親和性相互作用に基づいて又は共有結合の形成に基づいて、目的化合物を精
製又は分離するために用いることができる。当該技術分野では、拡散及び結合における限
界を克服し、高い処理量及びより小さな圧力低下で操作され得る官能化膜の必要が存在す
る。当該技術分野では、宿主細胞タンパク質、細胞残屑、ＤＮＡフラグメント、ウイルス
、及びモノクローナル抗体の製造中の生物学的供給流からの細胞残屑といった生物汚染物
質の選択的除去に対して改善された親和力を有するポリマー基材の必要が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、０．７～１５ミクロンの平均繊維サイズと、５０～９５％の空隙容量と、不
織布基材の表面にグラフトされたカチオン性アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマ
ー単位を含むポリマーと、を有するグラフト化不織布基材を含む物品を提供する。該物品
は、例えば、宿主細胞タンパク質、ＤＮＡフラグメント、ウイルス、及び細胞残屑、オリ
ゴヌクレオチド、又はモノクローナル抗体（ＭＡｂ）などの治療用タンパク質などの標的
材料を、一般的な細胞産物収集技術によって生成された流体などの流体混合物から精製又
は分離するためのフィルタ要素として使用されてもよい。具体的には、本開示の物品の１
つ以上の層を深層濾過用途で使用してもよく、これらの層のそれぞれは、同一の又は異な
る繊維サイズ、空隙容量、ポリマーグラフト化度、グラフト化ポリマーのモノマー組成、
多孔性、嵩、引張強度及び表面積を有していてもよい。官能化基材は、更に、多孔質膜又
は微多孔膜などの従来の濾過要素と組み合わされて使用されてもよい。
【０００７】
　本開示は、不織布基材を提供する工程と、不活性雰囲気中で不織布基材を電離放射線に
暴露する工程と、続いて、該モノマーを不織布基材の表面にグラフト重合するために、グ
ラフト化アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマーを含む溶液に暴露された基材を含
浸させる工程と、を含む物品の製造方法を更に提供する。
【図面の簡単な説明】
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【０００８】
【図１】実施例１及び比較例１の物品の濾過性能のプロット。
【図２】実施例４の濾過性能のプロット。
【図３】比較例６の濾過性能のプロット。
【図４】実施例９の濾過性能のプロット。
【図５】実施例１１ａ～１１ｄの濾過性能のプロット。
【図６】複数のプリーツ状に成形される本開示による濾材の例示的実施形態の斜視図。
【図７】レンチキュラー形状で提供され、かつ本開示による濾材を備える例示的なフィル
タ装置の断面図。
【図８】封入形態で提供され、かつ本開示による濾材を備える例示的なフィルタ装置の斜
視及び部分切り欠き図。
【図９】封入形態で提供され、かつ本開示による第１のプリーツのついた媒体シリンダと
第２のプリーツのついた媒体シリンダとを備える例示的なフィルタ装置の、図８の９－９
で切断した断面図。
【図１０】封入形態で提供され、かつコアを備える例示的なフィルタ装置の、図８の９－
９で切断した断面図であり、本開示による濾材がコアの周囲に螺旋状に巻き付いている。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本開示は、０．７～１５ミクロンの平均繊維サイズと、５０～９５％の空隙容量と、不
織布基材の表面にグラフトされたカチオン性アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマ
ー単位を含むポリマーと、を有する不織布基材を含む物品を提供する。ポリマー官能化物
品は、水性又は水性／有機溶剤溶液中のモノマーの電離放射線重合及び後続のグラフト重
合によって不織布基材上に形成されたフリーラジカルで開始される、不連続の非架橋ヒド
ロゲルポリマーと記述することができる。本明細書で使用する時、「ヒドロゲル」は、含
水ゲル、すなわち、親水性で水を吸収するが、水に不溶性のポリマーである。ヒドロゲル
という用語は、水和の状態に関わらず用いられる。
【００１０】
　不織布基材は不織布ウェブであり、不織布ウェブの製造のための周知のプロセスのいず
れかにより製造される不織布ウェブを含んでよい。本明細書で使用するとき、用語「不織
布ウェブ」は、マット状の層間に、不規則に及び／又は一定方向に入れられた個々の繊維
又はフィラメントの構造を有する布地を意味する。
【００１１】
　例えば、繊維性不織布ウェブは、カード、エアレイド、ウェットレイド、スパンレース
、スパンボンド、電界紡糸、又はメルトスパン若しくはメルトブローンなどのメルトブロ
ーン法、あるいはこれらの組み合わせによって製造されることができる。スパンボンド繊
維は、典型的には、押し出される繊維の直径を持つ微細で通常は円形をした複数個の紡糸
口金の毛管から、溶融した熱可塑性ポリマーをフィラメントとして押し出し、急激に縮小
させることにより形成された小径繊維である。メルトブロー繊維は、典型的には、溶融し
た熱可塑性物質を、融解した糸又はフィラメントとして、微細で通常は円形をした複数個
の金型（die）毛管を通して、溶融した熱可塑性物質のフィラメントを捕捉してその直径
を縮小させる高速の、通常は加熱されたガス（例えば、空気）の流れの中に押し出すこと
によって形成されている。その後、高速ガス流によって、メルトブロー繊維は移動され収
集面上に堆積し、無作為に分散されたメルトブロー繊維のウェブを形成する。任意の不織
布ウェブは、熱可塑性ポリマーの種類及び／又は厚さが異なる単一の繊維又は２つ以上の
繊維から製造されてよい。
【００１２】
　ステープルファイバーもまた、ウェブ内に存在してよい。一般に、ステープルファイバ
ーが存在することで、ブローマイクロファイバーのみからなるウェブよりも、より嵩高で
より密度の低いものとなる。約２０重量％以下のステープルファイバーが存在することが
好ましく、より好ましくは約１０重量％以下である。ステープルファイバーを含むこのよ
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【００１３】
　不織布物品は、任意に、スクリムの１つ以上の層を更に含んでもよい。例えば、主表面
の一方又は両方は、それぞれ任意に、スクリム層を更に含んでもよい。典型的には、繊維
から製造される織布又は不織布の補強材であるスクリムは、不織布物品に強度を提供する
ために含まれる。好適なスクリム材料には、ナイロン、ポリエステル、繊維ガラス等が挙
げられるが、これらに限定されない。スクリムの平均厚さは様々であり得る。典型的には
、スクリムの平均厚さは、約２５～約１００マイクロメートル、好ましくは約２５～約５
０マイクロメートルの範囲である。スクリムの層は、任意に、不織布物品に接合されても
よい。様々な接着剤を使用して、スクリムをポリマー材料に接合することができる。別の
方法としては、スクリムは、不織布に熱接合されてもよい。
【００１４】
　不織布基材のマイクロファイバーは、Ｄａｖｉｅｓ，Ｃ．Ｎ．、「Ｔｈｅ　Ｓｅｐａｒ
ａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｉｒｂｏｒｎｅ　Ｄｕｓｔ　ａｎｄ　Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ，」Ｉｎ
ｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ，Ｌｏｎｄｏｎ
，Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　１Ｂ，１９５２に記載された方法により計算した場合に、典
型的には、約０．５～１５マイクロメートル、好ましくは約１～６マイクロメートルの有
効繊維直径を有する。不織布基材は、好ましくは、約１０～４００ｇ／ｍ２、より好まし
くは約１０～１００ｇ／ｍ２の坪量を有する。不織布基材の平均厚さは、カレンダー加工
されていない非官能化基材では、好ましくは約．１～１０ｍｍ、より好ましくは約０．２
５～５ｍｍである。不織布ウェブの最小引張強度は、約４．０ニュートンである。不織布
の引張強度は、ウェブ横断方向における良好な繊維接合及び絡み合いに起因して、ウェブ
横断方向よりも機械方向で低いことは一般に認識されている。
【００１５】
　不織布ウェブの嵩は、ソリディティ（ウェブの体積の固体分率を定義するパラメータ）
で測定される。低いソリディティ値は、ウェブの嵩が大きいことを示す。有用な不織布基
材は、２０％未満、好ましくは１５％未満のソリディティを有する。ソリディティは、典
型的にはαとして表わされる無単位の分数である。
【００１６】
　α＝ｍｆ÷ρｆ×Ｌ不織布

　式中、ｍｆは、サンプル表面積あたりの繊維質量であり、ρｆは繊維密度であり、
　Ｌ不織布

　は不織布の厚さである。ソリディティは、本明細書では不織布基材そのものを対象にし
て使用され、官能化不織布は対象とならない。不織布基材が２種類以上の繊維の混合物を
含む場合、同じＬ不織布を用いて繊維のそれぞれの種類に対して個々のソリディティ（so
lidifies）が決定され、これら個々のソリディティを合計すると、ウェブのソリディティ
αが得られる。
【００１７】
　１つの例として、カレンダー加工又はグラフト化の前の不織布基材は、厚さ０．３４ｍ
ｍ、有効繊維直径４．２μｍ、及びソリディティ１３％から計算された平均孔径１４μｍ
を有するのが好ましい。カレンダー加工後、不織布ウェブは、厚さ０．２４ｍｍ及びソリ
ディティが１８％を有し、平均孔径は８μｍとなる。用語「平均孔径」（平均孔直径とし
ても知られている）は、算術中央値繊維直径及びウェブのソリディティに関連付けられ、
その値は、次式によって決定され、式中Ｄは平均孔径であり、ｄｆは算術中央値繊維直径
であり、αはウェブのソリディティである。
【００１８】
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【数１】

【００１９】
　不織布基材は、１～４０ミクロン、好ましくは２～２０ミクロンの平均孔径を有するの
が好ましい。平均孔径は、Ｆｒｅｏｎ　ＴＦ（商標）を試験流体として使用して、Ｂｕｂ
ｂｌｅ　Ｐｏｉｎｔ　ａｎｄ　Ｍｅａｎ　Ｆｌｏｗ　Ｐｏｒｅ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ
　Ｂによって、ＡＳＴＭ　Ｆ　３１６－０３　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ　ｆｏｒ　Ｐｏｒｅ　Ｓｉｚｅ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　Ｍｅｍｂ
ｒａｎｅ　Ｆｉｌｔｅｒｓに従って測定されてもよい。
【００２０】
　不織布基材は、任意の好適な熱可塑性ポリマー材料から形成されてもよい。好適なポリ
マー材料には、ポリオレフィン、ポリ（イソプレン）、ポリ（ブタジエン）、フッ素化ポ
リマー、塩素化ポリマー、ポリアミド、ポリイミド、ポリエーテル、ポリ（エーテルスル
ホン）、ポリ（スルホン）、ポリ（ビニルアセテート）、ビニルアセテートのコポリマー
（例えば、ポリ（エチレン）－コ－ポリ（ビニルアルコール））、ポリ（ホスファゼン）
、ポリ（ビニルエステル）、ポリ（ビニルエーテル）、ポリ（ビニルアルコール）、及び
ポリ（カーボネート）が挙げられるが、これらに限定されない。
【００２１】
　好適なポリオレフィンとしては、ポリ（エチレン）、ポリ（プロピレン）、ポリ（１－
ブテン）、エチレンとプロピレンのコポリマー、αオレフィンコポリマー（例えば１－ブ
テン、１－ヘキセン、１－オクテン、及び１－デセンとエチレン又はプロピレンのコポリ
マー）、ポリ（エチレン－コ－１－ブテン）及びポリ（エチレン－コ－１－ブテン－コ－
１－ヘキセン）が挙げられるが、これらに限定されない。
【００２２】
　好適なフッ素化ポリマーとしては、ポリ（フッ化ビニル）、ポリ（フッ化ビニリデン）
、フッ化ビニリデンのコポリマー（ポリ（フッ化ビニリデン－コ－ヘキサフルオロプロピ
レン）など）、及びクロロトリフルオロエチレンのコポリマー（例えばポリ（エチレン－
コ－クロロトリフルオロエチレン））が挙げられるが、これらに限定されない。
【００２３】
　好適ポリアミドとしては、ナイロン６、ナイロン６，６、ナイロン６，１２、ポリ（イ
ミノアジポイルイミノヘキサメチレン）、ポリ（イミノアジポイルイミノデカメチレン）
、及びポリカプロラクタムが挙げられるが、これらに限定されない。好適なポリイミドに
は、ポリ（ピロメリットイミド）が挙げられる。
【００２４】
　好適なポリ（エーテルスルホン）としては、ポリ（ジフェニルエーテルスルホン）及び
ポリ（ジフェニルスルホン－コ－ジフェニレンオキシドスルホン）が挙げられるが、これ
らに限定されない。
【００２５】
　好適なビニルアセテートのコポリマーには、ポリ（エチレン－コ－ビニルアセテート）
、及びアセテート基の少なくとも一部が加水分解されていて、ポリ（エチレン－コ－ビニ
ルアルコール）などの種々のポリ（ビニルアルコール）を与えるコポリマーが挙げられる
が、これらに限定されない。
【００２６】
　好ましいポリマーは、本質的に親水性であり、電離放射線によって、例えばｅ－ビーム
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又はガンマ線に暴露することによって容易にグラフト化される。好ましいポリマーには、
ポリアミド並びにエチレンビニルアルコールポリマー及びコポリマーが含まれる。１ミク
ロン以下の有効繊維直径を有するナイロン不織布基材は、米国特許第７，１７０，７３９
号（Ａｒｏｒａら）、同第７，１１２，３８９号（Ａｒｏｒａら）、同第７，２３５，１
２２号（Ｂｒｙｎｅｒら）、及び米国特許出願第２００４０１１６０２６号（ＷＯ　０４
／０２７１４と同じ）に記載されるものから選択されてもよい。１ミクロン以下の有効繊
維直径を有する有用なナイロン不織布基材はまた、ＤｕＰｏｎｔ（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ
，ＤＥ）からＨＭＴ（商標）１６４３４及びＨＭＴ（商標）１６４３５ハイブリッド膜技
術膜として市販されている。
【００２７】
　本発明の不織布ウェブの製造方法についての更なる詳細は、Ｗｅｎｔｅ，Ｓｕｐｅｒｆ
ｉｎｅ　Ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃ　Ｆｉｂｅｒｓ，４８　ＩＮＤＵＳ．ＥＮＧ．ＣＨ
ＥＭ．１３４２（１９５６）又はＷｅｎｔｅら、Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ　Ｏｆ　Ｓｕｐ
ｅｒｆｉｎｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｆｉｂｅｒｓ（Ｎａｖａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｌａｂ
ｏｒａｔｏｒｉｅｓ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｎｏ．４３６４，１９５４）に見出され得る。不織
布基材の有用な調製方法は、Ｕ．Ｓ．ＲＥ３９，３９９（Ａｌｌｅｎ）、米国特許第３，
８４９，２４１号（Ｂｕｔｉｎら）、同７，３７４，４１６号（Ｃｏｏｋら）、同第４，
９３６，９３４号（Ｂｕｅｈｎｉｎｇ）、及び同第６，２３０，７７６号（Ｃｈｏｉ）に
記載されている。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、不織布基材は、別の滑らかなロールにニップされている
滑らかなロールを使用してカレンダー加工される。カレンダー加工された又は圧縮された
不織布ウェブは、より均一な基材、及び未反応モノマーを除去するために後で行われる洗
浄工程における寸法安定性をもたらす。したがって、好ましい実施形態では、本発明によ
る不織布基材は、上記パターンエンボス加工に加えて、滑らかなロール及び固体バックア
ップロール（例えば、金属、ゴム、又は綿布で覆われた金属）で熱カレンダー加工される
。カレンダー加工の間、滑らかなロールの温度及び圧力を厳密に制御することが重要であ
る。広くは、繊維は、表面に被膜又は表皮を形成するなど、不織布基材に望ましくない特
性を与えることなく、接点で最小限に熱融着される。例えば、ナイロン不織布基材を使用
する場合、滑らかなロールの温度を約４０℃～１００℃、より好ましくは約５０℃～７５
℃に保つのが好ましい。更に、滑らかなロールは、約１０Ｋｇｆ／ｃｍ（９８Ｎ／ｃｍ）
～約５０Ｋｇｆ／ｃｍ（４９０Ｎ／ｃｍ）、より好ましくは約１５Ｋｇｆ／ｃｍ（１４７
Ｎ／ｃｍ）～約３０Ｋｇｆ／ｃｍ（２９４Ｎ／ｃｍ）の圧力で繊維ウェブと接触するべき
である。カレンダー加工された不織布基材の平均厚さは、初期不織布の厚さの約２／３で
あるのが好ましい。
【００２９】
　官能化物品は、含浸溶液中でのモノマーの電離放射線重合及び後続のグラフト重合によ
って不織布基材上に形成されたフリーラジカルで開始される、不連続の非架橋ヒドロゲル
ポリマーと記述することができる。本明細書で使用する時、ヒドロゲルとは、含水ゲル、
即ち、親水性で水を吸収するが、水に不溶性のポリマーである。用語ヒドロゲルは、水和
の状態に関わらず用いられる。
【００３０】
　グラフト化ポリマーは、不織布基材から始まる、及び不織布基材によって支持される、
ポリマーの巻きひげ（tendrils）を含み、ポリマー鎖（巻きひげ）は、不織布基材の侵入
型間隙の中に延びる。グラフト化ポリマー鎖は、ペンダント４級アンモニウム基と、任意
のペンダントポリ（アルキレンオキシド）基と、及び他の官能基とを有する。純水の存在
下で、ヒドロゲルは、最大水和及び体積の状態に達する。ポリマーの巻きひげは橋かけせ
ず、独立して移動自在であるので、グラフト化不織布物品は、非常にわずかな量の刺激対
して大きな流動応答を有し得る。
【００３１】
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　本発明の非架橋のグラフトヒドロゲルポリマーとは異なり、従来のヒドロゲルは、複数
の架橋部位で架橋する個々のポリマーストランド又は巻きひげを含む。架橋の結果、ポリ
マーの分子量は無限大であり、「ゲル」は膨潤ポリマーネットワークを指し、ゲルの特性
は、ポリマーの濃度、ポリマーの分子量及び架橋密度によって制御される。
【００３２】
　不織布基材の置換度、及びその表面にグラフトされたポリマーの重量に応じて、ヒドロ
ゲルポリマーは、不織布基材の侵入型間隙を完全に充満し、これにより、官能化不織布物
品を通る純水の流れを有効に遮断するバリアを提供することができ、所与の流動速度（定
速）で大きなバックプレッシャー、又は所与の圧力（定圧）で非常に低い流量となる。純
水中では、プラスに帯電した４級アンモニウム基は、互いに静電気的に反発して、グラフ
ト化ポリマー鎖の最大伸長、及びその結果としてのヒドロゲルの最大水和が引き起こされ
る。
【００３３】
　濾過で使用される場合、ヒドロゲルは、塩、緩衝液、有機溶媒、温度、ｐＨ、汚染、又
は生体分子などの微小の「トリガ」に応答して可逆的に膨張し、その結果として収縮する
可能性があり、低圧で高流束がヒドロゲルネットワークを通ることになる。驚くべきこと
に、グラフトヒドロゲルネットワークは、「トリガされた」状態にあってその濾過性を失
わない。そのような「トリガ」が無い場合、十分に膨張したヒドロゲルネットワークは、
水分流動に対する抵抗性を提供することができる。
【００３４】
　最大水和状態で、ヒドロゲルは不織布基材によってのみ拘束され、最も著しくはｘ軸及
びｙ軸内（不織布基材と同一面内）に拘束され、不織布基材の面に垂直な軸Ｚではその傾
向は低い。ゲルはｚ軸上に拘束されにくい。不織布基材に拘束されたゲルは、ｚ軸上で最
大８００％以上膨張し得るが、ｘ軸及びｙ軸上では望ましくは１００％未満、より好まし
くは５０％未満である。
【００３５】
　メルトブローンの技術分野では、不織布ウェブの状態は、（ａ）繊維を適切に積層する
ためにダイ及びコレクタを調整する、（ｂ）繊維が溶融しすぎる及び繊維同士が接合する
のを防止するために、溶融温度及び空気温度を調整する、（ｃ）コレクタがダイに近接し
て近づきすぎることによって引き起こされる非対称を最小限にすることによって、ｚ方向
（不織布の面に対して垂直）の弾力性を最大にするように調整され得る。繊維同士が結び
つく程度を低減するために、コレクタに突き当たる前の不織布繊維の温度は、ポリマー溶
融温度より低いのが好ましい。望ましくは、不織布は、ヒドロゲルを膨張させるために、
「ｚ」方向（不織布の面に対して垂直）に最大限に伸張してもよい。
【００３６】
　ヒドロゲルは可逆的に収縮し、中性化合物、塩、緩衝液及び負に帯電したイオンなどの
溶存種の存在下で、生じた隙間を通って水が流れることができる。溶解イオンなどの溶存
種は、グラフト化ポリマー中のプラスに帯電した４級アンモニウム基とより効率的に電荷
結合し、その結果、４級アンモニウム基の間の静電反発力が低減して、ヒドロゲルが収縮
又は圧潰すると考えられている。あるいは、溶存種は、水（及び場合によっては溶媒）分
子の水和層を置換することができ、その結果ヒドロゲルは不織布基材の周囲に圧潰する。
したがって、物品は、本質的に不連続である、従がってヒドロゲルの孔又は隙間を可逆的
に開いたり閉じたりすることができる、刺激応答性ヒドロゲル（「応答性ヒドロゲル」）
を呈する。
【００３７】
　不織布基材は、不織布基材の表面にグラフトされたアミノアルキル（メタ）アクリロイ
ルモノマー単位を含むポリマーを有する。ポリマーは、アミノアルキル（メタ）アクリロ
イルモノマー、任意にポリ（アルキレンオキシド）モノマー、及び任意にその他の親水性
モノマーを含むグラフト化モノマーのｅ－ビーム開始重合によって、不織布基材の表面に
グラフトされる。広くは、グラフト（コ）ポリマーは、



(9) JP 5416222 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

　ａ）７０～１００重量％、好ましくは少なくとも８０重量％、より好ましくは８０～９
８重量％のグラフト化アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマーと、
　ｂ）０～２０重量％、好ましくは２～２０重量％、より好ましくは５～１０重量％のグ
ラフト化ポリ（アルキレンオキシド）モノマーと、
　ｃ）０～１０重量％の第２の親水性モノマーと、を含む
　（各重量パーセントは全モノマー含有量の重量に対するものである）。
【００３８】
　一般に、全グラフト化モノマー含有量は、不織布基材の重量の０．５～５倍であっても
よい。不織布基材の侵入型間隙を充満するが、不織布基材の膨張を制限して流量を妨げな
いように、ポリマー鎖を橋かけして不織布の独立した繊維をグラフト化ポリマーストラン
ドと結合させないのが望ましい。グラフト化ポリマーによるこの繊維同士の橋かけを低減
するための１つの方法は、所定の繊維サイズに対するモノマー濃度を低くすることである
。グラフト含浸溶液に水混和性有機溶媒を加えて、グラフトヒドロゲルポリマーの巻きひ
げの分子量を最大にし、かつ巻きひげの橋かけを低減することによって、グラフト化ポリ
マーの量が最大になり得ることが分かっている。
【００３９】
　不織布の侵入型間隙の中に詰まったヒドロゲルの巻きひげを有することで増大する流量
圧力は、イオントリガ又は生物学的汚染物質そのものによって簡単に軽減する。侵入型間
隙にヒドロゲルストランドを詰めることによって得られる利益は、汚染物質がヒドロゲル
の水を置換することができる空隙容量の中にポリマーストランドを有する不織布の表面積
が有効に拡大することである。詰まった構成のグラフトヒドロゲルポリマーの巻きひげを
有する不織布の予想外の正味の効果は、汚損なしにかなり大量の可溶性及び不溶性生物的
汚染物質を保持する能力であり、複数の長い可撓性のヒドロゲル巻きひげは、多重結合又
は水素結合部位となる能力があり、著しく改善された耐塩性を有するアフィニティー吸着
が可能となる。他の微多孔性の基材と異なり、不織布基材は、表面コーティングされた基
材というよりはむしろ、グラフト化ポリマーの足場であると考えることができる。
【００４０】
　グラフト化アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマーは、式Ｉのアミノ（メタ）ア
クリレート又はアミノ（メタ）アクリルアミド、又はその第四級アンモニウム塩である。
【００４１】
【化１】

【００４２】
　式ＩＩ中、Ｒ１は水素又はメチル、好ましくはメチルであり、ＬはＯ－又は－ＮＨ－で
あり、Ｙはアルキレン（例えば、１個～１０個の炭素原子、１個～６個の炭素原子、又は
１個～４個の炭素原子を有するアルキレン）である。各Ｒ２は独立して水素又はアルキル
、好ましくはＣ１～Ｃ４アルキルである。あるいは、２個のＲ２基は、これらが結合する
窒素原子と一緒になって、芳香族であって、部分的に不飽和（すなわち、不飽和ではある
が芳香族ではない）、又は飽和である複素環式基を形成でき、この場合、複素環式基は任
意に応じて、芳香族（例えば、ベンゼン）、部分的に不飽和（例えば、シクロヘキセン）
、又は飽和（例えば、シクロヘキサン）である第２の環と融合することができる。第四級
アンモニウム塩の対イオンは、多くの場合、ハロゲン化物、硫酸塩、リン酸塩、及び硝酸
塩等である。このようなグラフト化モノマーは、四級アンモニウムモノマーであってもよ
い、即ち、－Ｎ（Ｒ２）３

＋Ｘ－基を有する（式中、各Ｒ２は上記した通りであり、Ｘ－

は対アニオンである）。４級アンモニウム基を有するこのようなモノマーを、不織布基材
の表面に直接グラフトしてもよく、又は、第１級、第２級、又は第３級アミン基を有する
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グラフト化アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマーをグラフトし、続いてアルキル
化によって４級アンモニウム基に変換してもよい。
【００４３】
　式Ｉのいくつかの実施形態において、Ｒ２基は、両方とも水素である。他の実施形態で
は、Ｒ２基の１個は水素で、他の１個は、１～１０個、１～６個、又は１～４個の炭素原
子を有するアルキルである。更に他の実施形態では、Ｒ２基は、この基が結合している窒
素原子と結びついて複素環式基を形成する。複素環式基は、少なくとも１つの窒素原子を
含み、酸素又は硫黄などの他のへテロ原子を含有することができる。代表的な複素環式基
としては、イミダゾリルが挙げられるがこれに限定されない。複素環式基は、ベンゼン、
シクロヘキセン又はシクロヘキサンなどの追加の環に結合されてもよい。追加の環に結合
される代表的な複素環式基としては、ベンゾイミダゾリルが挙げられるがこれに限定され
ない。
【００４４】
　代表的なアミノアルキル（メタ）アクリレート（即ち、式ＩのＬがオキシ）としては、
例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル
アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチルメタクリレート（diethylaminoethylmetha
cylate）、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチルアクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピ
ルメタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルアクリレート、Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチ
ルアミノプロピルメタクリレート、Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチルアミノプロピルアクリレート及
びその類などのＮ，Ｎ－ジアルキルアミノアルキル（メタ）アクリレートが挙げられる。
【００４５】
　例示のアミノ（メタ）アクリルアミド（即ち、式ＩのＬが－ＮＨ－）には、例えば、Ｎ
－（３－アミノプロピル）メタクリルアミド、Ｎ－（３－アミノプロピル）アクリルアミ
ド、Ｎ－［３－（ジメチルアミノ）プロピル］メタクリルアミド、Ｎ－（３－イミダゾリ
ルプロピル）メタクリルアミド、Ｎ－（３－イミダゾリルプロピル）アクリルアミド、Ｎ
－（２－イミダゾリルエチル）メタクリルアミド、Ｎ－（１，１－ジメチル－３－イミダ
ゾリルプロピル）メタクリルアミド、Ｎ－（１，１－ジメチル－３－イミダゾリルプロピ
ル）アクリルアミド、Ｎ－（３－ベンゾイミダゾリルプロピル）アクリルアミド、及びＮ
－（３－ベンゾイミダゾリルプロピル）メタクリルアミドが含まれるが、これらに限定さ
れない。
【００４６】
　式Ｉのアミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマーの例示的な四級塩には、（メタ）
アクリルアミドアルキルトリメチルアンモニウム塩（例えば、３－メタクリルアミドプロ
ピルトリメチルアンモニウムクロライド及び３－アクリルアミドプロピルトリメチルアン
モニウムクロライド）及び（メタ）アクリルオキシアルキルトリメチルアンモニウム塩（
例えば、２－アクリルオキシエチルトリメチルアンモニウムクロライド、２－メタクリル
オキシエチルトリメチルアンモニウムクロライド、３－メタクリルオキシ－２－ヒドロキ
シプロピルトリメチルアンモニウムクロライド、３－アクリルオキシ－２－ヒドロキシプ
ロピルトリメチルアンモニウムクロライド及び２－アクリルオキシエチルトリメチルアン
モニウムメチルサルフェート）が挙げられるがこれらに限定されない。
【００４７】
　グラフト化ポリマーは、任意に、ポリ（アルキレンオキシド）基を有する１官能性エチ
レン系不飽和グラフト化モノマー単位を含む。これらモノマーは、グラフト化アミノアル
キル（メタ）アクリロイルモノマーと共重合して、不織布基材の表面上にグラフト化コポ
リマー鎖を形成する。存在する場合、これらモノマーは、全モノマーの重量に対して、２
～２０重量％、より好ましくは５～１０重量％の量で用いられる。
【００４８】
　ポリ（アルキレンオキシド）基を有するモノマー単位は、次の式のものである。
【００４９】
　Ｚ－Ｑ－（ＣＨ（Ｒ３）－ＣＨ２－Ｑ）ｍ－Ｒ４、ＩＩ
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　式中、Ｚは重合可能なエチレン性不飽和部分であり、Ｒ３は、Ｈ又はＣ１～Ｃ４アルキ
ル基であり、Ｒ４は、Ｈ、Ｃ１～Ｃ４ルキル基、アリール基、又はこれらの組み合わせで
あり、ｍは、２～１００、好ましくは５～２０であり、Ｑは、－Ｏ－、－ＮＲ１－、－Ｃ
Ｏ２－、及び－ＣＯＮＲ１から選択される二価結合基である。
【００５０】
　一実施形態では、ポリ（アルキレンオキシド）基は、ポリ（エチレンオキシド）（コ）
ポリマーである。別の実施形態では、ペンダントポリ（アルキレンオキシド）基は、ポリ
（エチレンオキシド－コ－プロピレンオキシド）コポリマーである。かかるコポリマーは
、ブロックコポリマー、ランダムコポリマー、又はグラジエントコポリマーであってもよ
い。
【００５１】
　モノマーの有用なエチレン性不飽和部分、Ｚには、以下のものを挙げることができる。
【００５２】
【表１】

【００５３】
　式中、Ｒ３はＨ又はＭｅ、及びｒ＝１～１０である。
【００５４】
　ポリ（アルキレンオキシド）基を有するモノマーは、例えば、１又は２官能性アルキレ
ンオキシド（コ）ポリマー（典型的には市販されている）を反応性エチレン性不飽和化合
物（例えば、（アクリレート）と反応させることにより調製することができる。ポリ（ア
ルキレンオキシド）を終端させる官能基には、ヒドロキシ基、アミン基、及びカルボキシ
基を挙げることができる。以下に限定されないが、（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリ
ロイルクロライド、（メタ）アクリル酸無水物、及び２－イソシアナトエチルアクリレー
トを含むアクリレート誘導体のような様々な反応性エチレン性不飽和化合物を、使用する
ことができる。好ましくは、モノマーは、１又は２官能性アルキレンオキシド（コ）ポリ
マーを無水（メタ）アクリル酸と反応させることにより調製される。典型的には、化学量
論的な量のエチレン性不飽和反応物質を単官能性アルキレンオキシド（コ）ポリマー（モ
ノヒドロキシ末端アルキレンオキシド（コ）ポリマーなど）と合わせると、一置換された
生成物に１００％転換される。
【００５５】
　好適な１官能性ポリ（アルキレンオキシド）モノマーの例としては、ポリ（エチレンオ
キシド）（メタ）アクリレート、ポリ（プロピレンオキシド）（メタ）アクリレート、ポ
リ（エチレンオキシド－プロピレンオキシド）（メタ）アクリレート、及びそれらの組み
合わせが挙げられる。そのようなモノマーは、（Ｃ１～Ｃ４）アルコキシ、アリールオキ
シ（例えば、フェノキシ）、及び（Ｃ１～Ｃ４）アルカリルオキシなどの、１つの非反応
性末端基を含んでいることが好ましい。これらの基は、直鎖又は分枝鎖であることができ
る。これらのモノマーは、広範な分子量のものであることができ、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ（Ｅｘｔｏｎ，ＰＡ）、Ｓｈｉｎｎａｋａｍｕｒａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃ
ｏ．，Ｌｔｄ．）（Ｔｏｋｙｏ，Ｊａｐａｎ）、Ａｌｄｒｉｃｈ（Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ，
ＷＩ）、及びＯｓａｋａ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄ．，Ｌｔｄ．（Ｏ
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ｓａｋａ，Ｊａｐａｎ）のような供給元から市販されている。
【００５６】
　グラフト化ポリマーは、任意に、その他のエチレン系不飽和親水性グラフト化モノマー
単位である「親水性モノマー」を含む。本明細書で使用するとき、「親水性モノマー」は
、曇点に達することなく、少なくとも１重量％、好ましくは少なくとも５重量％の水混和
性（モノマー中の水）を有する重合可能なモノマーであり、ポリ（アルキレンオキシド）
モノマーを含まず、非酸性官能基、又はグラフト重合を遅らせることになる基を含有する
。グラフト化コポリマーは、このようなモノマー単位を０～１０重量％含んでもよい。存
在する場合、ポリマーは、一般に、１～１０重量％のかかるモノマー単位を含む。
【００５７】
　好適な親水性モノマーの例としては、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート（Ｈ
ＥＭＡ）、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、３－ヒドロキシプロピル（メ
タ）アクリレート、２，３－ジヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキ
シブチル（メタ）アクリレート、Ｎ－ビニルカプロラクタム、Ｎ－ビニルアセトアミド、
Ｎ－ビニルピロリドン、アクリロニトリル、テトラヒドロフルフリルアクリレート、アク
リルアミド、モノ－又はジ－Ｎ－アルキル置換アクリルアミド、グリセロールメタクリレ
ート、及びこれらの組み合わせが挙げられる。好ましい極性モノマーとしては、２－ヒド
ロキシエチル（メタ）アクリレート（ＨＥＭＡ）、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－ビニルア
セトアミド、メチルアクリルアミド、及びこれらの組み合わせが挙げられる。
【００５８】
　ポリマーは非架橋であるので、モノマー混合物を含有する含浸溶液は、ポリエチレン性
不飽和モノマー、即ち、架橋剤を含有しない。
【００５９】
　上記グラフト化モノマーに関し、不織布基材の表面にグラフトされるモノマーは、通常
、ｅ－ビームによるグラフト化のために、アクリル酸又は他の非アクリル酸重合性官能基
のいずれかを有する。メタクリレート基は、ゆっくりとしたより均一な反応性、及びｅ－
ビーム照射に暴露された不織布に対するそのようなメタクリレートの耐久性が理由で、（
本明細書に記載の工程を用いて）不織布基材の表面にモノマーをグラフト化するのに好ま
しい。
【００６０】
　以下に更に詳細に記載するように、本発明の官能化基材は上記モノマーを用いて調製さ
れ、多孔質不織布のベース基材の表面にグラフト化ポリマーを提供することができる。上
記グラフト化モノマーの２種類以上を使用する場合、単一反応工程でモノマーを不織布ベ
ース基材上にグラフトし（即ち、電離放射線に暴露する）、続いて、本工程又は連続した
工程において、全グラフト化モノマーを含浸させる（即ち、電離放射線への１回目の暴露
の後、１種類以上のグラフト化モノマーを含浸させ、次に電離放射線への２回目の暴露を
行い、この２回目の暴露の後に２回目の含浸を行う。
【００６１】
　このグラフト化工程は、不織布基材の表面上にラジカル種をもたらすことが更に理解さ
れよう。モノマー溶液の含浸後、式Ｉのアミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマーの
カルボニルに対してα位の炭素にラジカルを形成して重合を開始し、１種類以上の更なる
アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマー、式ＩＩの１種類以上の任意のＰＥＧモノ
マー、及び１種類以上の任意の第２の親水性モノマーで更に重合してもよく、以下に簡単
に例示されるような、これらの基がポリマー鎖からペンダントするグラフト化ポリマーが
得られる。
【００６２】
　基材－（ＭＮＲ４＋）ｗ－（ＭＰＥＧ）ｘ－（Ｍｃ）ｙ

　式中、－（ＭＮＲ４＋）ｗ－は、「ｗ個」の重合モノマー単位を有する式Ｉのグラフト
化アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマーの残基を表し（ｗは少なくとも２である
）、－（ＭＰＥＧ）ｘは、「ｘ個」の重合モノマー単位を有する式ＩＩの重合モノマーを
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表し（ｘはゼロであってもよく、及び好ましくは少なくとも１である）、－（Ｍｃ）ｙは
、ｙ個の重合モノマー単位を有する重合された第２の親水性モノマーを表す（ｙはゼロで
あってもよく、好ましくは少なくとも１である）。ポリマーはランダム又はブロックであ
ってもよい。ポリマーは、図のように、アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマーの
残基を介して直接グラフトされてもよく、又は、本明細書に記載のように、－（ＭＰＥＧ

）－モノマー又は親水性モノマーを介して直接グラフトされてもよい。
【００６３】
　グラフト化不織布基材の調製方法は、不織布基材を提供する工程と、不活性雰囲気中で
不織布基材をｅ－ビーム放射線に暴露する工程と、グラフト化アミノアルキル（メタ）ア
クリロイルモノマーを含む溶液に暴露した基材を含浸させて、このモノマーを不織布基材
の表面にグラフト重合する工程と、を含む。
【００６４】
　第１の工程では、不織布基材を、不活性雰囲気中でｅ－ビーム放射線などの電離放射線
に暴露する。一般に、酸素がパージされたチャンバ内に基材を設置する。典型的には、チ
ャンバは、フリーラジカル重合を阻害することが知られている少量の酸素（１００ｐｐｍ
未満）とともに、窒素、二酸化炭素、ヘリウム、アルゴンなどの不活性雰囲気を含む。
【００６５】
　照射工程は、不織布基材表面上にフリーラジカル反応部位を形成するために、好ましく
はイオン化ｅ－ビーム又はガンマ線による該表面の電離放射を含み、続いてこの表面上に
モノマーをグラフトする。「電離放射線」とは、ベース基材の表面（１つ又は複数）にフ
リーラジカル反応部位を形成するのに十分な線量及びエネルギーの放射線を意味する。電
離放射線には、ガンマ、電子ビーム、Ｘ線及び他の形態の電磁放射線を挙げることができ
る。場合によっては、コロナ放射線は十分に高いエネルギー放射線であってよい。放射線
は、十分に高エネルギーであり、そのため、ベース基材の表面に吸収されると、十分なエ
ネルギーがその支持体に移動して、この支持体内の化学結合の開裂を生じ、結果として不
織布基材上にフリーラジカル部位が形成される。不織布基材の１つ以上の層を電離放射線
にさらしてもよい。
【００６６】
　高エネルギー放射線量は、キログレイ（ｋＧｙ）で測定される。線量は、所望のレベル
の単一線量で、又は累積すると所望のレベルになる複数線量で、管理されることができる
。照射線量は、累積的に約１ｋＧｙ～約２００ｋＧｙの範囲であり得る。照射線量は、例
えばｅ－ビーム源から一度に供給され得ることができ、又は、ガンマ源から供給される線
量のように、数時間にわたる低線量率で累積されてもよい。好ましくは、累積線量は、放
射線損傷に耐性のある基材の場合、２０ｋＧｙ（２Ｍｒａｄ）を超える。
【００６７】
　電子ビームは、商業的供給源から容易に調達できるので、１つの好ましいグラフト化方
法である。電子ビーム発生器は、Ｅｎｅｒｇｙ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｗｉｌｍ
ｉｎｇｔｏｎ，ＭＡ）製のＥＳＩ「ＥＬＥＣＴＲＯＣＵＲＥ」ＥＢシステム及びＰＣＴ　
Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，ＬＬＣ（Ｄａｖｅｎｐｏｒｔ，ＩＡ）製のＢＲ
ＯＡＤＢＥＡＭ　ＥＢ　ＰＲＯＣＥＳＳＯＲを含む種々の供給源から市販されている。い
かなる所定の種類機器及び放射線試料位置であろうとも、放出される線量は、「放射線フ
ィルム放射線線量測定装置の使用に関する基準」と題するＡＳＴＭ　Ｅ－１２７５により
測定することができる。エキストラクターグリッド電圧を変更することにより、供給源に
対するビーム直径及び／又は距離、各種放射線線量率を得ることができる。
【００６８】
　照射工程では、十分な量の電離放射線に不織布基材を暴露して、不織布基材の表面上に
フリーラジカルを形成する。チャンバは、十分な照射線量の放射線を提供することができ
る、少なくとも１つの装置を含んでもよい。単一装置は十分な照射線量の放射線を提供す
ることができるが、２つ以上の装置、及び／又は単一装置を通る複数の経路を、特に比較
的厚い不織布基材用に使用してもよい。典型的には、不織布基材を含む環境は、フリーラ
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ジカル重合を阻害することが知られている少量の酸素とともに、窒素、二酸化炭素、ヘリ
ウム、アルゴンなどの不活性雰囲気を含む。
【００６９】
　線量は、質量単位当たり吸収されたエネルギーの全量である。線量は、一般にキログレ
イ（ｋＧｙ）で表現される。グレイは、質量キログラム当たり１ジュールのエネルギーを
供給するのに必要な放射線の量として定義される。基材が受け取る全線量は、線源の放射
能、滞留時間（即ち、サンプルを照射する総使用時間）、線源からの距離、及び線源とサ
ンプルとの間の材料の介在断面による減衰を含む、多くのパラメータに応じて決まる。線
量は、典型的には滞留時間、線源への距離またはその両方を制御することにより調節され
る。
【００７０】
　一般に、約２０～４０ｋＧｙの範囲内の線量が、グラフトヒドロゲルポリマーを生成す
るのに適することが見出された。所定のあらゆる組成物に関する全線量必要量は、所望の
グラフト化の目標、選択されたモノマー、使用する基材、及び照射線量率の関数として異
なる。したがって、線量率は、特定組成に要求される特性に基づいて選択することが可能
である。線量率は、典型的には、０．０００５ｋＧｙ／秒（ガンマ）～２００ｋＧｙ／秒
（ｅ－ビーム）の範囲内である。
【００７１】
　グラフト化性能が同等な他の放射線源を使用してもよく、電子ビームは高度で高速な線
量供給速度を生成することができるので、所望の電離放射線源は、電子ビーム源を含む。
電子ビーム（ｅ－ビーム）は一般的に、約１０－６Ｔｏｒｒ（０．０００１３Ｐａ）に維
持された真空チャンバ内の反射板と抽出グリッドとの間に保持されているタングステンワ
イヤフィラメントに高電圧を印加することによって発生する。フィラメントが、高電流で
加熱され、電子を生成する。電子は、リペラープレートとエキストラクターグリッドによ
り金属フォイルの薄いウィンドウに向かって誘導され、加速される。１０７メートル／秒
（ｍ／ｓｅｃ）を超える速度で進行し、約１００～３００キロ電子ボルトを所有する加速
電子は、真空チャンバからフォイルウィンドウを通過し、いかなる物質が位置付けられて
いても直ちにフォイルウィンドウを超えて透過する。
【００７２】
　生成する電子の量は、電流に直接的に関係する。エキストラクターグリッド電圧が増加
すると、タングステンワイヤフィラメントから引き出される電子の加速度又は速度は増加
する。ｅ－ビームによる加工は、コンピュータ調整する場合にはきわめて正確であること
ができ、正確な照射線量及び照射線量率の電子を不織布基材に向けることができる。
【００７３】
　チャンバ内部の温度は、望ましくは、従来の手段により周囲温度に保持される。任意の
特定の機構に制限されることを意図しないが、不織布基材を電子ビームに暴露することに
より、基材表面上にフリーラジカル部位が生じ、次に含浸工程で、この基材表面をグラフ
ト化モノマーと引き続き反応させることができると考えられている。
【００７４】
　不織布基材が受ける全線量は、主として、基材の表面上に形成されるラジカル部位の数
に影響を与え、続いて、不織布基材上にグラフト化モノマーがグラフトされる程度に影響
を与える。線量は、電圧、ウェブ又はラインの速度及びビーム電流を含む多くのプロセス
パラメーターにより決まる。線量は、線速度（即ち、不織布基材が照射装置の下を通過す
る速度）及び抽出グリッドに供給される電流を制御することにより、便利に調節すること
ができる。実験的に測定された係数（機械定数）をビーム電流に乗せ、ウェブ速度で除す
ることによって目標の線量（例えば、＜１０ｋＧｙ）を利便的に算出し、曝露量を決定す
ることができる。機械定数は、ビーム電圧の関数として変化する。
【００７５】
　電子ビーム放射線暴露の調整線量は滞留時間によって決まるが、不織布基材は、特定の
ポリマーに応じて、最小照射線量である約１キログレイ（ｋＧｙ）から、実用的最大線量
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である約２００ｋＧ未満の範囲の調整線量にさらされる。プロピレンポリマーなどの放射
線感受性ポリマーに関し、その量は、典型的には約１キログレイ（ｋＧｙ）の最小照射線
量～約１０ｋＧｙ未満の最大線量の範囲である。典型的には、プロピレンポリマーの劣化
を防ぐ合計調整線量は、約９ｋＧｙ未満～約７ｋＧｙの範囲である。ナイロン又はＰＶＤ
Ｆなどの放射線感受性が低いポリマーは、より高い放射線線量、典型的には１０～７０ｋ
Ｇｙにさらしてもよい。一般に、好適なガンマ線源は、４００ｋｅＶ以上のエネルギーを
有するガンマ線を放出する。典型的には、好適なガンマ線源は、５００ｋｅＶ～５ＭｅＶ
の範囲内のエネルギーを有するガンマ線を放出する。好適なガンマ線源の例には、コバル
ト６０同位元素（約１．１７及び１．３３ＭｅＶのエネルギーをほぼ等しい割合で有する
光子を放出する）及びセシウム１３７同位元素（約０．６６２ＭｅＶのエネルギーを有す
る光子を放出する）が挙げられる。線源からの距離は固定であることが可能であるか、あ
るいは標的又は線源の位置を変えることにより可変にすることが可能である。線源から放
出されたガンマ線の放射線束は、一般に、線源からの距離の二乗、及び同位元素の半減期
によって決まるような持続時間によって減衰する。
【００７６】
　本発明の方法では、不織布基材の表面上にフリーラジカル部位を有する照射された基材
を、照射工程に続いて及び照射工程と同時ではなく、モノマー溶液に含浸する。不織布基
材の表面上に生成されたフリーラジカル部位は、数分から数時間の範囲の平均寿命を有し
、室温で約１０時間以内に低濃度へと徐々に減衰する。ドライアイス温度などの低い温度
は、ラジカルの寿命を助長する。あるいは、加湿及び亜酸化窒素は、ヒドロキシルラジカ
ルの生成を介した基材のラジカル形成速度を速めることができる。グラフト重合プロセス
によるグラフト化不織布の有効な結合吸収能は、不活性条件下に保持された約１２時間の
反応時間の後、ほとんど変化しない。不活性で７２時間グラフト重合プロセスを維持する
と、恐らくグラフト化ポリマーの増加により、１２時間後に室温で（空気に暴露すること
によって）急冷されたサンプルの性能よりも、（実施例に記載されるような）酵母／糖蜜
結合能が約１０～２０％上昇する結果となることがわかっている。
【００７７】
　一般に、照射工程の直後に、照射された不織布基材にモノマー溶液を含浸させる。一般
に、ｅ－ビームを使用する場合、１時間、好ましくは１０分以内に照射された基材を含浸
させる。一般に、線源としてガンマを使用する場合、照射滞留時間が長いので、照射の直
後に基材を含浸させなければならない。グラフト化モノマーの存在下で基材を電離放射線
で照射すると、グラフト化不織布基材の濾過性能は、本方法によって調製された物品の濾
過性能よりも劣ることがわかっている。
【００７８】
　含浸工程では、１種類以上のグラフト化モノマーを含有しかつ上記の量の含浸溶液に、
不織布基材を接触させる。好適な含浸方法には、スプレーコーティング、フラッドコーテ
ィング、ナイフコーティング、マイヤーバーコーティング、ディップコーティング及びグ
ラビアコーティングが挙げられるが、これらに限定されない。
【００７９】
　ラジカル部位がグラフト化モノマーと重合を開始するのに十分な時間の間、含浸溶液を
不織布基材と接触させたままにする。モノマー溶液に含浸すると、１２時間の暴露後にグ
ラフト化反応はほぼ完了する、即ち、一般に約９０＋％完了する。その結果、不織布基材
は、不織布基材の侵入型及び外側表面に結合したグラフト化ポリマー及び／又はコポリマ
ーを含む。
【００８０】
　上述のように、含浸溶液は、不織布基材の表面上にグラフトするのに好適な１種類以上
のグラフト化モノマーを含んでもよい。上記した例示のグラフト化モノマーの全てを溶液
中に含むことができる。上記グラフト化モノマーの他に、含浸溶液は、例えば、紫外線硬
化用の１種類以上の他の非グラフト化モノマー、界面活性剤、染料、顔料及び溶媒などの
他の物質を含有することができる。
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【００８１】
　含浸溶液中の各グラフト化モノマーの濃度は、多くの要因（含浸溶液中のグラフト化モ
ノマー（１又は複数）、望ましいグラフト度、グラフト化モノマーの反応性及び使用溶媒
が挙げられるが、これらに限定されない）に応じて変化してよい。典型的には、含浸溶液
中のモノマーの全濃度は、含浸溶液の全重量を基準として約１重量％～約１００重量％、
望ましくは、約５重量％～約３０重量％、より望ましくは約１５重量％～約２５重量％の
範囲である。
【００８２】
　含浸溶液は、水混和性有機溶媒とグラフト化モノマーとの水性混合物を更に含む。溶媒
混合物は、分離用途で使用すると、グラフト化ポリマーのモルホロジー及び得られる流動
速度に影響を与えることが見出されている。水の有機溶媒に対する比は多様であり得るが
、典型的には、水対有機溶媒は１：１（ｖ／ｖ）超過、好ましくは５：１超過、より好ま
しくは７：１超過である。この比は、一般に、得られたグラフト化不織布基材が、目標と
するバイオセパレーション用途のための結合能を最大限にする圧力及び流量応答を生成す
るように、調整される。
【００８３】
　水中の有機溶媒濃度は、不織布基材の繊維サイズを基準にして最適化されてもよい。広
くは、有機溶媒の最適濃度は、繊維サイズが減少するにつれて高くなる。２０％の３－［
（メタアクリロイルアミノ）プロピル］塩化トリメチルアンモニウム（ＭＡＰＴＡＣ）モ
ノマー含浸溶液を使用する場合、４μｍの有効繊維直径を有する不織布は、１５％の有機
溶媒水溶液を最適に使用する。有効繊維直径が１μｍの不織布ウェブ用の１５％　ＭＡＰ
ＴＡＣモノマー含浸溶液は、３０％の有機溶媒水溶液を最適に使用する。
【００８４】
　含浸溶液中の水混和性有機溶媒の量を調整することによって、基材の繊維を橋かけする
及び空隙を閉鎖することなく、より多量のモノマーが不織布基材にグラフトされると考え
られている。ウェブ空隙が橋かけされると、不織布は乾燥すると半透明の外観になり、流
量は減少し、かつ膨張能力は低減する。繊維が小さいほど、不織布の孔を橋かけするモノ
マーの数は少なくなる。水混和性有機溶媒を更に加えることで橋かけを低減し、グラフト
化ポリマー含量を増加させることができ（不織布基材の重量パーセントの関数として）、
物品がより自由に膨張できるようになる。
【００８５】
　任意のこのような水混和性有機溶媒は、三級水素原子、又はグラフト重合を遅らせる他
の基を有さないのが好ましい。いくつかの実施形態において、水混和性溶媒は、１～４個
の炭素原子を有する低級アルコール、２～６個の炭素原子を有する低級グリコール、及び
最も好ましくは３～６個の炭素原子と１～２個のエーテル結合とを有する低級グリコール
エーテルなどの、プロトン基含有有機液体である。いくつかの実施形態では、ポリ（エチ
レングリコール）などの高級グリコールを使用してもよい。具体的な例は、メタノール、
エタノール、ｎ－ブタノール、ｔ－ブチルアルコール、エチレングリコール、メトキシエ
タノール、エトキシエタノール、プロポキシエタノール、ブトキシエタノール、メチルカ
ルビトール、エチルカルビトール、及びこれらの混合物である。
【００８６】
　他の実施形態では、例えば、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、酢酸メトキシエ
チル、酢酸エトキシエチル、酢酸プロポキシエチル、酢酸ブトキシエチル、リン酸トリエ
チル、アセトン、メチルエチルケトン、メチルプロピルケトン及びジメチルスルホキシド
といった脂肪族エステル、ケトン類及びスルホキシド類などの非プロトン性水混和性有機
溶媒を使用することも可能である。
【００８７】
　不織布基材が所望の時間含浸された時点で、グラフト化ポリマー基を有する不織布基材
は、任意に、残留モノマーを除去するためにすすがれてもよい及び／又は乾燥されてもよ
い。
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【００８８】
　任意のすすぎ工程では、官能化不織布基材は１回以上洗浄され又はすすがれて、あらゆ
る未反応モノマー、溶媒、又はその他の反応副生成物を除去する。典型的には、官能化基
材は、水リンス剤、アルコールリンス剤、水及びアルコールリンス剤の組合せ及び／又は
溶媒リンス剤（例えば、アセトン、メチルエチルケトン等）を使用して最高３回まで洗浄
又はすすがれる。アルコールリンス剤を使用する時、リンス剤には、イソプロパノール、
メタノール、エタノール又は使用して実用的である全ての他のアルコール及び全ての残留
モノマーに有効な溶媒を挙げることができるがこれらに限定されない。それぞれのすすぎ
工程では、官能化基材は、すすぎ浴を通すか、又はすすぎ液を噴霧してもよい。いくつか
の実施形態において、リンス剤はイオン緩衝溶液を含んでもよく、これは、ヒドロゲルの
膨張、保有水の量を低減し、及び更にはこのすすぎ工程の間に不織布基材を弱めるのを回
避する。
【００８９】
　任意の乾燥工程では、官能化基材を乾燥して、あらゆるすすぎ溶液を除去する。典型的
には、官能化基材を比較的低いオーブン温度のオーブンで所望の時間（本明細書では「オ
ーブン滞留時間」と称する）乾燥する。オーブン温度は、典型的には約６０℃～約１２０
℃の範囲であり、オーブン滞留時間は、典型的には約１２０秒～約６００秒の範囲である
。任意の従来のオーブンをこの任意の乾燥工程で使用することができる。他の実施形態で
は、乾燥工程をすすぎ工程の前に行なって、グラフトされていない残渣の抽出の前に揮発
性成分を除去することができる点にも留意すべきである。任意の乾燥工程の後、乾燥した
官能化基材をロール状に巻き取って、後で使用するために保管する。
【００９０】
　官能化不織布基材は、濾材、例えば水濾過用デバイスにおける濾材として特に適してい
る。ポリマーがグラフトされて親水性になるとき、濾材は耐久性を持つ。濾過装置などの
多くの水用濾過媒体では、水性ＮａＯＨに接触させる、又は水性ＮａＯＨで洗い流すこと
により、濾材を洗浄又は消毒する。本明細書に記載する親水性多孔質基材は、ＮａＯＨに
接触する、又はＮａＯＨで洗い流すことができ、表面エネルギー及び湿潤性で明らかなよ
うに親水性を保持することができる。
【００９１】
　濾過用途で使用する場合、官能化基材の１つ以上の層を使用してもよく、これらの層の
それぞれは、同一の又は異なる平均繊維サイズ、空隙容量、ポリマーグラフト化度、グラ
フト化ポリマーのモノマー組成、多孔性、引張強度、及び表面積を有してもよい。いくつ
かの実施形態では、各後続層は、より細かい汚染物質を濾過できるように、より小さな有
効孔径又はより小さな平均繊維サイズを有してもよい。グラフト化不織布基材は、平面状
又はレンズ状ディスクとして構成されてもよい。いくつかの実施形態において、不織布基
材はプリーツがつけられてもよい。プリーツがつけられたグラフト化不織布フィルタ要素
を、複数の同心のプリーツがつけられた要素として組み合わせてもよい。グラフト化不織
布基材を渦巻き状に巻いてもよい。更に、支持体を提供しかつ取り扱いを助けるために、
グラフト化不織布基材を多孔質ウェブで封入してもよい。濾過用途では、不織布を垂直に
又は水平に配置してもよい。
【００９２】
　図６は、本開示による例示的な濾材１２０を示す。図のように、濾材１２０は複数のプ
リーツ１２６を含んでいる。いくつかの実施形態において、プリーツがつけられた濾材１
２０を、フィルタ装置又は他のフィルタ装置に組み込むことができる。プリーツ形状及び
プリーツがつけられた媒体を含む濾過装置の例は、米国特許第６，５２１，０１１号（Ｓ
ｕｎｄｅｔら）に見出すことができる。複数のプリーツ１２６が、米国特許出願第６１／
０１６１４９号（Ｌｕｃａｓ）（ＰＣＴ出願第ＵＳ０８／８６９２３号）に記載のような
、平面的に配置されたプリーツを含み得るということも想定している。図の実施形態では
、濾材１２０は、微多孔膜層１２４と共にグラフト化不織布基材１２２を含んでいる。典
型的には、微多孔膜層１２４は、グラフト化不織布基材１２２の下流に位置付けられる。
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【００９３】
　微多孔膜層１２４は、本開示を通して記載される１つ以上の微多孔膜を含んでもよい。
いくつかの実施形態において、微多孔膜層１２４は、対称的に分布した孔径を有する単一
領域を含む。他の実施形態では、微多孔膜層１２４は、非対称的に分布した孔径を含む単
一領域を含む。更に他の実施形態では、微多孔膜層１２４は、複数の分離領域を含む。そ
のような実施形態では、分離領域のそれぞれは、対称的に又は非対称的に分布した孔径を
含む。
【００９４】
　いくつかの実施形態では、微多孔膜層１２４の１つ以上の領域は、官能化されることで
、例えば、改善された親水性を有してもよい。官能化微多孔膜を提供する方法は、例えば
、本開示の他の箇所に記載されている。
【００９５】
　微多孔膜層１２４は微多孔膜の複層を含んでもよく、各層が単一領域又は複数の分離領
域を含んでもよい、ということも想定している。各領域は、対称的に又は非対称的に分布
した孔径を含んでもよく、微多孔膜の各層は、特定の用途向けに所望通りに官能化又は非
官能化されてもよい。一実施形態において、「ナイロン微多孔膜Ｄ１～Ｄ６」と題する項
で以下に記載されるように、微多孔膜層１２４は微多孔膜の３つの層を含んでもよく、各
層は３つの分離領域を含む。
【００９６】
　グラフト化不織布基材１２２は、本開示を通して記載される１つ以上の不織布基材を含
んでもよい。いくつかの実施形態では、グラフト化不織布基材１２２は、不織布の単層を
含む。他の実施形態では、グラフト化不織布基材１２２は、同一の又は異なる構造を有す
る不織布材料の追加の層を有してもよい。例えば、グラフト化不織布基材１２２は、グラ
フト化不織布層の上流に位置付けられた非グラフト化不織布層を含んでもよい、というこ
とを想定している。そのような実施形態では、より下流の層と比べて、密度が低い又は多
孔性が増大した、より上流の層が設けられてもよい。
【００９７】
　図７は、本開示による例示的なフィルタ装置１００を示している。図のように、フィル
タ装置１００は、レンズ形のフィルタカートリッジの形態で提供される濾材１２０を含む
。レンズ形のフィルタカートリッジの例、及びレンズ形のフィルタカートリッジの製造方
法は、例えば、Ｐｕｌｅｋ　ｅｔ　ａｌに付与された、米国特許第６，４６４，０８４号
、同第６，９３９，４６６号、同第７，１７８，６７６号、及び同第６，７１２，９６６
号に見出すことができる。
【００９８】
　図のように、フィルタ装置１００は、流体出口１１６と流体連通する中央コア１４２を
有する分離要素１４０を備えている。典型的には、分離要素１４０は、第１の側１４４と
第２の側１４６とを含み、それらの上に濾材１２０が配置されてもよい。第１の側１４４
及び第２の側１４６は、典型的には、濾過機能性を提供しないが、開口ネットワークが備
わっており、そこを通って流体が自由に流れることができる。図のように、濾材１２０は
、第１の側１４４に位置付けられる第１の濾材ディスク１５０、及び第２の側１４６に位
置付けられる第２の濾材ディスク１５４として提供される。第１及び第２の濾材ディスク
１５０及び１５４はそれぞれ、外周縁部１５１、１５５と、内周縁部１５２、１５６とを
個々に含む。いくつかの実施形態では、縁部シール１５０が、第１及び第２の濾材ディス
ク１５０及び１５４の周縁部１５１及び１５５を接合する。典型的には、内周縁部１５２
及び１５６は、分離要素１４０の中央コア１４２に接合される。
【００９９】
　典型的な用途では、濾材１２０の下流表面は、分離要素１４０に近接して位置付けられ
る。濾材１２０はグラフト化不織布基材１２２を含んでいる。図示の実施形態では、濾材
１２０は、グラフト化不織布基材１２２と、微多孔膜層１２４とを含む。典型的には、微
多孔膜層１２４は、グラフト化不織布基材１２２の下流に位置付けられる。
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【０１００】
　図８では、フィルタカプセル１１０と、フィルタカプセル１１０に接合されたフィルタ
キャップ１１２とを備える例示的なフィルタ装置１００が示されている。図のように、フ
ィルタキャップ１１２は、流体入口１１４と流体出口１１６とを含む。濾材１２０は、フ
ィルタカプセル１１０の中に封入されており、流体入口１１４と流体出口１１６とを流体
接続している。図８の切り欠きを通して見えるように、濾材１２０は、複数のプリーツ１
２６を含む第１の媒体シリンダ１３０に成形される。濾過装置の例及び濾過装置の製造方
法は、例えば、Ｂａｓｓｅｔｔらに付与された米国特許第６，４５８，２６９号に見出す
ことができる。複数のプリーツを含むシリンダに成形される濾材の例は、例えば、Ｏｌｓ
ｅｎに付与された米国特許第６，３１５，１３０号に見出すことができる。
【０１０１】
　いくつかの実施形態において、本開示は、フィルタカプセルと、フィルタカプセルに接
合されたフィルタキャップと、備えるフィルタカートリッジを提供し、フィルタキャップ
は、流体入口と流体出口とを含み、濾材はフィルタカプセルに封入される。いくつかの実
施形態では、フィルタ装置のフィルタキャップは、流体入口と流体出口とを含み、濾材は
フィルタカプセルに封入される。いくつかの実施形態において、濾材は、グラフト化不織
布基材の下流に位置付けられる微多孔膜層を更に含む。
【０１０２】
　したがって、本開示は、流体入口と、流体出口と、流体入口と流体出口とを流体接続す
る濾材と、を含むフィルタ装置を提供し、濾材はグラフト化不織布基材を含む。いくつか
の実施形態において、本開示は、分離要素（１４０）と、縁部シール（１５０）と、流体
入口と流体連通する中央コア（１４２）を備える分離要素と、第１の側（１４４）と、第
２の側（１４６）と、分離要素の第１の側に位置付けられ、かつ外周縁部（１５１）と内
周縁部（１５２）とを有する第１の媒体ディスク（１５０）を含む濾材と、分離要素の第
２の側に位置付けられ、かつ外周縁部（１５５）と内周縁部（１５６）とを有する第２の
媒体ディスク（１５４）と、を更に含むフィルタ装置を提供し、第１及び第２の媒体ディ
スクの外周縁部は、縁部シールによって接合されており、第１及び第２の媒体ディスクは
、中央コアによって接合されている。
【０１０３】
　図９は、図８に示されるフィルタ装置１００の一実施形態の断面図を示しており、濾材
１２０は、複数のプリーツ１２６を含む第１の媒体シリンダ１３０に成形される。図示の
実施形態では、濾材１２０は、グラフト化不織布基材１２２と、微多孔膜層１２４とを含
んでいる。典型的には、微多孔膜層１２４は、グラフト化不織布基材１２２の下流に位置
付けられる。図９に示されるように、フィルタ装置１００は、任意に、第１の媒体シリン
ダ１３０の中に位置付けられる第２の媒体シリンダ１３２を備える。そのような実施形態
では、第２の媒体シリンダ１３２は、複数のプリーツを含んでもよい。複数のプリーツを
含む内側及び外側の媒体シリンダを備えるフィルタモジュールの例は、例えば、Ｌｕｃａ
ｓらに付与された米国特許公開第２００９／００２０４７２　Ａ１号に見出すことができ
る。
【０１０４】
　したがって、いくつかの実施形態において、本開示は、濾材が、グラフト化不織布基材
の下流に位置付けられる１つ以上の微多孔膜層を更に含む、フィルタ装置を提供する。い
くつかの実施形態において、本開示は、濾材が複数のプリーツを含むフィルタ装置を提供
する。
【０１０５】
　いくつかの実施形態において、本開示は、液体から粒子状汚染物質を除去するためのフ
ィルタ装置を提供し、該フィルタ装置は、上壁と、底壁と、上壁と底壁との間に延在する
略円筒形側壁と、フィルタ要素（グラフト化不織布）を通る液体流路を画定する入口及び
出口とを含むハウジングの中に配置されるフィルタ要素（グラフト化不織布）と、を含む
。液体流路は、流体が（グラフト化不織布）を貫流するように、入口に隣接する上流部分
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と、出口に隣接する下流部分とを有する。フィルタ要素は、（グラフト化不織布）の下流
であり得る微多孔膜を更に含んでもよく、その結果流体は、グラフト化不織布及び微多孔
膜を通って入口から出口まで貫流する。
【０１０６】
　図１０は、図８に示されるフィルタ装置１００の代替実施形態の断面図を示しており、
フィルタ装置はコア１６０を更に備え、濾材１２０はコア１６０の周囲に螺旋状に巻き付
いている。コア１６０は、典型的には濾過機能性を提供しないが、開口ネットワークが備
わっており、そこを通って流体が自由に流れることができる。螺旋状に巻かれたフィルタ
カートリッジの例、及び螺旋状に巻かれたフィルタカートリッジの製造方法は、例えば、
Ｐｕｌｅｋらに付与された米国特許第６，３９１，２００号に見出すことができる。図示
の実施形態では、濾材１２０は、グラフト化不織布基材１２２と、微多孔膜層１２４とを
含んでいる。典型的には、微多孔膜層１２４は、グラフト化不織布基材１２２の下流に位
置付けられる。いくつかの実施形態では、渦巻状に巻き付けられた濾材１２０の隣接する
層の間を流体が流れ易くするのを助けるために、排水層が更に設けられてもよい。
【０１０７】
　いくつかの実施形態において、本開示は、コア（１６０）を備え、濾材がコアの周囲に
螺旋状に巻き付いているフィルタ装置を提供する。
【０１０８】
　いくつかの実施形態において、官能化不織布基材は、微多孔膜などの従来のフィルタ要
素と組み合わされてもよい。具体的には、本発明の官能化不織布基材の１つ以上の層を含
むフィルタは、汚染物質を除去するための及び／又は追加の下流フィルタを含む後処理プ
ロセスを保護するための「前置フィルタ」としての機能を果たすことができる。モノクロ
ーナル抗体を生産する場合、本発明の官能化不織布は、細胞残屑、凝集体（agglomorates
）、ＤＮＡフラグメント、及び宿主細胞タンパク質で容易に詰まる、より細かい下流の微
多孔性の濾過膜を保護するための、前置フィルタとしての機能を果たしてもよい。微小サ
イズの除去膜は、分離媒体、及び膜の下流に位置する充填タンパク質Ａカラムの侵入型空
隙経路の機能性を保証する働きをする。
【０１０９】
　微多孔膜は、生物汚染物質で汚れることで知られているので、デプスフィルタと一般に
呼ばれる前置フィルタを必要とする場合が多い。本明細書に記載の官能化不織布基材は、
現在のセルロース／珪藻土デプスフィルタに効果的に取って代わることができる。官能化
不織布基材は、微多孔膜を保護して、微多孔膜の耐用年数を延ばし、そして、膜は、開い
たヒドロゲルネットワークからの任意の貫通汚染物質を捕捉して、グラフト化不織布の耐
用年数を長くすることができる、という理由から（フィルタの濁度減少により測定した場
合）、媒体の下で共に用いられる孔径絶対定格を有する微多孔膜が望ましい。
【０１１０】
　濾過で使用する場合、対象となる生体サンプルと汚染物質とを含有する流体は、この２
つを分離する応答性官能化不織布物品を通過することができる。いくつかの実施形態にお
いて、汚染物質はグラフト化ポリマーのヒドロゲルネットワークに保持され、対象となる
生体サンプルは通過する。流体の生物学的汚染又は「トリガ」（例えばイオン強度、極性
有機又は無機種、糖蜜、塩、緩衝液、タンパク質、細胞残屑、ウイルス等）の存在に応じ
て、グラフト化ポリマーのヒドロゲルの侵入型孔又はボイドを変更してもよい。背圧が高
いと浄水流動（トリガなし）が低いことが分かっている。高い水圧は、ヒドロゲルを圧潰
又は圧縮させて、流量を更に減少させる。この圧潰又は圧縮は、ｚ方向の平均流路を減少
させ、かつ累積生物汚染物質の保持容積を低減させて、滞留時間を更に短くする。したが
って、グラフト化不織布は低圧でより良好に機能し、これにより、初期濾過工程の間、任
意の剪断に感受性のあるタンパク質に対する剪断力が低減する。
【０１１１】
　本明細書に記載のポリマーグラフト化不織布物品は、生物学的な流体相からの粒子及び
不溶性汚染物質を、その膨張したマトリックスの至る所に保持することができる。少量の
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極性「トリガ」が存在する場合、水圧は急速に軽減される。各四級アンモニウムモノマー
単位は、グラフト化ポリマー鎖の中の点電荷としての役割を果たし、水で全体的に構成さ
れるイオンと電気の二重層、つまり水和層で囲まれていると考えられる。これは水分流動
に抵抗する「剪断半径」を形成し、不織布のヒドロゲルネットワークを水圧で圧縮するよ
うに機能する。わずかなイオン的性質の差異は、二重層の内側及び外側シェルの崩壊を引
き起こして、流量を増加させる。濾過中、「トリガ」への暴露後に背圧が軽減すると、水
圧の欠如が原因で、不織布構造体は再度膨張する。
【０１１２】
　濾過用途では、タンパク質などの自然発生的な巨大分子は、タンパク質のｐＫａ及び緩
衝液のｐＨに起因して、水中に分散した場合に電荷（汚染物質として負）を獲得する。例
えば、負に帯電した細胞残屑は、電荷親和性によりヒドロゲルに結合し、正に帯電したモ
ノクローナル抗体（ｍＡｂ）などの実体は通過できる。ますます多くの物質がフィルタの
深さを徐々に通過するにつれ、細胞残屑などの負に帯電した汚染物質は捕捉され、モノク
ローナル抗体などのプラスに帯電した物質は通過するので、不連続ゲルは圧潰する。フィ
ルタ要素の動的容量に達するまでこれが継続する。
【０１１３】
　生物濾過用途では、高い濾過圧力は、タンパク質の剪断及びそれに続く変性を引き起こ
す可能性があるので、望ましくない。非汚染水のポンピングから生じる超過圧力により、
膨張した不織布が水圧下で圧潰する可能性があり、これによりｚ方向の平均流路が減少し
て親和性のための滞留時間が短くなり、かつ累積生物汚染物の保持容積が低減するので、
流量が更に制限的で望ましくないものとなる。したがって、本発明の物品は、移動相から
の粒子及び不溶性汚染物質を、低い濾過圧力で、膨張したマトリックスの至る所で保持す
ることが可能となる。
【０１１４】
　本発明のポリマー官能化不織布物品は、物品の有効期間にわたって過度の圧力を蓄積す
ることなく、汚染物質を取り込む。濾材の通常の汚損機構は、媒体が移動相から粒子をふ
るい分けて取り出すと、粒子が孔の中又は媒体の表面上に固まることができるというもの
である。その後、流量は減少し、圧力が蓄積し、そしてこれは、ケーキ層が圧縮される場
合に深刻になる可能性がある。本発明のポリマー官能化不織布物品は、汚染物質が不連続
なヒドロゲルマトリックスに衝突できるようにし、そこで汚染物質はマトリックスの中に
容易に拡散して、固化又は圧縮による汚損を妨げる。汚染物質が加わるほど、汚染物質が
ヒドロゲルポリマーの巻きひげ上に取り込まれかつ吸着されることから、不織布の侵入型
間隙の中により大きなスペースが得られる。
【０１１５】
　バイオセパレーション用途では、一般に、定速又は定圧モードのいずれかで「垂直流（
normal flow）」濾過が行われる。定速モードでは、設定された量の流体がポンプから供
給され、フィルタが汚れるにつれてフィルタ内の圧力が増加し、濾過プロセスは公称圧力
値（通常約３０ｐｓｉ（２０６．８ｋＰａ）以下）で停止して、標的タンパク質を手付か
ずにしておく。定圧モードでは、供給速度が停止する又は低くなって実際的ではなくなり
、濾過プロセスが停止するまで、設定圧力が流体に印加され、かつ流通させられる。アフ
ィニティークロマトグラフィーで用いられる典型的な低から高までの流速は、約５０～６
００ＬＭＨ（リットル／（メートル２時間）であり、又は前面の流速は．０８～１ｍＬ／
（分－ｃｍ２）である。４７ｍｍの試験用ハウジングは、約１３ｃｍ２の利用可能表面積
を有するので、１３ｍＬ／分の速度は、商業的手順において用いられる規定された高い６
００ＬＭＨと等価な性能である。層の数、各層の厚さ、繊維サイズ、及びグラフト化の量
によっては、本発明の浄水流動は、１ｍＬ／（分－ｃｍ２）（１３ｍＬ／分）で７５ｐｓ
ｉ（５１７．１ｋＰａ）もの高さを観測した。極性トリガの導入により、この圧力は１ｐ
ｓｉ（６．９ｋＰａ）未満まで減少する。緩衝液（トリガとして機能する）を非汚染水と
共に放水することで、高圧に戻る。
【０１１６】
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　本明細書に記載のポリマーグラフト化不織布基材は、対称性又は非対称性微多孔膜（傾
斜多孔度を有する）、及びこのような膜の単一層又は複層のような微多孔膜と組み合わさ
れてもよい。有用な微多孔膜は、ナイロン、ポリエーテルスルホン、ポリフッ化ビニリデ
ン、ポリプロピレン、エチレン－トリクロロフルオロエチレンから製造されるものを、単
層、複層等で含む。好ましくは、これらの膜は親水性である。微多孔膜は、０．０１～１
５０μｍ、好ましくは０．１～１００μｍの範囲の対称孔径、及び２５～５００μｍの厚
さを有してもよい。別の実施形態では、グラフト化不織布基材は、０．０１～１５０μｍ
の傾斜平均孔径を有する非対称性微多孔膜と組み合わされてもよい。他の実施形態では、
各層が１５～０．０２μｍ、好ましくは１０～０．８μｍといった連続的に細くなる多孔
性、及び７５～１２００μｍの全厚さを有する、微多孔膜の複層を組み合わせて使用して
もよい。対称性多孔性及び傾斜した多孔性の両方を有する微多孔膜の複層を組み合わせて
使用してもよい。更に、親水性、疎水性又は電荷結合能といった微多孔膜表面特性を変化
させるために、微多孔膜をポリマーグラフト化してもよい。
【０１１７】
　更に、グラフト化不織布基材の１つ以上の層を、微多孔膜の１つ以上の層と組み合わせ
てもよい。例えば、１～５層のグラフト化不織布基材を、微多孔層（１又は複数）と組み
合わせてもよい。グラフト化不織布基材の各層は、同じであっても異なっていてもよい。
いくつかの実施形態において、これらの層は、特定の不織布基材、不織布基材の厚さ、そ
の中に使用されるポリマー、繊維サイズ、多孔性、空隙容量、嵩、引張強度、表面積、グ
ラフト重量又は密度、ポリマーグラフト化度、及び／又はグラフト化ポリマー中のモノマ
ー濃度に関して同じであってもよく、又は異なっていてもよい。
【０１１８】
　有用な市販の膜の例としては、ＣＵＮＯ　Ｉｎｃ．（Ｍｅｒｉｄｅｎ，Ｃｏｎｎ）から
入手可能なＬｉｆｅＡｓｓｕｒｅ（商標）又はＳｔｅｒＡｓｓｕｒｅ（商標）キャストナ
イロンが挙げられる。有用な微多孔膜は、米国特許第６，４１３，０７０号、同第６，５
１３，６６６号、同第６，７７６，９４０号、同第６，０５６，５２９号、及び同第６，
２６４，０４４号（Ｍｅｙｅｒｉｎｇら）；米国特許第５，００６，２４７号（Ｄｅｎｎ
ｉｓｏｎら）；米国特許第３，８７６，７３８号（Ｍａｒｉｎａｃｃｉｏら）；米国特許
第４，７０７，２６５号（Ｂａｒｎｅｓら）；並びに米国特許第４，４７３，４７４号（
Ｏｓｔｒｅｉｃｈｅｒら）に開示されている。有用なグラフト化ポリマー官能化微多孔膜
は、ＰＣＴ／ＵＳ２００８／０８８１０６（２００８年１２月２３日出願）に開示されて
いる。
【０１１９】
　微多孔膜とグラフト化不織布との組み合わせは、精密濾過膜を保護して、その耐用年数
を延ばし、膜は、開いたヒドロゲルネットワークを通過するあらゆる貫流（breakthrough
）汚染物質を捕捉して、グラフト化不織布の効率を改善する。濁度減少、ＵＶ、ＤＮＡ定
量化及びＥＬＩＳＡ法などの当該技術分野において既知の技術を用いて、汚染物質を測定
することができる。
【０１２０】
　多くのバイオ分離法は、例えばタンパク質Ａカラムを使用するなどした捕捉工程の前に
、０．２μｍの滅菌グレードの微多孔膜を使用する。膜表面における粒径排除によって機
能するこのような２次元膜は、遠心分離の直後に見られる高度に汚染されたバイオプロセ
ス供給流（bioprocessing feed-streams）ですぐに汚れるので、デプスフィルタと一般に
呼ばれる前置フィルタを必要とする。連続ディスクスタック型遠心機を使用する遠心分離
は、大量浄化の第１の工程として広く採用されている。最も有効な遠心分離機は、先行す
る細胞培養、溶解、及び収集操作からの細胞成分全てを効果的に除去しない。したがって
、（例えば下流のタンパク質Ａカラムでの）分離の質を向上させるため、及び滅菌グレー
ドの保護膜が早期汚損するのを防止するために、可溶性及び不溶性汚染物質（例えば細胞
残屑、成長培地構成成分、ＤＮＡ、及び可溶性宿主細胞タンパク質）を減少させるデプス
フィルタの必要性が存在する。
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【０１２１】
　ポリマー官能化不織布基材は、媒体内（即ち、媒体の上流表面と下流表面との間）に汚
染物質を捕捉するデプスフィルタ用途に理想的に適している。この物品は、吸着性深層フ
ィルタモジュールに高い媒体充填密度を提供し、これにより改善された濾過効率が得られ
る。この物品は、吸着性深層フィルタモジュール内の所与の媒体質量に対して広い表面積
を提供し、これにより高い流速（流量）が得られる。典型的には、高効率であるという望
ましいフィルタ特性と、高流量であるという望ましいフィルタ特性を達成することの間に
はトレードオフがある。しかしながら、本発明の官能化不織布基材は、流量を犠牲にする
ことなく高い媒体充填密度を有する深層フィルタモジュールを提供する。
【０１２２】
　ポリマー官能化不織布基材は、主に、吸着、拡散、及び衝突機構によって機能し、した
がって、サイズ排除、捕獲及び吸着の組み合わせによって作動する従来のデプスフィルタ
とは異なると考えられる。本発明のグラフト化不織布のプレ層としての利点は、広範囲の
汚染種でその深さ全体を通じて十分に利用されることである。吸着、捕獲及びサイズ排除
の組み合わせによって作動する従来のデプスフィルタは、上層を特定の汚染物質で不可避
的に塞ぎ、媒体は十分に利用されない。
【実施例】
【０１２３】
　別に記載されない限り、実施例中及び本明細書の他所における全ての部、パーセント、
比率などは重量基準であり、実施例で使用された全ての試薬は、一般的な化学品供給業者
から、例えばＳａｉｎｔ　Ｌｏｕｉｓ，ＭｉｓｓｏｕｒｉのＳｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ
　Ｃｏｍｐａｎｙから入手され、若しくは入手可能であり、又は従来の方法により合成し
てもよい。
【０１２４】
　以下の溶液及び試験手順を用いて本発明の膜を評価した。
【０１２５】
　緩衝溶液
　８ｇの塩化ナトリウム、０．２ｇの塩化カリウム、１．４４ｇの第二リン酸ナトリウム
、及び０．２１ｇのリン酸ナトリウム一水和物（sodium phosphate monohydrate）をメス
シリンダに加え、続いて８００ミリリットル（ｍｌｓ．）の脱イオン（ＤＩ）水を２１℃
で加えて、１リットルの緩衝溶液を調製する。必要に応じて塩酸又は水酸化ナトリウム溶
液を使用してｐＨを６．８～７．４の範囲に調整し、その後、脱イオン（ＤＩ）水で体積
を１リットルに調整した。
【０１２６】
　１Ｘ酵母／糖蜜原料液
　２０ｇのビール酵母を２５０ｍＬの緩衝溶液に加え、２１℃で３０分撹拌して原料液を
調製した。高剪断ミキサーを２分間使用して混合物を更に混合し、その後、音響ホーンの
設定７．５ワットで、超音波処理器（ＶＩＲＴＩＳ　ＶＥＩＲＳＯＮＩＣ　６００、ＳＰ
　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｇａｒｄｉｎｅｒ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ））を
使用して１０分間音波処理した。約３３ｍＬの超音波処理済み酵母溶液を３０００ｒｐｍ
で５分間遠心分離して、酵母上清を作製した。２５ｍＬのこの上清を１リットルのメスシ
リンダにデカントした。上清の２ｇの糖蜜を加え、上清を緩衝溶液で１リットルに希釈し
、均一な原料液が形成されるまで撹拌した。原料液は約２６比濁計濁度単位（ＮＴＵ）の
平均濁度を有していた。醸造用酵母のロット毎の変動に起因して、これらの手順後の濁度
に大きなばらつきがあり得ることに留意されたい。
【０１２７】
　２Ｘ酵母／糖蜜原料液
　２５ｍＬでなく５０ｍＬの遠心分離で得た上清を１リットルのメスシリンダにデカント
したことを除き、１Ｘ酵母／糖蜜原料液を調製するために用いたのと同じプロセスに従っ
てこの原料液を作製した。糖蜜濃度は同じに保った。この原料液は約４８ＮＴＵの平均濁
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度を有した。
【０１２８】
　糖蜜のみの原料液
　６ｇの糖蜜を１リットルの脱イオン水に加え、均質になるまで混合した。原料液の平均
濁度は約１４ＮＴＵであった。
【０１２９】
　濾過試験Ｉ
　ＭＡＳＴＥＲＦＬＥＸポンプヘッド及び駆動装置（Ｃｏｌｅ－Ｐａｒｍｅｒ、Ｉｌｌｉ
ｎｏｉｓ）を使用して濾過実験を行った。貫流セル（Ｈａｃｈ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｌｏｖ
ｅｌａｎｄ，Ｃｏｌｏｒａｄｏ）を有するハック濁度計を使用して下流濁度測定値を得た
。
【０１３０】
　ＣＵＮＯ，Ｉｎｃ．から市販されている次のマルチゾーンナイロン膜を、次の順序に従
って、最大孔径が上向きになるように４７ミリメートルのフィルタホルダ（ＣＵＮＯ，Ｉ
ｎｃ．）の底部フリットに設置した：ＳＴＥＲＡＳＳＵＲＥ　ＧＲＡＤＥ　ＰＳＡ０２０
（細孔構造０．６５μｍ／０．６５μｍ／０．２μｍ／０．２μｍ／０．６５μｍ／０．
６５μｍ）；ＬＩＦＥＡＳＳＵＲＥ　ＧＲＡＤＥ　ＢＬＡ０４５（細孔構造０．８μｍ／
０．８μｍ／０．４５μｍ）；ＬＩＦＥＡＳＳＵＲＥ　ＢＬＡ０８０（細孔構造２．５μ
ｍ／２．５μｍ／０．８μｍ）。
【０１３１】
　グラフト化不織布試験サンプル（実施例１に記載）から４７ｍｍディスクを３枚打ち抜
き、これらをフィルタホルダの中の膜の上に装填したので、グラフト化不織布基材はフィ
ルタホルダの上流となった。次に、フィルタホルダのＯリングをグラフト化不織布物品の
上に設置し、フィルタホルダを一緒にクランプした。次に、フィルタホルダに脱イオン水
を充満し、グラフト化不織布を均衡に達するまで約１０分間膨張させた。頂部の入口を通
してフィルタホルダから水を出し、次に糖蜜原料液（前掲）を投入した。糖蜜原料液を１
３ｍＬ／分の一定流速でポンピングし、１インチ当たり（ｐｓｉ）２５ポンド（１７２．
４キロパスカル（ｋＰａ））に達するまで、容積出力及び圧力データを記録した。
【０１３２】
　濾過試験ＩＩ
　濾過試験ＩＩは、濾過試験Ｉで一般的に説明されたのと同様のプロセスに従い、ＭＡＳ
ＴＥＲＦＬＥＸ装置をＦＩＬＴＥＲ－ＴＥＣ３－圧力領域デッドエンド濾過システム及び
ソフトウェア（Ｓｃｉｌｏｇ，Ｉｎｃ．，Ｍｉｄｄｌｅｔｏｎ，Ｗｉｓｃｏｎｓｉｎ）で
置き換え、試験及び測定のために濾過システムを３つの圧力領域に分割した。
【０１３３】
　圧力領域１（Ｐ１）、３つのＵＮＯステンレス鋼フィルタホルダに保持された６枚のグ
ラフト化不織布基材（以下の実施例で記載される）（即ち１つのホルダー毎に２枚）。圧
力領域１は、濾過アセンブリの中の最上又は上流層であり、入口流体ストリームに直接隣
接している。
【０１３４】
　圧力領域２（Ｐ２）、４７ｍｍステンレス鋼フィルタホルダ（部材番号２２２０、Ｐａ
ｌｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｅａｓｔ　Ｈｉｌｌｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）より入手）
に保持されたナイロン微多孔膜（以下にＤ４、Ｄ５又はＤ６膜と記載される。実施例４、
５及び９、Ｄ４では、Ｄ４微多孔膜はＤ５膜の上に置かれるので、Ｄ４の小さい方の細孔
領域層はＤ５の大孔領域層に隣接し、Ｄ４の大きい方の細孔領域は入口流体ストリームに
面した。これらは両方とも単一のＰａｌｌ　Ｌｉｆｅ膜ホルダーの中に設置された。圧力
領域２は濾過アセンブリの中の中間層であり、圧力領域１と直接隣接しておりかつその下
流である。
【０１３５】
　圧力領域３（Ｐ３）、保持された０．２μｍのＳＵＰＯＲ－２００膜（Ｐａｌｌ　Ｃｏ
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ｒｐｏｒａｔｉｏｎ）。圧力領域３は濾過アセンブリの中の最下層であり、圧力領域２と
直接隣接している。
【０１３６】
　実施例に記載される酵母／糖蜜原料液１Ｘ又は２Ｘを、圧力領域の任意いずれか１つが
２５ｐｓｉ（１７２．４ｋＰａ）の圧力に達するまで、１３又は１５ｍＬ／分の一定流速
でポンピングした。
【０１３７】
　ＦＩＬＴＥＲ－ＴＥＣ　Ｓｃｉｌｏｇ濾過装置を使用して、３つの圧力領域を用いる。
圧力領域１（Ｐ１）は、グラフト化不織布基材層をモニタリングする。圧力領域２（Ｐ２
）は、グラフト化ナイロン微多孔膜（Ｄ４、Ｄ５又はＤ６）の圧力をモニタリングする。
圧力領域３（Ｐ３）は、Ｐａｌｌ　０．２ミクロンの滅菌グレードフィルタをもモニタリ
ングする。全てのホルダを直列に接続し、この構成により、３つの圧力領域の個別のモニ
タリングが可能になる。Ｓｃｉｌｏｇ装置を一定流速に設定し、圧力及び容積出力データ
を自動的に表にする。圧力領域のいずれかの圧力が２５ｐｓｉ（１７２．４ｋＰａ）に達
したときに、試験手順を終了する。
【０１３８】
　静的タンパク質吸収試験
　ウシ血清アルブミンタンパク質（ＢＳＡ）の紫外線吸収を測定して静的結合能を計算し
た。ｐＨ８に緩衝化した１０ミリモル（ｍＭ）の３－（４－モルホリノ）プロパンスルホ
ン酸（ＭＯＰＳ）溶液中、５０ｇのＢＳＡ溶液（４ｍｇ／ｍＬ、ＢＳＡグレードＡ７０３
０（９８％＋純度））を調製した。開始ＢＳＡ流体の紫外分光光度計測定を行って２８０
ｎｍにおける吸収ピーク高さを得た。次に、４０ｍＬのＢＳＡ緩衝液を５０ｍＬバイアル
瓶に投入した。グラフト化不織布基材の４７ｍｍディスクをバイアル瓶に加え、キャップ
をし、ロッキングミキサー（型式ＶＡＲＩ－ＭＩＸ、Ｂａｒｎｓｔｅａｄ　Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ，（Ｄｕｂｕｑｕｅ，Ｉｏｗａ）より入手）上で１２時間振動させた。バ
イアル瓶からＢＳＡ試験流体のサンプルをピペットし、紫外分光光度計のキュベットに入
れて、測定を行った。ＢＳＡ静的結合能（１ミリリットル当たりのミリグラム（ｍｇ／ｍ
Ｌ）で報告された）を、試験溶液前後の紫外分光光度計測定値を用いて、開始ピーク高さ
から２８０ｎｍ波長における残りのピークを減じることによって計算された元の吸収高さ
の割合から得た。
【０１３９】
　ナイロン不織布基材Ａの調製
　Ｂ－２４Ｋ（商標）ナイロン－６ポリマー（ＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　Ｅｎ
ｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ、Ｗｙａｎｄｏｔｔｅ，Ｍｉｃｈｉｇａｎ）を使
用してメルトブローン不織布基材を作製した。標準的なメルトブローイング用のドリルで
穴を開けたオリフィスダイの上の溶融温度は２９５℃、質量流量率は０．２５ｇ／孔／分
であった。ダイ幅１メートル当たり３５０℃及び毎分２７．８立方メートル（ＣＭＭ）（
毎分９７５立方フィート（ＳＣＦＭ））の熱風を用いて繊維を細くした。毎分１２００メ
ートル（ｍ／分）の衝撃の面速度を有する繊維を小孔のあるテンレス鋼ベルト上のダイか
ら０．３０メートル収集し、ウェブを通って１３７ｍ／分の面速度で引き出される２００
℃の空気の下で０．１４秒間、その後同じ面速度の２９℃の冷風によって０．８秒接合し
た。収集したウェブの坪量は、１平方メートル当たり４８ｇであり、４．１μｍの有効繊
維直径を有していた。ウェブの１リニアセンチメートル当たり（Ｎ／ｌｃｍ）１７０ニュ
ートンのニップ圧力を有する１．５ｍ／分で移動する８２℃に設定された２つの直径２５
ｃｍの滑らかなスチールロールの間でカレンダー加工する前の収集したウェブは、０．４
ｍｍの厚さを有していた。得られたウェブの厚さは０．２５ｍであった。
【０１４０】
　ナイロン不織布基材Ｂ
　ナイロン不織布基材Ａを作製するために一般的に記述されたプロセスに従ってナイロン
不織布基材Ｂを調製したが、Ｂ－２４Ｋの代わりにＢ－３（商標）ナイロン－６（ＢＡＳ
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Ｆ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）を使用した。標準的なメルトブローイング用のドリルで穴
を開けたオリフィスダイの上の溶融温度は２６５℃、質量流量率は０．２５ｇ／孔／分で
あった。３５０度の１０００ＳＣＦＭ（ダイ幅１メートル当２８ｃｍＣＭＭ）の熱風を用
いて繊維を細くした。小孔のあるテンレス鋼ベルト上のダイから繊維を０．４３メートル
収集し、ウェブを通って１３７ｍ／分の面速度で引き出される２００℃の空気の下で０．
１４秒間、その後同じ面速度の２９℃の冷風によって０．８秒接合した。収集したウェブ
の坪量は、１平方メートル当たり５０ｇであり、５．８ミクロンの有効繊維直径を有して
いた。ウェブの１リニアセンチメートル当たり１７６Ｎのニップ圧力を有する１．５ｍ／
分で移動する８２℃に設定された２つの直径２５ｃｍの滑らかなスチールロールの間でカ
レンダー加工する前の収集したウェブは、０．８１ｍｍの厚さを有していた。得られたウ
ェブの厚さは０．２５ｍであった。
【０１４１】
　エチレンビニルアルコールコポリマー（ＥＶＡＬ）不織布基材Ｃ
　ナイロン不織布基材Ａを作製するために一般的に記述されたプロセスに従ってＥＶＡＬ
不織布基材Ｃを調製したが、Ｂ－２４Ｋの代わりにＰＯＶＡＬ　Ｃ１０９Ｂ　ＥＶＡＬポ
リマーペレット（Ｋｕｒａｒａｙ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．Ｈｏｕｓｔｏｎ，Ｔｅｘａ
ｓ）を使用し、コレクタとして小孔のあるテンレス鋼ベルトを有孔ドラムに交換した。
【０１４２】
　溶融温度２４０℃及び質量流量率０．３５ｇ／穴／分で不織布基材を調製した。空気の
４．５立方メートルに相当する速度、０℃、１分当たりのダイ面の１メートル当たり１０
１．３ｋＮ／ｍ２（１０１．３ｋＰａ）（１気圧）で供給され、２８５℃に加熱された熱
風を使用し繊維を細くした。有孔ドラムコレクターを用いてダイ面から繊維を１７ｃｍ分
集め、ウェブを作製した。
【０１４３】
　作製された不織布基材は１２．６μｍの有効繊維直径を有していた。ウェブは、約５０
グラム／平方メートル（ｇｓｍ）の坪量と０．６ｍｍの厚さとを有していた。０．０４ｍ
ｍに設定された間隙を有し、温度は６０℃、１．５ｍ／分で移動し、ロール間のニップ圧
力がリニアセンチメートル当たり１０５Ｎである２つの直径２５ｃｍの滑らかなクロムス
チールロールの間で、ウェブをカレンダー加工した。得られたウェブの厚さは０．３３ｍ
ｍであった。
【０１４４】
　ナイロン微多孔膜Ｄ１～Ｄ６
　３つの領域の強化非対称性微小孔ナイロン膜を、米国特許第６，７７６，９４０号（Ｍ
ｅｙｅｒｉｎｇ　ｅｔ　ａｌ．）に記載のプロセスを用いて調製した。上述のように、単
一ベースポリマー添加配合物を３つの部分に分割し、三方加熱操作装置に適用した。添加
配合物を３つの異なる温度に加熱して、３つの個別領域を得た。非対称性微多孔性膜を形
成するために、用いる温度のそれぞれを選択して、それぞれの領域に孔径を形成した。第
１の領域（上方領域）は最大孔径を有し、第２の領域（中間）領域は中間孔径を有し、第
３の領域（下方領域）は最小孔径を有した。この膜は、３つの連続する、漸次的に小さく
なる孔径の排除領域を有する単一層であった。
【０１４５】
　Ｄ１微多孔膜の３つの領域の平均孔径は約０．４５；０．３０；及び０．２０μｍであ
った。
【０１４６】
　Ｄ２微多孔膜の３つの領域の平均孔径は約１．０；０．８；及び０．６５μｍであった
。
【０１４７】
　Ｄ３微多孔膜の３つの領域の平均孔径は約５．０；２．４；及び１．２μｍであった。
【０１４８】
　Ｄ４微多孔膜は、米国特許第３，８７６，７３８号（Ｍａｒｉｎａｃｃｉｏら）に一般
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的に記載されている処方及び方法、並びに防衛公開Ｔ－１０３，６０１（Ｒｅｐｅｔｔｉ
）に一般的に記載されているプロセスを用いて、Ｄ３のより小さな孔径の表面を、Ｄ２の
より大きな孔径の表面に積層して形成された。要約すると、Ｍａｒｉｎａｃｃｉｏ参照文
献の方法は、ポリマードープを薄層にキャストすることと、溶媒浴の中でこのドープを急
冷して連続微多孔膜を形成することと、水浴の中で膜をすすいで残留溶媒を除去すること
と、を含む。これは、乾燥に機械を有する前は成形時のように湿潤している膜である。Ｍ
ａｒｉｎａｃｃｉｏ膜の成形時のように湿潤している層は、防衛公開Ｔ－１０３，６０１
（Ｒｅｐｅｔｔｉ）に記載されているやり方で積層されると、個々の層の間に強力な物理
的接着を形成する能力を有している。要約すると、個別の層（個別の３つの領域の膜）を
湿式積層し、キャスト及び急冷されているが場乾燥されていない膜を、軽い圧力下で結合
し、その後一緒に乾燥する。
【０１４９】
　多層湿式積層及び乾燥を達成するためのプロセス及び装置は、米国特許第４，７０７，
２６５号に記載されているが、テンター炉のような他の市販の多層ウェブ加工及び乾燥装
置を有利に採用することができることは理解される。最上層の下表面（より小さい孔径）
が最下表面の上表面（より大きい孔径）と接触するように、濡れている層を物理的に接触
して配置した。捕捉された空気をラミネート層から除去し、二層組み合わせ膜を、クロス
ウエブ若しくはダウンウエブ方向における収縮を制御及び最小化するように抑制された条
件下で、乾燥装置中を移動させて、二層組み合わせ膜を形成した。６つの領域の平均孔径
は、約５．０；２．４；１．２；１．０；０．８；及び０．６５μｍであった。
【０１５０】
　Ｄ２をＤ１に積層したしたことを除き、Ｄ４と同じプロセスを用いてＤ５微多孔膜を形
成した。６つの領域の平均孔径は、約１．０；０．８；０．６５；０．４５；０．３０；
及び０．２０マイクロメートルであった。
【０１５１】
　Ｄ６微多孔膜は、実施例Ｄ４と同じプロセスを用いて形成された３層非対称膜であり、
Ｄ３（最上層）をＤ２（中間層）に積層し、これをＤ１（最下層）に積層した。より小さ
い孔径を有するＤ３の底面は、最大孔径を有するＤ２の上面に隣接して積層され、Ｄ３の
上面は、小さい孔径を有するＤ２の底面に隣接して積層された。Ｄ６は、上面が最大孔径
を有し、最下層に向かうにつれて孔径が小さくなる状態の９つの独立した多孔質領域を有
していた。９つの領域の平均孔径は、約５．０；２．４；１．２；１．０；０．８；０．
６５；０．４５；０．３０；及び０．２０μｍであった。
【０１５２】
　微多孔膜Ｄ４～Ｄ６のグラフト官能化
　重量で、１５％の［３－（メタアクリロイルアミノ）プロピル］塩化トリメチルアンモ
ニウム（ＭＡＰＴＡＣ）モノマー、１５％のメタノール、１０％のポリエチレングリコー
ル（ＰＥＧ　４０００、平均分子量４，０００ｇ／モル）及び６０％の水からなるグラフ
ト化溶液に膜を含浸させることによって、Ｄ４～Ｄ６微多孔膜を官能化した。膜を２つの
４ミル（１０１．６μｍ）ポリエチレンテレフタレー（ＰＥＴ）ライナーの間には挟み、
ゴムローラで圧延して空気及び溶液を除去し、大きな孔径をビームに向けた状態で毎分２
０フィート（ｆｐｍ）（６．１ｍ／分）のウェブ速度で電子ビームに通過させ、３００キ
ロボルトの加速電圧で４０キログレイ（ｋＧｙ）の線量を受けることによって、直接照射
した。脱イオン水の中ですすいで膜を３回洗浄し、次に空気乾燥した。
【０１５３】
　（実施例１）
　グローブボックスの中で窒素雰囲気下でナイロン不織布基材Ｂの３０ｃｍ×４３ｃｍサ
ンプルの空気をパージし、ＺＩＰＬＯＣ（商標）プラスチックバッグに挿入して密封した
。次に、密封バッグをグローブボックスから取り出し、加速電圧３００ｋＶ及びウェブ速
度２０フィート／分（６．１ｍ／分）に設定した電子ビームに通過させることによって４
０キログレイ（ｋＧｙ）の照射線量レベルに照射した。密封バッグを窒素雰囲気で制御さ
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い窒素パージＺＩＰＬＯＣ（商標）バッグの内部に置いた。
【０１５４】
　新しく調製した不織布サンプルに、重量で、１５％の３－（メタアクリロイルアミノ）
プロピル］塩化トリメチルアンモニウム（ＭＡＰＴＡＣ）モノマーと、１５％のメタノー
ルと、ヒドロキシ末端基を有する平均分子量４，０００ｇ／モル（ＰＥＧ　４０００）の
１０％のポリエチレングリコールと、６０％の水とを含む１００ｇの窒素パージ含浸溶液
を含浸させ、窒素の大部分を放出した後にバッグを再密封した。この工程の間、グローブ
ボックス内の酸素レベルを一般的に４０パーツ・パー・ミリオン（ｐｐｍ）より低く維持
した。
【０１５５】
　バッグの中でサンプルを平らに維持し、時々バッグを回転させることによって４時間む
らなく飽和させた。得られたグラフト化ナイロン不織布基材をバッグから取り出し、２リ
ットルの新しい脱イオン水を有するトレイの中に１０分浸すことにより注意深く洗浄した
。基材をトレイから取り出し、ペーパータオルの複層の間で圧縮し、新しい超純水を用い
て洗浄プロセスを更に２回繰り返し、風乾した。糖蜜原料液を使用してグラフト化不織布
基材を濾過試験Ｉに供した。結果は、同様に試験した比較のためのＺｅｔａＰｌｕｓ（商
標）Ｂ０２０４　６０ＺＡ、及びＢ０２０４　９０ＺＡ深層濾過媒体（ＣＵＮＯ　Ｉｎｃ
．より入手可能）と共に図１に示されている。
【０１５６】
　（実施例２ａ～ｅ及び３ａ～ｅ）
　実施例１と同じグラフト化手順を用いてグラフト化不織布基材を調製した。実施例２ａ
～ｅでは、含浸溶液はそれぞれ１５％のＭＡＰＴＡＣ及び１０％のＰＥＧ　４０００を含
有し、水及びメタノールの量は表１に示されるように様々であった。実施例３ａ～ｅでは
、含浸溶液はそれぞれ１５％　ＭＡＰＴＡＣ、１０％　ＰＥＧ　４０００及び５％ヒドロ
キシエチルアクリレート（ＨＥａ）を含有し、水及びメタノールの量は表１に示されるよ
うに様々であった。静的タンパク質吸収試験手順を用いて静的結合能を試験し、結果が表
１に示されている。
【０１５７】
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【表２】

【０１５８】
　（実施例４）
　実施例１と同じ一般的なグラフト化手順を用い、ナイロン不織布基材Ｂをナイロン不織
布基材Ａで置き換え、グラフト化溶液は、重量で、２０％の３－［（メタアクリロイルア
ミノ）プロピル］塩化トリメチルアンモニウム（ＭＡＰＴＡＣ）モノマーと、１５％のメ
タノールと、ヒドロキシ末端基を有し平均分子量４，０００ｇ／モル（ＰＥＧ　４０００
）の１０％のポリエチレングリコールと、５５％の水とを含んだ。
【０１５９】
　実施例４では、ナイロン不織布基材Ａの１平方メートル当たり５０グラム（ｇｓｍ）の
サンプルの空気をパージし、窒素雰囲気下でグローブボックスの中でＺｉｐｌｏｃバッグ
に挿入し、密封した。次に、Ｚｉｐｌｏｃバッグをグローブボックスから取り出し、これ
を電子ビームに通過させることにより、３００キロボルトの加速電圧で６０ｋＧｙ（キロ
グレイ）の照射線量レベルに照射した。密封バッグをグローブボックスに戻した後、照射
された不織布基材を取り出して、照射されていない窒素パージＺＩＰＬＯＣ（商標）バッ
グの内部に置いた。
【０１６０】
　新しく調製した不織布サンプルにグラフト化溶液を含浸させ、窒素の大部分を放出した
後にバッグを再密封した。バッグの中でサンプルを平らに維持し、時々バッグを回転させ
ることによって４時間むらなく飽和させた。実施例１と同様に、得られたグラフト化ナイ
ロン不織布基材をバッグから取り出し、洗浄し、乾燥した。
【０１６１】
　得られたグラフト化基材を、１５ｍＬ／分でポンピングされる１Ｘ酵母／糖蜜原料液を
用いて、濾過試験ＩＩに従って評価した。図２に結果を示し、図中、ＦＦ＝流速及びＰ１
～Ｐ３は圧力領域である。Ｐ１及びＰ２領域の圧力は試験全体でほぼ同一であり、直列の
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グラフト化不織布基材のいずれかに対する圧力低下が存在しないことを示していることが
分かる。溶液約９００ｍＬの後、微多孔膜Ｄ４及びＤ５（Ｐ２）に圧力が蓄積し始め、グ
ラフト化不織布基材の汚損が顕著になっているのを示している。圧力領域のいずれかの圧
力が２５ｐｓｉ（１７２．４ｋＰａ）に達したときに、試験手順を終了する。この試験は
、０．２μｍのＰａｌｌ膜上の領域３（Ｐ３）内の圧力は増加せず、グラフト化不織布基
材（Ｐ１）及びマルチゾーン膜媒体上流は、代用の酵母細胞遠心分離（centrate）溶液か
らの濾過作業負荷を管理していたことを示していることも明らかにしている。全容積処理
量は１４００ｍＬをわずかに上回った。数回繰り返し試して、約１ＮＴＵ以下の平均出口
濁度（全フィルタ通過後）を得た。
【０１６２】
　（実施例５）
　１Ｘ酵母／糖蜜原料液を７．５ｍＬ／分の一定流速で送り込んで、実施例４を繰り返し
た。試験結果は、流速（前面速度）が減少すると、原料液が有するグラフト化不織布濾過
媒体との接触滞留時間の量が増加して、より良好な吸収が可能となることを示している。
Ｐ２で記録した圧力の出現は約１３００ｍＬまで遅れ、このシステムは約２２００ｍＬの
全処理量を有し、この時間の間、Ｐａｌｌ膜（Ｐ３）は、上流のグラフト化不織布基材（
Ｐ１）と微多孔膜（Ｐ２）とによって保護され続けた。
【０１６３】
　比較例６：深層濾過媒体
　ＺｅｔａＰｌｕｓ（商標）Ｂ０２０４　６０ＺＡ、及びＢ０２０４　９０ＺＡ深層濾過
媒体（ＣＵＮＯ　Ｉｎｃ．より入手可能）以外の深層濾過媒体を圧力領域１（Ｐ１）内の
単一デプスフィルタホルダに装填した。圧力領域２（Ｐ２）はＤ５膜の上に設置されたＤ
４膜であり、圧力領域３（Ｐ３）はＰａｌｌ　Ｌｉｆｅ膜ホルダーであった。
【０１６４】
　酵母／糖蜜１Ｘ試験流体をＳｃｉｌｏｇ装置で１５ｍＬ／分でポンピングした。（平均
６００ｍＬの４００ｍＬ～８００ｍＬの全処理量範囲で多数回の繰り返し試験を行った。
）Ｄ４及びＤ５膜、並びに０．２μｍ膜の圧力領域は増加を示さなかった。濁度はシステ
ム出口で２ＮＴＵ未満であった。結果を図３に示す。
【０１６５】
　比較例７：膜のみ
　グラフト化不織布基材を省略して比較例６を繰り返した。膜Ｄ４及びＤ５を大きな孔径
を上に向けて圧力領域１及び２内のフィルタホルダに、及びＰａｌｌ微多孔膜を圧力領域
３内に装填した。酵母／糖蜜１Ｘ試験流体をＳｃｉｌｏｇ装置で１５ｍＬ／分でポンピン
グした。
【０１６６】
　圧力２５ｐｓｉ（１７２．４ｋＰａ）に達する前、濾過システムは約６８ｍＬの全処理
量を有した。この低容量では０．２μｍ滅菌膜で圧力の増加は認められなかった。
【０１６７】
　比較例８：滅菌グレードの膜のみ
　グラフト化不織布基材及び膜Ｄ４及びＤ５を省略して比較例７を繰り返した。Ｐａｌｌ
０．２（Ｓｕｐｏｒ－２００）膜を膜フィルタホルダの中に装填した。酵母／糖蜜１Ｘ試
験流体をＳｃｉｌｏｇ装置で１５ｍＬ／分でポンピングした。
【０１６８】
　圧力の発現がすぐに始まり、濾過システムは定率容量に安定しなかった。２５ｐｓｉ（
１７２．４ｋＰａ）の圧力に達する前の全処理量はたったの約１０ｍＬであった。この比
較例では、原料液が滅菌グレードの膜（Ｐａｌｌ　Ｓｕｐｏｒ－２００膜）に到達する前
に、グラフト化不織布基材と膜の組み合わせが生物濾過負荷を低減する。
【０１６９】
　（実施例９）
　含浸溶液が、重量で、２０％の３－（メタアクリロイルアミノ）プロピル］塩化トリメ
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チルアンモニウム（ＭＡＰＴＡＣ）モノマーと、５％のポリ（エチレングリコール）メチ
ルエーテルメタクリレートモノマー（ＰＥＧＭＥＭＡ、Ｍｗ４７５、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄ
ｒｉｃｈ）と、１５％のメタノールと、１０％ポリエチレングリコール（ＰＥＧ　４００
０）と、５０％の水とを含有することを除き、実施例４の一般的な手順を用いた。一定流
速は１３ｍＬ／分であった。試験結果を図４のグラフに記録した。
【０１７０】
　圧力の発現はＰ２で始まったが、システムは約１９００ｍＬの全処理量を有した。非帯
電親水性ＰＥＧＭＥＭＡモノマーのグラフト共重合は、効率のわずかな低下をもたらし、
濾過負荷の一部を微多孔性フィルタに移行させた。増加した処理量は、グラフト化不織布
のＰＥＧＭＥＭＡコポリマーによってもたらされたと考えられる。効率のわずかな低下は
、増加圧力（Ｐ２）の発現の遅延時間の欠如から推定され、得られた圧力角はグラフに処
理量（時間）として記録された膜の全てに関して増加した。システム出口の濁度は２ＮＴ
Ｕであった。
【０１７１】
　（実施例１０ａ及び１０ｂ）
　実施例１に記載の含浸プロセスに従ってＥＶＡＬ不織布基材Ｃをグラフトした。次に、
得た膜を濾過試験ＩＩに従って評価したが、圧力領域３に０．２μｍ　Ｐａｌｌ膜を有さ
ず、糖蜜のみの原料液を使用した。実施例１０ａは、グラフト化ＥＶＡＬ不織布基材Ｃの
６層を採用し、一方実施例１０ｂはこのグラフト化不織布基材を１０層使用した。
【０１７２】
　実施例１０ａは１リットルの処理量と約０．８のＮＴＵを有し、実施例１０ｂは１．６
リットルの処理量と同様のＮＴＵ値を有した。Ｄ４及びＤ５膜の汚損が原因で、試験は２
５ｐｓｉ（１７２．４ｋＰａ）圧力で終了した。
【０１７３】
　比較例１１ａ～ｂ及び実施例１１ｃ～ｄ：メタニル黄色色素による比較
　８０パーツ・パー・ミリオン（ｐｐｍ）（Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ（Ｗａｒｄ　Ｈｉｌｌ
，Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ）から入手）水溶液を調製した。メタニル黄色の別の１５
０ｍＭ塩化ナトリウム８０ｐｐｍ水溶液を調製した。
【０１７４】
　Ｍａｓｔｅｒｆｌｅｘ（商標）ポンプヘッド及び駆動装置を使用して、実験用に３０ｍ
Ｌ／分で染料溶液をポンピングした。これらの実施例では単一デプスフィルタホルダを使
用した。媒体を通して溶液濾過し、濾液のキュベットサンプルを毎分採取し、濾液を４５
５ｎｍ波長でＵＶフォトスペクトロメータを用いて分析した。
【０１７５】
　対照として、濾過媒体ＺＥＴＡＰＬＵＳ－Ｂ０２０４　６０ＺＡ及びＺＥＴＡＰＬＵＳ
－Ｂ０２０４　９０ＺＡ（Ｃｕｎｏ　Ｉｎｃ．）を単一デプスフィルタホルダに搭載し、
上部媒体として６０ＺＡを有した。次に、メタニル黄色のみの溶液を濾過し、濾液のキュ
ベットサンプルを毎分採取し、濾液を４５５ナノメートル（ｎｍ）波長でＵＶフォトスペ
クトロメータを用いて分析し（１１ａ）、記録した。メタニル黄色－塩化ナトリウム溶液
を使用してこのプロセスを繰り返した（１１ｂ）。
【０１７６】
　膜６を使用して比較例１１ａ～ｂの手順を実施例１１ｃ～ｄに対して繰り返し、続いて
、実施例１のグラフト化不織布基材の３層を単一デプスフィルタホルダの中に装填した。
塩を含まないメタニル黄色色素を濾過し（実施例１１ｃ）、メタニル黄色－塩化ナトリウ
ム溶液を用いて再度繰り返した（１１ｄ）。結果を図５に示す。
【０１７７】
　０．８の読取値において、実施例１１ｃは、対照（ＺｅｔａＰｌｕｓ（商標）１１ａ）
と同じブレイクスルーに達するのに約２倍の時間を要した。実施例１１ｄは、塩の存在下
で染料を結合する改善された性能を有することが分かった。
【０１７８】
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　（実施例１２）
　含浸溶液が、重量で、３５％の３－（メタアクリロイルアミノ）プロピル］塩化トリメ
チルアンモニウム（ＭＡＰＴＡＣ）モノマー、１５％のメタノール、及び５０％の水であ
り、ｅ－ビーム線量が１２０ｋＧｙ照射線量であったこと以外は、実施例４の一般的な手
順を用いた。１００ｇのモノマー溶液（３５ｇモノマー）を使用してウェブを含浸させ、
不織布ウェブの質量は約６．５ｇであったので、投入グラフト率は約５．３９：１（モノ
マー／不織布）であった。グラフト化不織布を、周囲室温、２０％相対湿度で少なくとも
２４時間平衡させ、続いて、秤量した。洗浄されかつ乾燥されたグラフト化不織布ウェブ
の総平均重量比はグラフト化モノマー／不織布で４．９８：１であった。
【０１７９】
　得られたグラフト化不織布基材を、１３ｍＬ／分でポンピングされる２Ｘ酵母／糖蜜原
料液を使用して、濾過試験ＩＩに従って評価した。全容積処理量は１３８５ｍＬであった
。（原料液の濁度及び処理量性能を相関させる。）この実施例は酵母／糖蜜の２Ｘ濃度を
用いたので、処理量は１Ｘの試験結果の約半分となる。ここで１Ｘ原料溶液を使用したと
すると、この実施例と実施例４を比べて、推定処理量２，７７０ｍＬが適当である。出口
濁度（全フィルタ通過後）は約１ＮＴＵであった。
【０１８０】
　（実施例１３）
　オフライン担体（offlinecarrier）に約５ｋＧｙ／時間を供給するコバルト６０（Ｃｏ
６０）パノラマ（panorama）ガンマ照射器を照射源として使用した。６インチ（１５．２
ｃｍ）のプラスチックコアがベースプレートの中心にクランプしてプラスチックコアの中
心を分離させた、機械加工された取り外し可能なベースプレートを有する４．６Ｌアルミ
ニウムキャニスターを作製した。密封を確実にするためのＯリングを保持するために、ベ
ースプレート、及び３インチ（７．６ｃｍ）のプラスチックコアを保持するためのアルミ
ニウムキャップに溝を付けた（プラスチックコアとコアキャップをクランプするために使
用する長ボルトは、Ｏリングとも嵌合するワッシャを有する）。したがって、不織布が備
わっている場合のキャニスターの有効容積は約４リットルである。
【０１８１】
　５０ｇｓｍのナイロン不織布基材（基材Ａ）をプラスチックコアに巻き付け、重量は約
５６０ｇ、外径はほぼ７．５インチ（１９．１ｃｍ）であった。ロールがベースプレート
の上にクランプされたときに、巻き付けられたナイロンウェブがベースプレートと接触す
るように、プラスチックコア及びナイロン不織布を同じ幅に切断する。流体がナイロンロ
ールの縁部に直接流れ込むためのバルブ及び経路を可能にするためのポートを、ベースプ
レートに機械加工した。ベースプレートはまた、機械加工された２つの溝を有し（直径４
及び６インチ（直径１０及び１５ｃｍ））、これによりポートからの流体はベースプレー
トと接触している不織布ロールの縁部の周囲に容易に分散することができる。したがって
、ベースプレートのポートを通ってキャニスターに入る流体は、ナイロン不織布基材の縁
部に入らなければならない。ベースプレートには、キャニスターの上蓋をベースプレート
に対して保持するためのＯリングと嵌合する別の溝もまた機械加工される。キャニスター
上部は、ベースにボルトで留められるように作製され、更にバルブ用にポートが作られる
。このキャニスターの正味の効果は、圧力又は真空を維持することが可能な不織布のロー
ル用の保持具を提供することである。
【０１８２】
　織布基材ロールを含むアルミニウムキャニスターのポータブル真空ポンプで真空を適用
し、続いてキャニスターを窒素パージした。この手順を３回繰り返してキャニスターから
酸素を除去し、内部に不活性環境を形成した。次に、この容器に真空をかけ、弁を閉じて
密封し、その後更にバルブフィッティングでキャップした。不織布ウェブを有するキャニ
スターを合計で６時間ガンマ源に暴露して、約２８ｋＧｙの累積線量を受けた。担体を含
むオフライン担体は、暴露によって線量分布の外へと部分的に回転した。
【０１８３】
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　それとは別に、市販の圧力容器の中で含浸溶液を混合し、窒素を２時間バブリングする
ことによってパージした。次に、圧力容器を約２４ｐｓｉ（１６５．５ｋＰａ）の窒素で
充填して密封した。
【０１８４】
　アルミニウム容器をガンマ源から取り除いた直後に、圧力容器から通じている溶液供給
ラインを含浸溶液で充満し、かつアルミニウムキャニスターのベースプレートに接合して
、空気連行を最小限にした。ベースプレートの弁を徐々に開き、キャニスターの不織布基
材を含んでいる部分に溶液を充満し、重量で２０％の３－（メタアクリロイルアミノ）プ
ロピル］塩化トリメチルアンモニウム（ＭＡＰＴＡＣ）モノマーと、１５％のメタノール
と、６５％の水を含む４．５リットルのモノマー溶液で不織布基材を完全に飽和させる。
次に、キャニスターを密封し、開く前に内容物を１２時間反応させた。グラフト化不織布
基材を洗浄し、周囲室温、２０％相対湿度で少なくとも２４時間空気乾燥し、その後坪量
した。
【０１８５】
　実質上、初期含浸溶液の全てはヒドロゲルネットワークに含まれる。約３８００ｇｍの
モノマー溶液（約７６０ｇのモノマー）を用いてキャニスターを充満し、不織布基材を含
浸させた。不織布ウェブの質量は約５６０ｇであり、用いたモノマーの量は約７６０ｇで
あったので、投入グラフト率はで約１．３６：１（モノマー／不織布）であった。洗浄し
乾燥されたグラフト化不織布ウェブの総平均重量比は１．１０：１（グラフト化ポリマー
／不織布）であった。ガンマグラフト化基材を、１３ｍＬ／分でポンピングされる２Ｘ酵
母／糖蜜原料液を用いて濾過試験ＩＩに従って評価し、５９６ｍＬ＋／－５１ｍＬの平均
処理量を有したことが分かった（ロールの内側から外側までのランダムにサンプリングし
た５回の試験の平均）。
【０１８６】
　（実施例１４）
　キャニスターを８時間（約３７ｋＧｙ）照射し、グラフト化溶液が、重量で、２５％の
３－（メタアクリロイルアミノ）プロピル］塩化トリメチルアンモニウム（ＭＡＰＴＡＣ
）モノマーと、１５％のメタノールと、６０％の水を含み、開くまで７２時間反応させ、
最後の真空工程を省略してキャニスターを窒素雰囲気に維持し、キャニスターをボックス
の中に設置して照射工程中にキャニスターにドライアイスで充填して、不織布基材の表面
に形成されるラジカルの有効期間を時間を延長したこと以外、このガンマグラフト化実施
例は実施例１３と同様に行われた。
【０１８７】
　それとは別に、市販の圧力容器の中で含浸溶液を混合し、窒素を２時間バブリグするこ
とによってパージした。次に、圧力容器を約２４ｐｓｉ（１６５．５ｋＰａ）の窒素で充
填して密封した。
【０１８８】
　接続金具及び３フィート（９１ｃｍ）の１／３インチ（０．６４ｃｍ）ポリチューブで
一時的な「のぞき窓」を作製し、液体がチューブに入るときの視認を可能にした（あらゆ
る流体が真空ポンプ及び計器に入らないようにした）。
【０１８９】
　アルミニウム容器をガンマ源から取り除いた直後に、キャニスターから残っているドラ
イアイスを出した。次に、キャニスターの上を流れる温水で２分間キャニスターを温めて
、コーティング溶液が凍結するのを防いだ。のぞき窓をアルミニウムキャニスターのポー
トに接合し、真空ポンプをのぞき窓の反対側に接合した。次に、アルミニウムキャニスタ
ー及びのぞき窓に真空をかけ、続いて分離して装置全体が真空下にある状態にした。圧力
容器から続く溶液供給ラインに含浸溶液を充満し、アルミニウムキャニスターのベースプ
レートを接合して、空気連行を最小限にした。ベースプレートの弁を徐々に開き、キャニ
スターの不織布基材を含んでいる部分に溶液を完全に充満させた。液体がチューブのぞき
窓を流れるのが見えたら、弁を閉じた。したがって、モノマー溶液でキャニスターの中の



(34) JP 5416222 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

不織布基材を完全に飽和した。次に、閉じているバルブフィッティングにキャップをして
キャニスターを密封し、開く前にキャニスターの内容物を７２時間反応させ、続いて実施
例１３と同様に洗浄及び乾燥させ、周囲室温、２０％相対湿度で少なくとも２４時間平衡
させ、続いて、秤量した。
【０１９０】
　この実施例の投入グラフト率は約２．０７：１（モノマー／不織布）であった。洗浄し
乾燥されたグラフト化不織布ウェブの総平均重量比は１．１０：１（グラフト化ポリマー
／不織布）であった。グラフトコーティングに吸湿的に（hygroscopically）結合するあ
らゆる水分は、グラフト率を判定するための重量計算に含まれる。
【０１９１】
　１３ｍＬ／分でポンピングされる２Ｘ酵母／糖蜜原料液を使用して濾過試験ＩＩに従っ
て得られたガンマグラフト化基材を評価し、１０３５ｍＬ＋／－１１９ｍＬの平均処理量
を有したことが分かった（ロールの内側から外側までのランダムにサンプリングした５回
の試験の平均）。
　本願発明に関連する発明の実施形態について以下に列挙する。
[実施形態１]
　ａ）０．７～１５ミクロンの平均繊維サイズと、５０～９５％の空隙容量とを有する不
織布基材と、該不織布基材の表面にグラフトされたカチオン性アミノアルキル（メタ）ア
クリロイルモノマー単位を含むポリマーと、を含む物品。
[実施形態２]
　前記不織布基材が、グラフト化の前に少なくとも４．０ニュートンの引張強度を有する
、実施形態１に記載の物品。
[実施形態３]
　前記不織布基材が、不織布基材の１平方メートル当たり１５～５０ｍ２の表面積を有す
る、実施形態１に記載の物品。
[実施形態４]
　前記不織布基材が、ＡＳＴＭ　Ｆ　３１６－０３　５に従って１～４０ミクロンの平均
孔径を有する、実施形態１に記載の物品。
[実施形態５]
　前記不織布基材が２０％未満のソリディティを有する、実施形態１に記載の物品。
[実施形態６]
　前記不織布基材が、スパンレイド、スパンレース、水流交絡、ウェットレイド、電気紡
績、又はメルトブローン不織布基材である、実施形態１に記載の物品。
[実施形態７]
　前記グラフト化ポリマーの重量が、不織布基材の重量の０．５～５倍である、実施形態
１に記載の物品。
[実施形態８]
　前記不織布基材が、親水性熱可塑性ポリマーから調製される、実施形態１に記載の物品
。
[実施形態９]
　前記グラフト化コポリマーが、
　ａ）８０～９８重量％のグラフト化アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマー、
　ｂ）２～２０重量％のグラフト化ポリ（アルキレンオキシド）モノマー、
　ｂ）０～１０重量％の第２の親水性モノマー、の重合モノマー単位を含む、実施形態１
に記載の物品。
[実施形態１０]
　前記グラフト化コポリマーが次の式のものである実施形態９に記載の物品：
　－（ＭＮＲ４＋）ｗ－（ＭＰＥＧ）ｘ－（Ｍｃ）ｙ

　（式中、
　－（ＭＮＲ４＋）ｗ－は、ｗ個の重合モノマー単位（ｗは少なくとも２である）を有す
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　－（ＭＰＥＧ）ｘは、ｘ個の重合モノマー単位（ｘはゼロであってもよい）を有する重
合ポリ（アルキレンオキシド）モノマーを表し、
　－（Ｍｃ）ｙは、ｙ個の重合モノマー単位（ｙはゼロであってもよい）を有する重合親
水性モノマー「ｃ）」を表す。）
[実施形態１１]
　前記コポリマーが、ランダム又はブロックコポリマーである、実施形態１０に記載の物
品。
[実施形態１２]
　前記グラフト化ブラシ状ポリマーが非架橋である、実施形態１に記載の物品。
[実施形態１３]
　前記不織布基材が、１０～４００ｇ／ｍ２の坪量を有する、実施形態１に記載の物品。
[実施形態１４]
　前記不織布基材が、１マイクロメートル以下の平均有効繊維直径を有するナイロン不織
布基材である、実施形態１に記載の物品。
[実施形態１５]
　実施形態１～１４のいずれかに記載の物品の製造方法であって、
　ａ．不織布基材を提供することと、
　ｂ．不活性雰囲気中で前記不織布基材を電離放射線に暴露することと、
　ｃ．前記不織布基材の前記表面に前記モノマーをグラフト重合するために、前記暴露さ
れた基材に、グラフト化アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマーを含む溶液を含浸
させることと、を含む方法。
[実施形態１６]
　前記含浸溶液が、第２の親水性グラフト化モノマーを更に含む、実施形態１５に記載の
方法。
[実施形態１７]
　前記含浸溶液が、
　ａ）８０～９８重量％のグラフト化アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマーと、
　ｂ）２～２０重量％のグラフト化ポリ（アルキレンオキシド）モノマーと
　ｂ）０～１０重量％の第２の親水性モノマーと、を含む、実施形態１６に記載の方法。
[実施形態１８]
　前記含浸溶液が、水性／水溶性有機溶媒溶液を含み、該有機溶媒が三級水素原子を有さ
ない、実施形態１５に記載の方法。
[実施形態１９]
　前記不織布基材が、１～２００ｋＧｙｓの電離放射線に暴露される、実施形態１５に記
載の方法。
[実施形態２０]
　前記含浸溶液がポリエチレン性不飽和モノマーを含まない、実施形態１５に記載の方法
。
[実施形態２１]
　ｅ－ビームエネルギーへの暴露が、前記不織布基材の前記表面上にフリーラジカル部位
を生成して、前記モノマーのグラフト重合を開始する、実施形態１５に記載の方法。
[実施形態２２]
　前記余剰モノマー溶液を除去し、かつ乾燥させる工程を更に含む、実施形態１５に記載
の方法。
[実施形態２３]
　前記グラフト化アミノアルキル（メタ）アクリロイルモノマーが次の式のものである実
施形態１５に記載の方法：
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【化１】

　（式中、Ｒ１は、水素又はメチルであり；Ｌはオキシ又は－ＮＨ－であり；Ｙは；及び
各Ｒ２は独立して水素又はアルキルである。）
[実施形態２４]
　前記第２のグラフト化親水性モノマーが、ポリ（エチレンオキシド）モノアクリレート
である、実施形態１７に記載の方法。
[実施形態２５]
　前記含浸溶液の前記グラフト化モノマーの前記重量が、前記不織布基材の前記重量０．
５～５である、実施形態１５に記載の方法。
[実施形態２６]
　前記含浸溶液中の前記グラフト化モノマーの前記重量が、前記含浸溶液の全重量を基準
として５重量％～３０重量％である、実施形態１５に記載の方法。
[実施形態２７]
　流体入口と、
　流体出口と、
　前記流体入口と前記流体出口とを流体接続する濾材と、を含むフィルタ装置であって、
　前記濾材が、実施形態１～１４のいずれかに記載のグラフト化不織布基材を含む、フィ
ルタ装置。
[実施形態２８]
　前記濾材が、前記グラフト化不織布基材の下流に位置付けられる微多孔膜層を更に含む
、実施形態２７に記載のフィルタ装置。
[実施形態２９]
　前記濾材が複数のプリーツを備える、実施形態２７又は２８のいずれかに記載のフィル
タ装置。
[実施形態３０]
　フィルタカプセルと、
　前記フィルタカプセルに接合されるフィルタキャップと、を更に含み、
　前記フィルタキャップが、前記流体入口と前記流体出口とを含み、前記濾材が前記フィ
ルタカプセルの中に封入される、実施形態２７に記載のフィルタ装置。
[実施形態３１]
　前記濾材が、前記グラフト化不織布基材の下流に位置付けられる微多孔膜層を更に含む
、実施形態３０に記載のフィルタ装置。
[実施形態３２]
　前記濾材が、複数のプリーツを備える第１の媒体シリンダに成形される、実施形態３０
又は３１のいずれかに記載のフィルタ装置。
[実施形態３３]
　前記第１の媒体シリンダの中に位置付けられる、第２の媒体シリンダを更に備え、その
第２の媒体シリンダが、複数のプリーツを備える第２の濾材を含む、実施形態３２に記載
のフィルタ装置。
[実施形態３４]
　コアを更に備え、前記濾材が該コアの周囲に螺旋状に巻き付く、実施形態３０に記載の
フィルタ装置。
[実施形態３５]
　分離要素と；
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　縁部シールと；
　前記流体入口と流体連通する中央コアと、
　第１の側と、
　第２の側と、を含む分離要素と；
　前記分離要素の前記第１の側に位置付けられ、かつ外周縁部と内周縁部とを有する第１
の媒体ディスクと、
　前記分離要素の前記第２の側に位置付けられ、かつ外周縁部と内周縁部とを有する第２
の媒体ディスクと、を含む前記濾材と；を含み、
　前記第１及び第２の媒体ディスクの前記外周縁部が、前記縁部シールによって接合され
、前記第１及び第２の媒体ディスクの前記内周縁部が、前記中央コアに接合される、実施
形態２７に記載のフィルタ装置。
[実施形態３６]
　前記第１及び第２の媒体ディスクが、前記グラフト化不織布基材の下流に位置付けられ
る微多孔膜層を更に含む、実施形態３５に記載のフィルタ装置。

【図１】 【図２】
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