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(57)【要約】
　多孔性基材内の金属ナノクラスターのその場での形成
方法は、多孔性基材に重金属塩水溶液を吸収させる工程
と、この吸収させた多孔性基材を電離放射線に暴露して
、重金属ナノクラスターを多孔性基材内に形成する工程
と、を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔性基材内の金属ナノクラスターのその場での形成方法であって、
　（ａ）多孔性基材に重金属塩水溶液を吸収させる工程と、
　（ｂ）前記吸収させた多孔性基材を電離放射線に暴露して、重金属ナノクラスターを前
記多孔性基材内に形成する工程と、を含む、方法。
【請求項２】
　前記多孔性基材が約１００μｍ未満の平均寸法を有する隙間を含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記多孔性基材が熱誘起相分離膜である、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記熱誘起相分離膜が約１０μｍ未満の平均寸法を有する孔を含む、請求項３に記載の
方法。
【請求項５】
　前記熱誘起相分離膜が疎水性である、請求項３又は４に記載の方法。
【請求項６】
　前記熱誘起相分離膜が親水性である、請求項３又は４に記載の方法。
【請求項７】
　前記多孔性基材が織布又は不織布である、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項８】
　前記多孔性基材が帯電した基材であり、前記多孔性基材が前記暴露する工程の後に帯電
したままである、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記重金属ナノクラスターの前記平均寸法が約１００ｎｍ未満である、請求項１～８の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記重金属ナノクラスターの前記平均寸法が約４０ｎｍ未満である、請求項９に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記重金属ナノクラスターの前記平均寸法が約２０ｎｍ～約４０ｎｍである、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記重金属塩水溶液が金塩、銀塩、パラジウム塩、プラチナ塩、銅塩、又はこれらの組
み合わせを含む、請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記重金属塩水溶液が金塩、銀塩、銅塩、又はこれらの組み合わせを含む、請求項１２
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記重金属塩水溶液が金塩、銀塩、又はこれらの組み合わせを含む、請求項１３に記載
の方法。
【請求項１５】
　前記重金属塩水溶液が重金属硫酸塩を含む、請求項１～１４のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１６】
　前記重金属塩水溶液が約５重量％未満の重金属塩を含む、請求項１～１５のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記重金属塩水溶液が約０．０１重量％～約１重量％の重金属塩を含む、請求項１６に
記載の方法。
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【請求項１８】
　前記重金属塩水溶液が約０．２重量％～約１重量％の重金属塩を含む、請求項１７に記
載の方法。
【請求項１９】
　前記重金属塩水溶液が非極性溶媒を更に含む、請求項１～１８のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項２０】
　前記非極性溶媒がアルコールである、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記非極性溶媒がイソプロパノールである、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記重金属塩水溶液を電離放射線に暴露する工程が電子ビームの使用を含む、請求項１
～２１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記重金属塩水溶液を電離放射線に暴露した後、前記吸収させた多孔性基材を乾燥させ
る工程を更に含む、請求項１～２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記吸収させた多孔性基材を乾燥後に溶媒で洗浄する工程を更に含む、請求項２３に記
載の方法。
【請求項２５】
　前記吸収させた多孔性基材を溶媒で洗浄する工程を更に含む、請求項１～２２のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記水溶性重金属塩水溶液を前記多孔性基材の上に堆積させる工程の後であるが、前記
重金属塩水溶液を電離放射線に暴露する工程の前に、前記多孔性基材の少なくとも１つの
面にライナーを加える工程を更に含む、請求項１～２５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ライナーが前記多孔性基材の両面に加えられる、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記重金属水溶液を前記電離放射線に暴露する工程の後に、前記ライナーを除去する工
程を更に含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　前記方法が連続的な方法である、請求項１～２８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３０】
　多孔性基材内に組み込まれた重金属ナノクラスターを含む、物品。
【請求項３１】
　前記多孔性基材が熱誘起相分離膜である、請求項３０に記載の物品。
【請求項３２】
　前記多孔性基材が織布又は不織布である、請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　前記基材が帯電している、請求項３０に記載の物品。
【請求項３４】
　前記重金属ナノクラスターが金、銀、パラジウム、プラチナ、銅、又はこれらの組み合
わせを含む、請求項３０～３３のいずれか一項に記載の物品。
【請求項３５】
　前記重金属ナノクラスターが金、銀、銅、又はこれらの組み合わせを含む、請求項３４
に記載の物品。
【請求項３６】
　前記重金属ナノクラスターが金、銀、又はこれらの組み合わせを含む、請求項３５に記
載の物品。
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【請求項３７】
　前記物品が抗微生物特性を呈する、請求項３０～３６のいずれか一項に記載の物品。
【請求項３８】
　前記物品がスポンジ、拭き取り用品、フィルタ、衣類、又は食品包装である、請求項３
７に記載の物品。
【請求項３９】
　前記物品が濾材である、請求項３０～３８のいずれか一項に記載の物品。
【請求項４０】
　前記濾材が触媒濾材である、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記物品が電磁場遮蔽物である、請求項３０～３６のいずれか一項に記載の物品。
【請求項４２】
　前記物品が病原体に対して耐性を有する、請求項３０～３６のいずれか一項に記載の物
品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多孔性基材内の金属ナノクラスターのその場での形成方法に関する。別の態
様では、本発明は、例えば抗微生物性の用途に有用な金属ナノクラスターを含む多孔性基
材を含む物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一部の金属、例えば、銀、金、プラチナ、及びパラジウムは抗微生物活性を呈する。銀
は例えば、何世紀もその抗微生物効果についてよく知られている。近年では、銀を含有す
る様々な製品が、例えば外傷治療、レスピレータ、繊維製品、薄膜、濾材、粉末コーティ
ング、及び成形用塑性体において、抗微生物性の用途の市場に導入されている。銀を物品
に提供するために、様々な方法が利用されている。例えば、多くの場合において、銀のナ
ノ粒子がまず作製されるか、又は購入されて、次いで物品の上に蒸着される（例えば、ス
パッタリング又はイオン蒸着によって）。他の場合では、例えば銀は、銀塩を沈殿させる
ことによって、又はアミンとの銀の錯体を形成することによって形成される。更に他の場
合では、例えば、繊維製品の繊維が銀でコーティングされ、次いで編物、織布、及び不織
布にて使用される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　前述を考慮して、本発明者らは、当該技術分野において、多孔性基材内にナノサイズの
金属を提供する方法の必要性があると認識している。更に本発明者らは、そのような方法
が、真空又はコロイド化学を必要とすることなく、連続的な方法で実施することができる
単純な方法であることは、有利であるということを認識している。
【０００４】
　すなわち、１つの態様では、本発明は、多孔性基材内の金属ナノクラスターの形成の単
純な方法を提供する。本方法は、（ａ）多孔性基材に重金属塩水溶液を吸収させる工程と
、（ｂ）吸収させた多孔性基材を電離放射線に暴露して、重金属ナノクラスターを多孔性
基材内に形成する工程と、を含む。
【０００５】
　驚くべきことに、本発明の方法は、多孔性基材内の重金属ナノクラスターのその場での
形成を提供する。重金属ナノクラスターを堆積させる前にそれらをまず形成するために別
個の工程は必要とされない。更に、重金属ナノクラスターを誘導して、多孔性基材内に核
を形成するすることは、このようなナノクラスターが更に大きなクラスターへ合体し、成
長するのを防止することが発見されている。このように、得られる重金属ナノクラスター
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の大きさは、基材の隙間の寸法又は孔の寸法によって自己制御される。有利なことに、本
発明の方法は連続的方式で実施することができる。更に、それはいずれの真空又はコロイ
ド化学をも必要としない。本発明の方法はそのため、多孔性基材内にナノサイズの金属を
提供する単純な方法に対する、当該技術分野における必要性に応える。
【０００６】
　別の態様では、本発明は、多孔性基材内に組み込まれた重金属ナノクラスターを含む物
品を提供する。
【０００７】
　本明細書で使用されるとき、用語「重金属」は、原子番号が２１（スカンジウム）より
大きいいずれかの元素を指し、用語「ナノクラスター」は、約１００ｎｍ未満の寸法を有
する、個々の粒子又は凝集粒子のクラスターを指す。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に従って、多孔性基材内に金属ナノクラスターを形成する方法の略図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の方法では、多孔性基材は、重金属ナノクラスターの形成中の分離マトリックス
（isolation matrix）として機能する。得られる重金属ナノクラスター用に、所望の寸法
の隙間又は孔を有する任意の多孔性基材は、この基材が電離放射線の軽度の照射線量に耐
え得るかぎり使用することができる。典型的に、多孔性基材は、約３０ｎｍ～約１００マ
イクロメートルまでの範囲の有効孔径を有する。多孔性基材は、例えば、薄膜、ガーゼ又
は織布の布地、不織布材料、紙、発泡体、スポンジ等であり得る。多孔性基材は親水性又
は疎水性であり得る。多孔性基材は、エレクトレットとして帯電され得る（すなわち、準
恒久型電荷を呈する誘電基材）。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、多孔性基材は布地である。この布地は、例えば、織る、編む
、より合わせる等のような従来の布地形成プロセスによって形成することができる。好ま
しくは、この布地は不織布である。好適な不織布は、例えば（ａ）メルトブロー、（ｂ）
スパンレイド、（ｃ）スピニング、及び（ｄ）プレキシフィラメント（plexifilament）
形成物のウェット若しくはドライレイイング、又は溶液若しくはメルトナノファイバーの
スピニングによって作製することができる。微細な繊維布地の形成は、繊維の分離（例え
ば、機械的なコーミング若しくは他のプロセス、又は水流交絡）及びスパンレースプロセ
ス（例えば、水流交絡による）を伴う場合もある。布地がメルトブローによって形成され
ていることが好ましい場合もある。
【００１１】
　不織布では、隙間又は孔の寸法は典型的に、最大で平均繊維径の３倍であり、圧縮又は
コーティングされた場合、典型的に平均繊維径の１．５倍ほどの小ささであり得る。
【００１２】
　１つの実施形態では、多孔性基材は微多孔性基材である。微多孔性基材は典型的に、約
１００μｍ未満（好ましくは約１０μｍ未満の、より好ましくは約１μｍ未満）の平均孔
径を有する。適切な微多孔性基材としては、微多孔性膜及び微多孔性繊維が挙げられるが
、これらに限定されない。
【００１３】
　微多孔性基材は、疎水性微多孔性基材となる１つ以上のポリマー材料を含むことができ
る。適切なポリマー物質としては、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、ポリエステル、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）、ポリフェニレンオキサイ
ド、ポリ（ビニルアセテート）、ビニルアセテートのコポリマー、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。好適なポリオレフィンと
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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
ピレンの共重合体、αオレフィンコポリマー類（１－ブテン、１－ヘキセン、１－オクテ
ン及び１－デセンの共重合体など）、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。適切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（例えば
、ポリ（フッ化ビニリデン－コ－ヘキサフルオロプロピレン）、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。好適なポリアミドとしては、ポリ（イミノ（１－
オキソヘキサメチレン））、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。好適なポリイミドとしては、ポリ（ピロメリトイミド）が挙げられるがこれ
らに限定されない。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。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、種々のポリ（ビニルアルコール）を与えるコポリマーが含まれるが、これらに限定
されない。
【００１４】
　好適な市販の親水性及び疎水性の微多孔性膜は、商品名ＤＵＲＡＰＯＲＥ及びＭＩＬＬ
ＩＰＯＲＥ　ＥＸＰＲＥＳＳ　ＭＥＭＢＲＡＮＥ（Ｂｉｌｌｅｒｉｃａ，Ｍａｓｓａｃｈ
ｕｓｅｔｔｓのＭｉｌｌｉｐｏｒｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能）で市販され
ている。商品名ＮＹＬＡＦＬＯ及びＳＵＰＯＲで知られている他の好適な市販の微多孔性
膜がＰａｌｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｅａｓｔ　Ｈｉｌｌｓ，ＮｅｗＹｏｒｋ）から
入手可能である。
【００１５】
　微多孔性基材は、シリカ又はチタニアなどの無機充填剤を含有してもよい。
【００１６】
　１つの望ましい実施形態では、微多孔性基材は、上記のポリマー材料の１つ以上を含む
疎水性微多孔性膜である。好ましくは、疎水性微多孔性膜は、熱誘起相分離（ＴＩＰＳ）
膜の形態である。他の望ましい実施形態では、多孔性基材は親水性微多孔性膜、例えば親
水性ＴＩＰＳ膜である。
【００１７】
　ＴＩＰＳ膜は、多くの場合、熱可塑性材料と熱可塑性材料の融点を超える第二物質との
溶液を形成することにより調製される。冷却と同時に熱可塑性材料は結晶し、相が第二物
質から分離する。結晶化した材料は、多くの場合、伸長される第二物質は、適宜に伸長前
又は後のいずれかで除かれる。ＴＩＰＳ膜及びその製造方法は、米国特許第１，５２９，
２５６号、同第４，５３９，２５６号、同第４，７２６，９８９号、同第４，８６７，８
８１号、同第５，１２０，５９４号、同第５，２６０，３６０号、及び同第５，９６２，
５４４号に開示され、これらの全ての対象は本明細書に参照により組み込まれる。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、ＴＩＰＳ膜は、ポリ（フッ化ビニリデン）（ＰＶＤＦ）、ポ
リ（エチレン）又はポリ（プロピレン）などのポリオレフィン、ビニル含有ポリマー若し
くはエチレン－ビニルアルコールコポリマーなどのコポリマー、及びブタジエン含有ポリ
マー若しくはコポリマー、並びにアクリレート含有ポリマー若しくはコポリマーなどのポ
リマー材料を含む。ＰＶＤＦを含むＴＩＰＳ膜は、参照により本明細書に組み込まれてい
る、米国特許出願公開第２００５／００５８８２１号（Ｓｍｉｔｈ　ｅｔ　ａｌ．）で更
に開示されている。
【００１９】
　別の実施形態では、多孔性基材は不織布ウェブである。本明細書で使用するとき、用語
「不織布ウェブ」は、マット状の方式で、無作為に及び／又は一方向に相互配置されてい
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る個々の繊維又は５つのフィラメントの構造を有する布地を意味する。
【００２０】
　有用な不織布ウェブは、当該分野において既知の方法によって作製することができる。
例えば、繊維状不織布ウェブを、毛羽立て、エアレイド、スパンレース、スパンボンド若
しくはメルトブロー技術、又はこれらの組み合わせにより製造することができる。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弱めてそ
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。
【００２１】
　好適な不織ウェブには、例えば、Ｗｅｎｔｅ，Ｖ．Ａ．「Ｓｕｐｅｒｆｉｎｅ　Ｔｈｅ
ｒｍｏｐｌａｓｔｉｃ　Ｆｉｂｅｒｓ」，Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎ
ｇ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，４８，１３４２～１３４６（１９５６）、及びＷｅｎｔｅ，Ｖ
．Ａ．，「Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ　ｏｆ　Ｓｕｐｅｒ　Ｆｉｎｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｆ
ｉｂｅｒｓ」，Ｎａｖａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ（Ｒｅｐｏｒ
ｔ　Ｎｏ．４３６４）Ｍａｙ２５，１９５４で述べられているメルトブローマイクロファ
イバー不織ウェブが含まれる。例えば、不織ウェブは、参照により本明細書に組み込まれ
ている、米国特許第５，９６２，５４４号で述べられているエチレン－ビニルアルコール
コポリマーから作製され得る。いくつかの実施形態では、好適な不織ウェブはナイロンか
ら作製され得る。
【００２２】
　多孔性基材に重金属塩水溶液を吸収させる。好ましくは、重金属塩溶液は、金塩、銀塩
、パラジウム塩、プラチナ塩、銅塩、又はこれらの組み合わせ（より好ましくは、金塩、
銀塩、銅塩、又はこれらの組み合わせ、最も好ましくは金塩、銀塩、又はこれらの混合）
を含む。
【００２３】
　一般的な重金属塩には、例えば、重金属硫酸塩、リン酸塩、乳酸、塩化物、臭化物、炭
酸塩、及び硝酸が挙げられる。好ましくは、重金属塩は硫酸塩である。
【００２４】
　典型的に、重金属塩水溶液は、約５重量％未満の重金属塩を含む。好ましくは、重金属
塩水溶液は、約０．０１重量％～約１重量％の重金属塩（より好ましくは約０．２重量％
～約１重量％の重金属塩）を含む。重金属塩水溶液の濃度は、得られる重金属ナノ粒子（
nanoparticle nanoparticles）の寸法、形成される重金属ナノ粒子の数、及び重金属ナノ
粒子を形成するのに必要とされる電離放射線の照射線量に、ある程度の影響を与え得る。
【００２５】
　任意に、重金属塩水溶液は、少なくとも部分的に水と混和性である非極性溶媒、例えば
、アルコール、ケトン、エステル、又は他の有機溶媒を更に含むことができる。非極性溶
媒は、１つ以上の理由により添加されてもよい。例えば、非極性溶媒は、濡れ性を改善す
るために、溶解度を低減するために（すなわち、析出を促進するために）、又は金属の形
成に向けた均衡を促進するために（すなわち、金属粒子形成を促進するために）添加され
てもよい。典型的に、非極性溶媒は、最高約２５％まで添加される。
【００２６】
　好ましくは、非極性溶媒はアルコールである（より好ましくは、非極性溶媒はイソプロ
パノールである）。非極性溶媒の添加は特に、疎水性多孔性基材の表面エネルギーを打ち
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消すのに有用である。
【００２７】
　重金属塩水溶液は、当該技術分野において既知のコーティング方法、例えばディップコ
ーティング、ブレードコーティング、ロールコーティング、スロットコーティング、グラ
ビアコーティング、スライドコーティング、カーテンコーティング、ノッチコーティング
、スピンコーティング等を使用して多孔性基材内に吸収させることができる。好ましくは
、多孔性基材は重金属塩水溶液で飽和している。
【００２８】
　多孔性基材に重金属塩水溶液を吸収させた後、それは電離放射線に暴露されて、重金属
ナノクラスターを多孔性基材内に形成する。本明細書で使用されるとき、「電離放射線」
は、金属イオンを金属クラスターに縮小するために十分な照射線量及びエネルギーの放射
線を意味する。電離放射線は例えば、電子ビーム（ｅビーム）、ガンマ線、又はＸ線であ
り得る。
【００２９】
　電子ビーム及びガンマ線は、一つには市販供給源の可用性のために、本発明の方法にお
いて好ましい。電子ビーム発生器は、例えば、種々の供給業者から入手可能であり、Ｅｎ
ｅｒｇｙ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＭＡ）から入手可能な
ＥＳＩ「ＥＬＥＣＴＲＯＣＵＲＥ」ＥＢ　ＳＹＳＴＥＭ及びＰＣＴ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅ
ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，ＬＬＣ（Ｄａｖｅｎｐｏｒｔ，ＩＡ）から入手可能なＢＲＯＡＤＢ
ＥＡＭ　ＥＢ　ＰＲＯＣＥＳＳＯＲが挙げられる。ガンマ照射の供給源はコバルト－６０
の高エネルギー源を使用するＭＤＳ　Ｎｏｒｄｉｏｎから市販されている。いかなる特定
種類機器及び照射試料位置であろうとも、放出される照射線量は、「Ｐｒａｃｔｉｃｅ　
ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｏｆ　ａ　Ｒａｄｉｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｆｉｌｍ　Ｄｏｓｉｍｅｔｒｙ
　Ｓｙｓｔｅｍ」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、各種照射線量率を得ることができる。
【００３０】
　放射線量は、所望の濃度の単回投与で、又は所望の濃度に蓄積する複数の照射線量で施
すことができる。照射線量は典型的に、累積的に約１０ｋＧｙ～約４０ｋＧｙの範囲であ
る。放射線に敏感な基材、例えばポリプロピレンなどには、低照射線量の電離放射線が使
用されてポリマーの劣化反応を避けることができる。
【００３１】
　重金属ナノクラスターは、多孔性基材内に直接形成され、かつ均一に分散される。多孔
性基材は、分離マトリックスとして機能し、ナノクラスターの寸法を自己制御する。した
がって、重金属ナノクラスターの寸法は、基材での隙間又は孔の寸法及び照射後のいずれ
かの技法により決定される。典型的に、重金属ナノクラスターは１００ｎｍ未満である。
いくつかの実施形態では、重金属ナノクラスターの平均寸法は、約４０ｎｍ未満である。
いくつかの好ましい実施形態では、重金属ナノクラスターの平均寸法は、約２０ｎｍ～約
４０ｎｍである。
【００３２】
　多孔性基材内の重金属ナノ粒子を密接に結合する又は固定するために、吸収させた多孔
性基材は、電離放射線への暴露によるナノ粒子の形成後に乾燥させることができる。乾燥
は、当該技術分野において既知の方法、例えば、加熱（例えばオーブン内又はヒートガン
を使用して）、ギャップ乾燥、ガス（窒素）衝突、強制空気等使用して達成することがで
きる。好ましくは、吸収させた多孔性基材は、加熱したオーブン内で乾燥される。吸収さ
せた多孔性基材は、基材を損傷しない任意の温度まで加熱することができる。任意の従来
のオーブンを使用することができる。適切なオーブンとしては、対流式オーブンが挙げら
れるが、これに限定されない。
【００３３】
　乾燥後、その中に重金属ナノクラスターが吸収された多孔性基材は、当該技術分野にお
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いて既知の方法を使用して、所望により（例えば、残留物の重金属塩を除去するために）
洗浄することができる。いくつかの場合では、水を使用して水溶性残留物塩を抽出するこ
とができる。乾燥した多孔性基材が疎水性の場合、しかしながら、残留物塩を取り除くこ
とができるように、基材を濡らすためのアルコール／水溶液が必要となる。
【００３４】
　重金属ナノクラスターの望ましい最終用途によって、ナノクラスターが多孔性基材から
浸出可能（leachable）であることが望ましい場合がある。浸出可能な重金属ナノクラス
ターが望ましいとき、洗浄工程は所望により乾燥前に実施することができる。次いで、重
金属ナノクラスターの分散系を得ることができる。
【００３５】
　あるいは、吸収させた多孔性基材の乾燥前に洗浄を利用することで、基材全体に重金属
ナノクラスターを再分布し、これによって基材全体のナノクラスター分布を改善すること
ができる。洗浄工程が、照射のすぐ後に実施されるときは、連続したナノクラスターの成
長は、吸収する溶液の希釈によって制限される。ナノクラスターは、いくつか他の適用に
おいて溶液中で単離することができ、又は経時的に、基材に引き戻されて、コロンビウム
吸引力によって基材に捕捉される。これにより、最初に形成されたクラスターは、より均
一な分布となることができる。
【００３６】
　有利なことに、本方法は連続的方法で実施することができる。本発明に従って多孔性基
材内に金属ナノクラスターを形成する代表的な連続的方法が、図１に示される。この代表
的な方法は、吸収工程１００、ライニング工程２００、照射工程３００、ライナー除去工
程４００、乾燥工程５００、及び洗浄工程６００を含む。
【００３７】
　図１に示されるように、多孔性基材１１のロールは、多孔性基材１１が吸収工程１００
に入るように巻き出すことができる。多孔性基材１１は、所望の時間、重金属塩水溶液１
３に暴露されて吸収させることができる。
【００３８】
　いったん、多孔性基材１１を重金属塩溶液１３中に吸収させると、１つ以上のライナー
は、吸収させた多孔性基材１１にライニング工程２００で加えることができる。図１では
、任意の取り外し可能な支持材料ライナー１５及び任意の取り外し可能なカバーライナー
１７の追加が示されている。典型的なライナーシート材料には、ポリエチレンテレフタレ
ートフィルム材料及び他のポリマー材料を挙げられるが、これらに限定されない。
【００３９】
　吸収させた多孔性基材１１は次いで、照射工程３００に進み、そこでは基材は、十分な
照射線量の放射線（好ましくは電子ビーム、ガンマ線、より好ましくは電子ビーム）１８
を提供することができる少なくとも１つの装置を使用して、十分な量の電離放射線に暴露
され、重金属イオンを重金属ナノクラスターに縮小する。
【００４０】
　照射工程３００の後に、ライナー除去工程４００において、任意の取り外し可能な支持
材料ライナー１５及び任意の取り外し可能なカバーライナー１７を取り除くことができる
。多孔性基材１１はここで重金属ナノクラスターを含有し、次いで、乾燥工程５００に移
動することができる。
【００４１】
　図１に示されるように、乾燥工程５００は、オーブン１９を使用して実施することがで
きる。乾燥工程５００は、多孔性基材１１内に重金属ナノクラスターを固定する。重金属
ナノクラスターが望ましいときは、乾燥工程５００は省略することができる。
【００４２】
　次に、重金属ナノクラスター含有多孔性基材１１は、リンスチャンバ内で又はリンスス
プレ－２１を用いて、洗浄工程６００で洗浄することができる。乾燥工程５００が省略さ
れる場合は、重金属ナノクラスターは、洗浄工程６００中に多孔性基材１１から浸出する



(10) JP 2011-528610 A 2011.11.24

10

20

30

40

50

（又は多孔性基材１１全体に再分布される）ことができる。
【００４３】
　洗浄工程６００に続いて、多孔性基材はロール形態に巻き取ることができる。重金属ナ
ノクラスター含有多孔性基材は、ロールの形態で将来の使用のために保管することができ
、又はすぐに使用することができる。
【００４４】
　多孔性基材内に組み込まれた重金属ナノクラスターを含む多孔性基材は、例えば、抗微
生物用途、濾過用途（例えば水濾過、触媒フィルタ、機内エアフィルタ、又はレスピレー
タ）、電磁場（ＥＭＳ）遮蔽用途、及び更に多くの用途など、多くの用途で有用である。
【００４５】
　抗微生物用途に関して、多孔性基材は、例えば銀、金、銅、プラチナ、又はパナジウム
などの抗微生物活性を呈する重金属の重金属ナノクラスターを含む。このような物品は、
水濾過、空気濾過、創傷治療、及び食品梱包などの用途で特に有用である。本発明の物品
で作製することができる抗微生物性物品の例には、抗微生物性スポンジ、拭き取り用品、
パッド、フィルタ、衣類、靴のライナー、食品梱包、寝具類等が挙げられる。例えば、軍
事用途の衣類などの物品は、病原体に対して耐性をもたらすこともできる。
【００４６】
　ハイドロチャージ、コロナチャージ、及びこれらの組み合わせなど様々な既知の技法を
使用して、エレクトレット電荷は（例えば不織布）ウェブ物品に付与することができる。
後ですぐに消散する帯電（例えば、摩擦によって作られ得るもの）とは異なり、（例えば
、不織布）ウェブ物品のエレクトレット電荷は、物品の意図された製品耐用期間において
実質的に維持される。このように、十分な電荷は、使用時、並びに製造後少なくとも６カ
月又は１２カ月は確かである。
【００４７】
　驚くべきことに、多孔性基材内の金属ナノクラスターのその場での形成のための本発明
の方法は、基材上に付与されたエレクトレット電荷を放電しないということが発見されて
いる（すなわち、帯電した基材は、基材を電離放射線に暴露した後でさえも帯電したまま
である）。
【実施例】
【００４８】
　本発明の目的及び利点は、以下の実施例によって更に例示されるが、これらの実施例に
おいて列挙された特定の材料及びその量は、他の諸条件及び詳細と同様に本発明を過度に
制限するものと解釈されるべきではない。
【００４９】
　試験方法
　以下の試験方法を使用して、実施例で使用されるＴＩＰＳ膜及び不織布を特徴付けた。
【００５０】
　水分流動性測定。水分流動は、約４７ミリメートル（ｍｍ）（１．８５インチ）の直径
を有する試験フィルム又は不織布のディスクをＭｏｄｅｌ　４２３８　Ｐａｌｌ　Ｇｅｌ
ｍａｎ磁気フィルタホルダー（Ｐａｌｌ　Ｃｏｒｐ．，Ｅａｓｔ　Ｈｉｌｌｓ，ＮＹから
入手可能）内に定置することにより測定した。次いで、フィルタホルダーを真空ポンプに
取り付けたフィルタフラスコに定置した。真空をモニターするため真空計を使用した。約
１５０ミリリットル（ｍＬ）の水をフィルタホルダーに配置し、次いで減圧した。約５０
ｍＬの水がフィルムを通過した後（この時点での真空計は、約０．８３ｍｍＨｇ（約２１
インチＨｇ）を示した）、ストップウォッチを使用し、タイミング測定を開始した。残り
の水全てがフィルムを通過したとき、時間測定を中止した。水分流動性は、１００ｍＬの
水が、減圧０．８３ｍｍＨｇで膜を通過するのにかかった時間（秒単位で測定）であった
。望ましい圧力に達する前に、４００ｍＬの水が基材を通過する場合、流動性はこの条件
で測定するには速すぎると見なされた。
【００５１】
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　ガーレイ多孔度。ガーレイとは、膜を通過する気体流れ抵抗の指標であって、ＡＳＴＭ
Ｄ　７２６－５８、Ｍｅｔｈｏｄ　Ａにて明記されているように、一定体積の気体が標準
条件下で膜の標準面積を通過するのに必要な時間として表される。ガーレイは、５０立方
センチメートル（ｃｃ）又は別の特定体積の空気が、６．３５ｃｍ２（１平方インチ）の
膜を１２４ｍｍの水圧で通過する時間（秒）である。フィルムのサンプルは円筒形リング
間にクランプされ、その最上はピストン及び指定された体積の空気を含有した。解放され
たとき、ピストンはそれ自体の重量で、上部シリンダーにおいて空気に圧力をかけ、指定
された体積の空気がその膜を通過する時間が測定された。
【００５２】
　バブルポイント。バブルポイント孔径は、ＡＳＴＭ－Ｆ－３１６－８０に従ってマイク
ロメートル単位で測定された最大有効孔径を表すバブルポイント値である。
【００５３】
　以下の試験方法を使用して、実施例で作製される材料の抗微生物特性を特徴付けた。
【００５４】
　阻止帯試験法懸濁液が。試験される細菌培養の好適な濁度で試験管内に作られた。無菌
綿棒を細菌の懸濁液中に定置し、過剰な液体は、液体より高い試験管の内側に対して綿棒
を押し付け、回転させることにより除去した。均一な増殖を得るために、綿棒をＭｕｅｌ
ｌｅｒ－Ｈｉｎｔｏｎ　ＩＩ寒天の表面上で、少なくとも３方向に掃引した。最終的な通
過は、寒天の縁の周辺で行った。プレートを５分間乾燥させた。サンプルディスクを、無
菌ピンセットを使用してプレート上に定置した。サンプルディスクを定置した後すぐに、
プレートは適切な培養時間にわたって培養された。培養後、各ディスク周辺の増殖阻止帯
の直径を、ｍｍ単位（少数第１位で四捨五入）で測定した。阻止帯内によく発達したコロ
ニーに関して、プレートを注意深く調査した。列挙された結果は、７ｍｍのディスクの寸
法及び阻止帯を含む。
【００５５】
　繊維材料上の抗微生物仕上げの評価（Assessment of Antibacterial Finishes on Text
ile Materials）（ＡＡＴＣＣ　Ｍｅｔｈｏｄ　１００）。サンプルは、Ｄ／Ｅ中和ブロ
ス及び算出のためのＰｅｔｒｉｆｉｌｍ（商標）Ａｅｒｏｂｉｃ　Ｃｏｕｎｔ　Ｐｌａｔ
ｅｓを使用して、ＡＡＴＣＣ　Ｍｅｔｈｏｄ１００に従って試験した。サンプルは試験前
は殺菌しなかった。各サンプルは、約１～２×１０５コロニー形成単位（ｃｆｕ）／ｍＬ
の好適な試験生物を含有する懸濁液０．５ｍＬを接種した。別個のサンプル見本を、所望
の時点（０時間及び２４時間）で接種した。２４時間の見本のセットは、２８℃で接種し
た。接種の直後（０時間）に、サンプルの１つの見本を無菌のストマッカーバック内に定
置し、１００ｍＬのＤ／Ｅ中和ブロスを添加した。サンプルはＳｅｗａｒｄ　Ｍｏｄｅｌ
４００　Ｓｔｏｍａｃｈｅｒ内で２分間処理した。１００、１０１及び１０２の連続的な
希釈、及び３Ｍ　Ｐｅｔｒｉｆｉｌｍ（商標）Ａｅｒｏｂｉｃ　Ｃｏｕｎｔ（ＡＣ）を使
用する生菌数測定（aerobic plate count）を実施した。２４時間の培養時間で、サンプ
ルは上記のように処理された。サンプル当たりの合計コロニー形成単位は、Ｐｅｔｒｉｆ
ｉｌｍ（商標）を３５℃±１℃で４８時間培養した後に記録した。微生物数における減少
率を計測した。サンプルは、黄色ブドウ球菌（ＡＴＣＣ　６５３８）及び緑膿菌（ＡＴＣ
Ｃ　９０２７）に対して試験された。各サンプルの２つの複製物かつ各時点でのものが試
験された。以下の報告結果は２つのサンプルの平均である。
【００５６】
　エレクトレット帯電した不織ウェブの圧力低下及び品質係数測定値：
　不織布ブローンマイクロ繊維（ＢＭＦ）の濾過性能は、自動フィルタ試験機ＡＦＴ型式
８１２７（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮのＴＳＩ，Ｉｎｃ．から入手可能）を使用し、忌避エア
ゾールとしてのジオクチルフタレート（ＤＯＰ）及びフィルタにわたる圧力低下（ΔＰ（
水柱ｍｍ））を測定するＭＫＳ圧力変換器を使用して評価した。ＤＯＰエアゾールは、７
０～１２０ｍｇ／ｍ３の上流側濃度を有する、名目上、単分散の０．３マイクロメートル
質量中央径である。エアゾールは、エアゾールイオン化装置を停止させ、濾材のサンプル
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を通して６．９ｃｍ／秒の面速度にて押し出した。総試験時間は、２３秒であった（立ち
上がり時間１５秒、サンプル時間４秒、及びパージ時間４秒）。ＤＯＰエアゾールの濃度
は、濾材の上流側と下流側の両方にて、較正した光度計を使用して、光散乱により測定し
た。ＤＯＰ透過は、次のように定義される：％　Ｐｅｎ＝１００×（ＤＯＰ下流側濃度／
ＤＯＰ上流側濃度）各材料について、６個の別個の測定をＢＭＦウェブ上の異なった箇所
で行い、結果を平均した。％Ｐｅｎ及びΔＰを使用して、次式により品質係数（ＱＦ）を
計算した：
　ＱＦ＝－ｌｎ（％　Ｐｅｎ／１００）／ΔＰ，
　式中、Ｉｎは自然対数を表す。ＱＦ値が大きい場合、濾過性能がより高いことを示し、
ＱＦ値が小さい場合には、濾過性能の低下と完全な相関関係があることを示す。
【００５７】
　初期濾過性能：
　帯電したサンプルのそれぞれは、その静穏状態で、％　Ｐｅｎ及びΔＰに関して試験し
、ＱＦは上記のとおり計算した。これらの結果は以下に初期％　Ｐｅｎ、初期ΔＰ及び初
期ＱＦ「Ｑ０」として示される。
【００５８】
　加速エージング濾過性能：
　濾過性能の安定性を決定するために、帯電したＢＭＦウェブの初期ＱＦと所定の時間、
高温で保管後のそのＱＦとを比較することによって加速エージングを試験した。ウェブは
７２時間（３日間）、７１℃で空気中にて保管される。この条件でのエージング後の本品
質係数は通常、「Ｑ３」で表される。％電荷保持力は、次式により計算される。
【００５９】
　保持（％）＝Ｑ３（７１℃で７２時間エージングした後）／Ｑ０（初期）×１００％
　ＴＩＰＳ膜
　以下のＴＩＰＳ膜はサンプルで使用された：
　フィルムＡ：米国特許第７，３３８，６９２号に記載のように作製された、バブルポイ
ント孔径が４マイクロメートル、水分流動性が５秒、厚さ１２５マイクロメートル、多孔
性５３％、及び３．２秒のガーレイを有するポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）フィルム
。
【００６０】
　フィルムＢ：米国特許第７，３３８，６９２号に記載のように作製された、バブルポイ
ント孔径が１．９マイクロメートル、水分流動性が９．４秒、厚さ１２５マイクロメート
ル、多孔性７２％、及び５秒のガーレイを有するポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）フィ
ルム。
【００６１】
　フィルムＣ：米国特許第５，９６２，５４４号に記載のように作製された、バブルポイ
ント孔径が０．７６マイクロメートル、厚さ１０９マイクロメートル（４ミル）、多孔率
５２％、及び表面濡れエネルギーが６９ダインを有するエチレンビニルアルコールコポリ
マー（ＥＶＡＬ）フィルム。
【００６２】
　不織布材料
　以下の不織布材料がサンプルで使用された：
　不織布Ａ。５１グラム／メートル２（１．５オンス／ｙｄ２）の坪量を有するエアレイ
ドバイコンポーネント不織布（Ｓｔｙｌｅ　４１０４　５０／５０　ＰＥシース／ＰＥＴ
、ＰＧＩ　Ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ，Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ，ＮＣから入手可能）。
【００６３】
　不織布Ｂ：６２グラム／メートル２の坪量を有する、毛羽立てされたサーマルボンド不
織布（Ｓｔｙｌｅ　１４９～０５１、７０％ナイロン、３０％　ＰＰ、ＦｉｂｅｒＷｅｂ
　Ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ，Ｓｉｍｐｓｏｎｖｉｌｌｅ，ＳＣから入手可能）。
【００６４】
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　不織布Ｃ：Ｔｏｔａｌ９６０ポリプロピレン樹脂（Ｔｏｔａｌ　Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉ
ｃａｌｓ，Ｈｏｕｓｔｏｎ，ＴＸ）で調製された、１平方メートル当たり５４ｇの坪量を
備えるポリプロピレンブローンマイクロファイバー（ＢＭＦ）ウェブ。
【００６５】
　発泡体材料
　ポリウレタン発泡体。３ＭブランドＴＥＧＡＦＯＡＭ（商標）（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ
，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮから入手可能）。厚さは約６４ｍｍ（０．２５インチ）だった。
【００６６】
　（実施例１）
　上記のＰＶｄＦ　ＴＩＰＳフィルムＡは、それに１０％のメタノール溶液ＳＲ　３４４
（ＰＥＧ　４００ジアクリレート、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｅｘｔｏｎ，Ｐ
Ａから入手可能）を吸収させ、続いてそのフィルムを１２５マイクロメートルのポリエス
テル（ＰＥＴ）ライナーの２つのシートの間に積層し、それを、２０ｋＧｙの照射線量を
使用しながら電子ビームに通過させ、放射線グラフトを生じることによって親水性にした
。電子ビームは、Ｅｎｅｒｇｙ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＭＡ）によ
って作製されたモデルＣＢ－３００であり、最大電圧３００ｋＶで操作され、ウェブはビ
ームを６メートル／分（２０フィート／分）の速度で通過し処理された。照射したフィル
ムを水で洗浄し、乾燥させた。
【００６７】
　この親水性フィルムに酸化銀溶液を吸収させた。溶液含有酸化銀は、５部の炭酸アンモ
ニウムを９５部の水と組み合わせて、塩が溶解するまで混合することによって調製された
。１部の酸化銀（ＡｇＯ）をこの溶液に添加した。混合物は、酸化銀が溶解するまで６０
℃で１時間攪拌し、その結果、銀イオンを含有する透き通った透明な溶液が得られた。吸
収させたフィルムを積層し、上記のように４０ｋＧｙの照射線量を使用して照射した。フ
ィルムは水中で洗浄し、乾燥させた。得られるフィルムは、フィルムの孔内に銀金属ナノ
クラスターを含有した。
【００６８】
　（実施例２）
　フィルム含有銀金属ナノクラスターは、多孔性基材としてＰＶｄＦ　ＴＩＰＳフィルム
Ｂを使用したことを除き、上記の実施例１のように調製した。得られるフィルムは、フィ
ルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００６９】
　（実施例３）
　ＴＩＰＳフィルムＡは上記の実施例１のように親水化した。親水化工程に続いて、フィ
ルムは、１％のＡＰＴＡＣモノマー［３－（アクリルアミノ）プロピル］－トリメチルア
ンモニウムクロライド（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯから水溶
液として入手可能）のメタノール溶液を吸収させることによって再び親水化し、４０ｋＧ
ｙの照射線量を使用して、上記実施例１と同じ方法で照射した。この親水化したフィルム
に、次いで硝酸銀を吸収させた。硝酸銀水溶液は０．０４Ｍの硝酸銀及び０．２Ｍ（１２
％）のイソプロパノール（ＩＰＡ）を含有した。吸収させたフィルムを積層し、上記実施
例１のように４０ｋＧｙの照射線量を使用して照射した。フィルムは水中で洗浄し、乾燥
させた。得られるフィルムは、フィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００７０】
　（実施例４）
　フィルム含有銀金属ナノクラスターは、多孔性基材としてＰＶｄＦ　ＴＩＰＳフィルム
Ｂを使用したことを除き、上記の実施例３のように調製した。得られるフィルムは、フィ
ルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００７１】
　（実施例５）
　フィルム含有銀金属ナノクラスターは、２５％のＡＰＴＡモノマー［３－（アクリルア
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ｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯから水溶液として入手可能）を、２回目の親水化工程で使用し、多
孔性基材に吸収させたことを除き、上記の実施例３のように調製した。吸収させたフィル
ムを積層し、上記実施例１のように４０ｋＧｙの照射線量を使用して照射した。フィルム
を水中で洗浄し、乾燥させた。得られるフィルムは、フィルムの孔内に銀金属ナノクラス
ターを含有した。
【００７２】
　（実施例６）
　フィルム含有銀金属ナノクラスターは、多孔性基材としてＰＶｄＦ　ＴＩＰＳフィルム
Ｂを使用したことを除き、上記の実施例５のように調製した。得られるフィルムは、フィ
ルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００７３】
　（実施例７）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、多孔性基材として上記のポリウレタン発泡体
を使用したことを除き、上記の実施例１のように調製した。吸収させた発泡体を積層し、
上記実施例１のように４０ｋＧｙの照射線量を使用して照射した。発泡体を水中で洗浄し
、乾燥させた。得られる発泡体は、発泡体の孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００７４】
　（実施例８）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、多孔性基材として上記の不織布Ａを使用した
ことを除き、上記の実施例１のように調製した。吸収させた不織布を積層し、上記実施例
１のように７０ｋＧｙの照射線量を使用して照射した。不織布を水中で洗浄し、乾燥させ
た。得られる不織布は、不織布の孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００７５】
　比較例Ｃ１
　不織布多孔性基材は、硝酸銀吸収工程を実施しなかったことを除き、上記の実施例８の
ように調製した。この親水化した不織布を積層し、上記実施例８のように７０ｋＧｙの照
射線量を使用して照射した。不織布を水中で洗浄し、乾燥させた。得られる不織布は、銀
金属ナノクラスターを含有しなかった。
【００７６】
　ＡＡＴＣＣ　Ｍｅｔｈｏｄ　１００（上記）を実施例１～８及び比較実施例Ｃ１の微生
物活性を評価するために使用した。示された全てのサンプルは、緑膿菌に対して良好な活
性を示し、実施例７は、試験された両方の生物に対して良好な活性を示し（１００％減少
）、実施例３及び５は、緑膿菌の１００％減少に加えて、黄色ブドウ球菌に対して中程度
の活性を示した。結果を下記の表１に示す。銀イオンは概して、例えば緑膿菌などのグラ
ム陰性菌に対して非常に有効であるが、黄色ブドウ球菌などのグラム陽性菌に対して中程
度に効果的であるということに注意することが重要である。
【００７７】
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【表１】

【００７８】
　銀ナノ粒子の形成を検証するために、タッピングモードの原子間力顕微鏡法を実施した
。この分析に使用される機器は、Ｎａｎｏｓｃｏｐｅ　Ｖコントローラー（２００８）を
備えるＤｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ　３１００　ＳＰ
Ｍ　Ｓｙｓｔｅｍだった。プローブは４０Ｎ／ｍまでの力定数を備えるＯｌｙｍｐｕｓ　
ＯＴＥＳＰＡ単結晶シリコンだった。データはＮａｎｏｓｃｏｐｅ　５．３０ｒ３ｓｒ３
を使用して分析した。ＡＦＭ画像は、ＢＭＦ繊維上のナノサイズの銀クラスターを明らか
に表示した。粒子は５～５０ｎｍの範囲の寸法だった。
【００７９】
　（実施例９）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、多孔性基材として上記のＥＶＡＬ　ＴＩＰＳ
フィルムＣを使用したことを除き、上記の実施例１のように調製した。ＡｇＮＯ３（０．
０６Ｍ）の１％の水溶液を調製し、使用してフィルムに吸収させた。吸収させたフィルム
を積層し、実施例１におけるように４０ｋＧｙの照射線量を使用して照射した。照射後、
各サンプルをすぐに水で２回濯いだ。得られるフィルムは、フィルムの孔内に銀金属ナノ
クラスターを含有した。
【００８０】
　（実施例１０）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、ＡｇＮＯ３の１％の水溶液を０．２％のＡｇ
ＮＯ３濃度に希釈し、使用してフィルムに吸収させたことを除き、上記の実施例９のよう
に調製した。サンプルを実施例１の手順に従って照射した。照射後、各サンプルをすぐに
水で２回濯いだ。得られるフィルムは、フィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有し
た。
【００８１】
　（実施例１１）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、フィルムを、２０ｋＧｙの照射線量を使用し
て照射したことを除き、上記の実施例９のように調製した。照射後、フィルムをすぐに水
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で２回濯いだ。得られるフィルムは、フィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した
。
【００８２】
　（実施例１２）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、フィルムを、２０ｋＧｙの照射線量を使用し
て照射したことを除き、上記の実施例１０のように調製した。照射後、フィルムをすぐに
水で２回濯いだ。得られるフィルムは、フィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有し
た。
【００８３】
　（実施例１３）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、イソプロパノール中で１％のＡｇＮＯ３（０
．０６Ｍ）溶液を、イソプロパノール中の塩を溶解するのにちょうど十分なだけの水を添
加しながら調製し、フィルムに吸収させるために使用したことを除き、上記の実施例９の
ように調製した。４０ｋＧｙの照射線量を使用したことを除き、フィルムを実施例１の手
順に従って照射した。照射後、フィルムをすぐに水で２回濯いだ。得られるフィルムは、
フィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００８４】
　（実施例１４）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、ＡｇＮＯ３の１％の水溶液を、０．２％のＡ
ｇＮＯ３濃度に希釈し、フィルムに吸収させるために使用したことを除き、上記の実施例
１３のように調製した。４０ｋＧｙの照射線量を使用して、フィルムを実施例１の手順に
従って照射した。照射後、各サンプルをすぐに水で２回濯いだ。得られるフィルムは、フ
ィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００８５】
　（実施例１５）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、２０ｋＧｙの照射線量を使用したことを除き
、上記の実施例１３のように調製した。照射後、フィルムをすぐに水で２回濯いだ。得ら
れるフィルムは、フィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００８６】
　（実施例１６）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、２０ｋＧｙの照射線量を除き、上記の実施例
１４のように調製した。照射後、各サンプルをすぐに水で２回濯いだ。得られるフィルム
は、フィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００８７】
　（実施例１７）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、上記ＰＶＤＦ　ＴＩＰＳフィルムＡを多孔性
基材として使用したことを除き、上記の実施例９のように調製した。ＡｇＮＯ３（０．０
６Ｍ）の１％の水溶液を調製し、使用してフィルムに吸収させた。吸収させたフィルムを
積層し、実施例１のように４０ｋＧｙの照射線量を使用して照射した。照射後、各サンプ
ルをすぐに水で２回濯いだ。得られるフィルムは、フィルムの孔内に銀金属ナノクラスタ
ーを含有した。
【００８８】
　（実施例１８）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、ＡｇＮＯ３の１％の水溶液を０．２％のＡｇ
ＮＯ３濃度に希釈し、使用してフィルムに吸収させたことを除き、上記の実施例１７のよ
うに調製した。サンプルを実施例１の手順に従って照射した。照射後、各サンプルをすぐ
に水で２回濯いだ。得られるフィルムは、フィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有
した。
【００８９】
　（実施例１９）
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　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、フィルムを２０ｋＧｙの照射線量を使用して
照射したことを除き、上記の実施例１７のように調製した。照射後、フィルムをすぐに水
で２回濯いだ。得られるフィルムは、フィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した
。
【００９０】
　（実施例２０）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、フィルムを、２０ｋＧｙの照射線量を使用し
て照射したことを除き、上記の実施例１８のように調製した。照射後、フィルムをすぐに
水で２回濯いだ。得られるフィルムは、フィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有し
た。
【００９１】
　（実施例２１）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、イソプロパノール中で１％のＡｇＮＯ３（０
．０６Ｍ）溶液を、イソプロパノール中の塩を溶解するのにちょうど十分なだけの水を添
加しながら調製し、フィルムに吸収させるために使用したことを除き、上記の実施例９の
ように調製した。４０ｋＧｙの照射線量を使用したことを除き、フィルムを実施例１の手
順に従って照射した。照射後、フィルムをすぐに水で２回濯いだ。得られるフィルムは、
フィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００９２】
　（実施例２２）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、ＡｇＮＯ３の１％の水溶液を、０．２％のＡ
ｇＮＯ３濃度に希釈し、フィルムに吸収させるために使用したことを除き、上記の実施例
２１のように調製した。４０ｋＧｙの照射線量を使用して、フィルムを実施例１の手順に
従って照射した。照射後、各サンプルをすぐに水で２回濯いだ。得られるフィルムは、フ
ィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００９３】
　（実施例２３）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、２０ｋＧｙの照射線量を使用したことを除き
、上記の実施例２１のように調製した。照射後、フィルムをすぐに水で２回濯いだ。得ら
れるフィルムは、フィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００９４】
　（実施例２４）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、２０ｋＧｙの照射線量を除き、上記の実施例
２２のように調製した。照射後、フィルムをすぐに水で２回濯いだ。得られるフィルムは
、フィルムの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００９５】
　ＡＡＴＣＣ　Ｍｅｔｈｏｄ　１００（上記）を使用して、実施例９～２４の微生物活性
を評価した。結果を表２に示す。減少パーセントの負の値は、ｃｍ２当たりのコロニー形
成単位の数が増えているということを示す。阻止帯試験がこれらのサンプル上で実施され
たとき、Ｍｕｅｌｌｅｒ－Ｈｉｎｔｏｎ　ＩＩの代わりにトリプチケースソイ寒天（ＴＳ
Ａ）が使用された。ＴＳＡは銀イオンを結合し、寒天にわたるそれらの拡散を防ぎ、効果
的に帯の作製を排除する。試験した全てのサンプルは、サンプルディスク下では、試験し
た両タイプの生物に関して増殖を見せず、銀ナノ粒子が、サンプル下での細菌の増殖を防
ぐのに効果的であるということを示している。
【００９６】
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【表２】

【００９７】
　（実施例２５）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、フィルムに、０．２％のＡｇＮＯ３及び１２
％のＩＰＡを含有する水溶液を吸収させたことを除き、上記の実施例１のように調製した
。３０ｋＧｙの照射線量を使用して、吸収させたフィルムを実施例１の手順に従って照射
した。照射後、フィルムをすぐに水で２回濯いだ。得られるフィルムは、フィルムの孔内
に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００９８】
　（実施例２６）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、基材が１片の綿ガーゼであり、１％のＡｇＮ
Ｏ３及び１２％のＩＰＡを含有する水溶液を吸収させたことを除き、上記の実施例１のよ
うに調製した。４０ｋＧｙの照射線量を使用して、吸収させたフィルムを実施例１の手順
に従って照射した。照射後、綿ガーゼをすぐに水で２回濯いだ。得られるフィルムは、ガ
ーゼの孔内に銀金属ナノクラスターを含有した。
【００９９】
　（実施例２７）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、基材が上記のポリウレタン発泡体であったこ
とを除き、上記の実施例１のように調製した。発泡体に、１％のＡｇＮＯ３及び１２％の
ＩＰＡを含有する水溶液を、発泡体の１つの表面上のみに吸収させた。良好な均一性及び
発泡体内への溶液の最小限の吸収であるようにするために、疎水性ＰＶｄＦ　ＴＩＰＳフ
ィルムＢを吸収させ、発泡体の上部に定置し、次いで４０ｋＧｙの照射線量で照射した。
発泡体を次いですぐに洗浄し、大量のナノ銀粒子を解放させた。
【０１００】
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【０１０１】
　各多孔性基材上に堆積した銀の合計量を測定するために、Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ　Ｃ
ｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ－Ａｔｏｍｉｃ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏ
ｐｙ（ＩＣＰ－ＡＥＳ）を使用した。それらの結果を下記の表４に示す。サンプルは、基
材の異なる領域で実質的に異なる銀濃度をもたらし、非均一であるとうに見えた。試験し
たサンプルにおける銀濃度は１０００ｐｐｍ～５０００ｐｐｍの範囲だった。
【０１０２】
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【表４】

【０１０３】
　阻止帯の試験を、Ｍｕｅｌｌｅｒ－Ｈｉｎｔｏｎ寒天を使用して、これらのサンプルで
実施した。直径８ｍｍの円形サンプルを、ダイを使用して上記のサンプルから切断した。
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各サンプルの２つの円が、各プレート上に定置された。各サンプルを黄色ブドウ球菌及び
緑膿菌に対して試験した。３７℃の培養器内で２４時間後、プレートが取り出され、サン
プルのクリアランス帯が測定され、以下の表５に示された。
【０１０４】
【表５】

【０１０５】
　表５のデータから分かるように、Ｍｕｅｌｌｅｒ－Ｈｉｎｔｏｎ寒天を使用するとき、
増殖のない良好な寸法の領域が、ナノ銀含有基材と共に観察される。
【０１０６】
　（実施例２８）
　多孔性基材含有金金属ナノクラスターは、基材が上記のＰＶＤＦ　ＴＩＰフィルムＢだ
ったことを除き、上記の実施例１のように調製した。２％の塩化金溶液は、１部の塩化金
を５０部の蒸留水に溶解することによって調製した。塩化金は容易に溶解し、透明な無色
の溶液が得られた。ナノ粒子形成の有効性を促進させるために少量のＩＰＡが添加された
。フィルムを塩化金溶液に吸収させ、実施例１の手順に従って、積層し、４０ｋＧｙの照
射線量で照射した。ビームを通過させた後、サンプルはフィルム内にナノ金粒子のマゼン
ダ色を発現させた。この色を基準として、ナノ粒子の寸法は約１０ｎｍであると予測され
た。
【０１０７】
　（実施例２９）
　多孔性基材含有金金属ナノクラスターは、基材が上記のＥＶＡＬ　ＴＩＰＳフィルムＣ
だったことを除き、上記の実施例２８のように調製した。
【０１０８】
　（実施例３０）
　多孔性基材含有銅金属ナノクラスターは、基材が上記のＰＶＤＦ　ＴＩＰフィルムＡだ
ったことを除き、上記の実施例１のように調製した。硫酸銅の希釈液は、１２％のＩＰＡ
水溶液５０ｍｇを５０ｍＬの溶液で調製された。フィルムを吸収させ、次いで、で実施例
１の手順に従って、ポリエステルフィルムの２つのシートの間で積層し、４０ｋＧｙの照
射線量で照射した。サンプルは、ビームを励起するとはっきりとした銅褐色であり、酸素
の拡散がナノ銅を酸化するとき、この膜を再び完全に白にするまで数分間はそのままの色
であった。
【０１０９】
　別のフィルムサンプルが同様に処理されたが、不活性雰囲気グローブボックス内で吸収
させた。フィルムは、処理のためにＺＩＰＬＯＣ（商標）バックでビームによって照射さ
れ、次いでこのグローブボックスに戻された。数ｐｐｍの酸素だけの環境で数日経った後
、サンプルはナノ銅（酸化していない）の存在を呈し、褐色のままであった。
【０１１０】
　（実施例３１）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、基材が不織布基材Ｃだったことを除き、実施
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【０１１１】
　エレクトレット帯電プロセス：
　実施例３１～３３に使用したＢＭＦウェブは、以下の技法を使用してハイドロチャージ
させた。５マイクロＳ／ｃｍ未満の伝導度を有する高純度水の微細スプレーを、８９６キ
ロパスカル（１３０ｐｓｉｇ）の圧力及び約１．４リットル／分の流量で稼動するノズル
から連続的に発生させた。下方からウェブを通して水を同時に真空引きしながら、ＢＭＦ
ウェブは、水噴霧を通じて約１０ｃｍ／秒の速度で多孔質ベルトによって搬送された。Ｂ
ＭＦウェブは、噴霧器へ２回通し（連続して、各面に対して１回）、次にフィルタ試験に
先だって一晩完全に乾燥させた。
【０１１２】
　抗微生物性溶液は０．２部の硫酸銀を２５％ＩＰＡ／７５％水の溶液中に溶解すること
によって調製した。硫酸銀（０．２重量％未満）の得られる飽和溶液は、帯電したＢＭＦ
ウェブの、長さ６１ｃｍ及び幅３０ｃｍのサンプルに吸収させるために使用した。吸収さ
せたウェブは余分な液体が吸い取られ、ＰＥＴの２つのシートの間に挟んだ。この挟んだ
ものを加速電圧３００ｋｅＶで、２０ｋＧｙの照射線量で照射した。大量のナノ銀クラス
ターがＢＭＦウェブ内で生成された。ＢＭＦウェブは吸い取られ、次いで水で濯がれた。
ナノ銀の一部は、浸出し、再分布して、全体に金色が得られた。
【０１１３】
　（実施例３２）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、ＢＭＦ不織布基材を帯電させなかったことを
除き、実施例３１のように調製した。ＢＭＦ不織布をすぐに水中で濯ぎ、大量の黄褐色が
最初は濯ぎ水内に浸出したが、ＢＭＦウェブの中に再び落ち着き、ＢＭＦウェブ内により
均一な再分布を作った。
【０１１４】
　（実施例３３）
　多孔性基材含有銀金属ナノクラスターは、吸収させたＢＭＦウェブがペーパータオルで
すぐに吸い取られたことを除き、実施例３２のように調製した。大量の液体がＢＭＦウェ
ブから吸収され、ペーパータオルは、ナノ銀で黒ずみ、その結果、ＢＭＦウェブをより明
るい色にした。
【０１１５】
　ウェブ全体の圧力低下（ΔＰ）はウェブの品質係数（濾過効率の目安）と共に、実施例
３１～３３に関して測定された。帯電させていないサンプルは、電子ビーム処置の後であ
るが、品質係数測定（Ｑ０）の前にハイドロチャージさせた。実施例３２及び３３は、７
１℃に設定されたオーブンで３日間エージングされ、処置されたサンプルの電荷保持を評
価するために、エージング後の品質係数（Ｑ３）が測定された。結果を表６に示す。
【０１１６】
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【表６】

【０１１７】
　エージング前後両方の実施例３１～３３の抗微生物性能を表７に示す。３つの実施例全
てが、２ｌｏｇを超える微生物負荷の減少となり、洗浄した実施例は、４ｌｏｇを超える
減少となった。オーブンでのエージングはウェブの抗微生物性能に影響を与えなかった。
【０１１８】
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【表７】

【０１１９】
　本発明の範囲及び趣旨から逸脱せずに、本発明の様々な変更及び改変が当業者に明らか
となるであろう。本発明は、本明細書で述べる例示的な実施形態及び実施例によって不当
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に限定されるものではないこと、また、こうした実施例及び実施形態は、本明細書におい
て以下に記述する特許請求の範囲によってのみ限定されると意図する本発明の範囲に関す
る例示のためにのみ提示されることを理解すべきである。

【図１】
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