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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔質ベースメンブレンとこの多孔質ベースメンブレンに結合された親水性皮膜とを含
み、
　前記親水性皮膜が親水性添加剤及び親水ポリマーを含有し、
　前記親水ポリマーは、平均分子量２５００ドルトン超であり、特定の電子線反応性基で
誘導体化されたポリビニルアルコールであり、
　前記電子線反応性基が、メタクリレート、アクリレート、アクリルアミド、ビニルケト
ン、スチレン、ビニルエーテル、ビニル又はアリル含有部分、及び／又はベンジル炭素及
び三級炭素（ＣＨＲ３）材料を含み、
　前記親水性添加剤が、ポリエチレングリコールジアクリレート、テトラ（エチレングリ
コール）ジアクリレート、トリメチロールプロパンエトキシレート、メチルエーテルジア
クリレート、１，３－ブタンジオールジアクリレート、グリセロール１，３－ジグリセロ
レートジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールエトキシレートジアクリレート、ビス
フェノールＡエトキシレートジアクリレート、トリ（プロピレングリコール）グリセロレ
ートジアクリレート、ポリ（プロピレングリコール）ジアクリレート、トリメチロールプ
ロパンエトキシレートトリアクリレート、トリメチロールプロパンプロポキシレートトリ
アクリレート、ポリ（エチレングリコール）ジメタクリレート、ポリ（プロピレングリコ
ール）ジメタクリレート、１，３－ブタンジオールジメタクリレート、ポリエチレングリ
コールジアクリレート、トリメチロールプロパンエトキシレートトリアクリレート又はこ
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れらの組合せを含む、
　メンブレン。
【請求項２】
　前記多孔質ベースメンブレンが、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリエステル、ポリス
ルホン、ポリエーテル、アクリル及びメタクリルポリマー、ポリスチレン、ポリウレタン
、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリエーテルスルホン、ポリプロピレン、ポリエチ
レン、ポリフェニレンスルホン、セルロースポリマー、ポリフェニレンオキシド、ポリア
ミド及びこれらの２種以上の組合せの１つ又は２つ以上を含む、請求項１に記載のメンブ
レン。
【請求項３】
　前記多孔質ベースメンブレンがフルオロポリマーを含む、請求項２に記載のメンブレン
。
【請求項４】
　親水性添加剤及び平均分子量２５００ドルトン超であり、電子線反応性基で誘導体化さ
れている親水ポリマーを含有する親水性皮膜を多孔質ベースメンブレンに塗工し、
　被覆された多孔質ベースメンブレンに高エネルギー線源から照射し、
　電子線反応性基を多孔質ベースメンブレンに共有グラフトして多孔質ベースメンブレン
上に永久親水性皮膜を形成する工程を含み、
　前記親水ポリマーは、特定の電子線反応性基で誘導体化されたポリビニルアルコールで
あり、
　前記電子線反応性基が、メタクリレート、アクリレート、アクリルアミド、ビニルケト
ン、スチレン、ビニルエーテル、ビニル又はアリル含有部分、及び／又はベンジル炭素及
び三級炭素（ＣＨＲ３）材料を含み、
　前記親水性添加剤が、ポリエチレングリコールジアクリレート、テトラ（エチレングリ
コール）ジアクリレート、トリメチロールプロパンエトキシレート、メチルエーテルジア
クリレート、１，３－ブタンジオールジアクリレート、グリセロール１，３－ジグリセロ
レートジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールエトキシレートジアクリレート、ビス
フェノールＡエトキシレートジアクリレート、トリ（プロピレングリコール）グリセロレ
ートジアクリレート、ポリ（プロピレングリコール）ジアクリレート、トリメチロールプ
ロパンエトキシレートトリアクリレート、トリメチロールプロパンプロポキシレートトリ
アクリレート、ポリ（エチレングリコール）ジメタクリレート、ポリ（プロピレングリコ
ール）ジメタクリレート、１，３－ブタンジオールジメタクリレート、ポリエチレングリ
コールジアクリレート、トリメチロールプロパンエトキシレートトリアクリレート又はこ
れらの組合せを含む、
　多孔質メンブレン上に永久親水表面を形成する方法。
【請求項５】
　さらに、照射前に、被覆された多孔質ベースメンブレンに水を適用し該メンブレンを濡
らす工程を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記メンブレンの全重量に対する前記親水性皮膜の付着分が３～１５重量％である、請
求項４に記載の方法。
【請求項７】
　被覆された多孔質ベースメンブレンに高エネルギー線源から照射する工程で、被覆され
た多孔質ベースメンブレンに電子線を約０．１ｋＧｙ～２０００ｋＧｙの範囲の線量で照
射する、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　被覆された多孔質ベースメンブレンに高エネルギー線源から照射する工程で、被覆され
た多孔質ベースメンブレンに電子線を約５ｋＧｙ～約４０ｋＧｙの範囲の線量で照射する
、請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、官能化親水ポリマー誘導体をベースメンブレン（膜）に被覆し、その後高エ
ネルギー線源から照射して永久親水表面を形成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フルオロポリマー、例えばポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）及び延伸ポリテト
ラフルオロエチレン（ｅＰＴＦＥ）は機械的に強く、耐熱性で、化学的不活性な材料であ
る。これらの有利な特性は炭素－フッ素結合の結合強さが高く、化学分解を軽減すること
に由来する。メンブレン（膜）は、化学的不活性と機械的安定性の点から多孔質フルオロ
ポリマーで形成することが多い。しかし、この種のフルオロポリマーは疎水性であるため
、液体水濾過の問題があり、親水性を付与するための処理が必要になる。
【０００３】
　親水性は水に親しい性質と定義される。親水性は代表的には、物質又は分子の性質を記
述するのに用いられ、代表的には物質又は分子が水との水素結合に関与する能力を意味す
る。さらに、親水物質は代表的には水に吸引されるか、水によく溶解する。例えば、テト
ラフルオロエチレン／ビニルアルコールコポリマーを用いる含浸により、ｅＰＴＦＥメン
ブレンに親水性を付与することができる。このようなアプローチは、コーティング材料中
のペルフルオロポリマーのｅＰＴＦＥのペルフルオロポリマーに対する化学親和性を押し
上げる。しかし、その親和性は十分に低いため、親水性は一時的なものである。別の方法
として、メンブレンの連続気孔の内部をフルオロ脂肪族界面活性剤及び親水性水不溶性ポ
リウレタンの混合物でコーティングする方法がある。このようなアプローチはペルフルオ
ロポリマー同士の化学親和性を高め、２層系を形成する。別のアプローチでは、ＰＴＦＥ
樹脂粉末の照射処理によりＰＴＦＥメンブレンに親水性を与えることができる。樹脂をポ
ロジェン（気孔形成剤）及び未使用ＰＴＦＥ粉末で加工して、微孔質ＰＴＦＥメンブレン
とすることができる。しかし、現行プロセスのいずれでも永久親水性が得られない。
【０００４】
　ｅＰＴＦＥメンブレンは液体水濾過に用いることができるが、水の流通を可能にするた
めに通常アルコールで予め濡らす（ウェット）工程を必要とする。これは生産上の深刻な
考慮事項である。これらのメンブレンを膜製造業者が予め濡らし、濡らした状態で最終ユ
ーザに輸送しなければならないからである。このようなメンブレンは脱水（乾燥）するお
それがある。メンブレンが乾燥すると、無効になるので、例えば、輸送上の考慮（濡れ状
態での輸送など）が必要となり望ましくない。ほかにも望ましくない点として、経済的な
事情、例えば特別な取り扱いや密封容器の必要、輸送重量の増加などが挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第４７７８５９６号明細書
【特許文献２】米国特許第４９１７７９３号明細書
【特許文献３】米国特許第４９４４８７９号明細書
【特許文献４】米国特許第５１３００２４号明細書
【特許文献５】米国特許第５１３７６３３号明細書
【特許文献６】米国特許第５２０９８５０号明細書
【特許文献７】米国特許第５３５４５８７号明細書
【特許文献８】米国特許第７３８１３３１号明細書
【特許文献９】欧州特許出願公開第０４１０３５７号明細書
【特許文献１０】欧州特許出願公開第０４５６９３９号明細書
【特許文献１１】欧州特許出願公開第１７８３１４７号明細書
【特許文献１２】特開昭６１－２４９５０３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、永久親水表面を有する多孔質支持体を提供できれば望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明により様々なメンブレン（膜）が開示される。１実施形態では、メンブレンは、
多孔質ベースメンブレンと、この多孔質ベースメンブレンに結合された親水性皮膜（コー
ティング）とを含む。親水性皮膜は親水性添加剤及び親水ポリマーを含有する。親水ポリ
マーは、平均分子量２５００ドルトン超であり、電子線（ＥＢ）反応性基で誘導体化され
ており、この電子線反応性基は高エネルギー線を照射されると親水性皮膜を多孔質ベース
メンブレンに永久結合するように設計されている。
【０００８】
　別の実施形態では、メンブレンは、フルオロポリマーを含む多孔質ベースメンブレンと
、フルオロポリマーに共有結合的にグラフトされた親水性皮膜とを含む。親水性皮膜は親
水ポリマー及び親水性添加剤を含有する。多孔質メンブレンは、室温での１０乾湿サイク
ル後に水流量が圧力差２７インチＨｇにて約１ｍＬ／ｍｉｎ－ｃｍ2超である。
【０００９】
　他の実施形態では、永久親水メンブレンを形成する方法が提供される。このような方法
では、まず親水性添加剤及び平均分子量２５００ドルトン超であり、電子線反応性基で誘
導体化されている親水ポリマーを含有する親水性皮膜を塗工する。次に被覆されたメンブ
レンを高エネルギー線源から照射し、これにより電子線反応性基を多孔質ベースメンブレ
ンに共有結合的にグラフトして多孔質ベースメンブレン上に永久親水表面を形成する。
【００１０】
　上記その他の特徴を具体的に説明するために、以下に図面及び詳細な説明を述べる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　以下、図面に言及して具体的な実施の形態を説明するが、図面中同じ要素は同じ符号で
示す。
【図１】オートクレーブ処理前後の架橋ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）を有するｅＰＴ
ＦＥメンブレンの化学処理物及びオートクレーブ処理前後の電子線官能化ポリビニルアル
コール（ＰＶＡ）を有するｅＰＴＦＥメンブレンの電子線照射物を示すＳＥＭ写真である
。
【図２】電子線照射前、電子線照射後及びオートクレーブ処理後の、低分子量２－イソシ
アナトエチルメタクリレート官能化ＰＶＡを設けたｅＰＴＦＥについて、水流量をＰＶＡ
付着分の関数として示すグラフである。
【図３】オートクレーブ処理前後の、２－イソシアナトエチルメタクリレート官能化ＰＶ
Ａを設けたｅＰＴＦＥについて、水流量を電子線照射線量の関数として示すグラフである
。
【図４】オートクレーブ処理前後の、種々の官能化ポリビニルアルコールで被覆したｅＰ
ＴＦＥについて、水流量を示すグラフである。
【図５】オートクレーブ処理前後の、種々の官能化ポリビニルアルコールで被覆したｅＰ
ＴＦＥについて、抽出分重量損失を示すグラフである。
【図６】１０ｋＧｙの電子線照射後、オートクレーブ処理前後の、ＰＶＡ－ＵＭＡ及び異
なる分子量の親水性添加剤ポリエチレングリコールジアクリレート（ＰＥＧ－ＤＡ）で被
覆したｅＰＴＦＥについて、水流量を親水性添加剤の重量％の関数として示すグラフであ
る。
【図７】５ｋＧｙの電子線照射後、オートクレーブ処理前後の、ＰＶＡ－ＵＭＡ及び異な
る分子量の種々の親水性添加剤で被覆したｅＰＴＦＥについて、水流量を親水性添加剤の
重量％の関数として示すグラフである。
【図８】１０ｋＧｙの電子線照射後、オートクレーブ処理前後の、ＰＶＡ－ＵＭＡ及び親
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水性添加剤ＰＥＧ－ＤＡで被覆したｅＰＴＦＥについて、抽出分重量損失を示すグラフで
ある。
【図９】５ｋＧｙの電子線照射後、オートクレーブ処理前後の、ＰＶＡ－ＵＭＡ及び異な
る分子量の種々の親水性添加剤で被覆したｅＰＴＦＥについて、抽出分重量損失を示すグ
ラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、電子線反応性基を含有する親水ポリマー（例えばポリビニルアルコール）及
び／又はその誘導体と、少なくとも１種の親水性添加剤とを含む皮膜（コーティング）を
提供する。この皮膜を多孔質ベースメンブレン、例えば１実施形態ではフルオロポリマー
を含有する多孔質ベースメンブレンに被覆し、ついで電子線を照射して、永久親水表面を
形成するのが有利である。有利なことに、前記皮膜を用いて永久親水多孔質メンブレンを
形成することができ、得られた永久親水多孔質メンブレンは高い水流量、低い抽出分及び
オートクレーブ処理性を有する。ここで用語「永久」（持久性とも言う）は、多数回の乾
湿サイクル及び／又は繰り返しのスチーム滅菌サイクル（オートクレーブ）にわたって、
メンブレンの水濡れ可能、ばらつきのない流量、抽出分実質的になし、そして重量損失や
劣化も実質的になしとして定義される。
【００１３】
　前述したように、ｅＰＴＦＥなどのフルオロポリマーは機械的に強く、耐熱性で、化学
的不活性な材料である。これらの有利な特性は炭素－フッ素結合の結合強さが高く、化学
分解を軽減することに由来する。炭素－フッ素結合の解離エネルギーは既知の最強のもの
の一つであるが、フルオロカーボン上でのラジカル形成のギッブス自由エネルギー値は炭
素－水素結合のそれと同等である。このため、電子線照射により官能化ポリビニルアルコ
ール誘導体をフルオロポリマーベースメンブレンに高エネルギー線グラフトすることが可
能である。
【００１４】
　１実施形態では、元々疎水性のベースメンブレンに、電子線反応性部分を含有するポリ
ビニルアルコール基材料を被覆することができる。ここで用いる用語「ベースメンブレン
」は未被覆のメンブレンを指し、もっと包括的な用語の「メンブレン」（膜）は、文言上
又は文脈上そうでないと明記されていない限り、本発明の実施形態を含有するメンブレン
を意味する。
【００１５】
　ベースメンブレンを形成するのに種々の材料を使用できる。適当なフルオロポリマーに
は、ｅＰＴＦＥ、ポリビニリデンジフロリド（ＰＶＤＦ）、ポリ（テトラフルオロエチレ
ン－コ－ヘキサフルオロプロピレン（Ｆ欧州特許出願公開第）、ポリ（エチレン－ａｌｔ
－テトラフルオロエチレン）（ＥＴＦＥ）、ポリクロロトリフルオロエチレン（ＰＣＴＦ
Ｅ）、ポリ（テトラフルオロエチレン－コ－ペルフルオロプロピルビニルエーテル）（Ｐ
ＦＡ）、ポリ（フッ化ビニリデン－コ－ヘキサフルオロプロピレン）（ＰＶＤＦ－ｃｏ－
ＨＦＰ）及びポリフッ化ビニル（ＰＶＦ）があるが、これらに限らない。開放気孔構造を
有するメンブレンを形成するのに用いることができる他の材料及び方法には、ポリオレフ
ィン（例えばポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン、ポリスチレン、置換
ポリスチレン、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリアクリロニトリル）、ポリアミド、ポリ
エステル、ポリスルホン、ポリエーテル、アクリル及びメタクリルポリマー、ポリスチレ
ン、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリエステル（例えばポリエチレンテレフタル酸
エステル、ポリブチレンテレフタル酸エステル）、ポリエーテルスルホン、ポリプロピレ
ン、ポリエチレン、ポリフェニレンスルホン、セルロースポリマー、ポリフェニレンオキ
シド、ポリアミド（例えばナイロン、ポリフェニレンテレフタルアミド）及びこれらの２
種以上の組合せがある。
【００１６】
　例えばベースメンブレンの穿孔、延伸、膨張（発泡）、バブリング又は抽出の一つ以上
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により、ベースメンブレンを透過性にすることができる。適当なメンブレン形成方法には
、任意適当な材料の発泡、スカイビング（削りだし）又はキャスティングもある。別の実
施形態では、メンブレンを繊維織布又は不織布から形成してもよい。
【００１７】
　１実施形態では、連続気孔を生成することができる。適当な気孔率は約１０体積％超の
範囲とすることができる。１実施形態では、気孔率は体積％で、約１０％～約２０％の範
囲、約２０％～約３０％の範囲、約３０％～約４０％の範囲、約４０％～約５０％の範囲
、約５０％～約６０％の範囲、約６０％～約７０％の範囲、約７０％～約８０％の範囲、
約８０％～約９０％の範囲、又は約９０％超の範囲とすることができる。ここで、また本
明細書及び特許請求の範囲において、範囲限定は組み合わせたり、入れ替えたりしてもよ
い。このような範囲は上下限により確定され、文脈又は文言上そうでないと明記されてい
ない限り、その範囲に含まれる下位範囲すべてを包含する。
【００１８】
　孔径はすべての気孔につき均一にすることができ、また気孔（ポア）が所定のパターン
をもつことができる。或いはまた、孔径が気孔毎に異なり、また気孔が不規則なパターン
をもつことができる。適当な孔径は約５０μｍ未満とすることができる。１実施形態では
、平均孔径は約５０μｍ～約４０μｍの範囲、約４０μｍ～約３０μｍの範囲、約３０μ
ｍ～約２０μｍの範囲、約２０μｍ～約１０μｍの範囲、又は約１０μｍ～約１μｍの範
囲とすることができる。１実施形態では、平均孔径は１μｍ未満、約１μｍ～約０．５μ
ｍの範囲、約０．５μｍ～約０．２５μｍの範囲、約０．２５μｍ～約０．１μｍの範囲
、又は約０．１μｍ未満とすることができる。１実施形態では、平均孔径は約０．１μｍ
～約０．０１μｍの範囲とすることができる。
【００１９】
　１実施形態では、ベースメンブレンは三次元マトリックスとすることができ、或いは複
数のノードを複数のフィブリルで相互連結した格子状構造をもつことができる。ノード及
びフィブリルの表面がメンブレンに複数の気孔（ポア）を画定する。少なくとも部分的に
焼結されたフィブリルの寸法は、フィブリルの長さ方向に直交する方向に測った直径で約
０．０５μｍ～約０．５μｍの範囲とすることができる。多孔質メンブレンの比表面積は
約０．５ｍ2／ｇ～約１１０ｍ2／ｇ（メンブレン材料１ｇ当たりの平方メートル）の範囲
とすることができる。
【００２０】
　ノード及びフィブリルの表面は、両主表面間で曲がりくねった経路にてメンブレンを貫
通する多数の相互連結ポアを画定する。１実施形態では、メンブレン中のポアの平均有効
孔径はミクロン範囲とすることができる。メンブレン中のポアの適当な平均有効孔径は約
０．０１μｍ～約０．１μｍの範囲、約０．１μｍ～約５μｍの範囲、約５μｍ～約１０
μｍの範囲、又は約１０μｍ超とすることができる。
【００２１】
　１実施形態では、ベースメンブレンは、微粉末粒子と滑剤の混合物を押し出すことによ
り製造できる。押出物を次にカレンダ加工することができる。カレンダ加工した押出物を
１方向又は複数方向に「膨張」又は延伸して、ノードを連結するフィブリルを形成し、三
次元マトリックス又は格子状の構造を画定することができる。「膨張」（ｅｘｐａｎｄｅ
ｄ）は、材料の弾性限界を超えて延伸されて、永久歪み又は伸びをフィブリルに導入する
ことを意味する。メンブレンを加熱又は「焼結」して、材料の一部を結晶状態から非晶質
状態に変換することにより、メンブレン材料中の残留応力を減らし最小限に抑えることが
できる。１実施形態では、メンブレンの想定された最終用途に適当であれば、メンブレン
を焼結しないか、部分焼結してもよい。
【００２２】
　１実施形態では、ベースメンブレンは、メンブレンの両主側面に隣接する環境と流体連
通する多数の相互連結ポアを画定する。液体材料、例えば水性極性液体がポアを濡らし、
ポアを通過することを可能にするメンブレン材料の傾向は、１つ以上の特性の関数として



(7) JP 5773566 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

表示することができる。そのような特性には、メンブレンの表面エネルギー、液体材料の
表面張力、メンブレン材料と液体材料との相対的接触角、ポアの寸法又は有効流れ面積、
メンブレン材料と液体材料との相溶性がある。
【００２３】
　ベースメンブレンにポリビニルアルコールポリマー及び／又はその誘導体を被覆する。
適当な誘導体には、ポリビニルアルコール－ポリビニルアミン共重合体（ＰＶＡ－ＰＶＡ
ｍ）、ＰＶＡｍなどがあるが、これらに限らない。他の材料として、アミン、カルボン酸
、アミド、ヒドロキシル部分などを含有する官能化ポリアリーレン類があるが、これらに
限らない。１実施形態では、親水性皮膜用のポリマーの平均分子量は約２５００ドルトン
超～５００，０００ドルトンであり、別の実施形態では７５，０００ドルトン～２５０，
０００ドルトンである。付着分（重量％）又は焼失分（重量％）を計算して、ベースメン
ブレンに適用された電子線反応性皮膜の量を求めることができる。１実施形態では、メン
ブレンは、永久親水性皮膜の付着分及び／又は焼失分（重量％）が０．５～１００重量％
である。別の実施形態では、メンブレンは、永久親水性皮膜の付着分及び／又は焼失分が
３～１５重量％である。
【００２４】
　電子線反応性基は、共有結合を介してＰＶＡ又はコーティング材料に結合させることの
できるものであればいずれも使用できる。電子線反応性基は、高エネルギー線照射でラジ
カルを形成できる部分として定義される。電子線反応性基は、電子線源への照射時にフリ
ーラジカルを発生し、他の反応性基体への架橋及びグラフトを達成する。ＰＶＡ又は他の
コーティング材料に共有結合できる反応物質は、モノマー、オリゴマー、ポリマー又はこ
れらの組合せとすることができる。１実施形態では、電子線反応性官能基は、一級、二級
又は三級脂肪族又は脂環式基を含む。別の実施形態では、電子線反応性官能基は、二級又
は三級脂肪族又は脂環式基を含む。理論に縛られるつもりはないが、二級又は三級脂肪族
又は脂環式基は電子線源への照射時に安定なフリーラジカルを発生すると考えられる。さ
らに他の実施形態では、電子線反応性官能基は、芳香族基、例えばベンジル基を含む。他
の電子線反応性官能部分には、メタクリレート、アクリレート、アクリルアミド、ビニル
ケトン、スチレン、ビニルエーテル、ビニル又はアリル含有化合物、ベンジル基及び三級
炭素（ＣＨＲ3）材料がある。
【００２５】
　親水ポリマーに共有結合できる適当なメタクリレート、アクリレート及びビニルケトン
化合物には、アクリロイルクロリド、（２Ｅ）－２－ブテノイルクロリド、無水マレイン
酸、２（５Ｈ）－フラノン、アクリル酸メチル、５，６－ジヒドロ－２Ｈ－ピラン－２－
オン、アクリル酸エチル、クロトン酸メチル、アクリル酸アリル、クロトン酸ビニル、２
－イソシアナトエチルメタクリレート、メタクリル酸、無水メタクリル酸、メタクリロイ
ルクロリド、グリシジルメタクリレート、２－エチルアクリロイルクロリド、３－メチレ
ンジヒドロ－２（３Ｈ）－フラノン、３－メチル－２（５Ｈ）－フラノン、メチル　２－
メチルアクリレート、メチル　ｔｒａｎｓ－２－メトキシアクリレート、無水シトラコン
酸、無水イタコン酸、メチル　（２Ｅ）－２－メチル－２－ブテノエート、エチル　２－
メチルアクリレート、エチル　２－シアノアクリレート、ジメチルマレイン酸無水物、ア
リル　２－メチルアクリレート、エチル　（２Ｅ）－２－メチル－２－ブテノエート、エ
チル　２－エチルアクリレート、メチル　（２Ｅ）－２－メチル－２－ペンテノエート、
２－ヒドロキシエチル　２－メチルアクリレート、メチル　２－（１－ヒドロキシエチル
）アクリレート、［３－（メタクリロイルオキシ）プロピル］トリメトキシシラン、３－
（ジエトキシメチルシリル）プロピルメタクリレート、３－（トリクロロシリル）プロピ
ル　２－メチルアクリレート、３－（トリメトキシシリル）プロピル　２－メチルアクリ
レート、３－［トリス（トリメチルシロキシ）シリル］プロピル　メタクリレート、６－
ジヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ｃ］フラン－１，３（４Ｈ）－ジオン、メチル　２－シ
アノ－３－メチルクロトネート、トランス－２，３－ジメチルアクリル酸、Ｎ－（ヒドロ
キシメチル）アクリルアミドなどがあるが、これらに限らない。
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　適当なビニル及びアリル電子線活性化合物には、アリルブロミド、アリルクロリド、ジ
ケテン、５－メチレンジヒドロ－２（３Ｈ）－フラノン、３－メチレンジヒドロ－２（３
Ｈ）－フラノン、２－クロロエチルビニルエーテル、４－メトキシ－２（５Ｈ）－フラノ
ンなどがあるが、これらに限らない。
【００２７】
　適当なイソシアネート電子線活性化合物には、イソシアン酸ビニル、イソシアン酸アリ
ル、イソシアン酸フルフリル、１－エチル－４－イソシアナトベンゼン、１－エチル－３
－イソシアナトベンゼン、１－（イソシアナトメチル）－３－メチルベンゼン、１－イソ
シアナト－３，５－ジメチルベンゼン、１－ブロモ－２－イソシアナトエタン、（２－イ
ソシアナトエチル）ベンゼン、１－（イソシアナトメチル）－４－メチルベンゼン、１－
（イソシアナトメチル）－３－メチルベンゼン、１－（イソシアナトメチル）－２－メチ
ルベンゼンなどがあるが、これらに限らない。
【００２８】
　適当なスチレン電子線活性化合物には、３－ビニルベンズアルデヒド、４－ビニルベン
ズアルデヒド、４－ビニルベンジルクロリド、トランス－シンナモイルクロリド、フェニ
ルマレイン酸無水物、４－ヒドロキシ－３－フェニル－２（５Ｈ）－フラノンなどがある
が、これらに限らない。
【００２９】
　適当なエポキシド電子線活性化合物には、グリシジルメタクリレート、グリシジルビニ
ルエーテル、２－（３－ブテニル）オキシラン、３－ビニル－７－オキサビシクロ［４．
１．０］ヘプタン、リモネンオキシドなどがあるが、これらに限らない。
【００３０】
　電子線反応性官能部を含有するモノマーと反応させた４種の親水ポリマーの例を下記ス
キーム１～５に示す。これらの反応は例示であり、種々の異なる溶剤、代表的には極性非
プロトン性又は極性プロトン性溶剤を用いて行うことができる。例えば、ＰＶＡ－ＭＭＡ
（ＰＶＡ－ＵＭＡとも言う、ＵＭＡ＝ウレタノエチルメタクリレート）は、スキーム１に
示すように、ＰＶＡを２－イソシアナトエチルメタクリレートとＤＭＳＯ中４５℃で反応
させることにより、合成した。ＰＶＡ－ＭＭＡをイソプロパノールとジエチルエーテルと
の溶液に析出させて、このタイプの反応が約７０％の転化率であることが確認された。反
応が最適化されていないことが明らかであり、最適化すれば転化率が上がると予想される
。スキーム２及び３に示すように、それぞれトリエチルアミンの存在下でのＰＶＡと無水
メタクリル酸又はグリシジルメタクリレートとの反応は、転化率約９０～９７％であった
。なおＰＶＡ－ＭＭＡとＰＶＡ－ＵＭＡは同一物質の別名であり、これらの頭字語は以下
相互交換できるものとして使用する。
【００３１】
　種々のレベルのポリビニルアミンを含有するＰＶＡ誘導体も誘導体化することができる
。スキーム４に示すように、ＰＶＡ－ＰＶＡｍを２－イソシアナトエチルメタクリレート
とＴＨＦ中で反応させることにより、不均質系にてＰＶＡ－ＰＶＡｍ－ＭＭＡを合成した
。より親水性の脂肪族アミンを用いることで高い転化率を達成できた。最後に、スキーム
５に示すように、ＰＶＡ－ＰＶＡｍ－ｍａｌを高温の水中で均質に製造した。
【００３２】
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【化１】

　親水性皮膜（コーティング）は、適当量の親水性添加剤を含有するのも有利である。こ
こで用いる用語「親水性添加剤」は、多孔質メンブレンの全体的濡れ性を少なくとも僅か
でも高めることができる物質を指す。ある実施形態では、親水性添加剤も電子線活性基を
含有してベースメンブレンへのグラフトを補助することができる。このような作用をなす
と予想される材料の例には、アクリレート、ジアクリレート、トリアクリレート又は他の
多アクリレート、並びにアクリルアミド、ビニルケトン、スチレン、ビニルエーテル、ビ
ニル又はアリル含有部分、ベンジル炭素、三級炭素（ＣＨＲ3）又はこれらの組合せがあ
るが、これらに限らない。親水性添加剤の分子量が約２５０ｇ／ｍｏｌ～約１００，００
０ｇ／ｍｏｌ（上下限値間のすべての下位範囲を含む）であるのが望ましい。
【００３３】
　親水性添加剤として用いることのできる有効なジアクリレートには、下記式（６）のポ
リエチレングリコールジアクリレート（ＰＥＧ－ＤＡ）、テトラ（エチレングリコール）
ジアクリレート、トリメチロールプロパンエトキシレート（ＥＯ／ＯＨ＝１）、メチルエ
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ーテルジアクリレート、１，３－ブタンジオールジアクリレート、グリセロール１，３－
ジグリセロレートジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールエトキシレートジアクリレ
ート（平均Ｍｎ約３１４）、ビスフェノールＡエトキシレートジアクリレート（平均Ｍｎ
約６８８、ＥＯ／フェノール＝４）、トリ（プロピレングリコール）グリセロレートジア
クリレート、ポリ（プロピレングリコール）ジアクリレート（平均Ｍｎ約９００もしくは
４０００）があるが、これらに限らない。トリアクリレートの例には、下記式（７）のト
リメチロールプロパンエトキシレートトリアクリレート（平均Ｍｎ約９１２）及びトリメ
チロールプロパンプロポキシレートトリアクリレートがある。ジメチルアクリレートも親
水性添加剤として用いることができ、その例には、ポリ（エチレングリコール）ジメタク
リレート（分子量変動）、ポリ（プロピレングリコール）ジメタクリレート、及び１，３
－ブタンジオールジメタクリレートがあるが、これらに限らない。特に適当な親水性添加
剤は、下記に示す式（６）のポリエチレングリコールジアクリレート（ＰＥＧ－ＤＡ）及
び式（７）のトリメチロールプロパンエトキシレートトリアクリレート（ＴＭＰＥＴ）で
ある。
【００３４】
【化２】

　皮膜中の親水性添加剤の量はどのような量でもよい。親水性添加剤が、皮膜のメンブレ
ンに親水性を付与する能力を高めるのに有効な最小量存在するのが望ましい。望ましくは
、皮膜中の親水性添加剤の使用量は、皮膜の他の特性、例えば所望の多孔質メンブレンへ
の塗工性に悪影響を与えるような量とすべきでない。親水性添加剤の適当な量は、皮膜に
用いた親水ポリマーの重量に基づいて、約０．１～約１０００重量％、約１～約１００重
量％、約２～約９０重量％、約３～約８０重量％、約４～約７０重量％、又は約５～約６
０重量％の範囲（上下限値間のすべての下位範囲を含む）などであると予想される。
【００３５】
　ベースメンブレンの重量に基づく親水性添加剤及び親水ポリマーの合計付着分の適当な
範囲は、ベースメンブレンの重量に基づく親水性添加剤及び親水ポリマーの合計付着分の
適当な範囲は、約０．１～約１００重量％、約０．１～約９０重量％、約０．１～約８０
重量％、約０．１～約７０重量％、約０．１～約６０重量％、約０．１～約５０重量％、
約０．１～約４０重量％、約０．１～約３０重量％、約０．１～約２０重量％、約０．１
～約１０重量％、約０．２～約７重量％、約０．５～約５重量％、約０．７５～約４重量
％、又は約１～約３重量％の範囲（上下限値間のすべての下位範囲を含む）などであると
予想される。
【００３６】
　永久親水表面を有するメンブレンの製造方法では、電子線反応性基を有する親水ポリマ
ー（例えばポリビニルアルコール又はその誘導体）及び親水性添加剤を含有する親水性皮
膜を疎水多孔質ベースメンブレンに塗工し、メンブレンを制御された条件下で乾燥し、所
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望に応じて制御された条件下で再び濡らし、ついでこの複合材に電子線を、１実施形態で
は０．１～２０００キログレイ（ｋＧｙ）の線量、別の実施形態では１～６０ｋＧｙの線
量、他の実施形態では好ましくは５～４０ｋＧｙの線量にて照射する。有利なことには、
得られたメンブレンは、（メンブレンの持久性及び頑健さの指標である）抽出分重量損失
、繰り返し水濡れ性及び水流量について測定した親水性の低下を伴うことなく、繰り返し
オートクレーブ処理することができることを確かめた。
【００３７】
　ある実施形態では、塗工中に疎水ベースメンブレンを十分に濡らして、確実に電子線反
応性基を有する親水ポリマーを均一に被覆・堆積できるようにする。親水ポリマーの塗工
は、特定の方法に限定されるものではなく、溶液堆積、高圧溶液堆積、真空濾過、塗布、
グラビアコーティング、エアーブラシなどにより親水性皮膜を堆積することができる。こ
のように、親水ポリマー及び親水性添加剤を極性非プロトン性及び／又は極性プロトン性
溶剤に溶解することができる。例えば、親水ポリマー及び親水性添加剤を水又は適当な極
性非プロトン性溶剤に溶解し、ついでイソプロピルアルコールと混合することができる。
【００３８】
　乾燥は、通常溶剤を除去するのに有効な温度で行い、ほぼ室温から約１５０℃までの温
度とすることができる。用途に応じて、コーティングを真空乾燥しても、空気乾燥しても
よい。噴霧及び／又は浸漬（ソーキング）を用いて、被覆メンブレンを再び濡らす（湿潤
する）ことができる。その次の電子線照射は、用途に応じて、ドライ（乾燥）又はウェッ
ト（湿潤）状態いずれでも行うことができる。皮膜／メンブレンの濡れは通常、親水ポリ
マーを膨潤させる溶剤を用いる。適当な溶剤は、親水ポリマーに依存し、中でも、水、イ
ソプロパノール、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）
、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、アセトニトリル
などが挙げられる。
【００３９】
　１例として、永久親水ｅＰＴＦＥメンブレンの製造方法を説明する。まずＰＶＡ－ＭＭ
Ａを高温の脱イオン水に溶解した。高剪断速度のブレンダを用いて、イソプロパノールを
混合溶液にゆっくり添加した。電子線反応性ＰＶＡを可溶化するために用いる混合溶液は
、多孔質メンブレンを完全に濡らすように選択した。次に所望の親水性添加剤を親水コー
ティング溶液に添加する。次に通常の溶液堆積法にてＰＶＡ－ＭＭＡ／親水性添加剤溶液
をｅＰＴＦＥメンブレン上に堆積した。ｅＰＴＦＥメンブレンをＰＶＡ－ＭＭＡ／親水性
添加剤の水／イソプロパノール溶液で十分に濡らし（湿潤し）、余分な溶液を除去して乾
燥後にスキン層が形成されるのを防止した。被覆メンブレンサンプルを、気孔の狭窄が起
こらないような拘束環境で十分に乾燥した。次に、水で再び濡らした被覆ＰＶＡ誘導体化
ｅＰＴＦＥメンブレンサンプルに電子線照射を行った。被覆メンブレンサンプルに脱イオ
ン水を噴霧し、メンブレンの完全な濡れ（湿潤）が達成されるまで（即ち完全に透明にな
るまで）噴霧を続け、過剰の水をメンブレン表面から除去した。水が溜まっていると電子
線の透過の減少や、最終生成物の持久性の欠如につながることを確かめた。酸素濃度を２
００ｐｐｍ未満とした後の窒素雰囲気中で、被覆メンブレンサンプルに電子線（１２５ｋ
Ｖ、４０ｋＧｙ）を照射した。図１は、上記方法（即ち電子線照射）により作製した永久
親水ｅＰＴＦＥメンブレン及びこれと比較して化学架橋ＰＶＡを有するｅＰＴＦＥについ
て、オートクレーブ処理前後の走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真である。オートクレーブ処
理は１２１℃、２１ｐｓｉで３０分間行った。
【００４０】
　製造業者は一般に製品中のあらゆる種類の細菌を駆除するために熱滅菌サイクルを採用
している。したがって、永久オートクレーブ処理性はこの種の材料にとって考慮すべき事
項である。よく用いられている熱滅菌法はオートクレーブ処理である。オートクレーブは
普通、約１２１℃に加熱されたスチームを大気圧より１５ｐｓｉ上で使用する。本発明は
特定のオートクレーブ処理や装置に限定されるものではない。
【００４１】
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　図１において、オートクレーブ処理前の化学架橋メンブレンサンプルおよびオートクレ
ーブ処理前の電子線照射メンブレンサンプルの画像はいずれも、フィブリルとノードが均
一に被覆され、皮膜凝集をもたないことを示している。しかし、オートクレーブ処理後の
ＳＥＭ画像は、化学架橋ＰＶＡの場合にポリマー移動のため皮膜凝集が起こることを示し
ている（図１）。これに対して、ｅＰＴＦＥ上に被覆されたＰＶＡ－ＭＭＡ（２．４）の
オートクレーブ処理後のＳＥＭ画像は、皮膜凝集がないことを示している（図１）。この
ことは、ポリマーが多孔質基体に永久付着していることの強い証左である。
【００４２】
　本発明の実施形態によるメンブレンの寸法は様々であり、用途に特有の基準に照らして
選択される。１実施形態では、メンブレンは、流体流れ方向の厚さが約１０μｍ未満の範
囲とすることができる。別の実施形態では、メンブレンは、流体流れ方向の厚さが約１０
μｍ超の範囲とすることができ、例えば約１０μｍ～約１００μｍ、約１００μｍ～約１
ｍｍ、約１ｍｍ～約５ｍｍ、又は約５ｍｍ超の範囲とすることができる。１実施形態では
、メンブレンを複数の異なる層から形成してもよい。
【００４３】
　流体流れ方向に垂直な方向でのメンブレンの幅は約１０ｍｍ超とすることができる。１
実施形態では、メンブレンの幅は、約１０ｍｍ～約４５ｍｍ、約４５ｍｍ～約５０ｍｍ、
約５０ｍｍ～約１０ｃｍ、約１０ｃｍ～約１００ｃｍ、約１００ｃｍ～約５００ｃｍ、約
５００ｃｍ～約１ｍ、又は約１ｍ超の範囲とすることができる。幅は円形領域の直径でも
、多角形領域のもっとも近い辺への距離でもよい。１実施形態では、メンブレンは、メー
トル範囲の幅と不定の長さを有する長方形とすることができる。即ち、メンブレンをロー
ルに形成し、連続形成操作中に所定の距離でメンブレンを切断することで長さを決めるこ
とができる。
【００４４】
　本発明の実施形態により製造したメンブレンは、１つ又は２つ以上の所定の特性を有す
ることができる。このような特性とは、乾燥輸送メンブレンの濡れ性、乾湿サイクル性、
極性液体又は溶液の濾過性、非水性液体又は溶液の流れ、低ｐＨ条件での流れ及び／又は
持久性、高ｐＨ条件での流れ及び／又は持久性、室温条件での流れ及び／又は持久性、高
温条件での流れ及び／又は持久性、高圧での流れ及び／又は持久性、所定波長のエネルギ
ーに対する透過性、音響エネルギーに対する透過性、触媒材料の支持性のうち１つ又は２
つ以上を含む。持久性はさらに、皮膜材料が機能を連続的に、例えば１日より長く、もし
くは１サイクル（乾湿、冷熱、高低ｐＨなど）より多く、維持する能力も指す。
【００４５】
　少なくとも１つの実施形態での特性は、例えばオートクレーブ処理における、約１００
℃超の範囲での温度変動に対する耐性である。１実施形態では、温度変動が約１００℃～
約１２５℃、約１２５℃～約１３５℃、又は約１３５℃～約１５０℃の範囲になる。所望
に応じて、温度変動は、周囲圧力に対して高圧で生じてもよい。温度変動は約１５分超の
期間生じてもよい。
【００４６】
　１実施形態では、耐紫外線（ＵＶ）性は、特性を低下することなく、メンブレンの滅菌
を可能にする。なお、別の実施形態として、照射源、例えばＵＶ源への露出により親水性
皮膜の架橋を開始又は促進することができ、この場合、もし存在すればＵＶ開始剤がＵＶ
吸収組成物と競合する。
【００４７】
　メンブレンを通しての流体の流量は１つ又は２つ以上の因子に依存する。そのような因
子には、メンブレンの物理及び／又は化学的特性、流体の特性（例えば粘度、ｐＨ、溶質
など）、環境特性（例えば温度、圧力など）などの１つ又は２つ以上がある。１実施形態
では、メンブレンは、流体又は液体に対し透過性かつ蒸気に対し透過性であっても、流体
又は液体ではなく蒸気に対し透過性であってもよい。蒸気透過性である場合、適当な蒸気
透過率は、約１０００グラム／平方メートル／日（ｇ／ｍ2／ｄａｙ）未満、約１０００
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ｇ／ｍ2／ｄａｙ～約１５００ｇ／ｍ2／ｄａｙ、約１５００ｇ／ｍ2／ｄａｙ～約２００
０ｇ／ｍ2／ｄａｙ、又は約２０００ｇ／ｍ2／ｄａｙ超の範囲とすることができる。１実
施形態では、メンブレンは、蒸気透過性を保ったまま、液体又は流体に対し選択的に不透
過性とすることができる。
【００４８】
　有利なことには、本発明の被覆メンブレンは多数の用途に使用でき、例えば、液体濾過
、水精製、化学的分離、帯電限界濾過膜、タンパク質キレート形成／精製、廃液処理膜、
生医学用途、透析蒸発、ガス分離、燃料電池工業、電解、透析、陽イオン交換樹脂、電池
、逆浸透膜、誘電体／キャパシタ、電気化学工業、ＳＯ2電解、クロロアルカリ生産、超
酸触媒などに使用できる。メンブレンとして、複合組成物は、完全に濡れ（湿潤し）、多
数回のオートクレーブ処理サイクルにわたって高流束の水と抽出分ほぼゼロを示す。
【実施例】
【００４９】
　以下に実施例を示して本発明を具体的に説明するが、これらは本発明の範囲を限定する
ものではない。
【００５０】
　以下の実施例では、ポリビニルアルコール及びＰＶＡ－ＰＶＡｍコポリマーのすべてを
Ｃｅｌａｎｅｓｅ社から購入した。Ｃｅｌｖｏｌ１６５、Ｃｅｌｖｏｌ１０７、ＰＶＡ－
ＰＶＡｍＬ６及びＰＶＡ－ＰＶＡｍＬ１２は、特記しない限り、入手したまま使用した。
Ｃｅｌｖｏｌ１６５及びＣｅｌｖｏｌ１０７はそれぞれ重量平均分子量約１４６－１８６
ｋｇ／ｍｏｌ及び３１－５０ｋｇ／ｍｏｌであった。無水ＤＭＳＯ、４－（ジメチルアミ
ノ）ピリジン、トリエチルアミン、２－イソシアナトエチルメタクリレート、無水マレイ
ン酸、グリシジルメタクリレート、及び無水メタクリル酸はＡｌｄｒｉｃｈ社から購入し
、入手したまま使用した。ＮＭＲスペクトルはＢｒｕｋｅｒＡｖａｎｃｅ４００（1Ｈ－
ＮＭＲ、４００ＭＨｚ）分光計で記録し、残留溶剤シフトを基準とした。
【００５１】
　付着分（重量％）又は焼失分（重量％）を計算して、ベースメンブレンに適用された電
子線反応性皮膜の量を求めた。付着分（重量％）は、（塗工後の膜重量－塗工前の膜重量
）／塗工前の膜重量ｘ１００により計算した。焼失分は次のように求めた。４００°Ｆで
２０分間の熱分解により電子線反応性皮膜を多孔質基体から選択的に除去した。焼失分（
重量％）は、（焼失前の膜重量－焼失後の膜重量）／焼失後の膜重量ｘ１００により計算
した。
【００５２】
　直径４７ｍｍのＭｉｌｌｉｐｏｒｅガラスフィルタ真空濾過装置を用いて、真空濾過を
行った。水の流通を圧力差２７インチＨｇで行い、流量をｍＬ／ｍｉｎ－ｃｍ2で報告し
た。
【００５３】
　電子線照射実験は、ＡｄｖａｎｃｅｄＥｌｅｃｔｒｏｎＢｅａｍｓ社（米国マサチュー
セッツ州ウイルミントン所在）の装置で行った。特記しない限り、１２５ｋＶを標準電圧
として使用した（作動電圧範囲８０～１５０ｋＶ）。装置は、１回のパスで５０ｋＧｙの
線量を照射でき、パス回数を増やすことでもっと大きな線量を得た。電子線の線量は０～
１００ｋＧｙを施した。キログレイ（ｋＧｙ）線量は、所定の質量の基体が吸収したエネ
ルギーとして定義され（１ｋＪ／ｋｇ、１ｋＧｙ＝０．１ＭＲａｄ）、式：ＭＲａｄ＝（
ＩｘＫ）／ライン速度［式中のＩは電流（ｍＡ）、Ｋは電子線係数、ライン速度は被覆メ
ンブレンが電子線を通過する速度（ｆｔ／ｍｉｎ）である］により計算できる。
【００５４】
　実験はすべて、特記しない限り、酸素濃度２００ｐｐｍ未満の窒素雰囲気下で行った。
抽出分試験は下記の手順で行った。メンブレンを７０℃で１時間乾燥して、残留揮発分を
除去し、微量天秤で秤量した。メンブレンをメッシュスクリーンに閉じこめ、撹拌されて
いる８０℃の水中に２４時間浸漬した。その後メンブレンを７０℃で１時間乾燥し、微量
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天秤で秤量した。抽出分（重量％）は、抽出前後の乾燥サンプルの重量差から求めた。オ
ートクレーブ処理は、ＡｍｓｃｏＣｅｎｔｕｒｙＳＶ－１４８ＨＰｒｅｖａｃＳｔｅａｍ
Ｓｔｅｒｉｌｉｚｅｒ（Ｓｔｅｒｉｓ社製滅菌器）を用いて、１２１℃／２１ｐｓｉで３
０分間行った。
実施例１
　本実施例では、官能化ＰＶＡを合成した。これを高ＭｗのＰＶＡ－ＭＭＡ（２．４）と
する。無水のＤＭＳＯ（１７５ｍＬ）を入れた５００ｍＬ三ツ口丸底フラスコにＰＶＡ（
２０．１ｇ、４５６ｍｍｏｌ、Ｃｅｌｖｏｌ１６５、セラネーズ社製）を添加し、７５℃
で激しくかきまぜ、均質な溶液を得た。反応混合物を４０℃に冷却し、激しくかきまぜな
がら２－イソシアナトエチルメタクリレート（３．５３ｇ、２２．８ｍｍｏｌ）を溶液に
ゆっくり添加した。粘稠な溶液を２４時間撹拌した後、室温に冷却した。ポリマーをイソ
プロパノール：エーテルの５：１混合物（合計８００ｍＬ）に投入し析出させた。凝集し
た白色固体を真空下室温で乾燥した。1Ｈ－ＮＭＲから、繰り返し単位の約２．４％がグ
ラフト性メタクリレート結合を含有することが確認された（２１．５ｇ、収率９１％、転
化率４２％）。
1H NMR (D2O, 400 MHz) d 6.13 (1H, bs, CHH=CMe), 5.72 (1H, bs, CHH=CMe), 4.24 (2H
, bm, CH2CH2), 4.1-3.5 (43 H, bm, CH of PVA), 3.45 (2H, bm, CH2CH2), 1.91 (3H, b
s, CHH=CMe), 1.9-1.4 (82 H, bm, CH2 of PVA)
実施例２
　本実施例では、官能化ＰＶＡを合成した。これを高ＭｗのＰＶＡ－ＭＭＡ（５．０）と
する。無水のＤＭＳＯ（１５０ｍＬ）を入れた５００ｍＬ三ツ口丸底フラスコにＰＶＡ（
２０．１ｇ、４５６ｍｍｏｌ、Ｃｅｌｖｏｌ１６５、セラネーズ社製）を添加し、９５℃
で激しくかきまぜ、均質な溶液を得た。反応混合物を室温に冷却し、激しくかきまぜなが
ら２－イソシアナトエチルメタクリレート（１０．１ｇ、６５．１ｍｍｏｌ）を氷浴中の
溶液に発熱を抑制するようゆっくり添加した。粘稠な溶液を４０℃で２４時間撹拌した後
、室温に冷却した。ポリマーをイソプロパノール：エーテルの３：１混合物（合計７００
ｍＬ）に投入し析出させた。凝集した白色固体を真空下室温で乾燥した。1Ｈ－ＮＭＲか
ら、繰り返し単位の約５％がグラフト性メタクリレート結合を含有することが確認された
（２４．０ｇ、収率８０％、転化率３９％）。
1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz) d 6.13 (1H, bs, CHH=CMe), 5.72 (1H, bs, CHH=CMe), 4.95
 (1H, bm, OH of PVA), 4.69 (4H, bm, OH of PVA), 4.46 (9H, bm, OH of PVA), 4.36 (
2H, bm, OH of PVA), 4.21 (6H, bm, OH of PVA), 4.07 (2H, bm, CH2CH2), 3.9-3.6 (20
 H, CH of PVA, 3.25 (2H, bm, CH2CH2), 1.88 (3H, bs, CHH=CMe), 1.8-1.2 (40 H, bm,
 CH2 of PVA)
実施例３
　本実施例では、官能化ＰＶＡを合成した。これを高ＭｗのＰＶＡ－ＭＭＡ（１．４）と
する。ＤＭＳＯ（２００ｍＬ）を入れた５００ｍＬ丸底フラスコにＰＶＡ（２０．０ｇ、
４５４ｍｍｏｌ、Ｃｅｌｖｏｌ１６５、セラネーズ社製）を添加し、７５℃で激しくかき
まぜ、均質な溶液を得た。反応混合物を４５℃に冷却し、激しくかきまぜながら４－（ジ
メチルアミノ）ピリジン（２．２２ｇ、１８．２ｍｍｏｌ）及び２－イソシアナトエチル
メタクリレート（１．４１ｇ、９．０９ｍｍｏｌ）を溶液にゆっくり添加した。粘稠な溶
液を２４時間撹拌した後、室温に冷却した。ポリマーをイソプロパノール（合計１２００
ｍＬ）に投入し析出させた。凝集した白色固体を真空下４０℃で乾燥した。1Ｈ－ＮＭＲ
から、繰り返し単位の約１．４％がグラフト性メタクリレート結合を含有することが確認
された（２０．８ｇ、収率９７％、転化率７０％）。
1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz) d 6.07 (1H, bs, CHH=CMe), 5.67 (1H, bs, CHH=CMe), 4.95
 (1H, bm, OH of PVA), 4.67 (14H, bm, OH of PVA), 4.47 (36H, bm, OH of PVA), 4.22
 (23H, bm, OH of PVA), 4.07 (2H, bm, CH2CH2), 3.9-3.6 (72 H, CH of PVA, 3.25 (2H
, bm, CH2CH2), 1.88 (3H, bs, CHH=CMe), 1.8-1.2 (152 H, bm, CH2 of PVA)
実施例４
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　本実施例では、官能化ＰＶＡを合成した。これを高ＭｗのＰＶＡ－ＭＡ（３．８）とす
る。無水のＤＭＳＯ（２００ｍＬ）を入れた５００ｍＬ三ツ口丸底フラスコにＰＶＡ（１
１．２ｇ、２５４ｍｍｏｌ、Ｃｅｌｖｏｌ１６５、セラネーズ社製）を添加し、５０℃で
激しくかきまぜ、均質な溶液を得た。反応混合物を室温に冷却し、激しくかきまぜながら
トリエチルアミン（２．５０ｇ、２４．７ｍｍｏｌ）及び無水メタクリル酸（１．９８ｇ
、１２．８ｍｍｏｌ）を氷浴中の溶液に発熱を抑制するようゆっくり添加した。粘稠な溶
液を室温で２４時間撹拌した。ポリマーをイソプロパノール：エーテルの３：１混合物（
合計７００ｍＬ）に投入し析出させた。ゴム状の灰白色固体を真空下室温で乾燥した。1

Ｈ－ＮＭＲから、繰り返し単位の約３．８％がグラフト性メタクリレート結合を含有する
ことが確認された（１１．５ｇ、収率９５％、転化率８０％）。
1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz) d 5.99 (1H, bs, CHH=CMe), 5.62 (1H, bs, CHH=CMe), 5.19
 (1H, bm, OH of PVA), 4.67 (5H, bm, OH of PVA), 4.46 (11H, bm, OH of PVA), 4.36 
(5H, bm, OH of PVA), 4.21 (7H, bm, OH of PVA), 4.0-3.6 (26 H, bm, CH of PVA), 1.
87 (3H, bs, CHH=CMe), 1.8-1.2 (50 H, bm, CH2 of PVA)
実施例５
　本実施例では、官能化ＰＶＡを合成した。これを高ＭｗのＰＶＡ－ＭＡ（３．０）とす
る。機械的攪拌機を取り付けた５００ｍＬ三ツ口丸底フラスコにＰＶＡ（２０．０ｇ、４
５４ｍｍｏｌ、Ｃｅｌｖｏｌ１６５、セラネーズ社製）とＤＭＳＯ（２００ｇ）を添加し
、９５℃で激しくかきまぜ、均質な溶液を得た。反応混合物を７０℃に冷却し、トリエチ
ルアミン（２．８５ｇ、２８．２ｍｍｏｌ）を添加した。完全に溶解したら、激しくかき
まぜながらグリシジルメタクリレート（２．００ｇ、１４．１ｍｍｏｌ）を溶液にゆっく
り添加した。粘稠な溶液を７０℃で２時間撹拌した後、５０℃に２時間冷却した。ブレン
ダを用いて激しくかきまぜたイソプロパノール（１．２Ｌ）溶液にポリマーを投入し析出
させた。凝集した白色固体を濾過し、イソプロパノール（５００ｍＬ）及びメタノール（
７５０ｍＬ）で洗い、真空下４０℃で一晩乾燥して残留溶剤を除去した。1Ｈ－ＮＭＲ分
光分析から、繰り返し単位の約３．０％がグラフト性メタクリレート結合を含有すること
が確認された（２０．５ｇ、収率９８％、転化率９７％）。
1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz) d 5.99 (1H, bs, CHH=CMe), 5.63 (1H, bs, CHH=CMe), 5.19
 (1H, bm, OH of PVA), 4.67 (6H, bm, OH of PVA), 4.46 (17H, bm, OH of PVA), 4.23 
(10H, bm, OH of PVA), 4.0-3.6 (33 H, bm, CH of PVA), 1.87 (3H, bs, CHH=CMe), 1.8
-1.2 (71 H, bm, CH2 of PVA)
実施例６
　本実施例では、官能化ＰＶＡを合成した。これを高ＭｗのＰＶＡ－ＭＡ（２．５）とす
る。機械的攪拌機を取り付けた５００ｍＬ三ツ口丸底フラスコにＰＶＡ（２０．０ｇ、４
５４ｍｍｏｌ、Ｃｅｌｖｏｌ１６５、セラネーズ社製）とＤＭＳＯ（２００ｇ）を添加し
、９５℃で激しくかきまぜ、均質な溶液を得た。反応混合物を７０℃に冷却し、トリエチ
ルアミン（２．４８ｇ、２４．５ｍｍｏｌ）を添加した。完全に溶解したら、激しくかき
まぜながらグリシジルメタクリレート（１．７４ｇ、１２．３ｍｍｏｌ）を溶液にゆっく
り添加した。粘稠な溶液を７０℃で２時間撹拌した後、５０℃に２時間冷却した。ブレン
ダを用いて激しくかきまぜたイソプロパノール（１．２Ｌ）溶液にポリマーを投入し析出
させた。凝集した白色固体を濾過し、イソプロパノール（５００ｍＬ）及びメタノール（
７５０ｍＬ）で洗い、真空下４０℃で一晩乾燥して残留溶剤を除去した。1Ｈ－ＮＭＲ分
光分析から、繰り返し単位の約２．５％がグラフト性メタクリレート結合を含有すること
が確認された（２０．３ｇ、収率９７％、転化率９３％）。
1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz) d 5.99 (1H, bs, CHH=CMe), 5.62 (1H, bs, CHH=CMe), 5.19
 (1H, bm, OH of PVA), 4.68 (8H, bm, OH of PVA), 4.48 (19H, bm, OH of PVA), 4.23 
(12H, bm, OH of PVA), 4.0-3.6 (40 H, bm, CH of PVA), 1.87 (3H, bs, CHH=CMe), 1.8
-1.2 (84 H, bm, CH2 of PVA)
実施例７
　本実施例では、官能化ＰＶＡを合成した。これを高ＭｗのＰＶＡ－ＭＡ（２．０）とす
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る。機械的攪拌機を取り付けた５００ｍＬ三ツ口丸底フラスコにＰＶＡ（２０．０ｇ、４
５４ｍｍｏｌ、Ｃｅｌｖｏｌ１６５、セラネーズ社製）とＤＭＳＯ（２０２ｇ）を添加し
、９５℃で激しくかきまぜ、均質な溶液を得た。反応混合物を７０℃に冷却し、トリエチ
ルアミン（１．９４ｇ、１９．２ｍｍｏｌ）を添加した。完全に溶解したら、激しくかき
まぜながらグリシジルメタクリレート（１．３７ｇ、９．６２ｍｍｏｌ）を溶液にゆっく
り添加した。粘稠な溶液を７０℃で２時間撹拌した後、５０℃に２時間冷却した。ブレン
ダを用いて激しくかきまぜたイソプロパノール（１．２Ｌ）溶液にポリマーを投入し析出
させた。凝集した白色固体を濾過し、イソプロパノール（５００ｍＬ）及びメタノール（
７５０ｍＬ）で洗い、真空下４０℃で一晩乾燥して残留溶剤を除去した。1Ｈ－ＮＭＲ分
光分析から、繰り返し単位の約２．０％がグラフト性メタクリレート結合を含有すること
が確認された（２０．０ｇ、収率９７％、転化率９５％）。
1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz) d 5.99 (1H, bs, CHH=CMe), 5.62 (1H, bs, CHH=CMe), 5.19
 (1H, bm, OH of PVA), 4.67 (10H, bm, OH of PVA), 4.47 (24H, bm, OH of PVA), 4.22
 (14H, bm, OH of PVA), 4.0-3.6 (50 H, bm, CH of PVA), 1.87 (3H, bs, CHH=CMe), 1.
8-1.2 (103 H, bm, CH2 of PVA)
実施例８
　本実施例では、官能化ＰＶＡを合成した。これを低ＭｗのＰＶＡ－ＭＭＡ（３）とする
。無水のＤＭＳＯ（２２５ｍＬ）を入れた１Ｌ丸底フラスコにＰＶＡ（５０．２ｇ、１．
１４ｍｏｌ、Ｃｅｌｖｏｌ１０７、セラネーズ社製）を添加し、７５℃で激しくかきまぜ
、均質な溶液を得た。反応混合物を４５℃に冷却し、激しくかきまぜながら２－イソシア
ナトエチルメタクリレート（１０．４ｇ、０．０６７ｍｏｌ）を溶液にゆっくり添加した
。粘稠な溶液を２４時間撹拌した後、室温に冷却した。ポリマーをイソプロパノール：エ
ーテルの９：１混合物（合計１Ｌ）に投入し析出させた。凝集した白色固体を真空下室温
で乾燥した。1Ｈ－ＮＭＲから、繰り返し単位の約３％がグラフト性メタクリレート結合
を含有することが確認された（５４．８ｇ、収率９０％、転化率４４％）。
1H NMR (D2O, 400 MHz) d 6.14 (1H, bs, CHH=CMe), 6.14 (1H, bs, CHH=CMe), 4.24 (2H
, bm, CH2CH2), 4.1-3.5 (34 H, bm, CH of PVA), 3.45 (2H, bm, CH2CH2), 1.93 (3H, b
s, CHH=CMe), 1.9-1.4 (63 H, bm, CH2 of PVA)
実施例９
　本実施例では、官能化ＰＶＡを合成した。これをＰＶＡ－ＰＶＡｍ－ｍａｌとする。脱
イオン水（５５ｍＬ）を入れた５００ｍＬ三ツ口丸底フラスコにＰＶＡ－ＰＶＡｍ（５．
０１ｇ、１１４ｍｍｏｌ、ＰＶＯＨ（８８）－ＰＶＡｍ（１２）Ｌ１２、セラネーズ社製
）を添加し、１００℃でかきまぜ、均質な溶液を得た。無水マレイン酸（１．３４ｇ、１
３．７ｍｍｏｌ）をＴＨＦ（４ｍＬ）に溶解し、激しくかきまぜながら溶液にゆっくり添
加した。溶液は初め曇ったが、２０分間で透明になった。粘稠な溶液を還流下で２４時間
撹拌した。ポリマーをイソプロパノール（４００ｍＬ）から析出させ、少量の水に再溶解
し、イソプロパノール（４００ｍＬ）から再析出させた。白色固体を真空下室温で乾燥し
た。1Ｈ－ＮＭＲから、繰り返し単位の約６％がグラフト性マレイン酸イミド結合を含有
することが確認された（５．３４ｇ、収率８８％、転化率５０％）。
1H NMR (D2O, 400 MHz) d 6.29 (2H, bs, CHH=CMe), 4.1-3.5 (18 H, CH of PVA-PVAm), 
2.0-1.4 (34 H, CH2 of PVA-PVAm)
実施例１０
　本実施例では、官能化ＰＶＡを合成した。これをＰＶＡ－ＰＶＡｍ－ＭＭＡとする。Ｔ
ＨＦ（５０ｍＬ）を入れた２５０ｍＬ三ツ口丸底フラスコにＰＶＡ－ＰＶＡｍ（５．０２
ｇ、１１４ｍｍｏｌ、ＰＶＯＨ（９４）－ＰＶＡｍ（６）Ｌ６、セラネーズ社製）を添加
し、激しく還流させてポリマーを膨潤させた。反応混合物を室温に冷却し、かきまぜなが
ら２－イソシアナトエチルメタクリレート（１．０６ｇ、６．８３ｍｍｏｌ）を混合物に
ゆっくり添加した。不均質な混合物を２４時間かきまぜた後、揮発分を真空下で除去した
。白色ポリマーを十分な量のヘキサンで洗い、真空下室温で乾燥した。1Ｈ－ＮＭＲから
、繰り返し単位（１２％ウレタン（ＰＶＡ）：８８％尿素（ＰＶＡｍ））の約２％がグラ
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フト性メタクリレート結合を含有することが確認された（５．４０ｇ、収率８９％、転化
率３８％）。
1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz) d 6.12 (0.13H, bs, CHH=CMe - urethane), 5.71 (0.13H, b
s, CHH=CMe - urethane), 5.64 (1H, bm, CHH=CMe - urea), 5.33 (0.13H, bm, CHH=CMe 
- urea), 4.24 (0.26H, bm, CH2CH2 - urethane), 4.1-3.5 (51 H, bm, CH of PVA-PVAm)
, 3.61 (2H, t, CH2CH2 - urea), 4.24 (0.26H, bm, CH2CH2 - urethane), 3.24 (2H, bm
, CH2CH2 - urea), 1.91 (3H, bs, CHH=CMe), 1.9-1.4 (82 H, bm, CH2 of PVA-PVAm)
実施例１１
　本実施例では、ｅＰＴＦＥ（ＱＭ７０２シリーズメンブレン、ＧＥエネルギー社製）に
、実施例１，３及び実施例５～１０でそれぞれ製造した、高ＭｗのＰＶＡ－ＭＭＡ（２．
４）、高ＭｗのＰＶＡ－ＭＭＡ（１．４）、高ＭｗのＰＶＡ－ＭＡ（３．０）、高Ｍｗの
ＰＶＡ－ＭＡ（２．５）、高ＭｗのＰＶＡ－ＭＡ（２．０）、低ＭｗのＰＶＡ－ＭＭＡ（
３）、ＰＶＡ－ＰＶＡｍ－ｍａｌ及びＰＶＡ－ＰＶＡｍ－ＭＭＡを被覆した。ＰＶＡ－Ｍ
ＭＡ（２．４）を用いる例を説明すると、ＰＶＡ－ＭＭＡ（２．４）（２．００ｇ）を５
０℃の脱イオン水（９８ｇ）に溶解した。高剪断速度のブレンダを用いて、混合している
溶液にイソプロパノール（８０ｍＬ）をゆっくり添加した。揮発分の蒸発により、１．２
２ｗｔ％のＰＶＡ－ＭＭＡ（２．４）溶液であることが確認された（理論値１．２３ｗｔ
％）。ＢＨＡ　ｅＰＴＦＥ　Ｐａｒｔ＃ＱＭ７０２に基づくＢＨＡ　ｅＰＴＦＥメンブレ
ンをこのＰＶＡ－ＭＭＡ（２．４）溶液で十分に濡らし（湿潤し）、スクイージを用いて
余分な溶液を除去した。透明な被覆ｅＰＴＦＥサンプルをポリプロピレンフープに張り、
空気乾燥させた。付着分（重量％）を測定したところ６～８重量％であった。また焼失分
（重量％）を測定したところ６～８％であった。高ＭｗのＰＶＡ－ＭＭＡ（１．４）、低
ＭｗのＰＶＡ－ＭＭＡ（３）、ＰＶＡ－ＰＶＡｍ－ｍａｌ及びＰＶＡ－ＰＶＡｍ－ＭＭＡ
の皮膜も同様の性能であった。高ＭｗのＰＶＡ－ＭＡ（３．０）、高ＭｗのＰＶＡ－ＭＡ
（２．５）及び高ＭｗのＰＶＡ－ＭＡ（２．０）の皮膜も同様の性能であったが、イソプ
ロパノール濃度が総コーティング溶液濃度の５０％に増加した。
実施例１２
　本実施例では、ｅＰＴＦＥ（ＱＭ７０２シリーズメンブレン、ＧＥエネルギー社製）に
、実施例２で製造した高ＭｗのＰＶＡ－ＭＭＡ（５．０）を被覆した。ＰＶＡ－ＭＭＡ（
５．０）（４．００ｇ）を５０℃のＤＭＳＯ（１０ｇ）及び脱イオン水（８６ｇ）に溶解
した。高剪断速度のブレンダを用いて、混合している溶液にイソプロパノール（１００ｍ
Ｌ）をゆっくり添加した。揮発分の蒸発により、２．２ｗｔ％のＰＶＡ－ＭＭＡ（５．０
）溶液であることが確認された（理論値２．２４ｗｔ％）。ＢＨＡ　ｅＰＴＦＥ　Ｐａｒ
ｔ＃ＱＭ７０２に基づくＢＨＡ　ｅＰＴＦＥメンブレンをこのＰＶＡ－ＭＭＡ（５．０）
溶液で十分に濡らし（湿潤し）、スクイージを用いて余分な溶液を除去した。透明な被覆
ｅＰＴＦＥサンプルをポリプロピレンフープに張り、空気乾燥させた。付着分（重量％）
を測定したところ１０～１１重量％であった。
実施例１３
　本実施例では、ｅＰＴＦＥ（ＱＭ７０２シリーズメンブレン、ＧＥエネルギー社製）に
、実施例４で製造したＰＶＡ－ＭＡ（３．８）を被覆した。ＰＶＡ－ＭＡ（３．８）（４
．００ｇ）を５０℃のＤＭＳＯ（９６ｇ）に溶解した。高剪断速度のブレンダを用いて、
混合している溶液にイソプロパノール（２５０ｍＬ）をゆっくり添加した。揮発分の蒸発
により、１．３ｗｔ％のＰＶＡ－ＭＡ（３．８）溶液であることが確認された（理論値１
．３５ｗｔ％）。ＢＨＡ　ｅＰＴＦＥ　Ｐａｒｔ＃ＱＭ７０２に基づくＢＨＡ　ｅＰＴＦ
ＥメンブレンをこのＰＶＡ－ＭＡ（３．８）溶液で十分に濡らし（湿潤し）、余分な溶液
を搾り取った。透明な被覆ｅＰＴＦＥサンプルをポリプロピレンフープに張り、空気乾燥
させた。被覆を繰り返して付着分を増やした。最終付着分（重量％）は１０～１１重量％
と測定された。
実施例１４
　本実施例では、被覆ＰＶＡ誘導体化ｅＰＴＦＥサンプルを拘束環境（即ちポリプロピレ
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ンフープ）にて、以下の２つの方法いずれかで電子線照射した。１）ドライ：サンプルを
ＡＥＢ電子線装置に入れ、窒素雰囲気に、酸素濃度が２００ｐｐｍ未満になるまで置いた
。標準電圧１２５ｋＶにてドライサンプルを所定の線量に照射した。２）ウェット：サン
プルに脱イオン水を噴霧し、メンブレンの完全な濡れ（湿潤）が達成されるまで（即ち完
全に透明になるまで）噴霧を続けた。過剰な水をスクイージ、拭き取りその他の通常の方
法で除去し、メンブレン上に水の溜まりができないようにした。サンプルをＡＥＢ電子線
装置に入れ、窒素雰囲気に、酸素濃度が２００ｐｐｍ未満になるまで置いた。標準電圧１
２５ｋＶにてウェットサンプルを所定の線量に照射した。
【００５５】
　実施例１１～１３で製造したメンブレンサンプルの電子線照射後及びオートクレーブ処
理後の流量を表１に示す。Ｃｅｌｖｏｌ１６５（高分子量約１４６～１８６ｋｇ／ｍｏｌ
、超加水分解ポリビニルアルコール、セラネーズ社製）は対照品である。流量はｍＬ／ｍ
ｉｎ－ｃｍ2＠２７”Ｈｇ単位で測定した。付着分（重量％）は（塗工後の膜重量－塗工
前の膜重量）／塗工前の膜重量ｘ１００により計算した。
【００５６】
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【表１】

　表１に示すように、対照のＣｅｌｖｏｌ１６５の流量は試験したすべてのサンプルの中
で最低であった。電子線照射前に親水性皮膜で被覆したｅＰＴＦＥを濡らすことで、いず
れの親水性皮膜の場合でも、オートクレーブ処理後の流量が大幅に向上し、持久性が高く
なった。
実施例１５
　本実施例では、被覆したＰＶＡ誘導体化ｅＰＴＦＥサンプルを拘束環境（即ちポリプロ
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ピレンフープ）にて、２つのドライ及びウェット方法いずれかで電子線照射した。すべて
の評価例で、ウェット法が完全なオートクレーブ処理性を保証するより有効な方法である
ことが確認された。オートクレーブ処理性は、オートクレーブ処理サイクル後に透明に濡
れるメンブレンの性質として定義される。ウェット法は次のように行った。サンプルに脱
イオン水を噴霧し、メンブレンの完全な濡れ（湿潤）が達成されるまで（即ち完全に透明
になるまで）噴霧を続けた。過剰な水をスクイージ、拭き取りその他の通常の方法で除去
し、メンブレン上に水の溜まりができないようにした。サンプルをＡＥＢ電子線装置に入
れ、窒素雰囲気に、酸素濃度が２００ｐｐｍ未満になるまで置いた（但し酸素の存在は電
子線性能に影響しない）。標準電圧１２５ｋＶにてウェットサンプルを所定の線量に照射
した。結果を図２に示す。
【００５７】
　図２及び表１には、低分子量ＰＶＡ－ＭＭＡ（３）で被覆したｅＰＴＦＥの２つのサン
プルについての流量データを示す。サンプルをＰＶＡ－ＭＭＡ（３）の付着分４．４重量
％及び１４．３重量％にて製造した。サンプル＃の＃は側鎖メタクリレート官能価を有す
るポリマー繰り返し単位のモル％（1Ｈ－ＮＭＲ分光分析により測定）に対応する。流量
は、電子線照射前、電子線照射（４０ｋＧｙ）後、及びスチームオートクレーブ処理（１
２１℃／２１ｐｓｉで３０分）後について報告する。各サンプルについて、すべての条件
下で高い流量とメンブレンの完全な濡れが認められた。
実施例１６
　本実施例では、図３に示すように、電子線照射線量レベルの影響を５～４０ｋＧｙの範
囲で調べた。ＰＶＡ－ＭＭＡ（２．４）について流量と付着分（重量％）を表１に報告す
る。僅か５ｋＧｙの線量レベルでも、オートクレーブ処理性と高い水流量が達成された。
多数回のオートクレーブ処理サイクル後に、メンブレンの完全な濡れと高い水流量が認め
られた。
実施例１７
　本実施例では、２つの異なる化学品、即ち、ＰＶＡ（Ｃｅｌｖｏｌ１６５、セラネーズ
社製）及びＰＶＡ－ＭＭＡ（２．４）（メタクリレート官能価で誘導体化された高分子量
ＰＶＡ）を評価した。３つの異なる処理変数、即ち、電子線なし、ドライメンブレン条件
での電子線照射、及び水濡らし条件での電子線照射を分析した。オートクレーブ処理前後
の流量及び重量損失（％）を図４及び図５に示す。以下のいくつかの結論が導かれる。Ｐ
ＶＡ被覆ｅＰＴＦＥについての流量が、線量４０ｋＧｙの電子線照射後に、増加する。こ
れは、ＰＶＡ及びＰＶＡ－ＭＭＡ（２．４）両方について見られる。ＰＶＡはオートクレ
ーブ処理性、つまりオートクレーブ処理後の有意な流れを示さない。ＰＶＡ－ＭＭＡ（２
．４）被覆ｅＰＴＦＥについて、ウェット電子線照射は、ドライ電子線照射より大きく向
上した流量をもたらす。これは、オートクレーブ処理前後両方について言える。ＰＶＡ－
ＭＭＡ（２．４）について、ウェット電子線照射は、ドライ電子線照射より劇的に低い抽
出分量をもたらす。オートクレーブ処理前後両方について、非常に低い抽出分重量損失（
重量％）が認められる。
実施例１８
　本実施例では、官能化ＰＶＡを合成した。これを高ＭｗのＰＶＡ－ＵＭＡ（２．６）と
する。無水のＤＭＳＯ（２２０ｇ）を入れた５００ｍＬ三ツ口丸底フラスコにＰＶＡ（２
０．０ｇ、４５６ｍｍｏｌ、Ｃｅｌｖｏｌ１６５、セラネーズ社製）を添加し、７５℃で
激しくかきまぜ、均質な溶液を得た。ラジカル開始剤として２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチ
ル－４－メチルフェノール（ＢＨＴ、１０ｍｇ）を添加した。反応混合物を４０℃に冷却
し、激しくかきまぜ（４００ｒｐｍ）ながら２－イソシアナトエチルメタクリレート（１
．８３ｇ、１１．８ｍｍｏｌ）を溶液にゆっくり添加、即ち５分間にわたって滴下した。
粘稠な溶液を１５分間撹拌した後、室温に冷却した。ＤＭＳＯ－ｄ６中の1Ｈ－ＮＭＲ分
光分析で完全転化が確認された。ポリマーをイソプロパノール（合計１２００ｍＬ）に投
入し析出させた。凝集した白色固体を真空下室温で乾燥した。1Ｈ－ＮＭＲから、繰り返
し単位の約２．６％がグラフト性メタクリレート結合を含有することが確認された（２１
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．７ｇ、収率１００％、転化率１００％）。
1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz) d 7.21 (1H, bm, NH) 6.07 (1H, bs, CHH=CMe), 5.67 (1H, 
bs, CHH=CMe), 4.94 (1H, bm, OH of PVA) 4.68 (8H, bm, OH of PVA), 4.49 (19H, bm, 
OH of PVA), 4.24 (13H, bm, OH of PVA), 4.07 (2H, bm, CH2CH2), 3.9-3.6 (38 H, CH 
of PVA, 3.25 (2H, bm, CH2CH2), 1.88 (3H, bs, CHH=CMe), 1.8-1.2 (80 H, bm, CH2 of
 PVA)
実施例１９
　本実施例では、官能化ＰＶＡを合成した。これを６ｋｇにスケールアップした高Ｍｗの
ＰＶＡ－ＵＭＡ（２．６）とする。プロセス開発施設（ＰＤＦ＝Process Development Fa
cility）における、後退翼型攪拌機、バッフル、蓄熱井戸付きのPfaudlerガラス内張５０
ガロン鉄鋼製反応容器にＤＭＳＯ（３０ｋｇ）を添加した。５０ｒｐｍ程度で撹拌しなが
ら、ＰＶＡ（６．０ｋｇ、１３６ｍｏｌ、Ｃｅｌｖｏｌ１６５、セラネーズ社製）をゆっ
くり添加した。撹拌している混合物に追加のＤＭＳＯ（３６ｋｇ）を添加した。混合液を
空気中で６０℃にゆっくり加熱し、撹拌し、均質な溶液を得た。ラジカル開始剤として２
，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェノール（ＢＨＴ、６ｇ）を添加した。激し
くかきまぜ（１２６ｒｐｍ）ながら２－イソシアナトエチルメタクリレート（５５０ｇ、
１１．８ｍｏｌ）を溶液に１９５分間にわたって滴下した。粘稠な溶液をさらに１５分間
撹拌し、分析用の少量のサンプルをとった。ＤＭＳＯ－ｄ６中の1Ｈ－ＮＭＲ分光分析で
１００％転化が確認された。反応容器とその中味を一晩で室温まで冷却した。ポリマー（
１度に５Ｌの溶液）をＨｅｎｓｃｈｅｌホモゲナイザーを用いて激しく撹拌しているイソ
プロパノール（２５Ｌ）溶液に投入し析出させた。凝集した白色固体を遠心分離し、イソ
プロパノールで再スラリー化し、Ｈｅｎｓｃｈｅｌホモゲナイザーで細断した。次に大型
ポリプロピレンドラムにてポリマーを過剰のイソプロパノールに４日間浸漬し（２００Ｌ
のイソプロパノールに約６ｋｇ）、ポリマー中の残留ＤＭＳＯを除去した。上記工程をも
う一度繰り返し、ポリマーをさらに５日間再浸漬した。ポリマーを高速で遠心分離して乾
燥し、Ｈｅｎｓｃｈｅｌホモゲナイザーで再細断した。1Ｈ－ＮＭＲから、繰り返し単位
の約２．６％がグラフト性メタクリレート結合を含有することが確認された（６．５ｋｇ
、収率９９％、転化率１００％）。
1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz) d 7.21 (1H, bm, NH), 6.07 (1H, bs, CHH=CMe), 5.67 (1H,
 bs, CHH=CMe), 4.94 (1H, bm, OH of PVA), 4.68 (8H, bm, OH of PVA), 4.49 (19H, bm
, OH of PVA), 4.24 (13H, bm, OH of PVA), 4.07 (2H, bm, CH2CH2), 3.9-3.6 (38 H, C
H of PVA, 3.25 (2H, bm, CH2CH2), 1.88 (3H, bs, CHH=CMe), 1.8-1.2 (80 H, bm, CH2 
of PVA)
実施例２０
　本実施例では、ｅＰＴＦＥ（ＱＭ７０２シリーズメンブレン、ＧＥエネルギー社製）に
、実施例１８で製造したＰＶＡ－ＵＭＡ（２．６）を被覆した。ＰＶＡ－ＵＭＡ（２．６
）（２．５０ｇ）を５０℃の脱イオン水（９８ｇ）に溶解した。高剪断速度のブレンダを
用いて、混合している溶液にイソプロパノール（１００ｍＬ）をゆっくり添加した。揮発
分の蒸発により、１．２０ｗｔ％のＰＶＡ－ＵＭＡ（２．６）溶液であることが確認され
た（理論値１．２５ｗｔ％）。ＢＨＡ　ｅＰＴＦＥ　Ｐａｒｔ＃ＱＭ７０２に基づくＢＨ
Ａ　ｅＰＴＦＥメンブレンをこのＰＶＡ－ＵＭＡ（２．６）溶液で十分に濡らし（湿潤し
）、スクイージを用いて余分な溶液を除去した。透明な被覆ｅＰＴＦＥサンプルをポリプ
ロピレンフープに張り、空気乾燥させた。付着分（重量％）を測定したところ６～１０重
量％であった。
実施例２１
　本実施例では、ｅＰＴＦＥ（ＱＭ７０２シリーズメンブレン、ＧＥエネルギー社製）に
、実施例１８で製造したＰＶＡ－ＵＭＡ（２．６）を、所定の重量％の所定の親水性添加
剤と組み合わせて被覆した。特定の添加剤及びその量（重量％）を下記の表２に示す。
【００５８】
　上記１．２０ｗｔ％ＰＶＡ－ＵＭＡ（２．６）溶液に、ＰＶＡ－ＵＭＡの重量に対して
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所定の量（重量％）の所定の親水性添加剤を添加した。ＰＶＡ－ＵＭＡとＰＶＡ－ＵＭＡ
に基づいて１０または３０重量％の親水性添加剤とを含有する調製溶液からなる付着分合
計約７～１０重量％を有するサンプルを製造した。例えば、１０重量％の親水性添加剤の
場合、１ｇのＰＶＡ－ＵＭＡを含有する溶液１００ｇ（１．０重量％溶液）では０．１ｇ
の親水性添加剤を溶液に添加している。そして、例えば、３０重量％親水性添加剤サンプ
ルは、１２０ｍｇのＰＶＡ－ＵＭＡで作った１．２％ＰＶＡ－ＵＭＡ溶液に３６ｍｇのＰ
ＥＧ－ＤＡ（平均Ｍｎ７００）を添加することにより調製した。ＢＨＡ　ｅＰＴＦＥ　Ｐ
ａｒｔ＃ＱＭ７０２に基づくＢＨＡ　ｅＰＴＦＥメンブレンをこのＰＶＡ－ＵＭＡ（２）
溶液で十分に濡らし（湿潤し）、スクイージを用いて余分な溶液を除去した。透明な被覆
ｅＰＴＦＥサンプルをポリプロピレンフープに張り、空気乾燥させた。付着分（重量％）
を測定したところ６～８重量％であった。
実施例２２
　本実施例では、被覆ＰＶＡ誘導体化ｅＰＴＦＥサンプルを拘束環境（即ちポリプロピレ
ンフープ）にて、電子線照射した。サンプルに脱イオン水を噴霧し、メンブレンの完全な
濡れ（湿潤）が達成されるまで（即ち完全に透明になるまで）噴霧を続けた。過剰な水を
スクイージ、拭き取りその他の通常の方法で除去し、メンブレン上に水の溜まりができな
いようにした。サンプルをＡＥＢ電子線装置に入れ、窒素雰囲気に、酸素濃度が２００ｐ
ｐｍ未満になるまで置いた。標準電圧１２５ｋＶにてウェットサンプルを所定の線量、即
ち５ｋＧｙ又は１０ｋＧｙに照射した。
【００５９】
　実施例１８～２２で製造したメンブレンサンプルの電子線照射後及びオートクレーブ処
理後の流量を表２に示す。ＰＶＡ－ＵＭＡ（２．６）のみで被覆したメンブレンを対照と
して用いる。ｅＰＴＦＥ（ＧＥエネルギー社パーツ番号ＱＭ７０２、Ｒｏｌｌ７３９６５
－１ＬＢ）に、親水性添加剤と１．２重量％ＰＶＡ－ＵＭＡ（２．６）溶液との混合物を
１：１の水：イソプロパノールに予め溶解した溶液を被覆した。流量は、１２１℃／１．
５気圧３０分間のオートクレーブ処理サイクルの前後両方で測定した。図６及び図７は、
電子線に１０ｋＧｙ及び５ｋＧｙ照射した被覆メンブレンの流量を示すグラフである。
【００６０】

【表２】

　表２及び図６，７に示すように、ジアクリレート（ＰＥＧ－ＤＡ）及びトリアクリレー
ト（ＴＭＰＥＴ）添加剤を含有するＰＶＡ－ＵＭＡ被覆ｅＰＴＦＥメンブレンはどちらも
オートクレーブ処理可能であり、オートクレーブ処理後に高い水流量が得られた。比較的
高分子量のＰＥＧ－ＤＡ（Ｍｎ７００及び２０００）を含有するサンプルは、比較的低分
子量のＰＥＧ－ＤＡ（Ｍｎ２５８）を含有するサンプルより性能が良好であった。５ｋＧ
ｙで、１０重量％のＰＥＧ－ＤＡ（Ｍｎ７００）は、均一なオートクレーブ処理性メンブ
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レンを得るのに必要な限界値より低かった。しかし、１０ｋＧｙで、１０重量％の親水性
添加剤は、均一なオートクレーブ処理性メンブレン及び有意な流量を与えるのに適切であ
った。５及び１０ｋＧｙ両方で、３０重量％のＰＥＧ－ＤＡ（Ｍｎ７００）は、優れたメ
ンブレン濡れ性とオートクレーブ処理後の極めて速い水流量を実現するのに十分に適切で
あった。５ｋＧｙで、ＴＭＰＥＴを添加剤として用いるサンプルは、１０重量％及び３０
重量％両方で、良好な水濡れ性と優れたオートクレーブ処理性とを示した。
【００６１】
　表３及び図８，９に、上で説明し、流量を図３，４に示した材料と同じ組合せの材料に
ついて抽出分データを報告する。抽出分は、８０℃の脱イオン水中で２４時間の抽出後に
メンブレンから除去された非結合材料の割合（％）として定義される。抽出分（重量％）
は、抽出前後の乾燥サンプルの重量差から求めた。目的は、抽出分レベルをできるだけゼ
ロに近づけることである。ＰＶＡ－ＵＭＡ（２．６）及びＭｗ７００のＰＥＧ－ＤＡ（Ｐ
ＶＡ－ＵＭＡに対して１０重量％又は３０重量％のＰＥＧ－ＤＡ）の溶液で被覆したｅＰ
ＴＦＥに、電子線を１０ｋＧｙ照射した。抽出分を電子線照射後及び１オートクレーブ処
理サイクル後に測定した（図８）。電子線照射後に、約０．３重量％の抽出分が認められ
、一方オートクレーブ処理後には抽出分が検出されなかった。
【００６２】
【表３】

　電子線は、線量が増加するにつれて、次第にｅＰＴＦＥの機械的一体性を損なうので、
オートクレーブ処理サイクル後に存続する親水メンブレンを実現することができる最低の
電子線照射線量が望ましい。したがって、電子線を５ｋＧｙ照射した親水サンプルについ
て抽出分データをとった。親水性添加剤なしでＰＶＡ－ＵＭＡ（２．６）で被覆したｅＰ
ＴＦＥを対照とした。Ｍｗ７００のＰＥＧ－ＤＡ及びＭｗ９１２のＴＭＰＥＴ両方をＰＶ
Ａ－ＵＭＡに対して１０重量％及び３０重量％で調べた。１０重量％のＴＭＰＥＴを例外
として、すべてのサンプルが電子線照射後に抽出分０．３～０．４重量％であった。５ｋ
Ｇｙで照射したＭｗ７００のＰＥＧ－ＤＡと１０ｋＧｙで照射した同様のサンプルとを比
較すると、電子線照射後の抽出分にほぼ差がなかった。オートクレーブ処理後に、抽出分
は通例０．２重量％以下に低下した。興味深いことに、親水性添加剤を含まない対照サン
プルとＰＥＧ－ＤＡやＴＭＰＥＴを含有するサンプルとの間に有意な差は認められなかっ
た。したがって、親水性添加剤は高い抽出分レベルには寄与していないと結論された。
【００６３】
　本明細書で用いる用語「含む（含有する）」は、種々の組成物、化合物、成分、層、工
程などを本発明に共同使用できることを意味する。したがって、用語「含む（含有する）
」は、より限定的な用語「のみからなる」及び「本質的にのみからなる」を包含する。
【００６４】
　特別に定義されない限り、本明細書で用いられる科学技術用語は、当業者が一般に理解
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するのと同様な意味を有する。単数表現は、数量を限定するものではなく、記載要素が存
在することを表す。
【００６５】
　本明細書全体を通して言及した「１実施形態」、「別の実施形態」、「他の実施形態」
などは、その実施形態に記載された特定要素（例えば、特徴、構造及び／又は特性）が、
本明細書の少なくとも１つの実施形態に含まれ、別の実施形態には存在してもしなくても
よいことを意味する。さらに、記載された要素を任意適当な方法で種々の実施形態に取り
入れてもよい。
【００６６】
　引用した特許、特許出願その他の文献はすべて本発明の先行技術として援用する。しか
し、本明細書の用語が引用文献の用語と矛盾するような場合には、本明細書の用語が引用
文献からの相反する用語より優先する。
【００６７】
　本明細書では、具体例を挙げて、最良の形態を含む本発明を開示するとともに、装置や
システムを作製・使用したり、方法を実施したりすることを含めて、当業者が本発明を実
施できるようにしている。本発明の要旨は、特許請求の範囲に規定された通りで、当業者
が想起できる他の例を含むことができる。このような他の例は、特許請求の範囲の文言と
異ならない構造要素を有するか、特許請求の範囲の文言と実質的に異ならない均等な構造
要素を含むならば、特許請求の範囲に含まれる。



(25) JP 5773566 B2 2015.9.2

【図１】

【図２】



(26) JP 5773566 B2 2015.9.2

【図３】

【図４】



(27) JP 5773566 B2 2015.9.2

【図５】

【図６】



(28) JP 5773566 B2 2015.9.2

【図７】



(29) JP 5773566 B2 2015.9.2

【図８】



(30) JP 5773566 B2 2015.9.2

【図９】



(31) JP 5773566 B2 2015.9.2

10

フロントページの続き

    審査官  横島　隆裕

(56)参考文献  特開平０３－１３６８３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１９８６１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平０６－５０２７８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６３－１９０６０２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０８Ｊ　　　９／００－９／４２　　　　
              Ｂ３２Ｂ　　　１／００－４３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

