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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１種のポリエステルを８０重量％～９９．９９重量％含むとともに、酸化銀
、銀ガラス、銀シリカ、又はそれらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された
少なくとも１種の抗菌剤を０．０１重量％～２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基７０～１００モル％、
　　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残
基０～３０モル％、及び
　　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪
族ジカルボン酸の残基０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基１０～４
０モル％、及び
　　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基６０～９０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
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　前記重量％が、前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンド。
【請求項２】
　前記ポリエステルの前記グリコール成分が、
ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基１５～４０モル
％、及び
ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基６０～８５モル％
を含む、請求項１に記載のブレンド。
【請求項３】
　前記ポリエステルの前記グリコール成分が、
ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基１５～３０モル
％、及び
ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基７０～８５モル％
を含む、請求項１に記載のブレンド。
【請求項４】
　前記ポリエステルの前記グリコール成分が、
ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基２０～４０モル
％、及び
ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基６０～８０モル％
を含む、請求項１に記載のブレンド。
【請求項５】
　前記ポリエステルの前記グリコール成分が、
ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基２０～３０モル
％、及び
ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基７０～８０モル％
を含む、請求項１に記載のブレンド。
【請求項６】
　前記ポリエステルの前記グリコール成分が、
ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基３０～４０モル
％、及び
ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基６０～７０モル％
を含む、請求項１に記載のブレンド。
【請求項７】
　前記ポリエステルの前記グリコール成分が、エチレングリコール、ジエチレングリコー
ル、１，２－プロパンジオール、１，３－プロパンジオール、ネオペンチルグリコール、
１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、及び
ｐ－キシレングリコールのうちの少なくとも１種の残基を含む、請求項１に記載のブレン
ド。
【請求項８】
　前記ポリエステルの前記グリコール成分が、エチレングリコール及びネオペンチルグリ
コールのうちの少なくとも１種の残基を含む、請求項１に記載のブレンド。
【請求項９】
　前記ポリエステルの前記グリコール成分が、エチレングリコール残基を含む、請求項１
に記載のブレンド。
【請求項１０】
　前記ポリエステルの前記グリコール成分が、エチレングリコール残基を１０～３０モル
％の量で含む、請求項１に記載のブレンド。
【請求項１１】
　前記ポリエステルの前記グリコール成分が、エチレングリコール残基を１０～２０モル
％の量で含む、請求項１に記載のブレンド。
【請求項１２】
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　試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３による前記ブレンドのヘイズ値が０～６５％である、請
求項１に記載のブレンド。
【請求項１３】
　試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３による前記ブレンドのヘイズ値が０～５０％である、請
求項１に記載のブレンド。
【請求項１４】
　　試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３による前記ブレンドのヘイズ値が０～４０％である、
請求項１に記載のブレンド。
【請求項１５】
　試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３による前記ブレンドのヘイズ値が０～２０％である、請
求項１に記載のブレンド。
【請求項１６】
　前記ポリエステルの酸成分が、テレフタル酸残基を８０～１００モル％含む、請求項１
に記載のブレンド。
【請求項１７】
　　前記ポリエステルの酸成分が、テレフタル酸残基を９０～１００モル％含む、請求項
１に記載のブレンド。
【請求項１８】
　ナイロン、請求項１に記載のポリエステル以外のポリエステル、ポリアミド、ポリスチ
レン、ポリスチレンコポリマー、スチレンアクリロニトリルコポリマー、アクリロニトリ
ルブタジエンスチレンコポリマー、ポリ（メチルメタクリレート）、アクリルコポリマー
、ポリ（エーテル－イミド）、ポリフェニレンオキシド、ポリ（フェニレンオキシド）／
ポリスチレンブレンド、ポリフェニレンスルフィド、ポリフェニレンスルフィド／スルホ
ン、ポリスルホン、ポリスルホンエーテル、芳香族ジヒドロキシ化合物のポリ（エーテル
－ケトン）、又はそれらの混合物から選択された少なくとも１種の追加のポリマーを含む
、請求項１に記載のブレンド。
【請求項１９】
　前記ポリエステルが、少なくとも１種の分岐剤の残基を含む、請求項１に記載のブレン
ド。
【請求項２０】
　前記ポリエステルが、少なくとも１種の分岐剤の残基を、二塩基酸残基又はジオール残
基の総モル％に対して０．０１～１０モル％の量で含む、請求項１に記載のブレンド。
【請求項２１】
　前記抗菌剤を０．０１重量％～８重量％含む、請求項１に記載のブレンド。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　ヘルスケア産業には、様々な医療デバイス成形品（medical device part）及び医療パ
ッケージング（medical packaging）の透明性に対する必要性が存在する。その他の産業
に対しても同様に、ブレンドの透明性は利益をもたらす。成形品の透明性は、ヘルスケア
専門家が流体流路を観察する能力及びバイオフィルム形成の可能性を検出する能力を向上
させる。ヘルスケア産業には、抗菌性添加剤を様々な医療デバイス、パッケージング、ハ
ウジング、カーテン等に組み込むことにより院内感染を低減する必要性も存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　抗菌性添加剤を含有するポリマーにおける透明性は、添加剤がポリマーに配合されると
一般的にヘイズ（曇り）を生じさせるため、実現が困難である。ヘルスケア産業は、抗菌
性添加剤を含有する成形品を使用するために、しばしば、透明性を犠牲にせざるを得なか
った。これらの用途で使用される成形品は、典型的には、半透明から不透明の範囲である
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【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．９９重量％含むと
ともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそれらの組み合わせ
のうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０．０１重量％～約
２０重量％を含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し（modifying）、１６個以下の炭素原子を有する、少なくと
も１種の脂肪族ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～９０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【０００４】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【０００５】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％を含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
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（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）： 
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）： 
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【０００６】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【０００７】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
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　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【０００８】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　３０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～７０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【０００９】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～９０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【００１０】
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　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【００１１】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【００１２】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
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　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）： 
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【００１３】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【００１４】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　３０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～７０モル％
を含むグリコール成分と
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を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【００１５】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～９０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【００１６】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）： 
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【００１７】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
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　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）： 
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【００１８】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）： 
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【００１９】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
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（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）： 
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【００２０】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）： 
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　３０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～７０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前記ブレンドに関する。
【００２１】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）： 
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～９０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
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　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００２２】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）： 
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００２３】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）： 
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００２４】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
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　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００２５】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００２６】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
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ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　３０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～７０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００２７】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～９０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００２８】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８５モル％
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を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００２９】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００３０】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００３１】
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　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００３２】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　３０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～７０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００３３】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
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　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～９０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００３４】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００３５】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
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（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００３６】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００３７】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％を含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
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総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００３８】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　３０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～７０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、６５％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００３９】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～９０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００４０】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
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れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００４１】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００４２】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
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　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００４３】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００４４】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　３０～４
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０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～７０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００４５】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）： 
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～９０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００４６】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
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　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００４７】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００４８】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００４９】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
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　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００５０】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９５重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約５重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　３０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～７０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００５１】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
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ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）： 
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～９０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００５２】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）： 
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００５３】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）： 
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～８０モル％
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を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００５４】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）： 
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）： 
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１５～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８５モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００５５】
　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　２０～３
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　７０～８０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００５６】
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　一態様において、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約９７重量％～約９９．
９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又はそ
れらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約０
．０１重量％～約３重量％含むブレンドであって、
　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）：
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　３０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～７０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、
　前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とし、
　前記ブレンドが、５０％未満のヘイズ値を有する、前記ブレンドに関する。
【００５７】
　本発明の一態様において、本発明の各実施形態は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は
本明細書に記載のその他の方法によって測定された場合に、０～６５、又は０～６０、又
は０～５５、０～５０、又は０～４５、又は０～４０、又は０～３５、又は０～２０、又
は０～１５、又は１～２０、又は１～１５、又は５～２０、又は５～１５、又は１０～２
０、又は１０～１６、又は１０～１５のヘイズ値を有することができる。これらのヘイズ
値のいずれか１つと関連する一実施形態において、ブレンドの透過率（％）は、５０％以
上又は６０％以上又は７０％以上であることができる。一実施形態において、ヘイズ値は
、厚み１／８のサンプルで測定することができる。
【００５８】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が８重量％以下である場合に、６５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００５９】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が７重量％以下である場合に、６５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００６０】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が６重量％以下である場合に、６５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測定
され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００６１】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が５重量％以下である場合に、６５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測定
され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
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【００６２】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が４重量％以下である場合に、６５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測定
され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００６３】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が３重量％以下である場合に、６５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測定
され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００６４】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が２重量％以下である場合に、６５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００６５】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が１．５重量％以下である場合に、６５％未満のヘイズ値を有することができ、ここ
で、ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法によ
り測定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００６６】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が１重量％以下である場合に、６５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００６７】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が８重量％以下である場合に、６０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００６８】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が７重量％以下である場合に、６０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００６９】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が６重量％以下である場合に、６０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００７０】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が５重量％以下である場合に、６０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００７１】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が４重量％以下である場合に、６０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
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【００７２】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が３重量％以下である場合に、６０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００７３】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が２重量％以下である場合に、６０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００７４】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が１．５重量％以下である場合に、６０％未満のヘイズ値を有することができ、ここ
で、ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法によ
り測定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００７５】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が１重量％以下である場合に、６０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００７６】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が８重量％以下である場合に、５５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００７７】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が７重量％以下である場合に、５５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００７８】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が６重量％以下である場合に、５５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００７９】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が５重量％以下である場合に、５５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００８０】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が４重量％以下である場合に、５５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００８１】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が３重量％以下である場合に、５５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
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【００８２】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が２重量％以下である場合に、５５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００８３】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が１．５重量％以下である場合に、５５％未満のヘイズ値を有することができ、ここ
で、ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法によ
り測定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００８４】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が１重量％以下である場合に、５５％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００８５】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が８重量％以下である場合に、５０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００８６】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が７重量％以下である場合に、５０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００８７】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が６重量％以下である場合に、５０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００８８】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が５重量％以下である場合に、５０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００８９】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が４重量％以下である場合に、５０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００９０】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が３重量％以下である場合に、５０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００９１】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が２重量％以下である場合に、５０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
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【００９２】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が１．５重量％以下である場合に、５０％未満のヘイズ値を有することができ、ここ
で、ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法によ
り測定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００９３】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が１重量％以下である場合に、５０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００９４】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が４重量％以下である場合に、４０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００９５】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が３重量％以下である場合に、４０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００９６】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が２重量％以下である場合に、４０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００９７】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が１．５重量％以下である場合に、４０％未満のヘイズ値を有することができ、ここ
で、ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法によ
り測定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００９８】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が１重量％以下である場合に、４０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【００９９】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が４重量％以下である場合に、３０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【０１００】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が３重量％以下である場合に、３０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【０１０１】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が２重量％以下である場合に、３０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
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【０１０２】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が１．５重量％以下である場合に、３０％未満のヘイズ値を有することができ、ここ
で、ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法によ
り測定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【０１０３】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が１重量％以下である場合に、３０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【０１０４】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が４重量％以下である場合に、２０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【０１０５】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が３重量％以下である場合に、２０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【０１０６】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が２重量％以下である場合に、２０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【０１０７】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が１．５重量％以下である場合に、２０％未満のヘイズ値を有することができ、ここ
で、ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法によ
り測定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【０１０８】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が１重量％以下である場合に、２０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、
ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測
定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【０１０９】
　本発明の一態様において、本発明の各実施形態は、本明細書に記載されるように測定さ
れた場合に、－１０～１０又は－５～１０又は０～１０又は－１０又は５未満又は１～５
又は１～１０のｂ＊値を有することができる。
【０１１０】
　これらのブレンドは、良好な透明性、良好なヘイズ値、良好な衝撃強度、良好な耐化学
性及び良好な微生物抵抗性のうちの少なくとも２種のユニークな組み合わせを実現する。
【発明を実施するための形態】
【０１１１】
　本発明は、脂肪族－芳香族ポリエステルと抗菌性添加剤とのブレンドに関する。
【０１１２】
　さらに具体的には、本発明は、少なくとも１種のポリエステルを約８０重量％～約９９
．９９重量％含むとともに、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ、又は
それらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択された少なくとも１種の抗菌剤を約
０．０１重量％～約２０重量％含むブレンドであって、
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　前記ポリエステルが、
（ａ）下記（ｉ）～（ｉｉｉ）：
　（ｉ）テレフタル酸又はそのエステルの残基　７０～１００モル％、
　（ｉｉ）２０個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の芳香族ジカルボン酸の残基
　０～３０モル％、及び
　（ｉｉｉ）変性作用を有し、１６個以下の炭素原子を有する、少なくとも１種の脂肪族
ジカルボン酸の残基　０～３０モル％
を含むジカルボン酸成分と、
（ｂ）下記（ｉ）及び（ｉｉ）： 
　（ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基　１０～４
０モル％、及び
　（ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基　６０～９０モル％
を含むグリコール成分と
を含み、前記ジカルボン酸成分の総モル％が１００モル％であり、前記グリコール成分の
総モル％が１００モル％であり、前記重量％が前記ブレンドの合計重量を基準とする、前
記ブレンドに関する。
【０１１３】
　本明細書で使用される用語「ポリエステル」は、「コポリエステル」を包含することが
意図され、そして、１種又は２種以上の二官能性カルボン酸と、１種又は２種以上の二官
能性ヒドロキシル化合物との反応によって調製される合成ポリマーを意味するものと理解
される。典型的には、二官能性カルボン酸は、ジカルボン酸であり、二官能性ヒドロキシ
ル化合物は、二価アルコール（例えば、グリコール及びジオール）である。本明細書で使
用される用語「残基」は、対応するモノマーの重縮合反応によりポリマー又は可塑剤中に
組み込まれた任意の有機構造を意味する。本明細書で使用される用語「繰り返し単位」は
、カルボニルオキシ基を介して結合されるジカルボン酸残基及びジオール残基を有する有
機構造を意味する。例えば、ジカルボン酸残基は、ジカルボン酸モノマー又はその関連酸
ハロゲン化物、エステル、塩、無水物及び／又はそれらの混合物から誘導することができ
る。したがって、本明細書で使用される用語「ジカルボン酸」は、高分子量ポリエステル
を製造するためのジオールとの重縮合プロセスに有用である、ジカルボン酸及びジカルボ
ン酸の任意の誘導体、例えば、その関連酸ハロゲン化物、エステル、半エステル、塩、半
塩、無水物、混合無水物及び／又はそれらの混合物を含むことが意図されている。
【０１１４】
　本発明に包含されるポリエステルは、繰り返し単位の合計モル数が１００モル％となる
ように、実質的に等しい割合で反応する、実質的に等モル比の酸残基（１００モル％）と
ジオール残基（１００モル％）を含むことができる。したがって、本明細書に示されるモ
ル百分率は、酸残基の合計モル、ジオール残基の合計モル、又は、繰り返し単位の合計モ
ル数に基づくことができる。例えば、総酸残基を基準として３０モル％のアジピン酸を含
有するコポリエステルは、コポリエステルが合計で１００モル％の酸残基のうち３０モル
％のアジピン酸残基を含むことを意味する。このように、１００モルの酸残基毎に、３０
モルのアジピン酸残基が存在する。別の例では、総ジオール残基を基準として３０モル％
の１，６－ヘキサンジオールを含有するコポリエステルは、コポリエステルが合計で１０
０モル％のジオール残基のうち３０モル％の１，６－ヘキサンジオール残基を含むことを
意味する。このように、１００モルのジオール残基毎に、３０モルの１，６－ヘキサンジ
オール残基が存在する。
【０１１５】
　本明細書で使用される用語「テレフタル酸」は、ポリエステルを製造するためのジオー
ルとの反応プロセスに有用である、テレフタル酸自体及びその残基、並びに、テレフタル
酸の任意の誘導体、例えば、その関連酸ハロゲン化物、エステル、半エステル、塩、半塩
、無水物、混合無水物及び／又はそれらの混合物を含むことが意図されている。
【０１１６】
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　ある実施形態において、テレフタル酸又はそのエステル、例えば、テレフタル酸ジメチ
ル、又は、テレフタル酸残基とそのエステルとの混合物は、本発明に有用なポリエステル
を形成するために使用されうる芳香族ジカルボン酸成分の一部又は全部を構成することが
できる。ある実施形態において、テレフタル酸残基は、本発明に有用なポリエステルを形
成するために使用されうる芳香族ジカルボン酸成分の一部又は全部を構成することができ
る。本開示のために、用語「テレフタル酸」及び「テレフタル酸ジメチル」は本明細書中
で互いに置き換え可能に使用される。一実施形態において、テレフタル酸ジメチルは、本
発明に有用なポリエステルを製造するために使用される芳香族ジカルボン酸成分の一部又
は全部を構成することができる。
【０１１７】
　本発明に有用なポリエステルのジカルボン酸成分は、３０モル％以下、又は２５モル％
以下、又は２０モル％以下、又は１５モル％以下、又は１０モル％以下、又は５モル％以
下、又は１モル％以下の、変性作用を有する（modifying）１種又は２種以上の芳香族ジ
カルボン酸を含むことができる。さらに別の実施形態において、変性作用を有する芳香族
ジカルボン酸の含有量は０モル％である。このように、もし存在するならば、変性作用を
有する１種又は２種以上の芳香族ジカルボン酸の量は、これらの上限値のいずれかから広
がる範囲、例えば、０．０１～１０モル％、０．０１～５モル％、及び０．０１～１モル
％をとることができると考えられる。一実施形態において、本発明に使用されうる変性作
用を有する芳香族ジカルボン酸としては、これらに限定されるわけではないが、２０個以
下の炭素原子を有し、直鎖、パラ－配向又は対称であることができるものが挙げられる。
本発明に使用されうる変性作用を有する芳香族ジカルボン酸の具体例としては、これらに
限定されるわけではないが、イソフタル酸、４，４’－ビフェニルジカルボン酸、１，４
－、１，５－、２，６－、２，７－ナフタレンジカルボン酸、及び、トランス－４，４’
－スチルベンジカルボン酸、並びに、それらのエステルが挙げられる。一実施形態におい
て、変性作用を有する芳香族ジカルボン酸は、イソフタル酸である。本発明に有用なポリ
エステルのカルボン酸成分は、３０モル％以下、２０モル％以下、１０モル％以下、５モ
ル％以下、又は１モル％以下の、２～１６個の炭素原子を有する１種又は２種以上の脂肪
族ジカルボン酸、例えば、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、
スベリン酸、アゼライン酸及びドデカンジカルボン酸、又は１，４－シクロヘキサンジカ
ルボン酸によりさらに変性されうる。ある実施形態ではまた、０．０１～４０モル％、０
．０１～３０モル％、０．０１～２０モル％、０．０１～１０モル％、０．１～４０モル
％、０．１～３０モル％、０．１～２０モル％、０．１～１０モル％、１～４０モル％、
１～３０モル％、１～２０モル％、１～１０モル％、５～４０モル％、５～３０モル％、
５～２０モル％、又は５～１０モル％の、変性作用を有する１種又は２種以上の脂肪族ジ
カルボン酸を含むことができる。さらに別の実施形態では、変性作用を有する脂肪族ジカ
ルボン酸の含有量は０モル％である。ジカルボン酸成分の合計モル％は１００モル％であ
る。一実施形態では、アジピン酸及び／又はグルタル酸が、本発明の変性作用を有する脂
肪族ジカルボン酸成分中に与えられる。
【０１１８】
　ジカルボン酸のエステル、あるいは、それらの対応エステル及び／又は塩を、ジカルボ
ン酸の代わりに使用してもよい。ジカルボン酸エステルの好適な具体例としては、これら
に限定されるわけではないが、ジメチル、ジエチル、ジプロピル、ジイソプロピル、ジブ
チル及びジフェニルエステルが挙げられる。一実施形態において、エステルは、以下の少
なくとも１つから選択される：メチル、エチル、プロピル、イソプロピル及びフェニルエ
ステル。
【０１１９】
　所望のポリエステルに関して、シス／トランス２，２，４，４－テトラメチル－１，３
－シクロブタンジオールのモル比を変化させて、それぞれの純粋な形態、及びそれらの混
合物とすることができる。一実施形態において、シス／トランス２，２，４，４－テトラ
メチル－１，３－シクロブタンジオールのモル比は、５０／５０～０／１００の範囲で、
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例えば、４０／６０～２０／８０の範囲で変更可能である。さらなる実施形態において、
トランス／シス２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオールのモル比
は、５０／５０～０／１００の範囲で、例えば、４０／６０～２０／８０の範囲で変更可
能である。
【０１２０】
　シクロヘキサンジメタノールは、シス、トランス、又は、それらの混合物であることが
でき、シス／トランス比は、例えば、６０：４０～４０：６０、又は７０：３０～３０：
７０であることができる。一実施形態において、シス／トランス１，４－シクロヘキサン
ジメタノールのモル比は、５０／５０～０／１００の範囲で、例えば、４０／６０～２０
／８０の範囲で変更可能である。
【０１２１】
　シクロヘキサンジメタノールの任意の異性体又はそれらの混合物が、本発明のいずれの
実施形態のグリコール成分中に存在していてもよい。
【０１２２】
　一実施形態において、本発明のポリエステルのグリコール成分は、０～３０モル％の、
変性作用を有する１種又は２種以上のグリコールを含むことができる。一実施形態におい
て、本発明のポリマーのグリコール成分は、０～２０モル％の変性作用を有するグリコー
ルを含むことができる。一実施形態において、本発明のポリエステルのグリコール成分は
、１～２０モル％の、変性作用を有する１種又は２種以上のグリコールを含むことができ
る。別の実施形態において、本発明のポリエステルのグリコール成分は、２５モル％又は
それ未満の、変性作用を有する１種又は２種以上のグリコールを含むことができる。さら
に別の実施形態において、本発明に有用なポリエステルのグリコール成分は、１５モル％
未満の変性作用を有するグリコールを含むことができる。一実施形態において、本発明の
ポリエステルのグリコール成分は、１０モル％未満の、変性作用を有する１種又は２種以
上のグリコールを含むことができる。一実施形態において、本発明のポリエステルのグリ
コール成分は、５モル％未満の、変性作用を有する１種又は２種以上のグリコールを含む
ことができる。一実施形態において、本発明のポリエステルのグリコール成分は、０．０
１～１０モル％の、変性作用を有する１種又は２種以上のグリコールを含むことができる
。一実施形態において、本発明のポリエステルのグリコール成分に含まれる変性作用を有
する１種又は２種以上のグリコールの量は、０モル％であることができる。
【０１２３】
　本発明に有用なポリエステルに有用な、変性作用を有するグリコールは、２，２，４，
４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール及びシクロヘキサンジメタノール以外
のジオールを指し、２～１６個の炭素原子を含むことができる。変性作用を有するグリコ
ールの好適な具体例としては、これらに限定されるわけではないが、エチレングリコール
、ジエチレングリコール、１，２－プロパンジオール、１，３－プロパンジオール、ネオ
ペンチルグリコール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘ
キサンジオール、ポリテトラメチレングリコール、ポリエチレングリコール、及び／又は
それらの混合物が挙げられる。別の実施形態において、変性作用を有するグリコールとし
ては、これらに限定されるわけではないが、１，３－プロパンジオール及び１，４－ブタ
ンジオールのうちの少なくとも１種が挙げられる。一実施形態において、変性作用を有す
る少なくとも１種のグリコールは、ジエチレングリコールである。一実施形態において、
ジエチレングリコールは、別個のモノマーとして加えられないが、重合の間に形成される
。
【０１２４】
　本発明の実施形態において、本発明に有用なポリエステルは、２５℃の温度下、０．２
５ｇ／５０ｍＬの濃度にて、６０／４０（ｗｔ／ｗｔ）フェノール／テトラクロロエタン
中で測定された場合に、以下の内部粘度のうちの少なくとも１つを示すことができる：０
．３５～１．２ｄＬ／ｇ；０．３５～１ｄＬ／ｇ；０．３５～０．８０ｄＬ／ｇ；０．３
５～０．７５ｄＬ／ｇ；０．３５～０．７０ｄＬ／ｇ；０．３５～０．７０ｄＬ／ｇ未満
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；０．３５～０．６８ｄＬ／ｇ；０．５０～１．２ｄＬ／ｇ；０．５０～１ｄＬ／ｇ；０
．５０～０．８０ｄＬ／ｇ；０．５０～０．７５ｄＬ／ｇ；０．５０～０．７５ｄＬ／ｇ
未満；０．５０～０．７０ｄＬ／ｇ；０．５０～０．７０ｄＬ／ｇ未満；０．５０～０．
６８ｄＬ／ｇ；０．５０～０．６８ｄＬ／ｇ未満；０．６０～１．２ｄＬ／ｇ；０．６０
～１ｄＬ／ｇ；０．６０～０．８０ｄＬ／ｇ；０．６０～０．７５ｄＬ／ｇ；０．６０～
０．７０ｄＬ／ｇ；又は０．６０～０．６８ｄＬ／ｇ。
【０１２５】
　本発明で有用なポリエステルは、本明細書中に記載される少なくとも１つの内部粘度範
囲を、本発明の特定の又は一般的な実施形態との組み合わせにおいて有することができる
ものと考えられる。
【０１２６】
　本発明のブレンドに有用なポリエステルは、ジオール又は二塩基酸残基の合計モル％を
基準として、０～１０モル％、例えば、０．０１～５モル％、０．０１～１モル％、０．
０５～５モル％、０．０５～１モル％、又は０．１～０．７モル％、又は０．１～０．５
モル％の、１種又は２種以上の分岐モノマーの残基を含むことができ、分岐モノマーは、
本明細書中で分枝剤とも呼ばれ、３個又は４個以上のカルボキシル置換基、ヒドロキシル
置換基又はそれらの組み合わせを有する。ある実施形態において、分岐モノマー又は分枝
剤は、ポリエステルの重合の前及び／又はその間及び／又はその後に添加されうる。した
がって、本発明に有用なポリエステルは、直鎖又は分岐であることができる。
【０１２７】
　分岐モノマーの例としては、これらに限定されるわけではないが、多官能酸又は多官能
アルコール、例えば、トリメリット酸、無水トリメリット酸、ピロメリット酸二無水物、
トリメチロールプロパン、グリセロール、ペンタエリトリトール、クエン酸、酒石酸、３
－ヒドロキシグルタル酸等が挙げられる。一実施形態において、分岐モノマー残基は、以
下の少なくとも１種から選択される１種又は２種以上の残基を０．１～０．７モル％の量
で含むことができる：無水トリメリット酸、ピロメリット酸二無水物、グリセロール、ソ
ルビトール、１，２，６－ヘキサントリオール、ペンタエリトリトール、トリメチロール
エタン及び／又はトリメシン酸。分岐モノマーは、ポリエステル反応混合物に添加するか
、又は、濃縮物の形態のポリエステルとブレンドすることができ、例えば、米国特許第５
，６５４，３４７号及び同第５，６９６，１７６号に記載されるとおりであり、それらの
分岐モノマーに関する開示は参照により本明細書中に組み込まれる。
【０１２８】
　本発明のポリエステルは、少なくとも１種の連鎖延長剤を含むことができる。好適な連
鎖延長剤としては、これらに限定されるわけではないが、多官能（例えば、これに限定さ
れるわけではないが、二官能）のイソシアネート、多官能エポキシド（例えば、エポキシ
化ノボラック）、及びフェノキシ樹脂が挙げられる。ある実施形態において、連鎖延長剤
は、重合プロセスの最後に、又は、重合プロセスの後に添加してよい。重合プロセス後に
添加する場合、連鎖延長剤は配合により、又は、射出成形又は押出成形などの変換プロセ
スの間の添加により、取り込まれることができる。使用される連鎖延長剤の量は、使用さ
れる特定のモノマー組成及び所望の物理的特性に応じて変更しうるが、ポリエステルの合
計重量を基準として、一般に、約０．１重量％～約１０重量％、例えば、約０．１重量％
～約５重量％である。
【０１２９】
　本発明のブレンドはまた、任意の無機又は有機抗菌剤を任意の量で含むことができる。
抗菌剤は、微生物（これらに限定されるわけではないが、例えば、バクテリア又はウイル
ス）の成長を低減又は遅延又は阻害するのに効果的な薬剤又は添加剤又は化合物である。
一実施形態において、抗菌剤は、ブレンドの合計重量を基準として約０．０１重量％～約
２０重量％の量で存在する。一実施形態において、抗菌剤は、ブレンドの合計重量を基準
として約０．２５重量％～約２０重量％の量で存在する。一実施形態において、抗菌剤は
、ブレンドの合計重量を基準として約０．２５重量％～約１０重量％の量で存在する。一
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実施形態において、抗菌剤は、ブレンドの合計重量を基準として約０．５重量％～約１０
重量％の量で存在する。一実施形態において、抗菌剤は、ブレンドの合計重量を基準とし
て約０．０１重量％～約５重量％の量で存在する。一実施形態において、抗菌剤は、ブレ
ンドの合計重量を基準として約０．５重量％～約５重量％の量で存在する。一実施形態に
おいて、抗菌剤は、ブレンドの合計重量を基準として約０．０１重量％～約４重量％の量
で存在する。一実施形態において、抗菌剤は、ブレンドの合計重量を基準として約０．２
５重量％～約４重量％の量で存在する。一実施形態において、抗菌剤は、ブレンドの合計
重量を基準として約０．０１重量％～約３重量％の量で存在する。一実施形態において、
抗菌剤は、ブレンドの合計重量を基準として約０．２５重量％～約３重量％の量で存在す
る。一実施形態において、抗菌剤は、ブレンドの合計重量を基準として約０．０１重量％
～約２重量％の量で存在する。一実施形態において、抗菌剤は、ブレンドの合計重量を基
準として約０．２５重量％～約２重量％の量で存在する。
【０１３０】
　本発明の一態様において、本発明の各実施形態は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は
本明細書に記載のその他の方法により測定された場合に、０～６５、又は０～６０、又は
０～５５、又は０～５０、又は０～４５、又は０～４０、又は０～３５、又は０～３０、
又は０～２０、又は０～１５、又は０～１０、又は０～５、又は１～２０、又は１～１５
、又は５～２０、又は５～１５、又は１０～２０、又は１０～１６、又は１０～１５のヘ
イズ値を有することができる。これらのヘイズ値のいずれか１つと関連する一実施形態に
おいて、ブレンドの透過率（％）は、５０％以上又は６０％以上又は７０％以上であるこ
とができる。
【０１３１】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が５重量％以下である場合に、６５％未満、又は６０％未満、又は５５％未満、又は
５０％未満、又は４０％未満、又は３０％未満、又は２０％未満、又は１０％未満のヘイ
ズ値を有することができ、ここで、ヘイズ値は、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明
細書に記載のその他の方法により測定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準
とする。
【０１３２】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が４重量％以下である場合に、５０％未満、又は４０％未満、又は３０％未満、又は
２０％未満、又は１０％未満のヘイズ値を有することができ、ここで、ヘイズ値は試験方
法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細書に記載のその他の方法により測定され、抗菌剤の重
量％はブレンドの合計重量を基準とする。
【０１３３】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が３重量％以下である場合に、６５％未満、又は６０％未満、又は５５％未満、又は
５０％未満、又は４０％未満、又は３０％未満、又は２０％未満、又は１０％未満のヘイ
ズ値を有することができ、ここで、ヘイズ値は試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細
書に記載のその他の方法により測定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準と
する。
【０１３４】
　本発明の一態様において、本発明のブレンドは、少なくとも１種の抗菌剤又は抗菌性添
加剤が２重量％以下である場合に、６５％未満、又は６０％未満、又は５５％未満、又は
５０％未満、又は４０％未満、又は３０％未満、又は２０％未満、又は１０％未満のヘイ
ズ値を有することができ、ここで、ヘイズ値は試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１００３又は本明細
書に記載のその他の方法により測定され、抗菌剤の重量％はブレンドの合計重量を基準と
する。
【０１３５】
　当該技術分野で公知の任意の抗菌剤を、本発明のポリエステルとともに使用することが
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できる。１種又は２種以上の抗菌剤を、本発明との関連において使用することができる。
【０１３６】
　本発明の特定の実施形態において、好適な無機抗菌剤の具体例としては、遷移金属イオ
ン系化合物（例えば、銀、亜鉛、銅、金、錫及び白金系化合物）が挙げられる。好適な銀
含有抗菌剤の具体例としては、硫酸銀、酢酸銀、塩化銀、乳酸銀、リン酸銀、ステアリン
酸銀、チオシアン酸銀、プロテイン銀、炭酸銀、硝酸銀、スルファジアジン銀、アルギン
酸銀、銀ナノ粒子、銀置換セラミックゼオライト、リン酸カルシウムと複合化した銀、リ
ン酸カルシウムと複合化した銀－銅合金、クエン酸二水素銀、ヨウ化銀、酸化銀、銀リン
酸ジルコニウム、銀ガラス、及びそれらの組み合わせが挙げられる。
【０１３７】
　抗菌剤の特定の実施形態としては、以下のものが挙げられる：（１）「ＡｇＩＯＮ」：
２．５％の銀を含有し、商品名「ＡｇＩＯＮ」抗菌剤としてＡｇＩＯＮ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｗａｋｅｆｉｅｌｄ，Ｍａｓｓ．）から市販されている銀含有無
機ゼオライト食品用抗菌剤タイプＡＪ；（２）「Ａｌｐｈａｓａｎ」：商品名「ＡＬＰＨ
ＡＳＡＮ　ＲＣ５０００」としてＭｉｌｌｉｋｅｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ（Ｓｐａｒｔａ
ｎｂｕｒｇ，Ｓ．Ｃ．）から市販されている銀リン酸ジルコニウム；（３）「Ｓｉｌｖｅ
ｒ　ｇｌａｓｓ」：Ｇｉｌｔｅｃｈ（Ｓｃｏｔｌａｎｄ，ＵＫ）から市販されている銀ガ
ラス抗菌剤；（４）「Ｃｏｐｐｅｒ　ｇｌａｓｓ」：Ｇｉｌｔｅｃｈ（Ｓｃｏｔｌａｎｄ
，ＵＫ）から市販されている銅ガラス抗菌剤；（５）「銀ナノ粒子」：商品名「ＳＩＬＶ
ＥＲＪＥＴ　ＤＧＰ-（Ｉ）－２０」としてＡｄｖａｎｃｅｄ　Ｎａｎｏ　Ｐａｒｔｉｃ
ｌｅｓ（ＡＮＰ）（Ｓｅｏｕｌ，Ｓｏｕｔｈ　Ｋｏｒｅａ）から市販されている、イソプ
ロパノール中に分散した２０％銀ナノ粒子の分散液；（６）「酸化銀」：Ａｌｆａ　Ａｅ
ｓａｒ（Ｗａｒｄ　Ｈｉｌｌ，Ｍａｓｓ．）から市販されている、式量１２３．９を有す
る酸化銀（ＡｇＯ）；（７）「炭酸アンモニウム」：Ａｌｄｒｉｃｈ（Ｍｉｌｗａｕｋｅ
ｅ，Ｗｉｓ．）から市販されている炭酸アンモニウム塩；（８）「トリクロサン」：Ｃｉ
ｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ.（Ｔａｒｒｙｔｏｗｎ，Ｎ．Ｙ．）か
ら市販されているトリクロサン抗菌剤；（９）「ＤＭＡＥＭＡ－ＣＣＩ」：Ｃｉｂａ　Ｓ
ｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ（Ｔａｒｒｙｔｏｗｎ，Ｎ．Ｙ．）から市販され
ているジメチルヘキサデシルアンモニウムエチルメタクリレート－ＣＣＩ抗菌剤；（１０
）「Ｃｏｓｍｏｃｉｌ　ＣＱ」：商品名「ＣＯＳＭＯＣＩＬ　ＣＱ」としてＡｖｅｃｉａ
，Ｉｎｃ．（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ　Ｄｅｌ．）から市販されている抗菌剤；（１１）「
Ｖａｎｔｏｃｉｌ　Ｐ」：商品名「ＶＡＮＴＯＣＩＬ　Ｐ」としてＡｒｃｈ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌｓ，Ｉｎｃ．（Ｎｏｒｗａｌｋ，Ｃｏｎｎ．）から市販されているポリ（イミノイ
ミドカルボニルイミドカルボニルイミノヘキサメチレン塩酸塩）；（１２）「Ｍｙａｃｉ
ｄｅ　ＡＳ　Ｐｌｕｓ」：商品名「ＭＹＡＣＩＤＥ　ＡＳ　ＰＬＵＳ」としてＢＡＳＦ　
Ｃｏｒｐ．（Ｐａｒｓｉｐｐａｎｙ，Ｎ．Ｊ．）から市販されている抗菌剤；（１３）「
ＣＨＧ」：Ｘｔｔｒｉｕｍ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｃｈｉｃａｇｏ，Ｉ
ＩＩ.）から市販されている、２０重量％クロルヘキシジングルコネートの水溶液；（１
４）「Ｂａｒｄａｃ　２０５Ｍ」：商品名「ＢＡＲＤＡＣ　２０５Ｍ」としてＬｏｎｚａ
　Ｇｒｏｕｐ　Ｌｔｄ．（Ｖａｌａｉｓ，Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ）から市販されている
第４級アンモニウム化合物；（１５）「Ｂａｒｄａｃ　２０８Ｍ」：商品名「ＢＡＲＤＡ
Ｃ　２０８Ｍ」としてＬｏｎｚａ　Ｇｒｏｕｐ　Ｌｔｄ．（Ｖａｌａｉｓ，Ｓｗｉｔｚｅ
ｒｌａｎｄ）から市販されている第４級アンモニウム化合物；（１６）「３Ｍ９０６Ｈａ
ｒｄｃｏａｔ」：商品名「３Ｍ９０６」耐摩耗性ハードコートとして３Ｍ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎ．）から市販されている、重合可能な前駆物質；
（１７）「３Ｍ　ＳＧ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ」：商品名「ＳＣＯＴＣＨＧＡＲＤ」Ｕ
Ｖ硬化性フィルム保護組成物として３Ｍ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，Ｍ
ｉｎｎ．）から市販されている、重合可能な前駆物質；（１８）「ＵＶＨＣ３０００」：
商品名「ＵＶＨＣ３０００」としてＧＥ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ（Ｗａｔｅｒｆｏｒｄ，Ｎ
．Ｙ．）から市販されている、重合可能な前駆物質；（１９）「３Ｍ　ＵＶ－Ｆｏｒｍｕ



(39) JP 6027028 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

ｌａｔｉｏｎ」：１２％ヘキサンジオールジアクリレートで希釈された脂肪族ウレタンジ
アクリレート１３．８４部（商品名「ＥＢＥＣＲＹＬ２８４」としてＵＣＢ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌｓ（Ｓｍｙｒｎａ，Ｇａ．）から市販されている）、イソオクチルアクリレート２
４．２４部（Ｓａｒｔｏｍｅｒ　Ｃｏ．（Ｅｘｔｏｎ，Ｐａ．）から市販されている）、
テトラヒドロフルフリルアクリレート１３．８４部（これもＳａｒｔｏｍｅｒ　Ｃｏ．か
ら市販されている）、ベンゾフェノンフリーラジカル生成光開始剤５部（これもＳａｒｔ
ｏｍｅｒ　Ｃｏ．から市販されている）、及びイソプロピルチオキサントン光開始剤共力
剤５部（Ａｃｅｔｏ　Ｃｏｒｐ．（Ｎｅｗ　Ｈｙｄｅ　Ｐａｒｋ，Ｎ．Ｙ．）から市販さ
れている）を含有する、重合可能な前駆物質；（２０）「Ｉｒｇａｃｕｒｅ８１９」：商
品名「ＩＲＧＡＣＵＲＥ８１９」としてＣｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌｓ（Ｔａｒｒｙｔｏｗｎ，Ｎ．Ｙ．）から市販されているホスフィンオキシド、フェニ
ルビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）光開始剤；（２１）「Ｌａｕｒｉｃｉｄｉ
ｎ」：商品名「ＬＡＵＲＩＣＩＤＩＮ」としてＭｅｄ－Ｃｈｅｍ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉ
ｅｓ（Ｅａｓｔ　Ｌａｎｓｉｎｇ，Ｍｉｃｈ．）から市販されているグリセロールモノラ
ウレート脂肪酸モノエステル　「ＤＯＳＳ界面活性剤」：Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ，Ｗａｒ
ｄ　Ｈｉｌｌ，Ｍａｓｓ．から市販されている、ジオクチルスルホスクシネート（ＤＯＳ
Ｓ）界面活性剤；（２２）「サリチル酸」：Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓａｉｎｔ　Ｌｏｕｉｓ，Ｍｏ）から市販されている、式量１３
８．１の２－ヒドロキシ安息香酸（ＨＯＣ６ＨｇＣＯ２Ｈ）；（２３）「Ｓｅｌｅｃｔ　
Ｓｉｌｖｅｒ」：Ｍｉｌｌｉｋｅｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｐａｒｔａ
ｎｂｕｒｇ，ＳＣ）から市販されている抗菌剤；（２４）「Ｈｙｇｅｎｔｉｃ」：ＢＡＳ
Ｆ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｔａｒｒｙｔｏｗｎ，ＮＹ）から市販されている、抗菌性
添加剤；又は（２５）Ａｇｉｏｎ　ＳＬ　抗菌性添加剤（Ｗａｋｅｆｉｅｌｄ，ＭＡ．）
【０１３８】
　一実施形態において、抗菌剤は、酸化銀、銀リン酸ジルコニウム、銀ガラス、銀シリカ
、又はそれらの組み合わせのうちの少なくとも１種から選択することができる。一実施形
態において、抗菌剤又は添加剤は、酸化銀である。一実施形態において、抗菌剤又は添加
剤は、場合により約４０ミクロンの平均粒径が有していてもよい銀マグネシウムシリカで
あることができるが、異なる粒径を有する同様のタイプの添加剤を使用することもできる
。本発明に有用なポリエステルのガラス転移温度（Ｔｇ）は、測定の際、ＴＡ　ＤＳＣ２
９２０（Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎａｌｙｓｔ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ社製）をスキャン速度
２０℃／分で使用して測定された。本発明の一実施形態において、ポリエステルのＴｇは
、９０～１５０℃、９０～１４０℃、又は９０～１３０℃、又は９０～１２０℃、又は１
００～１４０℃、又は１００～１３０℃、又は１００～１２０℃であることができる。
【０１３９】
　一実施形態において、本発明に有用な特定のポリエステルは、視覚的に透明であること
ができる。用語「視覚的に透明」は、視覚的に試験したときに、曇り、ヘイズ及び／又は
混濁の量が少ないこととして本明細書中で定義される。
【０１４０】
　一実施形態において、本発明のブレンドの成形サンプルの光学的特性（色及びヘイズ）
は、Ｈｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓｃａｎ　Ｖｉｓ（１０°オブザーバー，トランス
ミッションモード）を用いて測定することができる。色及びヘイズは、次の設定を用いて
測定することができる：透過モード，Ｄ６５光源（Ｄａｙｌｉｇｈｔ，Ｎｏｏｎ　Ｗｏｒ
ｌｄ　Ａｖｅｒａｇｅ，６５００°Ｋ色温度），１０°標準的オブザーバー，広視野（１
”直径）及び正反射包含（specular included）。
【０１４１】
　別の実施形態において、本発明のブレンドの成形サンプルの光学的特性（色及びヘイズ
）は、ＡＳＴＭ　Ｄ１００３を用いて測定することができる。一実施形態において、これ
らの測定は、幅１／８インチのサンプルに対して実施することができる。別の実施形態に
おいて、これらの測定は、幅１／８インチのサンプルに対して実施される。
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【０１４２】
　本明細書で使用される用語「屈折率」（本明細書中において「ＲＩ」と略される）は、
当業者に周知の標準的方法に従って得られた屈折率の測定結果を意味する。本明細書中で
報告される屈折率は、波長６３３ｎｍにおいて、Ｍｅｔｒｉｃｏｎ　Ｐｒｉｓｍ　Ｃｏｕ
ｐｌｅｒTM　モデル２０１０　屈折計（Ｍｅｔｒｉｃｏｎ　Ｉｎｃ．製）を用いて決定さ
れたものであり、３つの直交方向（押出又は延伸方向、横方向、及び厚さ方向）における
屈折率の平均として報告される。一実施形態において、本発明のポリエステルの屈折率は
１．４８～１．５８であることができる。一実施形態において、抗菌添加剤の屈折率は１
．４８～１．５８であることができる。一実施形態において、本発明に有用なポリエステ
ルと抗菌添加剤との間の屈折率の差は、約０．０４～約－０．０４、又は約０．０２～約
－０．０２であることもできる。
【０１４３】
　本明細書で使用される用語「％ヘイズ」は、Ｈｕｎｔｅｒ’ｓ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　
Ｓｏｆｔｗａｒｅ（ｖｅｒｓｉｏｎ３．８）を利用するＨｕｎｔｅｒＬａｂ　Ｕｌｔｒａ
Ｓｃａｎ　Ｓｐｈｅｒｅ８０００　比色計（Ｈｕｎｔｅｒ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ　Ｌａ
ｂｏｒａｔｏｒｙ，Ｉｎｃ．，Ｒｅｓｔｏｎ，Ｖａ）を用いて、試験方法ＡＳＴＭ　Ｄ１
００３に従って決定されたヘイズ値を意味する（％ヘイズ＝１００×拡散透過率／全透過
率）。本発明の組成物に関して、ヘイズは、組成物を、厚みが１／８インチ又はそれ未満
のシート又はフィルムに成形し（molding or casting）、Ｄ１００３及び／又は実施例に
記載の方法に従ってヘイズを測定することにより決定される。造形品（例えば、多層構造
の造形品）に関して、ヘイズは、物品から、厚みが１／８インチ又はそれ未満の小片（す
なわち１×１ｃｍ）を切り出し、本明細書に記載の方法に従ってヘイズを測定することに
より決定することができる。上記と同様、一実施形態において、これらの測定は、幅１／
８インチのサンプルに対して実施することができる。別の実施形態において、これらの測
定は、幅１／８インチのサンプルに対して実施される。
【０１４４】
　一実施形態において、本発明のポリエステルブレンド（一実施形態において、トナーを
含むもの又は含まないもの）は、色値Ｌ＊、ａ＊及びｂ＊を有することができ、色値は、
Ｈｕｎｔｅｒ　Ｌａｂウルトラスキャンスペクトル比色計（Ｈｕｎｔｅｒ　Ａｓｓｏｃｉ
ａｔｅｓ　Ｌａｂ　Ｉｎｃ．，Ｒｅｓｔｏｎ，Ｖａ製）を用いて決定することができる。
色の決定は、ポリエステルのペレット又はプラック又はそれから射出成形又は押出成形さ
れた他の物品のいずれかで測定された値の平均である。色値は、ＣＩＥ（国際照明委員会
）（翻訳）のＬ＊ａ＊ｂ＊表色系によって決定され、ここで、Ｌ＊は明度座標を表し、ａ
＊は赤／緑座標を表し、ｂ＊は黄／青座標を表す。特定の実施形態において、本発明に有
用なポリエステル（一実施形態において、トナーを含むもの又は含まないもの）のｂ＊値
は－１２～１２未満とすることができ、Ｌ＊値は５０～９０とすることができる。他の実
施形態において、本発明に有用なポリエステル（一実施形態において、トナーを含むもの
又は含まないもの）のｂ＊値は、以下の範囲のいずれかで存在することができる：－１０
～１０；－１０～１０未満；－１０～９；－１０～８；－１０～７；－１０～６；－１０
～５；－１０～４；－１０～３；－１０～２；－５～９；－５～８；－５～７；－５～６
；－５～５；－５～４；－５～３；－５～２；０～９；０～８；０～７；０～６；０～５
；０～４；０～３；０～２；１～１０；１～９；１～８；１～７；１～６；１～５；１～
４；１～３；及び１～２。他の実施形態において、本発明に有用なポリエステルのＬ＊値
は、以下の範囲のいずれかであることができる：５０～６０；５０～７０；５０～８０；
５０～９０；６０～７０；６０～８０；６０～９０；７０～８０；７９～９０。
【０１４５】
　ＡＳＴＭ　Ｄ２５６に記載されるノッチ付きアイゾッド衝撃強度は、強度の一般的測定
方法である。ノッチ付きアイゾッド衝撃強度は、ＡＳＴＭ　Ｄ２５６に従って決定された
１０ミルノッチ付きの厚み３．２ｍｍ（１／８インチ）の試験片（bar）を用いて２３℃
で測定される。一実施形態において、本発明に有用な特定のポリエステルは、ＡＳＴＭ　
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Ｄ２５６に従って決定された１０ミルノッチ付きの厚み３．２ｍｍ（１／８インチ）の試
験片を用いて２３℃で測定された場合、少なくとも１／２ｆｔ－ｌｂ／ｉｎというノッチ
付きアイゾッド衝撃強度を示すことができる。一実施形態において、本発明の有用な特定
のポリエステルは、ＡＳＴＭ　Ｄ２５６に従って決定された１０ミルノッチ付きの厚み３
．２ｍｍ（１／８インチ）の試験片を用いて２３℃で測定された場合、少なくとも１ｆｔ
－ｌｂ／ｉｎというノッチ付きアイゾッド衝撃強度を示すことができる。一実施形態にお
いて、本発明に有用な特定のポリエステルは、ＡＳＴＭ　Ｄ２５６に従って決定された１
０ミルノッチ付きの厚み３．２ｍｍ（１／８インチ）の試験片を用いて２３℃で測定され
た場合、少なくとも２ｆｔ－ｌｂ／ｉｎというノッチ付きアイゾッド衝撃強度を示すこと
ができる。一実施形態において、本発明に有用な特定のポリエステルは、ＡＳＴＭ　Ｄ２
５６に従って決定された１０ミルノッチ付きの厚み３．２ｍｍ（１／８インチ）の試験片
を用いて２３℃で測定された場合、少なくとも３ｆｔ－ｌｂ／ｉｎというノッチ付きアイ
ゾッド衝撃強度を示すことができる。一実施形態において、本発明に有用な特定のポリエ
ステルは、ＡＳＴＭ　Ｄ２５６に従って決定された１０ミルノッチ付きの厚み３．２ｍｍ
（１／８インチ）の試験片を用いて２３℃で測定された場合、少なくとも４ｆｔ－ｌｂ／
ｉｎというノッチ付きアイゾッド衝撃強度を示すことができる。一実施形態において、本
発明に有用な特定のポリエステルは、ＡＳＴＭ　Ｄ２５６に従って決定された１０ミルノ
ッチ付きの厚み３．２ｍｍ（１／８インチ）の試験片を用いて２３℃で測定された場合、
少なくとも５ｆｔ－ｌｂ／ｉｎというノッチ付きアイゾッド衝撃強度を示すことができる
。別の実施形態において、本発明に有用な特定のポリエステルは、ＡＳＴＭ　Ｄ２５６に
従って決定された１０ミルノッチ付きの厚み３．２ｍｍ（１／８インチ）の試験片を用い
て２３℃で測定された場合、少なくとも７．５ｆｔ－ｌｂ／ｉｎというノッチ付きアイゾ
ッド衝撃強度を示すことができる。一実施形態において、本発明に有用な特定のポリエス
テルは、ＡＳＴＭ　Ｄ２５６に従って決定された１０ミルノッチ付きの厚み３．２ｍｍ（
１／８インチ）の試験片を用いて２３℃で測定された場合、少なくとも１０ｆｔ－ｌｂ／
ｉｎというノッチ付きアイゾッド衝撃強度を示すことができる。
【０１４６】
　本発明の特定のポリエステル及び／又はポリエステル組成物は、向上した環境応力亀裂
抵抗性を有する。一般的に、本発明における環境応力亀裂抵抗性試験は、「Ｓｔｒｅｓｓ
　ｃｒａｃｋｉｎｇ　ｏｆ　ｒｉｇｉｄ　ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃｓ」と題された文
献（Ｒ．Ｌ．Ｂｅｒｇｅｎ，Ｊｒ.，ＳＰＥ　Ｊ．６６７－６７０（１９６２））に記載
されている。本発明の特定のポリエステル及び／又はブレンドは、０．６％以上の、又は
０．７％以上の、又は０．８％以上の、又は０．９％以上の、又は０．９％を超える脂質
臨界歪み（lipid critical strain）を有することができる。本発明の特定のポリエステ
ル及び／又はポリエステルブレンドは、０．９％以上の、又は１．０％以上の、又は１．
０％を超えるイソプロパノール臨界歪み（isopropanol critical strain）を有すること
ができる。本発明の特定のポリエステル及び／又はポリエステルブレンドは、０．９％以
上の脂質臨界歪みと１．０％を超えるイソプロパノール臨界歪みとを有することができる
。脂質臨界歪み及び／又はイソプロパノール臨界歪みは、「Ｓｔｒｅｓｓ　ｃｒａｃｋｉ
ｎｇ　ｏｆ　ｒｉｇｉｄ　ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃｓ」と題された文献（Ｒ．Ｌ．Ｂ
ｅｒｇｅｎ，Ｊｒ．，ＳＰＥ　Ｊ．６６７－６７０（１９６２））に記載されるように測
定することができる。
【０１４７】
　一実施形態において、リン化合物は、本発明に有用であり、有機化合物、例えば、ハロ
ゲン化又は非ハロゲン化有機置換基を含有するリン含有酸エステルであることができる。
本発明に有用なリン化合物は、当該技術分野で周知の広範なリン化合物、例えば、ホスフ
ィン、ホスファイト、ホスフィニット、ホスホニト、ホスフィナート、ホスホナート、ホ
スフィンオキシド、及びホスフェートを含むことができる。
【０１４８】
　一実施形態において、本発明に有用なリン化合物としては、これらに限定されるわけで
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はないが、リン酸、リン含有酸、ホスフィン酸、ホスホン酸、又は亜ホスホン酸のアルキ
ル、アリール又は混合アルキル－アリールエステル又は部分エステルが挙げられる。アル
キル又はアリール基は、１個又は２個以上の置換基を含むことができる。
【０１４９】
　エステルは、アルキル、分岐アルキル、置換アルキル、アルキルエーテル、アリール、
及び／又は置換アリール基を含むことができる。また、エステルは、少なくとも１個のア
ルキル基及び少なくとも１個のアリール基を有することができる。特定のリン化合物中に
存在するエステル基の数は、０から、使用されるリン化合物中に存在するヒドロキシル基
の数に基づいて許容可能な最大数まで変動可能である。例えば、アルキルリン酸エステル
は、モノ－、ジ－、及びトリアルキルリン酸エステルのうちの１種又は２種以上を含むこ
とができ、アリールリン酸エステルは、モノ－、ジ－、及びトリアリールリン酸エステル
のうちの１種又は２種以上を含むことができ、そして、アルキルリン酸エステル及び／又
はアリールリン酸エステルは、これらに限定されるわけではないが、少なくとも１個のア
ルキル及びアリール基を有する混合アルキル－アリールリン酸エステルを含むことができ
る。
【０１５０】
　一態様において、本発明に有用なリン化合物は、置換又は非置換アルキルリン酸エステ
ル、置換又は非置換アリールリン酸エステル、置換又は非置換混合アルキル－アリールリ
ン酸エステル、ジホスホン酸エステル、リン酸の塩、ホスフィンオキシド、及び混合アリ
ール－アルキル亜リン酸エステル、それらの反応産物、並びに、それらの混合物のうちの
少なくとも１種から選択された、少なくとも１種のリン化合物を含むことができる。リン
酸エステルは、リン酸が完全にエステル化されている、又は部分的にのみエステル化され
ているエステルを含む。
【０１５１】
　本発明に有用なポリエステルを製造する上で有用な触媒としては、これらに限定される
わけではないが、ガリウム、亜鉛、アンチモン、コバルト、マンガン、マグネシウム、ゲ
ルマニウム、リチウム、スズ、チタン、又はアルミニウム化合物をベースとするもの、及
びアルミニウム化合物と水酸化リチウム又は水酸化ナトリウムとをベースとするものが挙
げられる。一実施形態において、触媒は、少なくとも１種のスズ化合物と少なくとも１種
のチタン化合物との組み合わせであることができる。一実施形態において、触媒は、少な
くとも１種のスズ化合物であることができる。別の実施形態において、触媒は、少なくと
も１種のチタン化合物であることができる。
【０１５２】
　一実施形態において、触媒量は、触媒金属を基準として、そして、最終ポリマーの重量
を基準として、１０ｐｐｍ～２０，０００ｐｐｍ、又は１０～１０，０００ｐｐｍ、又は
１０～５０００ｐｐｍ、又は１０～１０００ｐｐｍ、又は１０～５００ｐｐｍ、又は１０
～３００ｐｐｍ、又は１０～２５０ｐｐｍの範囲であることができる。これらのプロセス
は、バッチ又は連続プロセスのいずれかで実施することができる。一実施形態において、
プロセスは、連続プロセスで実施される。
【０１５３】
　一実施形態において、本発明に有用なポリマーは、以下の工程：
（Ａ）本発明に有用なポリエステルに有用なモノマーを含む混合物を、少なくとも１種の
錫触媒の存在下、１５０～２５０℃の温度で、初期ポリエステルが製造されるのに十分な
時間、加熱する工程、
（Ｂ）工程（Ａ）の産物を２３０～３２０℃の温度で１～１２時間加熱して重縮合する工
程、及び
（Ｃ）未反応のグリコールを除去する工程
を含む方法により調製することができる。
【０１５４】
　エステル化工程（Ａ）の反応時間は、選択された温度、圧力、及びグリコールのジカル
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ボン酸に対する供給モル比に依存する。
【０１５５】
　典型的には、工程（Ｂ）及び工程（Ｃ）は、同時に実施することができる。これらの工
程は、当該技術分野で公知の方法により、例えば、反応混合物を０．００２ｐｓｉｇ以上
、大気圧未満の範囲の圧力下に置くことにより、又は高温窒素ガスを反応混合物に吹き付
けることにより、実施することができる。
【０１５６】
　本発明のポリエステルは、当業者に公知のその他の方法によって調製することもできる
。ジオール及びジカルボン酸の反応は、慣用のポリエステル重合条件を用いて又は融液相
プロセスにより実施することができるが、十分な結晶化度を有するものは、融液相の後、
固相重縮合技術を実施することにより製造することができる。反応混合物における十分な
熱伝達及び表面更新（surface renewal）が保証されるように、両段階において撹拌又は
適当な条件が使用される。
【０１５７】
　本発明は、さらに、場合により追加のポリマー成分を含むブレンドに関する。このブレ
ンドは、
（ａ）本発明に有用なポリエステル　８０～９９．９９重量％、
（ｂ）少なくとも１種の追加のポリマー成分　０～１９．９９重量％、及び（ｃ）０．０
１～２０重量％を含むことができ、ここで、重量％は、ブレンドの合計重量を基準とする
。
【０１５８】
　本発明は、さらに、場合により追加のポリマー成分を含むブレンドに関する。このブレ
ンドは、
（ａ）本発明に有用なポリエステル　８０～９９．９９重量％、
（ｂ）０．０１～１９．９８重量％　少なくとも１種の追加のポリマー成分；及び（ｃ）
０．０１～２０重量％を含むことができ、ここで、重量％は、ブレンドの合計重量を基準
とする。
【０１５９】
　追加のポリマー成分の好適な具体例としては、これらに限定されるわけではないが、ナ
イロン；本発明に有用なポリエステルとして本明細書に具体的に記載されるもの以外のポ
リエステル；ポリアミド、例えば、ＤｕＰｏｎｔ社製のＺＹＴＥＬ（登録商標）；ポリス
チレン；ポリスチレンコポリマー；スチレンアクリロニトリルコポリマー；アクリロニト
リルブタジエンスチレンコポリマー；ポリ（メチルメタクリレート）；アクリルコポリマ
ー；ポリ（エーテルイミド）、例えば、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ社製のポリ（
エーテルイミド）であるＵＬＴＥＭ（登録商標）；ポリフェニレンオキシド、例えば、ポ
リ（２，６－ジメチルフェニレンオキシド）又はポリ（フェニレンオキシド）／ポリスチ
レンブレンド、例えば、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ社製のポリ（２，６－ジメチ
ルフェニレンオキシド）及びポリスチレン樹脂のブレンドであるＮＯＲＹＬ１０００（登
録商標）；ポリフェニレンスルフィド；ポリフェニレンスルフィド／スルホン；ポリ（エ
ステル－カーボネート）；ポリカーボネート、例えば、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉ
ｃ社製のポリカーボネートであるＬＥＸＡＮ（登録商標）；ポリスルホン；ポリスルホン
エーテル；及び芳香族ジヒドロキシ化合物のポリ（エーテル－ケトン）；又は上記ポリマ
ーの任意のものの混合物が挙げられる。
【０１６０】
　さらに、本発明のブレンドは、慣用の添加剤、例えば、着色剤、トナー、染料、離型剤
、難燃剤、可塑剤、核生成剤、安定剤及び酸化防止剤（これらに限定されるわけではない
が、本明細書に記載のリン化合物以外のＵＶ安定剤、熱安定剤及び／又はその反応生成物
）、充填剤及び耐衝撃性改良剤を含むこともできる。一実施形態において、ブレンドは、
これらの添加剤の１種又は２種以上を０．０１～２５重量％含むことができる。本発明に
有用である、当該技術分野で周知の典型的な市販の耐衝撃性改良剤の具体例としては、こ
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れらに限定されるわけではないが、エチレン／プロピレンターポリマー、官能化ポリオレ
フィン（例えば、アクリル酸メチル及び／又はメタクリル酸グリシジルを含有するもの）
、スチレン系ブロックコポリマー耐衝撃性改良剤、及び、各種アクリルコア／シェル型の
耐衝撃性改良剤が挙げられる。このような添加剤の残基もまた、ポリエステル組成物の一
部として考えられる。
【０１６１】
　さらに、ポリマーを着色する特定の試薬をその融液に加えることができる。一実施形態
において、生成されるポリエステルポリマー融液相産物（melt phase product）のｂ＊を
低減させるために、青味付けトナーが融液に加えられる。そのような青味剤としては、例
えば、青色の無機及び有機トナーが挙げられる。さらに、赤色トナーを、ａ＊色を調整す
るために使用することもできる。有機トナー、例えば、青色及び赤色の有機トナー、具体
的には、米国特許第５，３７２，８６４号及び第５，３８４，３７７号（これらは、その
全体が参照により本明細書に組み込まれる）に記載されるようなトナーを使用することが
できる。有機トナーは、プレミックス組成物として供給することができる。プレミックス
組成物は、赤色及び青色化合物の純ブレンド（neat blend）であってもよいし、ポリエス
テルの原材料のうちの１つ（例えば、エチレングリコール）に予め溶解又はスラリー化さ
れていてもよい。
【０１６２】
　加えられるトナー成分の合計量は、当然のことながら、基礎となるポリエステルの内在
的な黄色の量、及びトナーの効能に依存する。一般的に、一実施形態において、組み合わ
せられた有機トナー成分に関して、約１５ｐｐｍという最大濃度、及び約０．５ｐｐｍと
いう最小濃度を使用することができる。青味付け添加剤の合計量は、典型的には、０．５
～１０ｐｐｍの範囲である。
【０１６３】
　トナーは、エステル化ゾーン又は重縮合ゾーンに加えることができる。好ましくは、ト
ナーは、エステル化ゾーン又は重縮合ゾーンの初期段階（例えば、初期重合反応器）に加
えられる。
【０１６４】
　本発明の脂肪族ポリエステル組成物はまた、少なくとも１種のヒンダードアミン系光安
定剤（本明細書中で「ＨＡＬＳ」と略される）を含むことができる。本発明に有用なＨＡ
ＬＳのうちの多くは、公知の化合物であり、幾つかは市販されている。ＨＡＬＳは、その
塩、Ｎ－オキシド及びＮ－ヒドロキシドを含むことができる。一般的に、ＨＡＬＳは、非
芳香族複素環の一部分を形成する炭素－窒素－炭素鎖に含まれるアミノ窒素を有するもの
として記載することができ、その鎖の２個の炭素原子はそれぞれ、２個の低級アルキル基
（ここで、２個の低級アルキルは、同一であってもよいし、異なってもよく、それぞれ１
～２２炭素原子を含む低級アルキル基であることができる）、又は３～８個の炭素原子を
含む脂環式基に結合しており、それらはアミンの立体障害となる。例えば、本発明の一実
施形態において、ＨＡＬＳは、２，２，６，６－テトラアルキルピペリジン、その酸付加
塩又は金属化合物との錯体を含むことができる。
【０１６５】
　本発明のポリエステル組成物はまた、紫外線吸収剤（ＵＶＡ）を含むことができる。一
実施形態において、用語「紫外線吸収剤」は、２９０～４００ｎｍの範囲の光を吸収する
とともに、４００～７００ｎｍに最小吸光度を有し、かつ、ポリマー組成物の耐候性を改
善する１種の化合物又は２種以上の化合物の混合物として定義される。本発明によれば、
本発明の脂肪族ポリエステルは、その中に、トリアジン、シアノアクリレート、ベンゾト
リアゾール、ナフタレン、及びベンゾオキサジノン及びそれらの混合物から選択された少
なくとも１種のＵＶＡがブレンドされていてもよい。そのような材料は、米国特許第６，
３５２，７８３号、同第５，４８０，９２６号及び同第５，７８３，３０７号、並びに米
国特許出願公開第２００６／０１１１４８１号（公開日２００６年５月２５日）において
、より詳細に記載されている。
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【０１６６】
　本発明の範囲内に含まれる市販のＵＶＡの具体例は次の通りである：Ｃｙａｓｏｒｂ　
ＵＶ－２３３７（Ｃｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，ＣＡＳ番号２５９７３－５５－１
），Ｃｙａｓｏｒｂ　ＵＶ－５４１１（Ｃｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，ＣＡＳ番号
３１４７－７５－９），Ｃｙａｓｏｒｂ　ＵＶ－５３６５（Ｃｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒ
ｉｅｓ，ＣＡＳ番号２４４０－２２－４），Ｃｙａｓｏｒｂ　ＵＶ－１１６４（Ｃｙｔｅ
ｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，ＣＡＳ番号２７２５－２２－６），Ｃｙａｓｏｒｂ　ＵＶ－
３６３８（Ｃｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，ＣＡＳ番号１８６００－５９－４），Ｔ
ｉｎｕｖｉｎ　２１３（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番
号１０４８１０－４７－１），Ｔｉｎｕｖｉｎ　２３４（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番号７０３２１－８６－７），Ｔｉｎｕｖｉｎ　３２０（
Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番号３８４６－７１－７）
，Ｔｉｎｕｖｉｎ　３２６（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡ
Ｓ番号３８９６－１１－５），Ｔｉｎｕｖｉｎ　３２７（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番号３８６４－９９－１），Ｔｉｎｕｖｉｎ　３２８（Ｃ
ｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番号２５９７３－５５－１）
，Ｔｉｎｕｖｉｎ　３２９（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡ
Ｓ番号３１４７－７５－９），Ｔｉｎｕｖｉｎ　３５０（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番号３６４３７－３７－３），Ｔｉｎｕｖｉｎ　３６０（
Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番号１０３５９７－４５－
１），Ｔｉｎｕｖｉｎ　５７１（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，
ＣＡＳ番号２３３２８－５３－２）及びＴｉｎｕｖｉｎ　１５７７（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃ
ｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番号１４７３１５－５０－２）。一実施形態に
おいて、ＵＶＡは、ベンゾトリアゾール、トリアジン及びベンゾオキサジン－４－オン（
例えば、Ｃｙａｓｏｒｂ　ＵＶ－１１６４（Ｃｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，ＣＡＳ
番号２７２５－２２－６）、Ｃｙａｓｏｒｂ　ＵＶ－３６３８（Ｃｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓ
ｔｒｉｅｓ，ＣＡＳ番号１８６００－５９－４）、Ｔｉｎｕｖｉｎ　１５７７（Ｃｉｂａ
　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番号１４７３１５－５０－２）、Ｔ
ｉｎｕｖｉｎ　２３４（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番
号７０３２１－８６－７）及びＴｉｎｕｖｉｎ　３２８（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番号２５９７３－５５－１））から選択される。別の実施
形態において、ＵＶＡは、Ｃｙａｓｏｒｂ　ＵＶ－１１６４（Ｃｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔ
ｒｉｅｓ，ＣＡＳ番号２７２５－２２－６）、Ｃｙａｓｏｒｂ　ＵＶ－３６３８（Ｃｙｔ
ｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，ＣＡＳ番号１８６００－５９－４）及びＴｉｎｕｖｉｎ　
１５７７（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番号１４７３１
５－５０－２）から選択される。ＵＶＡのうちのいずれか２種又は３種以上の組み合わせ
を、本発明の範囲内で使用することもできる。
【０１６７】
　本発明のブレンドは、フェノール系酸化防止剤、ヒンダードフェノール、ホスファイト
安定剤、ホスホニト安定剤及び当業者に公知のその他の安定剤から選択された１種又は２
種以上の化合物を含むことができる。
【０１６８】
　用語「フェノール系酸化防止剤」及び「ヒンダードフェノール」は、当業者に公知の一
次酸化防止剤であり、プラスチック添加剤ハンドブック第５版（Ｈａｎｓｅｒ　Ｇａｒｄ
ｎｅｒ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃ.，Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，ＯＨ，ＵＳＡ，
２００１）の第９８頁～第１０８頁に記載された構造によって表すことができ、この文献
は、その全体が参照により本明細書中に組み込まれる。一般的な幾つかのフェノール系酸
化防止剤は、次の通りである：Ｉｒｇａｎｏｘ１０１０（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番号６６８３－１９－８）、Ｉｒｇａｎｏｘ１３３０（Ｃ
ｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番号１７０９－７０－２）及
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びＩｒｇａｎｏｘ３１１４（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡ
Ｓ番号２７６７６－６２－６）。
【０１６９】
　用語「ホスファイト安定剤」及び「ホスホニト安定剤」は、当業者に公知の二次酸化防
止剤を意味し、プラスチック添加剤ハンドブック第５版（Ｈａｎｓｅｒ　Ｇａｒｄｎｅｒ
　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃ.，Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，ＯＨ，ＵＳＡ，２００
１）の第１０９頁～第１１２頁に記載された構造によって表すことができ、この文献は、
その全体が参照により本明細書中に組み込まれる。一般的な幾つかのホスファイト安定剤
は、次の通りである：Ｕｌｔｒａｎｏｘ６２６（ＧＥ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌｓ，ＣＡＳ番号２６７４１－５３－７）、Ｉｒｇａｆｏｓ１６８（Ｃｉｂａ　Ｓｐ
ｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番号３１５７０－０４－４）、Ｗｅｓｔｏ
ｎ６１９（ＧＥ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡＳ番号３８０６－３４
－６）及びＤｏｖｅｒｐｈｏｓ　Ｓ－９２２８（Ｄｏｖｅｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，ＣＡ
Ｓ番号１５４８６２－４３－８）。
【０１７０】
　例えば、本発明の一実施形態において、アルキルホスファイト（例えば、Ｗｅｓｔｏｎ
６１９）は、紫外線吸収剤と組み合わせることができる。例えば、本発明の一実施形態に
おいて、アリールホスファイト（例えば、Ｉｒｇａｆｏｓ１６８）は、ヒンダードアミン
系光安定剤及び場合により紫外線吸収剤と組み合わせることができる。例えば、一実施形
態において、フェノール系酸化防止剤（例えば、Ｉｒｇａｎｏｘ１０１０）は、溶融処理
工程の間に添加することができる。フェノール系酸化防止剤は、ポリグリコールエーテル
（例えば、ポリ（テトラメチレングリコール））が存在する場合に、特に有用である。
【０１７１】
　本発明のブレンドの様々な成分は、当該技術分野で公知の任意の方法、例えば、これら
に限定されるわけではないが、バッチ、半連続、又は連続プロセスで、ブレンド又は混合
することができる。
【０１７２】
　本技術の対象となる商業的応用としては、これらに限定されるわけではないが、医療デ
バイス、例えば、ルアー（luer）、管類（tubing）、静脈注射用成分、無針バルブ（need
le-free valve）、コネクタ、及び成形品の透明性が望まれるその他の様々なデバイスが
挙げられる。さらに、医療パッケージング及び食品パッケージングは、本技術が適当可能
性を有するその他の分野である。
【０１７３】
　本技術は、これらに限定されるわけではないが、例えば、ブレンダーハウジング、スポ
ーツボトル、ウォーターボトル、５ガロンウォーター容器、製氷機部品、及び／又は透明
性及び抗菌性添加剤の両方が望まれるその他の成形品を含む用途に使用することもできる
。
【０１７４】
　本発明は、その好ましい実施形態に関する以下の実施例によってさらに説明されるが、
これらの実施例は、別段の規定がない限り、例示の目的のみで含まれるものであり、本発
明の範囲を限定することは意図されていないと理解されるべきである。
【実施例】
【０１７５】
サンプル調製
　サンプルは、脂肪族－芳香族コポリエステルを抗菌性添加剤とブレンドすることにより
調製した。本試験で使用した添加剤は、銀マグネシウムシリカ複合体（ＳＲ１２）である
。この特定の添加剤は、Ｍｉｌｌｉｋｅｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから、Ｓ
ｅｌｅｃｔ　Ｓｉｌｖｅｒ（登録商標）ＳＲ１２抗菌剤として販売されている。本発明の
範囲は、この添加剤に特に限定されるわけではなく、その他の添加剤、例えば、Ａｇｉｏ
ｎ社製のＳＬ銀ガラス添加剤又はＢＡＳＦ社製のＨｙＧｅｎｔｉｃ６０００及び７０００
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製品を同様に使用することができる。本試験で使用したポリマーは、芳香族－脂肪族ポリ
マーＡ（ＡＡＰ－Ａ）、芳香族－脂肪族ポリマーＢ（ＡＡＰ－Ｂ）、芳香族－脂肪族ポリ
マーＣ（ＡＡＰ－Ｃ）、芳香族－脂肪族ポリマーＤ（ＡＡＰ－Ｄ）、芳香族－脂肪族ポリ
マーＥ（ＡＡＰ－Ｅ）である。ＡＡＰ－Ａは、１００モル％のテレフタル酸残基、３１モ
ル％の１，４－シクロヘキサンジメタノール残基、及び６９モル％のエチレングリコール
残基を有するコポリエステルであり、このポリマーは、１．２７という比重を有する。Ａ
ＡＰ－Ｂは、１００モル％のテレフタル酸残基、６２モル％の１，４－シクロヘキサンジ
メタノール残基、及び３８モル％のエチレングリコール残基を有するコポリエステルであ
り、このポリマーは、１．２３という比重を有する。ＡＡＰ－Ｃは、１００モル％のテレ
フタル酸残基、８１モル％の１，４－シクロヘキサンジメタノール残基、及び１９モル％
のエチレングリコール残基を有するコポリエステルであり、このポリマーは、１．２０と
いう比重を有する。ＡＡＰ－Ｄは、１００モル％のテレフタル酸残基、７８モル％の１，
４－シクロヘキサンジメタノール残基、及び２２モル％の２，２，４，４－テトラメチル
－１，３－シクロブタンジオール残基を有するコポリエステルであり、このポリマーは、
１．１８という比重を有する。ＡＡＰ－Ｅは、１００モル％のテレフタル酸残基、６５モ
ル％の１，４－シクロヘキサンジメタノール残基、及び３５モル％の２，２，４，４－テ
トラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基を有するコポリエステルであり、このポ
リマーは、１．１７という比重を有する。
【０１７６】
【表１】

【０１７７】
配合（compounding）
　材料を別々に乾燥剤乾燥系（desiccant drying system）で乾燥した。脂肪族－芳香族
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ポリエステル（ＡＡＰ－Ａ，ＡＡＰ－Ｂ，ＡＡＰ－Ｃ）は６５℃で８時間乾燥し、脂肪族
－芳香族ポリエステル（ＡＡＰ－Ｄ，ＡＡＰ－Ｅ）は８５℃で８時間乾燥した。抗菌性添
加剤は乾燥せずに配合した。脂肪族－芳香族コポリエステルは、抗菌性添加剤とバッグブ
レンド（bag blended）した。ブレンドされたサンプルを３０ｍｍ　Ｗｅｒｎｅｒ　Ｐｆ
ｌｅｉｄｅｒｅｒ共回転二軸押出機（co-rotating twin screw extruder）で配合（compo
unded）した。「中剪断（medium shear）」スクリュー構造を使用した。バレルゾーン（b
arrel zone）温度は、それぞれ１８０℃及び２００℃に設定したゾーン１Ａ及びゾーン１
Ｂを除き、２６０℃に設定した。フィードゾーン（feed zone）は循環水で冷却し、ダイ
は２６０℃に設定した。スクリュー速度は３５０ｒｐｍとし、機械のトルク出力は７０～
１００％の範囲とした。全ての材料を二軸スクリューのバレルゾーン１に供給した。二軸
スクリューからの押出物を、ペレット化ロッドダイを通じて押し出し、水浴で冷却された
ストランドを形成した。最初の５分間の押出物は、押出機が十分にパージされたことを確
認するために、回収しなかった。ストランドを水浴中でクエンチした後、サンプルを回収
し、ペレットに切断した。
【０１７８】
射出成形
　配合された材料を乾燥剤乾燥系で別々に乾燥した。配合された脂肪族－芳香族ポリエス
テル（ＡＡＰ－Ａ，ＡＡＰ－Ｂ，ＡＡＰ－Ｃ）は６５℃で８時間乾燥し、配合された脂肪
族－芳香族ポリエステル（ＡＡＰ－Ｄ，ＡＡＰ－Ｅ）は８５℃で８時間乾燥した。乾燥後
、材料を射出成形して、引張試験片（tensile bar）、屈曲試験片（flex bar）及びプラ
ックを作製した。比較例（１～１２）及び実施例（１～７）に関して、プラックサンプル
は、長さ１０１ｍｍ、幅１０１ｍｍ及び厚み３．２ｍｍである。材料をＴｏｙｏ９０成形
機で成形した。配合された脂肪族－芳香族ポリエステル（ＡＡＰ－Ａ，ＡＡＰ－Ｂ，ＡＡ
Ｐ－Ｃ）を、第１ゾーンが２３８℃に設定され、残りのゾーンが２４９℃に設定されたＴ
ｏｙｏ９０成形機で形成した。配合された脂肪族－芳香族ポリエステル（ＡＡＰ－Ｄ）の
成形品（part）は、第１ゾーンが２６５℃に設定され、残りのゾーンが２７７℃に設定さ
れたＴｏｙｏ９０成形機で作製した。配合された脂肪族－芳香族ポリエステル（ＡＡＰ－
Ｅ）の成形品は、ゾーンが２８０℃に設定されたＴｏｙｏ９０成形機で作製した。配合さ
れた脂肪族－芳香族ポリエステル（ＡＡＰ－Ａ，ＡＡＰ－Ｂ，ＡＡＰ－Ｃ）に関して、金
型温度（mold temperature）を２１℃に設定した。配合された脂肪族－芳香族ポリエステ
ル（ＡＡＰ－Ｄ，ＡＡＰ－Ｅ）に関して、金型温度を４３℃に設定した。全ての成形材料
の総サイクル時間（overall cycle time）は、３５～４０秒であった。
【０１７９】
　次いで、成形されたサンプルの光学的特性（色及びヘイズ）を、Ｈｕｎｔｅｒｌａｂ　
Ｕｌｔｒａｓｃａｎ　Ｖｉｓ（トランスミッションモード，１０°オブザーバー）を用い
て測定した。色及びヘイズを以下の設定を用いて測定した：透過モード，Ｄ６５光源（Ｄ
ａｙｌｉｇｈｔ，Ｎｏｏｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ａｖｅｒａｇｅ，６５００°Ｋ色温度），１０
°標準オブザーバー，広視野（１”直径）、及び正反射包含（specular included）。
【０１８０】
［比較例１］
　抗菌性添加剤を含有しない１００重量％のＡＡＰ－ＡをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅｉｄｅ
ｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１ｍｍ×
３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓｃａｎ
　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１８１】
［比較例２］
　２重量％の抗菌性添加剤を含有する９８重量％のＡＡＰ－ＡをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅ
ｉｄｅｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１
ｍｍ×３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓ
ｃａｎ　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
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【０１８２】
［比較例３］
　５重量％の抗菌性添加剤を含有する９５重量％のＡＡＰ－ＡをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅ
ｉｄｅｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１
ｍｍ×３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓ
ｃａｎ　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１８３】
［比較例４］
　１０重量％の抗菌性添加剤を含有する９０重量％のＡＡＰ－ＡをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌ
ｅｉｄｅｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０
１ｍｍ×３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａ
ｓｃａｎ　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１８４】
［比較例５］
　抗菌性添加剤を含有しない１００重量％のＡＡＰ－ＢをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅｉｄｅ
ｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１ｍｍ×
３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓｃａｎ
　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１８５】
［比較例６］
　２重量％の抗菌性添加剤を含有する９８重量％のＡＡＰ－ＢをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅ
ｉｄｅｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１
ｍｍ×３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓ
ｃａｎ　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１８６】
［比較例７］
　５重量％の抗菌性添加剤を含有する９５重量％のＡＡＰ－ＢをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅ
ｉｄｅｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１
ｍｍ×３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓ
ｃａｎ　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１８７】
［比較例８］
　１０重量％の抗菌性添加剤を含有する９０重量％のＡＡＰ－ＢをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌ
ｅｉｄｅｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０
１ｍｍ×３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａ
ｓｃａｎ　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１８８】
［比較例９］
　抗菌性添加剤を含有しない１００重量％のＡＡＰ－ＣをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅｉｄｅ
ｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１ｍｍ×
３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓｃａｎ
　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１８９】
［比較例１０］
　２重量％の抗菌性添加剤を含有する９８重量％のＡＡＰ－ＣをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅ
ｉｄｅｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１
ｍｍ×３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓ
ｃａｎ　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１９０】
［比較例１１］
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　５重量％の抗菌性添加剤を含有する９５重量％のＡＡＰ－ＣをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅ
ｉｄｅｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１
ｍｍ×３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓ
ｃａｎ　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１９１】
［比較例１２］
　１０重量％の抗菌性添加剤を含有する９０重量％のＡＡＰ－ＣをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌ
ｅｉｄｅｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０
１ｍｍ×３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａ
ｓｃａｎ　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１９２】
［実施例１］
　抗菌性添加剤を含有しない１００重量％のＡＡＰ－ＤをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅｉｄｅ
ｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１ｍｍ×
３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓｃａｎ
　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１９３】
［実施例２］
　２重量％の抗菌性添加剤を含有する９８重量％のＡＡＰ－ＤをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅ
ｉｄｅｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１
ｍｍ×３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓ
ｃａｎ　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１９４】
［実施例３］
　５重量％の抗菌性添加剤を含有する９５重量％のＡＡＰ－ＤをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅ
ｉｄｅｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１
ｍｍ×３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓ
ｃａｎ　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１９５】
［実施例４］
　１０重量％の抗菌性添加剤を含有する９０重量％のＡＡＰ－ＤをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌ
ｅｉｄｅｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０
１ｍｍ×３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａ
ｓｃａｎ　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１９６】
［実施例５］
　抗菌性添加剤を含有しない１００重量％のＡＡＰ－ＥをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅｉｄｅ
ｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１ｍｍ×
３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓｃａｎ
　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１９７】
［実施例６］
　２重量％の抗菌性添加剤を含有する９８重量％のＡＡＰ－ＥをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅ
ｉｄｅｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１
ｍｍ×３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓ
ｃａｎ　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１９８】
［実施例７］
　５重量％の抗菌性添加剤を含有する９５重量％のＡＡＰ－ＥをＷｅｒｎｅｒ　Ｐｆｌｅ
ｉｄｅｒｅｒ二軸押出機でペレット化した後、Ｔｏｙｏ９０成形機で１０１ｍｍ×１０１
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ｍｍ×３．２ｍｍのプラックに成形した。プラックをＨｕｎｔｅｒｌａｂ　Ｕｌｔｒａｓ
ｃａｎ　Ｖｉｓで測定し、色及びヘイズを決定した。データは表１に示される。
【０１９９】
要約
　表１に関して、実施例（１～７）に示されるように、芳香族－脂肪族ポリエステル（Ａ
ＡＰ－Ｄ及びＡＡＰ－Ｅ）では、その他の芳香族－脂肪族ポリエステル（ＡＡＰ－Ａ，Ａ
ＡＰ－Ｂ，及びＡＡＰ－Ｃ）と比較して、顕著に高度な透明性を実現することができる。
【０２００】
　本発明は、本明細書に開示される実施形態を参照して詳細に説明されてきたが、本発明
の要旨及び範囲内において変更及び修正が実現可能であると理解されるべきである。
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