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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、当該基材に付着したガス吸着剤と、を有する車両用内装材であって、
　前記ガス吸収剤が、アミノ基及び／又はイミノ基を有する有機ケイ素化合物を微粒子担
体に担持し、当該アミノ基及び／又はイミノ基の一部又は全部を、炭酸、蟻酸及び酢酸か
らなる群より選ばれる少なくとも１種の酸で中和して得られるものである、車両用内装材
。
【請求項２】
　前記内装材が、天井材、マット材、トリム材、シートカバー材、サンバイザー、ベルト
、シート、エアバッグ、ステアリング又はフィルターである、請求項１に記載の車両用内
装材。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用内装材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の車室には、天井材、トランクトリムなどのトリム材、フロアマットなどのマッ
ト材、クッション材、吸音材等、多くの内装材が備えられている。
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【０００３】
　近年、自動車内におけるアルデヒドなどの揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を低減する動き
が自主的に始まっている。ＶＯＣ対策として、例えば、ポリウレタンフォームの表面にガ
ス吸着剤などを塗布することなどが行われている（例えば、特許文献１）。ガス吸着剤と
しては、ヒドラジン誘導体などが知られている（例えば、特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１２４７４３号公報
【特許文献２】特許２８１８９２９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記従来のガス吸着剤を塗布した内装材は、ガス吸着剤の使用量に見合うＶＯ
Ｃや悪臭の低減効果が得られない場合があり、ガス吸着性能の点で更なる改善の余地があ
る。なお、ＶＯＣなどの除去能を上げる方法として多量のガス吸着剤を内装材に付着させ
ることが考えられるが、このような方法のみでは白化や粉落ちなどの問題が生じやすくな
るため、内装材の外観や使用性が損なわれてしまう場合がある。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、アルデヒドなどのＶＯＣや悪臭ガス
の除去能に優れる車両用内装材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため本発明は、基材と、当該基材に付着したガス吸着剤とを有する
車両用内装材であって、ガス吸収剤が、アミノ基及び／又はイミノ基を有する有機ケイ素
化合物を微粒子担体に担持し、当該アミノ基及び／又はイミノ基の一部又は全部を、炭酸
、蟻酸及び酢酸からなる群より選ばれる少なくとも１種の酸で中和して得られるものであ
ることを特徴とする車両用内装材を提供する。
【０００８】
　本発明によれば、上記構成を有するガス吸着剤が、アルデヒド系のガス及び酢酸等の酸
性系の悪臭ガスの吸着性能に優れることから、アルデヒドなどのＶＯＣや悪臭ガスの除去
能に優れる車両用内装材を有効に実現することができる。
【０００９】
　また、上記本発明に係るガス吸着剤は、ヒドラジン誘導体などの従来のガス吸着剤と比
較して、耐熱性にも優れている。これにより、本発明の車両用内装材は、車両内の高温下
にあっても従来よりも高い水準でＶＯＣや悪臭ガスの除去能を維持することができる。更
に、本発明の車両用内装材は、１２０～１８０℃の熱加工が施される場合であっても、従
来よりも高い水準でＶＯＣや悪臭ガスの除去能を維持できる。
【００１０】
　また、上記本発明に係るガス吸着剤は、ヒドラジン誘導体などの従来のガス吸着剤と比
較して、白化現象が生じにくい。これにより、本発明の車両用内装材は、上記基材が露出
する場合であっても、良好な外観を維持しつつ、ＶＯＣや悪臭の低減効果を十分有するこ
とができる。
【００１１】
　また、上記ガス吸着剤は、上記構成を有していない、粒子径の大きい担体に担持した有
機ケイ素化合物系のガス吸着剤や粒子径が大きい無機系のガス吸着剤と比較して、粉落ち
しにくい。これにより、本発明の車両用内装材は、上記基材が露出する場合であっても、
粉落ちが発生しにくい良好な使用性を維持しつつ、ＶＯＣや悪臭の低減効果を十分有する
ことができる。更に、本発明の車両用内装材は、粉落ちが発生しにくいことから、ＶＯＣ
や悪臭の低減効果を十分有しながらも、加工や組み付けにおける作業環境への影響が従来
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よりも少ないものになり得る。
【００１２】
　また、上記ガス吸着剤は、上記構成を有していない、塩酸などの無機塩で中和されてい
るアミン塩系のガス吸着剤と比較して、金属と接触したときの錆発生を少なくすることが
できる。これにより、本発明の車両用内装材は、上記基材が錆び易い金属と接触する場合
であっても、ＶＯＣや悪臭の低減効果を十分有することができる。
【００１３】
　本発明の車両用内装材において、上記微粒子担体は、シリカであることが好ましい。こ
の場合、アミノ基及び／又はイミノ基を有する有機ケイ素化合物の担持量を十分に確保す
ることが容易となり、より高水準のガス吸着性能が得られやすくなるため、ＶＯＣや悪臭
を更に効率よく低減できる車両用内装材の実現が可能となる。
【００１４】
　本発明の車両用内装材は、天井材、マット材、トリム材、シートカバー材、サンバイザ
ー、ベルト、シート、エアバッグ、ステアリング又はフィルターとすることができる。こ
の場合、ＶＯＣや悪臭の低減効果を十分有しながらも、白化や粉落ちが十分抑制された良
好な外観、使用性及び加工性を有する車両用内装材が実現可能となる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、アルデヒドなどのＶＯＣや悪臭ガスの除去能に優れる車両用内装材を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る表皮材の一実施形態を示す模式断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
（車両用内装材）
　本発明の車両用内装材は、基材と、当該基材に付着したガス吸着剤とを有し、ガス吸収
剤が、アミノ基及び／又はイミノ基を有する有機ケイ素化合物を微粒子担体に担持し、当
該アミノ基及び／又はイミノ基の一部又は全部を、炭酸、蟻酸及び酢酸からなる群より選
ばれる少なくとも１種の酸で中和して得られるものであることを特徴とする。
【００１８】
　上記ガス吸着剤が付着している基材としては、車両用内装材を構成する公知の各種素材
を用いることができ、例えば、樹脂フィルム、不織布、織物、編物、紙、フェルト、天然
皮革、合成皮革、人工皮革などのシート状物、ウレタンフォーム、木質ボード、樹脂ボー
ドなどの成形物が挙げられる。
【００１９】
　樹脂フィルムの材質としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニ
ルなどが挙げられる。不織布としては、フェルトや、ポリプロピレン、ポリエステル、ナ
イロン、レーヨン、アクリル、綿、ウールなどの材質からなるものや、難燃繊維、消臭繊
維、炭素繊維、抗菌繊維、導電繊維などからなるものが挙げられる。織物及び編物の材質
としては、ポリプロピレン、ポリエステル、ナイロン、レーヨン、アクリル、綿、ウール
などが挙げられる。また、不織布は、スパンボンド不織布、ニードルパンチ不織布、サー
マルボンド不織布、ケミカルボンド不織布などを用いることができる。
【００２０】
　基材が編物である場合、例えば、トリコット、ジャージ、ダブルラッセルなどの編物を
用いることができる。
【００２１】
　木質ボードの材質としては、例えば、チップボード、合板などが挙げられる。また、樹
脂ボードの材質としては、例えば、ポリプロピレン、アクリル、エポキシ、塩ビ、天然素
材と合成樹脂との複合素材が挙げられる。
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【００２２】
　本発明に係る車両用内装材において、本発明に係るガス吸着剤が付着している基材は、
内装材そのもの、或いは、内装材を構成するメイン、サイド、背裏、天井、カマチなどの
表面材、芯材又は中間材などの素材であってもよい。
【００２３】
　本発明に係るガス吸着剤は、例えば、微粒子担体及び上記有機ケイ素化合物として、互
いに反応して結合可能なものを選び、それらを反応させた後、上記の酸で中和することに
より得ることができる。有機ケイ素化合物は、微粒子担体との反応後、アミノ基及び／又
はイミノ基が担体上に十分存在させることができるものが好ましい。
【００２４】
　微粒子担体としては、アミノ基及び／又はイミノ基を有する有機ケイ素化合物との反応
性が良好であるという観点から、ヒドロキシル基を有する化合物を用いることができ、活
性炭又はヒドロキシル基を有する金属酸化物を用いることが好ましい。ヒドロキシル基を
有する金属酸化物としては、例えば、シリカ、アルミナ、チタニア、ジルコニア、及び亜
鉛酸化物等が挙げられる。
【００２５】
　活性炭及びヒドロキシル基を有する金属酸化物は、その表面が、アルカリ金属若しくは
アルカリ土類金属の水酸化物、カルボン酸塩、アンモニア、脂肪族若しくは芳香族アミン
、アミノ基含有高分子等のアルカリに浸漬する等の方法によりアルカリ処理されているも
のであってもよい。
【００２６】
　上記のなかでも、ヒドロキシル基を有する金属酸化物を用いることが好ましい。この場
合、ガス吸着剤を基材に付着させたときに、基材の色相への影響をより小さくすることが
可能となる。更に、シリカが、表面のヒドロキシル基に富み、アミノ基及び／又はイミノ
基を有する有機ケイ素化合物の担持量を多くすることができることから、特に好適である
。
【００２７】
　また、微粒子担体は、平均粒径が１ｎｍ～５μｍの範囲にある粒子が好ましく、１ｎｍ
～１μｍの範囲にある粒子がより好ましく、１ｎｍ～５００ｎｍの範囲にある粒子がさら
により好ましく、１ｎｍ～２００ｎｍの範囲にある粒子が最も好ましい。微粒子担体の平
均粒径が１ｎｍ未満であると、アミノ基及び／又はイミノ基を有する有機ケイ素化合物を
担持する能力が乏しくなり、十分なガス吸着性が得られにくくなる傾向がある。また、平
均粒径が５μｍを超えても、担体の表面積が小さくなるため、十分なガス吸着性が得られ
にくくなる傾向がある。更に、担体の平均粒径が上記の範囲内であれば、基材の色相への
影響を十分小さく（特に、白化現象を抑制）しながら車両用内装材を製造することが可能
となる。また、ガス吸着剤を基材に付着させる際にスプレー法により加工することがある
が、平均粒径が上記範囲内であると、スプレーの目詰まりが発生しにくくなり、ガス吸着
剤のスプレー加工適性を向上させることができる。なお、本発明において平均粒径とは、
累積５０％のメジアン径のことをいう。
【００２８】
　アミノ基及び／又はイミノ基を有する有機ケイ素化合物としては、アミノ基及び／又は
イミノ基を１個以上と、担体が有する官能基と反応して結合し得る官能基とを有する化合
物が好ましい。担体がヒドロキシル基を有するものである場合、このヒドロキシル基と反
応して結合し得る官能基としては、例えば、－ＳｉＯＨ基や－ＳｉＯＲ基（ここで、Ｒは
炭化水素基を示し、好ましくは炭素数１～３のアルキル基である）が挙げられる。
【００２９】
　このような官能基を有する有機ケイ素化合物としては、例えば、３－アミノプロピルト
リヒドロキシシラン、メトキシ（３－アミノプロピル）ジヒドロキシシラン、エトキシ（
３－アミノプロピル）ジヒドロキシシラン、γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、γ
－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ
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－アミノプロピルメチルジエトキシシラン、γ－アミノプロピルジメチルエトキシシラン
、γ－（２－アミノエチル）アミノプロピルトリメトキシシラン、γ－（２－アミノエチ
ル）アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－（２－アミノエチル）アミノプロピルメチ
ルジメトキシシラン、γ－（２－アミノエチル）アミノプロピルメチルジエトキシシラン
、γ－（２－アミノエチル）アミノプロピルジメチルメトキシシラン、γ－（２－アミノ
エチル）アミノプロピルジメチルエトキシシラン、γ－（２－アミノエチルアミノ）プロ
ピル（イソプロポキシ）ジメトキシシラン、２－（２－アミノエチル）－３－アミノプロ
ピルトリメトキシシラン等のシランカップリング剤が挙げられる。
【００３０】
　担体に、アミノ基及び／又はイミノ基を有する有機ケイ素化合物を担持させるには、例
えば、上記有機ケイ素化合物の水溶液（通常、５～４０質量％程度）に上記担体を加え、
室温で１０分～５時間程度撹拌する方法が挙げられる。有機ケイ素化合物の使用量は、担
体１質量部に対して０．１～５質量部とするのが好ましく、０．５～２質量部とするのが
より好ましい。
【００３１】
　また、アミノ基及び／又はイミノ基の一部又は全部を、炭酸、蟻酸及び酢酸からなる群
より選ばれる少なくとも１種の酸で中和するには、例えば、上記で得られた水溶液に、ｐ
Ｈが当初の１１～１２から４～１０になるまで、好ましくは６～１０になるまで、炭酸ガ
ス、ドライアイス、蟻酸及び酢酸のうちの１種以上を加えて中和する方法が挙げられる。
このような中和処理を経て、ガス吸着剤が含まれる水分散液を得ることができる。なお、
中和後に、必要に応じて、分散剤（好ましくは非イオン界面活性剤）、増粘剤、防腐剤等
の従来公知の成分を添加してもよい。また、水分散液の水を除去して、粉末状のガス吸着
剤を得ることもできる。
【００３２】
　上記のガス吸着剤は、担体に担持された有機ケイ素化合物由来のアミノ基及び／又はイ
ミノ基が、炭酸、蟻酸及び酢酸からなる群より選ばれる１種以上の酸で中和されているこ
とにより、熱処理或いは経時の熱履歴を受けた場合であっても、酢酸等の酸性系のガス及
びアルデヒド系のガスに対するガス吸着性が十分維持されるという優れた耐熱性を有する
ことができる。具体的には、熱処理でいうと２００℃で５分程度まで、また、経時の熱履
歴でいうと１００℃で１００時間程度まで、ガス吸着性を十分維持することができる。
【００３３】
　このような優れた耐熱性は、夏場などに車両内が高温になった場合であってもガス吸着
性を十分に維持でき、ＶＯＣの発生を長期に亘って抑制できる点で有利となる。また、車
両用内装材に若しくはその作製時に、１２０～１８０℃の熱加工が施される場合であって
も、従来よりも高い水準でＶＯＣや悪臭ガスの除去能を維持できる。
【００３４】
　なお、担体に担持した有機ケイ素化合物由来のアミノ基及び／又はイミノ基を中和する
ための中和酸として、塩酸や硫酸などの強酸、クエン酸やリンゴ酸などの有機酸等を用い
た場合、上記の効果が得られにくくなる。その理由としては、中和塩が強固であるため、
ガス吸着性そのものが低くなるとともに、脱酸による耐熱性も発現しにくくなることが考
えられる。
【００３５】
　基材にガス吸着剤を付着させる方法としては、ガス吸着剤をそのまま、又は、水やアル
コール等の溶媒で適宜希釈又は濃縮した分散液を用いて、スプレー、コーティング、キス
ロール、スタンプ等の公知の方法により塗布する方法や、浸漬する方法等が挙げられる。
スプレーによる塗布は、例えば、ノズル、ローターダンプ、ハンドガンなどにより行われ
る。コーティングによる塗布は、例えば、ナイフ、ロータリー、グラビア、スクリーンな
どにより行われる。スタンプによる塗布は、例えば、ホットスタンプなどにより行われる
。浸漬する方法としては、含浸処理（ＰＡＤ）などが挙げられる。塗布や浸漬のとき、ガ
ス吸着剤又はその分散液には適宜バインダーを添加してもよい。バインダーとしては、従
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来公知のものを特に制限なく用いることができ、例えば、ポリビニルアルコール、アクリ
ルエマルジョン、酢酸ビニルエマルジョン、エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルジョン
、メチルセルロース、アクリル－エチレン共重合体エマルジョン、ウレタン系エマルジョ
ン、シリコーンエマルジョン等が挙げられる。コーティングにより塗布する場合には、グ
アガム、ローカストビーンガム、タマリンドガム、カルボキシメチルセルロース、カルボ
キシエチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルデンプン、カル
ボキシエチルデンプン、アクリル酸ソーダ、アルギン酸ソーダなどの増粘剤を添加するこ
とが好ましい。
【００３６】
　また、上述したようにガス吸着剤を水等の溶媒が含まれる分散液として得た場合、分散
液から溶媒を留去して得られる粉体状のガス吸着剤と、上記バインダーとを混合し、この
混合物を基材に塗布することができる。
【００３７】
　バインダーの使用量については、バインダーが多すぎるとガス吸着性が低下する場合が
ある。そのため、バインダーの使用量は、基材へのガス吸着剤の保持性とガス吸着性とを
バランスさせる点から、ガス吸着剤１質量部に対して０．１質量部まで、好ましくは０．
０２～０．５質量部とするのがよい。
【００３８】
　本発明の車両用内装材において、基材に対するガス吸着剤の付着量は、消臭性、粉落ち
防止性、風合い、難燃性、経済性の観点から、０．１～３０（固形分換算）ｇ／ｍ２が好
ましい。
【００３９】
　基材にガス吸着剤或いはその分散液を塗布した後は、基材の種類やガス吸着剤の付着量
に応じて、適当な条件により熱処理を施すことができる。例えば、自然乾燥や、常温～２
２０℃で数秒～数日間の条件が挙げられる。
【００４０】
　本発明の車両用内装材において、本発明に係るガス吸着剤が付着している基材には、ガ
ス吸着剤の他に、例えば、難燃剤、帯電防止剤、抗菌剤、柔軟剤、バインダー等の従来よ
り用いられている成分を適宜併用して付着させてもよい。
【００４１】
　車両用内装材がウレタンフォームやラインマット、天井、トリムなどの成形体である場
合、本発明に係るガス吸着剤を付着させたシート状の基材（例えば、不織布など）を用意
し、これを、成形することで一体化させてもよい。
【００４２】
　また、本発明の車両用内装材においては、本発明に係るガス吸着剤を付着させたシート
状の基材（例えば、不織布など）を用意し、これを、車両用内装材を構成する他の素材に
接着剤を用いて貼り合わせてもよく、係止具を用いて係止してもよい。
【００４３】
　次に、本発明の車両用内装材の実施形態について具体的に説明する。
【００４４】
　本発明に係るガス吸着剤が付着した基材を有する車両用内装材としては、例えば、天井
材、トリム材、マット材、床材、フィルター材、シートカバー材、サンバイザー、クッシ
ョン材、吸音材、バネ受け材、ワディング材、ベルト、シート、エアバッグ、ステアリン
グ、フィルターなどが挙げられる。
【００４５】
　上記の内装材のうち、天井材、マット材、トリム材、シートカバー材、サンバイザー、
ベルト、シート、ステアリングなどは車両内に露出した状態で備えられる場合があるが、
本発明に係るガス吸着剤が付着した基材を備えることにより、白化や粉落ちが十分少ない
良好な外観を維持しつつ、ＶＯＣや悪臭の低減効果を十分有することができる。また、粉
落ちが発生しにくいことから、加工や組み付けにおける作業環境への影響が従来よりも少
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ないものになり得る。
【００４６】
　また、上記の内装材においては、本発明に係るガス吸着剤が吸湿しにくいことから際付
きを十分低減でき、良好な外観を維持できるという効果が得られる。
【００４７】
　また、上記の内装材のうち、トリム材、床材、クッション材、吸音材、バネ受け材、ワ
ディング材などは車両内に金属部材と接触した状態で備えられる場合があるが、本発明に
係るガス吸着剤が付着した基材を備えることにより、錆び易い金属と接触する場合であっ
ても、ＶＯＣや悪臭の低減効果を十分有することができる。
【００４８】
　本実施形態に係る天井材は、例えば、複数のシート状物を重ねたものを所定形状に裁断
し、これを所定の型により加圧成形することにより一体化して形成されるものが挙げられ
る。このような天井材においては、天井材を構成する複数のシート状物のうちの１種以上
を、本発明に係るガス吸着剤が付着する基材とすることができる。
【００４９】
　例えば、天井材の表側を構成するシート状物（表面材）に適用する場合、基材としては
、ポリエステル、ポリオレフィン、ナイロン、塩ビ若しくは綿などの、繊維、不織布又は
フィルム等を用いることができる。この場合、ＶＯＣや悪臭の低減効果を十分有しながら
、白化や粉落ちが発生しにくい天井材を得ることができる。
【００５０】
　また、天井材の中間から裏側までを構成するシート状物（中間材）に適用する場合、基
材としては、ウレタン樹脂、フェノール樹脂、フェルト、不織布、ガラス繊維、接着剤を
用いることができる。この場合、ＶＯＣや悪臭の低減効果に優れる天井材を得ることがで
きる。また、裏側が錆び易い金属部材上に配される場合、ＶＯＣや悪臭の低減効果を十分
有しながらも、金属部材上に錆を発生させにくい天井材を得ることができる。
【００５１】
　本発明に係るガス吸着剤は耐熱性に優れているため、ガス吸着剤を予め付着させた基材
を用いて天井材を作製する場合には、加圧成形時の熱（例えば、１８０℃）に対してガス
吸着性能を十分維持することが可能である。
【００５２】
　本実施形態に係るトリム材としては、トランクトリム、ドアトリム、ルーフトリムが挙
げられる。トランクトリムは、例えば、ポリオレフィン、塩ビ、熱可塑性エラストマー（
ＴＰＯ）、ポリスチレン、アクリル、ウレタン樹脂等の合成樹脂を熱間圧縮、冷間圧縮、
射出などの方法により所定の形状に成形してなる樹脂成形体、合成樹脂材料に木粉、無機
化合物等のフィラーを添加したものを熱間圧縮、冷間圧縮、射出などの方法により所定の
形状に成形してなる樹脂成形体、フェルト、係止具、不織布、表皮材などによって構成さ
れる。本発明に係るガス吸着剤を、上記の樹脂成形体、フェルト、係止具、不織布、表皮
材に付着させることにより、ＶＯＣや悪臭の低減効果に優れたトランクトリムを得ること
ができる。
【００５３】
　上記のトランクトリムは、ガス吸着剤による白化や粉落ちが発生しにくいことから、良
好な外観を有することができ、加工や組み付けにおける作業環境への影響が従来よりも少
ないものになり得る。また、錆び易い金属と接触する場合であっても、ＶＯＣや悪臭の低
減効果を十分有しながらも、従来よりも錆を発生させにくいものになり得る。
【００５４】
　本実施形態に係るマット材としては、例えば、フロアマット、ラインマット、オプショ
ンマットなどが挙げられる。これらのマット材は、例えば、不織布、編物、織物、ゴム、
塩ビ、ガラス繊維、ＳＢＲなどの素材によって構成される。本発明に係るガス吸着剤を、
これらの素材に付着させることにより、ＶＯＣや悪臭の低減効果に優れたマット材を得る
ことができる。
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【００５５】
　マット材の表面材に適用する場合、基材としては、不織布、編物、織物を用いることが
できる。この場合、ＶＯＣや悪臭の低減効果を十分有しながら、白化や粉落ちが発生しに
くいマット材を得ることができる。
【００５６】
　また、マット材の中間材～床材に適用する場合、基材としては、ゴム、塩ビ、ガラス繊
維、ＳＢＲ、接着剤を用いることができる。この場合、ＶＯＣや悪臭の低減効果に優れる
マット材を得ることができる。
【００５７】
　本実施形態に係る床材としては、本発明に係るガス吸着剤を、例えばフロアボード、ト
ランクボードを構成する板材などに付着させたものが挙げられる。これにより、ＶＯＣや
悪臭の低減効果に優れた床材を得ることができる。また、本実施形態に係る床材は、本発
明に係るガス吸着剤を付着させたシート状の基材（例えば、不織布など）を用意し、これ
を、フロアボード、トランクボードを構成する板材に貼付けてなるものであってもよい。
【００５８】
　本実施形態に係るシートカバー材としては、例えば、不織布、編物、織物、フィルムな
どの素材から構成されるものが挙げられる。本発明に係るガス吸着剤を、これらの素材に
付着させることにより、ＶＯＣや悪臭の低減効果を十分有しながら、白化や粉落ちが発生
しにくいシートカバー材を得ることができる。
【００５９】
　本実施形態に係る吸音材としては、例えば、フロアサイレンサー、ダッシュインシュレ
ータなどが挙げられる。ダッシュインシュレータは、自動車の車室とエンジンルームとを
区画し、エンジンルームの騒音に対して吸音作用を行うものであり、例えば、ポリエステ
ル、綿、ガラス繊維などのフェルトによって構成される。また、フロアサイレンサーは、
例えば、ポリエステル、綿、ガラス繊維などのフェルトによって構成される。本発明に係
るガス吸着剤を、上記のフェルトなどに付着させることにより、ＶＯＣや悪臭の低減効果
に優れた吸音材を得ることができる。
【００６０】
　また、本実施形態の吸音材は、錆び易い金属と接触する場合であっても、ＶＯＣや悪臭
の低減効果を十分有しながらも、従来よりも錆を発生させにくいものになり得る。
【００６１】
　本実施形態に係るサンバイザーとしては、例えば、不織布、編物、織物、フィルム、芯
材などの素材から構成されるものが挙げられる。本実施形態においては、本発明に係るガ
ス吸着剤が付着した不織布、編物、織物、フィルムなどの基材を、サンバイザーの表面材
とすることができる。このようなサンバイザーによれば、車内のＶＯＣや悪臭を低減させ
ることができる。
【００６２】
　本実施形態に係るフィルター材としては、例えば、エアコンのエアフィルターが挙げら
れる。エアフィルターとしては、例えば、ポリエステル製の不織布、活性炭を含む繊維不
織布などを積層した構造を有するものが挙げられる。これらの素材に、本発明に係るガス
吸着剤を付着させることにより、ＶＯＣや悪臭の低減効果に優れたエアフィルターの実現
が可能となる。
【００６３】
　本実施形態に係るクッション材としては、例えば、ウレタンパッド、バネ、不織布、フ
ィルムなどから構成されるものが挙げられる。ウレタンパッドの場合、本発明に係るガス
吸着剤を付着させたシート状の基材（例えば、不織布など）を用意し、これを、金型内に
配置して発泡成形を行うことで一体化させてもよく、或いは、ウレタン樹脂組成物を発泡
成形して得られる成形体に接着剤を用いて貼り合わせる若しくは係止具を用いて係止して
もよい。
【００６４】
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　本実施形態に係るバネ受け材としては、例えば、樹脂フィルム、不織布、織物、編物、
紙などからなるシート状物が挙げられる。これらの素材に、本発明に係るガス吸着剤を付
着させることにより、ＶＯＣや悪臭の低減効果に優れたバネ受け材の実現が可能となる。
また、本実施形態のバネ受け材は、錆び易い金属と接触する場合であっても、ＶＯＣや悪
臭の低減効果を十分有しながらも、従来よりも錆を発生させにくいものになり得る。
【００６５】
　本実施形態に係るベルトとしては、例えば、シートベルトなどが挙げられる。シートベ
ルトの場合、シートベルトを構成するナイロン、ポリエステルなどの繊維に、本発明に係
るガス吸着剤を付着させることにより、ＶＯＣや悪臭の低減効果に優れたシートベルトの
実現が可能となる。
【００６６】
　本実施形態に係るワディング材としては、例えば、ウレタンフォームなどが挙げられる
。ウレタンフォームなどの素材に、本発明に係るガス吸着剤を付着させることにより、Ｖ
ＯＣや悪臭の低減効果に優れたワディング材の実現が可能となる。
【００６７】
　本実施形態に係るエアバッグとしては、例えば、エアバッグを構成するナイロン織物、
シリコン樹脂、ポリエステル織物、フィルムなどの素材に、本発明に係るガス吸着剤を付
着させたものが挙げられる。
【００６８】
　本実施形態に係るステアリングとしては、例えば、ステアリングを構成する皮、不織布
、編物、織物などの表皮材に、本発明に係るガス吸着剤を付着させたものが挙げられる。
【００６９】
　本実施形態に係るシートとしては、例えば、シートを構成する、皮、不織布、編物、織
物などの素材、芯材、ウレタンフォーム、バネ、係止具などに、本発明に係るガス吸着剤
を付着させたものが挙げられる。また、シートの背裏材に、本発明に係るガス吸着剤を付
着させることもできる。
【００７０】
　ところで、車両用座席などにおいて、その表皮に皮革を用いた場合、皮革から発生する
アセトアルデヒドなどのＶＯＣが問題となっている。皮革を用いた表皮材は一般的に、皮
革の表面に３層程度のウレタン樹脂などからなる樹脂コート層が設けられ、裏面にウレタ
ンフォームやフェルトが裏打ちされた構成を有している。
【００７１】
　上記のＶＯＣ対策として、従来は、（１）樹脂コート層を設けるためのウレタン樹脂ス
プレー時にガス吸着剤を併用する方法、（２）天然皮革の裏側にガス吸着剤をスプレーす
る方法、（３）天然皮革の染色後に行われる水洗処理時にガス吸着剤を添加し、バッチ処
理する方法、などが行われていた。しかしながら、（１）の方法では、樹脂コート層の樹
脂にガス吸着剤が埋没してしまい、ガス吸着剤の使用量に見合うＶＯＣ低減効果が得られ
にくい。（２）や（３）の方法では、ガス吸着剤による悪臭ガスの低減効果が経時で低下
しやすく、３週間から１ヶ月でその効果がほとんど失われる場合があった。なお、この要
因としては、天然皮革のタンパク質や脂肪酸の影響が考えられる。
【００７２】
　これに対して、皮革を用いた表皮材に、本発明に係るガス吸着剤を付着させた裏基布を
さらに積層させることにより、アルデヒドなどのＶＯＣや悪臭ガスの除去能に優れ、上記
従来技術に比較して経時による性能劣化が小さい表皮材を実現することができる。
【００７３】
　図１は、本発明に係る表皮材の一実施形態を示す模式断面図である。図１に示す表皮材
１０は、皮革１と、皮革１の一方面上（表側となる面上）に設けられた樹脂コート層４と
、皮革１の他方面上（裏側となる面上）に設けられた裏打ち層２と、裏打ち層２の皮革１
とは反対側に設けられ、本発明に係るガス吸着剤が付着した裏基布３とを備える。なお、
表皮材１０においては、樹脂コート層４が３層設けられているが、１層或いは２層以上で
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もよく、樹脂コート層４を省略することもできる。また、裏打ち層２を省略することもで
きる。
【００７４】
　皮革１としては、例えば、天然皮革、合成皮革、人工皮革を用いることができる。裏打
ち層２としては、例えば、ウレタンフォーム、フェルトなどを用いることができる。また
、樹脂コート層４は、例えば、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、シリコン樹脂などから形成
することができ、顔料、ガス吸着剤、帯電防止剤、架橋剤を含んでいてもよい。
【００７５】
　裏基布３としては、例えば、不織布、編物、織物、フィルムなどに、本発明に係るガス
吸着剤を付着させたものを用いることができる。
【００７６】
　各層は、接着剤やフレームラミなどによって積層することができる。
【００７７】
　本実施形態に係る表皮材は、車両用座席の表皮材として好適である。
【実施例】
【００７８】
　以下に実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によ
り何ら制限されるものではない。
【００７９】
＜ガス吸着素材の製造＞
（実施例１）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）、商品名「スノーテックス３０」、平均粒径１０～
２０ｎｍ、シリカ含有量３０質量％）４３７ｇに、γ－（２－アミノエチル）アミノプロ
ピルトリメトキシシラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。次に、こ
の反応液に、反応液のｐＨが９になるまで炭酸ガスを吹き込んで中和処理を施した後、更
に水４９６ｇを加えて、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。なお、中
和処理前の反応液のｐHは１１．６であった。
【００８０】
　次に、上記で得られた水分散液を５０倍に希釈して、０．４質量％のガス吸着剤水分散
液（処理液）を調整し、これにポリエステル１００％黒染色布（（株）色染社製）を、ピ
ックアップ５０質量％（ガス吸収剤の付与量が布に対して、０．４質量％×５０質量％＝
０．２質量％となる条件）で浸漬処理した。そして、浸漬処理後の布を１６０℃で２分間
乾燥することにより、カーシートの表皮材として用いられるガス吸着素材を得た。
【００８１】
（実施例２）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）、商品名「スノーテックス３０」、平均粒径１０～
２０ｎｍ、シリカ含有量３０質量％）４３７ｇに、γ－アミノプロピルメチルジメトキシ
シラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。次に、この反応液に、反応
液のｐＨが９になるまで炭酸ガスを吹き込んで中和処理を施した後、更に水４９６ｇを加
えて、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。なお、中和処理前の反応液
のｐHは１１．６であった。
【００８２】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【００８３】
（実施例３）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）製、商品名「スノーテックス２０Ｌ」、平均粒子径
５０ｎｍ、シリカ含有量２０質量％）６６５ｇに、γ－アミノプロピルメチルジメトキシ
シラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。次に、この反応液に、反応
液のｐＨが９になるまで蟻酸を加えて中和処理を施した後、更に水２６８ｇを加えて、ガ
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ス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。なお、中和処理前の反応液のｐHは
１１．４であった。
【００８４】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【００８５】
（実施例４）
　実施例１と同様にして得られた水分散液を５０倍に希釈して、０．４質量％のガス吸着
剤水分散液（処理液）を調整し、これにポリエステル１００％黒染色布（（株）色染社製
）を、ピックアップ５０質量％で浸漬処理した。そして、浸漬処理後の布を室温で１昼夜
風乾することにより、ガス吸着素材を得た。
【００８６】
（実施例５）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）製、商品名「スノーテックスＰＳ－Ｓ」、平均粒子
径１００ｎｍ、シリカ含有量２０質量％）６６５ｇに、γ－（２－アミノエチル）アミノ
プロピルトリメトキシシラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。次に
、この反応液に、反応液のｐＨが９になるまで炭酸ガスを吹き込んで中和処理を施した後
、更に水２６８ｇを加えて、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。なお
、中和処理前の反応液のｐHは１１．６であった。
【００８７】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【００８８】
（実施例６）
　シリカ（東ソー・シリカ（株）製、商品名「Ｅ－２２０Ａ」、粒径約１μｍ）１３３ｇ
に水３００ｇを加えて攪拌し、これに、γ－（２－アミノエチル）アミノプロピルトリメ
トキシシラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。次に、この反応液に
、反応液のｐＨが９になるまで蟻酸を加えて中和処理を施した。なお、中和処理前の反応
液のｐHは１１であった。中和処理後の反応液に、分散剤として「セロポールＰＣ－３０
０」（三洋化成（株）製商品名）１５ｇ、「ロードポール２３」（ローディア日華（株）
製商品名）の１０質量％水溶液を２０ｇ及び「ソフタノール１２０」（日本触媒（株）製
商品名）１０ｇと、水４５５ｇとを加え、これらを十分に攪拌して、ガス吸着剤の濃度が
２０質量％である水分散液を得た。
【００８９】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【００９０】
（実施例７）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）製、商品名「スノーテックス３０」、平均粒子径１
０～２０ｎｍ、シリカ含有量３０質量％）４３７ｇに、γ－（２－アミノエチル）アミノ
プロピルメチルジメトキシシラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。
次に、この反応液に、反応液のｐＨが９になるまで炭酸ガスを吹き込んで中和処理を施し
た後、更に水４９６ｇを加えて、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。
なお、中和処理前の反応液のｐHは１１．６であった。
【００９１】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【００９２】
（実施例８）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）製、商品名「スノーテックス３０」、平均粒子径１
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０～２０ｎｍ、シリカ含有量３０質量％）４３７ｇに、γ－（２－アミノエチル）アミノ
プロピルジメチルメトキシシラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。
次に、この反応液に、反応液のｐＨが９になるまで炭酸ガスを吹き込んで中和処理を施し
た後、更に水４９６ｇを加えて、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。
なお、中和処理前の反応液のｐHは１１．６であった。
【００９３】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【００９４】
（実施例９）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）製、商品名「スノーテックス３０」、平均粒子径１
０～２０ｎｍ、シリカ含有量３０質量％）４３７ｇに、γ－アミノプロピルトリメトキシ
シラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。次に、この反応液に、反応
液のｐＨが９になるまで炭酸ガスを吹き込んで中和処理を施した後、更に水４９６ｇを加
えて、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。なお、中和処理前の反応液
のｐHは１１．６であった。
【００９５】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【００９６】
（実施例１０）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）製、商品名「スノーテックスＯ」、平均粒子径１０
～２０ｎｍ、シリカ含有量２０質量％）６６５ｇに、γ－アミノプロピルトリメトキシシ
ラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。次に、この反応液に、反応液
のｐＨが６になるまで炭酸ガスを吹き込んで中和処理を施した後、更に水２６８ｇを加え
て、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。なお、中和処理前の反応液の
ｐHは１１．６であった。
【００９７】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【００９８】
（比較例１）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）、商品名「スノーテックス３０」、平均粒径１０～
２０ｎｍ、シリカ含有量３０質量％）４３７ｇに、γ－（２－アミノエチル）アミノプロ
ピルトリメトキシシラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した後、更に水
４９６ｇを加えて、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。
【００９９】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【０１００】
（比較例２）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）、商品名「スノーテックス３０」、平均粒径１０～
２０ｎｍ、シリカ含有量３０質量％）４３７ｇに、γ－（２－アミノエチル）アミノプロ
ピルトリメトキシシラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。次に、こ
の反応液に、反応液のｐＨが９になるまで塩酸を加えて中和処理を施した後、更に水４９
６ｇを加えて、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。なお、中和処理前
の反応液のｐHは１１．６であった。
【０１０１】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
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【０１０２】
（比較例３）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）、商品名「スノーテックス３０」、平均粒径１０～
２０ｎｍ、シリカ含有量３０質量％）４３７ｇに、γ－（２－アミノエチル）アミノプロ
ピルトリメトキシシラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。次に、こ
の反応液に、反応液のｐＨが９になるまでクエン酸を加えて中和処理を施した後、更に水
４９６ｇを加えて、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。なお、中和処
理前の反応液のｐHは１１．６であった。
【０１０３】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【０１０４】
（比較例４）
　シリカ（東ソー・シリカ（株）製、商品名「Ｅ－２２０Ａ」、粒径約１μｍ）１３３ｇ
に水３００ｇを加えて攪拌し、これに、γ－（２－アミノエチル）アミノプロピルトリメ
トキシシラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。次に、この反応液に
、分散剤として「セロポールＰＣ－３００」（三洋化成（株）製商品名）１５ｇ、「ロー
ドポール２３」（ローディア日華（株）製商品名）の１０質量％水溶液を２０ｇ及び「ソ
フタノール１２０」（日本触媒（株）製商品名）１０ｇと、水４５５ｇとを加え、これら
を十分に攪拌して、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。
【０１０５】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【０１０６】
（比較例５）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）製、商品名「スノーテックス３０」、平均粒子径１
０～２０ｎｍ、シリカ含有量３０質量％）４３７ｇに、γ－（２－アミノエチル）アミノ
プロピルメチルジメトキシシラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。
次に、この反応液に、反応液のｐＨが９になるまで塩酸で中和処理を施した後、更に水４
９６ｇを加えて、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。なお、中和処理
前の反応液のｐHは１１．６であった。
【０１０７】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【０１０８】
（比較例６）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）製、商品名「スノーテックス３０」、平均粒子径１
０～２０ｎｍ、シリカ含有量３０質量％）４３７ｇに、γ－（２－アミノエチル）アミノ
プロピルメチルジメトキシシラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。
次に、この反応液に、反応液のｐＨが９になるまでクエン酸で中和処理を施した後、更に
水４９６ｇを加えて、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。なお、中和
処理前の反応液のｐHは１１．６であった。
【０１０９】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【０１１０】
（比較例７）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）製、商品名「スノーテックス３０」、平均粒子径１
０～２０ｎｍ、シリカ含有量３０質量％）４３７ｇに、γ－（２－アミノエチル）アミノ
プロピルジメチルメトキシシラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。
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次に、この反応液に、反応液のｐＨが９になるまで塩酸で中和処理を施した後、更に水４
９６ｇを加えて、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。なお、中和処理
前の反応液のｐHは１１．６であった。
【０１１１】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【０１１２】
（比較例８）
　コロイダルシリカ（日産化学（株）製、商品名「スノーテックス３０」、平均粒子径１
０～２０ｎｍ、シリカ含有量３０質量％）４３７ｇに、γ－アミノプロピルトリメトキシ
シラン６７ｇを添加した反応液を、室温で約２時間攪拌した。次に、この反応液に、反応
液のｐＨが９になるまで塩酸で中和処理を施した後、更に水４９６ｇを加えて、ガス吸着
剤の濃度が２０質量％である水分散液を得た。なお、中和処理前の反応液のｐHは１１．
６であった。
【０１１３】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【０１１４】
（比較例９）
　水に、平均粒子径５μｍの多孔質粉体、アミノグアニジン塩酸塩、非イオン界面活性剤
、及び増粘剤を混合分散し、ガス吸着剤の濃度が２０質量％である水分散液を調整した。
【０１１５】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【０１１６】
（比較例１０）
　水に、平均粒子径２０ｎｍのコロイダルシリカ、及びアミノグアニジン塩酸塩を混合し
、ガス吸着剤の濃度が１０質量％である水分散液を調整した。
【０１１７】
　次に、上記で得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガス吸着素
材を得た。
【０１１８】
（比較例１１）
　水に、アジピン酸ジヒドラジドを溶解し、ガス吸着剤の濃度が５質量％であるガス吸着
剤水溶液を調整した。
【０１１９】
　次に、上記で得られたガス吸着剤水溶液を用いたこと以外は実施例１と同様にして、ガ
ス吸着素材を得た。
【０１２０】
（参考例１）
　比較例１と同様にして得られた水分散液を５０倍に希釈して、０．４質量％のガス吸着
剤水分散液（処理液）を調整し、これにポリエステル１００％黒染色布（（株）色染社製
）を、ピックアップ５０質量％で浸漬処理した。そして、浸漬処理後の布を室温で１昼夜
風乾することにより、ガス吸着素材を得た。
【０１２１】
［ガス吸着剤のスプレー加工適性評価］
　実施例及び比較例で得られたガス吸着剤の水分散液について、以下の方法によりスプレ
ー加工適性を評価した。結果を表１に示す。
【０１２２】
　ガス吸着剤の濃度が２０質量％であるガス吸着剤水分散液５０ｍＬを、ハンドスプレー
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ボトル（商品名「スプレイヤーポンプＺ－３０５－１０１」、（株）三谷バルブ製）に入
れ、ガス吸着剤が無くなるまでスプレー操作を繰り返した。このときのスプレーの目詰ま
り具合から、スプレー加工適性を下記基準に基づいて３段階で判定した。
○：試験の初期と最後で抵抗力が変わらず、ガス吸着剤を全てスプレーすることができる
。
△：ガス吸着剤をスプレーから出すときの抵抗は次第に大きくなるが、ガス吸着剤を全て
出すことができる。
×：スプレーが目詰まりして、ガス吸着剤を全て出すことができない。
【０１２３】
【表１】

 
【０１２４】
［ガス吸着素材の評価］
　上記の実施例及び比較例で得られたガス吸着素材について、ガス吸着性、色相及び粉落
ちを以下の方法により評価した。結果を表２に示す。
【０１２５】
（ガス吸着性）
　５Ｌのテドラーバックに、得られたガス吸着素材を１０ｃｍ×１０ｃｍ（１００ｃｍ２

）の大きさに切ったものを入れて封をし、中の空気をアスピレーターで完全に除去した。
この中に、酢酸の初発濃度５０ｐｐｍ、又はアセトアルデヒドの初発濃度２０ｐｐｍを含
む窒素ガス３Ｌを封入し、室温で２時間放置後の酢酸又はアセトアルデヒドの濃度を測定
し、下記式によりその減少率を求めた。
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【数１】

 
【０１２７】
（色相）
　ガス吸着素材の色相を、目視にて下記基準に基づいて３段階で判定した。
○：未加工のポリエステル１００％黒染色布と同等の色調である。
△：斑や白粉はみられないが、素材表面が全体にやや白っぽく見える。
×：素材表面に白い斑が見られる、又は、白粉が見られる。
【０１２８】
（粉落ち）
　ガス吸着素材に摩擦や衝撃を与えたときの粉落ちの度合いを目視で確認し、下記基準に
基づいて３段階で判定した。
１：手ではたいても全く粉落ちが目視観察されない。
２：手ではたいたとき、わずかに粉落ちが目視観察される。
３：手ではたいたとき、かなりの粉落ちが目視観察される。
【０１２９】
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【表２】

 
【０１３０】
（実施例１１）
　実施例１と同様にして得られた水分散液を１０倍に希釈して、２質量％のガス吸着剤水
分散液（処理液）を調整し、これにポリエステル１００％黒染色布（（株）色染社製）を
、ピックアップ５０質量％（ガス吸収剤の付与量が布に対して、２質量％×５０質量％＝
１質量％となる条件）で浸漬処理した。そして、浸漬処理後の布を１６０℃で２分間乾燥
することにより、ガス吸着素材を得た。
【０１３１】
（実施例１２）
　実施例５と同様にして得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１１と同様にして、
ガス吸着素材を得た。
【０１３２】
（実施例１３）
　実施例６と同様にして得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１１と同様にして、
ガス吸着素材を得た。
【０１３３】
（実施例１４）
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　実施例７と同様にして得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１１と同様にして、
ガス吸着素材を得た。
【０１３４】
（比較例１２）
　比較例４と同様にして得られた水分散液を用いたこと以外は実施例１１と同様にして、
ガス吸着素材を得た。
【０１３５】
　実施例１１～１４及び比較例１２で得られたガス吸着素材について、色相を上記の方法
により評価した。結果を、実施例１、５、６及び７、比較例１２の結果と合わせて表３に
示す。
【０１３６】
【表３】

 
【０１３７】
［錆発生の評価］
　上記で得られたガス吸着剤の水分散液を、鉄（ＳＰＣＣ－ＳＢ）製の小板に吹きつけ、
３日間放置した。その後、錆の発生を目視により確認した。錆の発生が見られた場合を「
有」、錆の発生が見られなかった場合を「無」とした。結果を表４に示す。
【０１３８】
【表４】
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【０１３９】
＜車両用内装材（カーシートの背裏材）の作製＞
（実施例１５）
　実施例１と同様にして得られた分散液に、ポリエステル製のスパンボンド不織布（目付
４０ｇ／ｍ２）を、ガス吸着剤の付着量が２ｇ／ｍ２となる条件で浸漬処理した。そして
、浸漬処理後の不織布を１２０℃で２分間乾燥することにより、シート状の背裏材を得た
。
【０１４０】
（実施例１６）
　実施例１と同様にして得られた分散液に、ポリプロピレン製のスパンボンド不織布（目
付４０ｇ／ｍ２）を、ガス吸着剤の付着量が５ｇ／ｍ２となる条件で浸漬処理した。そし
て、浸漬処理後の不織布を１２０℃で２分間乾燥することにより、シート状の背裏材を得
た。
【０１４１】
（実施例１７）
　実施例１と同様にして得られた分散液に、ポリエステル製のスパンボンド不織布（目付
１００ｇ／ｍ２）を、ガス吸着剤の付着量が２ｇ／ｍ２となる条件で浸漬処理した。そし
て、浸漬処理後の不織布を１２０℃で２分間乾燥することにより、シート状の背裏材を得
た。
【０１４２】
（実施例１８）
　実施例１と同様にして得られた分散液に、ポリプロピレン製のスパンボンド不織布（目
付１００ｇ／ｍ２）を、ガス吸着剤の付着量が５ｇ／ｍ２となる条件で浸漬処理した。そ
して、浸漬処理後の不織布を１２０℃で２分間乾燥することにより、シート状の背裏材を
得た。
【０１４３】
（比較例１３）
　比較例９と同様にして得られた分散液に、ポリエステル製のスパンボンド不織布（目付
４０ｇ／ｍ２）を、ガス吸着剤の付着量が２ｇ／ｍ２となる条件で浸漬処理した。そして
、浸漬処理後の不織布を１２０℃で２分間乾燥することにより、シート状の背裏材を得た
。
【０１４４】
（比較例１４）
　比較例１０と同様にして得られた分散液に、ポリエステル製のスパンボンド不織布（目
付４０ｇ／ｍ２）を、ガス吸着剤の付着量が２ｇ／ｍ２となる条件で浸漬処理した。そし
て、浸漬処理後の不織布を１２０℃で２分間乾燥することにより、シート状の背裏材を得
た。
【０１４５】
（比較例１５）
　比較例１１と同様にして得られた水溶液に、ポリエステル製のスパンボンド不織布（目
付４０ｇ／ｍ２）を、ガス吸着剤の付着量が２ｇ／ｍ２となる条件で浸漬処理した。そし
て、浸漬処理後の不織布を１２０℃で２分間乾燥することにより、シート状の背裏材を得
た。
【０１４６】
（参考例２）
　未処理のポリエステル製のスパンボンド不織布（目付４０ｇ／ｍ２）を用意した。
【０１４７】
［車両用内装材の評価］
　上記の実施例、比較例及び参考例で得られたシートについて、上記と同様にして、ガス
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吸着性及び粉落ちを評価した。結果を表５に示す。
【０１４８】
【表５】

 
【符号の説明】
【０１４９】
　１…皮革、２…裏打ち層、３…裏基布、４…樹脂コート層、１０…表皮材。
 

【図１】
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