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(57)【要約】
　アンモニア、アセトアルデヒド、及びトルエンに対して特に優れた脱臭能を有する脱臭
材を提供する。
　本発明の脱臭材は、繊維状活性炭と、前記繊維状活性炭に担持された、（Ａ）芳香族ア
ミン及び該芳香族アミンの硫酸塩、又は、（Ｂ）芳香族アミン、該芳香族アミンの硫酸塩
、及び硫酸とを含む、脱臭材であって、
　前記繊維状活性炭１ｇに担持された、前記芳香族アミン及び前記芳香族アミンの硫酸塩
の合計物質量が、０．８５～１．３５ｍｍｏｌであり、
　前記繊維状活性炭１ｇに担持された、前記芳香族アミンの硫酸塩と前記硫酸との合計物
質量（ｍｍｏｌ）に対する、前記芳香族アミンと前記芳香族アミンの硫酸塩との合計物質
量（ｍｍｏｌ）の割合（［前記芳香族アミンと前記芳香族アミンの硫酸塩との合計物質量
］÷［前記芳香族アミンの硫酸塩と前記硫酸との合計物質量］）が、５．０～７．５であ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繊維状活性炭と、前記繊維状活性炭に担持された、（Ａ）芳香族アミン及び該芳香族ア
ミンの硫酸塩、又は、（Ｂ）芳香族アミン、該芳香族アミンの硫酸塩、及び硫酸とを含む
、脱臭材であって、
　前記繊維状活性炭１ｇに担持された、前記芳香族アミン及び前記芳香族アミンの硫酸塩
の合計物質量が、０．８５～１．３５ｍｍｏｌであり、
　前記繊維状活性炭１ｇに担持された、前記芳香族アミンの硫酸塩と前記硫酸との合計物
質量（ｍｍｏｌ）に対する、前記芳香族アミンと前記芳香族アミンの硫酸塩との合計物質
量（ｍｍｏｌ）の割合（［前記芳香族アミンと前記芳香族アミンの硫酸塩との合計物質量
］÷［前記芳香族アミンの硫酸塩と前記硫酸との合計物質量］）が、５．０～７．５であ
る、脱臭材。
【請求項２】
　前記繊維状活性炭にｐ－アミノ安息香酸とｐ－アミノ安息香酸の硫酸塩が担持されてい
る、請求項１に記載の脱臭材。
【請求項３】
　芳香族アミンおよび／またはその塩と、硫酸および／またはその塩と、水とを含む処理
液に対して繊維状活性炭を浸漬する工程を備える、請求項１または２に記載の脱臭材の製
造方法。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の脱臭材を用いる、アセトアルデヒド、アンモニア、及びトル
エンからなる群から選択された少なくとも１種の臭いの脱臭方法。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の脱臭材を含む、脱臭シート。
【請求項６】
　バインダーをさらに含む、請求項５に記載の脱臭シート。
【請求項７】
　密度が０．０５～０．２０ｇ／ｃｍ3、厚さが０．１５～０．８０ｍｍである、請求項
５または６に記載の脱臭シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、脱臭材、その製造方法、脱臭方法、及び脱臭シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、空気浄化に関する関心が高まっており、室内等において、より悪臭の少ない環境
が求められている。また、シックハウス症候群の問題を発端として、住環境における揮発
性有機化合物（ＶＯＣ）への対策も求められている。
【０００３】
　例えば、自動車などの車室内においては、シートパッド、インストルメント・パネル、
ドアトリムなどの内装樹脂部品、塗料、接着剤などからの揮発性有機化合物の悪臭、さら
に、排気ガス、燃料臭、タバコ、人体、食品の腐敗物などの多くの悪臭が発生し得る。ま
た、車室内は、住宅に比して空間が狭いため、密閉すると特に悪臭が充満しやすいという
問題を有する。
【０００４】
　このような住環境における悪臭を除去する脱臭シートが知られている。例えば、特許文
献１には、酸性ガス除去用繊維状活性炭、アルカリガス除去用繊維状活性炭、低級アルデ
ヒド類除去用繊維状活性炭、及び炭化水素ガス吸着用繊維状活性炭のうち、少なくとも二
種の繊維状活性炭を含有することを特徴とする、主として繊維状活性炭からなる脱臭用シ
ートが開示されている。特許文献１に記載の脱臭用シートにおいては、脱臭用シートを構
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成する繊維状活性炭として、酸性ガス除去用、アルカリガス除去用、低級アルデヒド類除
去用等に特殊加工した複数種類のものを用いることにより、多種類の臭気に対して効果的
な除去効果が奏されるとされている。
【０００５】
　また、特許文献２は、特許文献１の脱臭シートが低級アルデヒド除去用繊維状活性炭を
含む場合において、悪臭成分を高い効率で除去可能とし且つ貯蔵安定性をさらに高めるた
めに、繊維状活性炭と芳香族アミノ酸と硫酸とを含んだ繊維状脱臭材であって、以下の工
程を含む方法によって製造された繊維状脱臭材を開示している。
　芳香族アミノ酸と硫酸とを含有した水溶液中に繊維状活性炭を浸漬させて繊維状活性炭
に芳香族アミノ酸と硫酸とを担持させる工程であって、繊維状活性炭に対する芳香族アミ
ノ酸の質量比を１０質量％乃至２０質量％の範囲内とし、繊維状活性炭に対する硫酸の質
量比を５質量％乃至２５質量％の範囲内とする工程と、
　芳香族アミノ酸及び硫酸を担持させた繊維状活性炭から水溶液を除去する工程と、
　水溶液を除去した繊維状活性炭を乾燥させる工程。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－１２６５１１号公報
【特許文献２】特開２０１１－７２６０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　例えば特許文献１に開示された脱臭シートにおいては、上記のような４種類の繊維状活
性炭のうち少なくとも２種類を用いているため、多種類の臭気に対して効果的な除去効果
が期待できる。しかしながら、本発明者が検討した結果、特許文献１に開示された脱臭シ
ートでは、ある特定の臭気に対する脱臭効果が十分に発揮できない場合があることが明ら
かとなった。具体的には、特許文献１に開示された脱臭シートにおいて、アンモニア等の
アルカリ系悪臭成分を除去する用途に使用するアルカリガス除去用繊維状活性炭を用いる
場合、及び、特にたばこ臭を除去する場合に使用する低級アルデヒド類除去用繊維状活性
炭を用いる場合において、アンモニア及びアルデヒドの脱臭効果が十分に発揮できない場
合があることが明らかとなった。
【０００８】
　また、特許文献２に開示された繊維状脱臭材においては、繊維状活性炭に対する配合量
が上記特定の範囲に設定された芳香族アミノ酸と硫酸とを含有した水溶液中に、繊維状活
性炭を浸漬することによって、悪臭成分を高い効率で除去可能とし且つ貯蔵安定性をさら
に高められた繊維状脱臭材が得られる。しかしながら、本発明者が検討した結果、特許文
献２に開示された繊維状脱臭材では、特許文献１と同様、アンモニア及びアルデヒドの脱
臭効果が十分に発揮できない場合があることが明らかとなった。
【０００９】
　さらに、近年、住環境における揮発性有機化合物（ＶＯＣ）への対策が進められている
観点から、脱臭材には、ホルムアルデヒドやアセトアルデヒドなどのアルデヒド化合物な
どだけでなく、芳香族アミノ酸や硫酸によって除去できないトルエンなどの芳香族有機物
に対する優れた脱臭能も求められている。また、特に、車室内環境においては、アルデヒ
ド、芳香族有機物に加え、アンモニアが排気ガス中の窒素酸化物が排気ガス処理装置内で
触媒による還元処理を受けて生成される。従って、住環境や車室内環境で使用される脱臭
材は、アルデヒド、芳香族有機物及びアンモニアをバランス良く除去することが求められ
ている。このような状況下、本発明は、アセトアルデヒド、トルエン及びアンモニアに対
して特に優れた脱臭能を有する脱臭材を提供することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　本発明者は、このような課題を解決するために鋭意検討を行った。その結果、繊維状活
性炭と、当該繊維状活性炭に担持された、（Ａ）芳香族アミン及び該芳香族アミンの硫酸
塩、又は、（Ｂ）芳香族アミン、該芳香族アミンの硫酸塩、及び硫酸とを含む、脱臭材で
あって、繊維状活性炭１ｇに担持された、芳香族アミン及び芳香族アミンの硫酸塩の合計
物質量が、０．８５～１．３５ｍｍｏｌであり、繊維状活性炭１ｇに担持された、芳香族
アミンの硫酸塩と硫酸との合計物質量（ｍｍｏｌ）に対する、芳香族アミンと芳香族アミ
ンの硫酸塩との合計物質量（ｍｍｏｌ）の割合（［芳香族アミンと芳香族アミンの硫酸塩
との合計物質量］÷［芳香族アミンの硫酸塩と硫酸との合計物質量］）が、５．０～７．
５である脱臭材は、アセトアルデヒド、トルエン及びアンモニアに対して特に優れた脱臭
能を有することを見出した。すなわち、本発明者は、芳香族アミンと該芳香族アミンの硫
酸塩とが担持された繊維状活性炭を備える脱臭材、又は、芳香族アミンと該芳香族アミン
の硫酸塩と硫酸とが担持された繊維状活性炭を備える脱臭材とした上で、さらに、特許文
献１または特許文献２では検討されていなかった繊維状活性炭に担持された芳香族アミン
及び芳香族アミンの硫酸塩の合計物質量（ｍｍｏｌ）、並びに、繊維状活性炭に担持され
た、芳香族アミンの硫酸塩と前記硫酸との合計物質量（ｍｍｏｌ）に対する、前記芳香族
アミンと前記芳香族アミンの硫酸塩との合計物質量（ｍｍｏｌ）の割合（［芳香族アミン
と芳香族アミンの硫酸塩との合計物質量］÷［芳香族アミンの硫酸塩と硫酸との合計物質
量］）に着目して、これらを上記特定の範囲に設定することによって、アセトアルデヒド
、トルエン及びアンモニアという３つの悪臭成分の全てに対して優れた脱臭能を有する脱
臭材が得られることを見出した。本発明は、これらの知見に基づいて、さらに検討を重ね
ることにより完成された発明である。
【００１１】
　すなわち、本発明は、下記に掲げる態様の発明を提供する。
項１．　　繊維状活性炭と、前記繊維状活性炭に担持された、（Ａ）芳香族アミン及び該
芳香族アミンの硫酸塩、又は、（Ｂ）芳香族アミン、該芳香族アミンの硫酸塩、及び硫酸
とを含む、脱臭材であって、
　前記繊維状活性炭１ｇに担持された、前記芳香族アミン及び前記芳香族アミンの硫酸塩
の合計物質量が、０．８５～１．３５ｍｍｏｌであり、
　前記繊維状活性炭１ｇに担持された、前記芳香族アミンの硫酸塩と前記硫酸との合計物
質量（ｍｍｏｌ）に対する、前記芳香族アミンと前記芳香族アミンの硫酸塩との合計物質
量（ｍｍｏｌ）の割合（［前記芳香族アミンと前記芳香族アミンの硫酸塩との合計物質量
］÷［前記芳香族アミンの硫酸塩と前記硫酸との合計物質量］）が、５．０～７．５であ
る、脱臭材。
項２．　前記繊維状活性炭にｐ－アミノ安息香酸とｐ－アミノ安息香酸の硫酸塩が担持さ
れている、項１に記載の脱臭材。
項３．　芳香族アミンおよび／またはその塩と、硫酸および／またはその塩と、水とを含
む処理液に対して繊維状活性炭を浸漬する工程を備える、項１または２に記載の脱臭材の
製造方法。
項４．　項１または２に記載の脱臭材を用いる、アセトアルデヒド、アンモニア、及びト
ルエンからなる群から選択された少なくとも１種の臭いの脱臭方法。
項５．　項１または２に記載の脱臭材を含む、脱臭シート。
項６．　バインダーをさらに含む、項５に記載の脱臭シート。
項７．　密度が０．０５～０．２０ｇ／ｃｍ3、厚さが０．１５～０．８０ｍｍである、
項５または６に記載の脱臭シート。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、アセトアルデヒド、トルエン及びアンモニアに対して特に優れた脱臭
能を有する脱臭材、及びこれを用いた脱臭シートを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】実施例におけるアセトアルデヒド濃度と時間との関係を示すグラフである。
【図２】実施例におけるアンモニア濃度と時間との関係を示すグラフである。
【図３】実施例におけるトルエン濃度と時間との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の脱臭材は、繊維状活性炭と、当該繊維状活性炭に担持された、（Ａ）芳香族ア
ミン及び該芳香族アミンの硫酸塩、又は、（Ｂ）芳香族アミン、該芳香族アミンの硫酸塩
、及び硫酸とを含む脱臭材であって、本発明の脱臭材は、繊維状活性炭１ｇに担持された
、芳香族アミン及び芳香族アミンの硫酸塩の合計物質量が、０．８５～１．３５ｍｍｏｌ
であり、繊維状活性炭１ｇに担持された、芳香族アミンの硫酸塩と硫酸との合計物質量（
ｍｍｏｌ）に対する、芳香族アミンと芳香族アミンの硫酸塩との合計物質量（ｍｍｏｌ）
の割合（［芳香族アミンと芳香族アミンの硫酸塩との合計物質量］÷［芳香族アミンの硫
酸塩と硫酸との合計物質量］）が、５．０～７．５であることを特徴とする。以下、本発
明の脱臭材及びこれを用いた脱臭シートについて詳述する。
【００１５】
　本発明の脱臭材は、繊維状活性炭と、（Ａ）芳香族アミン及び該芳香族アミンの硫酸塩
、又は、（Ｂ）芳香族アミン、該芳香族アミンの硫酸塩、及び硫酸とを含む。本発明の脱
臭材において、繊維状活性炭と、芳香族アミン及び該芳香族アミンの硫酸塩とが含まれる
場合には、芳香族アミン及び該芳香族アミンの硫酸塩が、当該繊維状活性炭に担持されて
いる。また、本発明の脱臭材において、繊維状活性炭と、芳香族アミン、該芳香族アミン
の硫酸塩、及び硫酸とが含まれる場合には、芳香族アミン、該芳香族アミンの硫酸塩、及
び硫酸が、当該繊維状活性炭に担持されている。
【００１６】
　本発明において、繊維状活性炭は、気体中または液体中において有機物などに対して高
い吸着力を有する多孔質繊維状の活性炭をいい、例えばＪＩＳ　Ｋ１４７７に記載された
ような多孔質繊維状の活性炭をいう。繊維状活性炭は、例えば、レーヨン、アクリル繊維
、フェノール樹脂、ピッチなどを原料とした繊維を炭化し、さらに高温で水蒸気、二酸化
炭素などと反応（賦活）させることにより得られる。
【００１７】
　本発明において、繊維状活性炭の繊維径としては、特に制限されないが、好ましくは７
～２５μｍ程度、より好ましくは１０～２０μｍ程度が挙げられる。また、繊維状活性炭
の平均繊維長さとしては、特に制限されないが、好ましくは０．１ｍｍ以上、より好まし
くは２０～１５０ｍｍ程度が挙げられる。なお、繊維状活性炭の平均繊維長さは、ＪＩＳ
　Ｋ１４７７に記載された方法により求めた値である。また、繊維状活性炭の比表面積は
、特に制限されないが、好ましくは５００～２０００ｍ2／ｇ程度が挙げられる。繊維状
活性炭の比表面積は、ＪＩＳ　Ｋ１４７７に記載されたＢＥＴ法（１点法）により求めた
値である。
【００１８】
　本発明において、芳香族アミンとしては特に制限されないがアセトアルデヒド、トルエ
ン及びアンモニアに対する脱臭能をより効果的に高めるため、また製造上の取り扱い易さ
や安全上の観点から、ハロゲン、スルホ基、アセトアミド基、又はカルボニル基がベンゼ
ン環に結合した芳香族アミンが好ましい。ハロゲン、スルホ基、アセトアミド基、又はカ
ルボニル基がベンゼン環に結合した芳香族アミンとしては、アミノ安息香酸、アミノアセ
トアニリド、アミノサリチル酸、アミノスルファニル酸等が好ましく挙げられる。中でも
、芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩としてはアミノ安息香酸及びその硫酸塩が好ま
しい。すなわち、本発明の脱臭材においては、繊維状活性炭にアミノ安息香酸及びその硫
酸塩が担持されていることが好ましい。本発明の脱臭材中において、芳香族アミンの少な
くとも一部は、後述の硫酸と共に硫酸塩を形成する。芳香族アミンと該芳香族アミンの硫
酸塩は、１種類単独で使用してもよいし、２種類以上を組み合わせて使用してもよい。
【００１９】
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　アミノ安息香酸としては、特に制限されず、ｐ－アミノ安息香酸、ｍ－アミノ安息香酸
、及びｏ－アミノ安息香酸のうち少なくとも１種を用いることができる。アセトアルデヒ
ド、トルエン及びアンモニアに対する脱臭能をより効果的に高める観点からは、本発明の
脱臭材においては、繊維状活性炭にｐ－アミノ安息香酸が担持されていることが特に好ま
しい。
【００２０】
　本発明の脱臭材においては、上記の芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩と共に、硫
酸が担持されていてもよい。すなわち、本発明の脱臭材は、（Ａ）芳香族アミンと該芳香
族アミンの硫酸塩が担持された繊維状活性炭（硫酸が担持されていなくてもよい）、又は
、（Ｂ）芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩と硫酸とが担持された繊維状活性炭を備
えている。
【００２１】
　硫酸は、沸点が比較的高く、揮発し難い。硫酸は、水へのアミノ安息香酸の溶解を促進
するため、後述するような脱臭材の製造過程において、繊維状活性炭に芳香族アミンと該
芳香族アミンの硫酸塩を均一に担持させることを可能とする。さらに、硫酸は、脱臭材に
おいて、芳香族アミン、芳香族アミンの硫酸塩同士が互いに重合することを抑制する効果
を発揮する。
【００２２】
　上述の通り、例えば特許文献１に開示された脱臭シートにおいては、アンモニア等のア
ルカリ系悪臭成分を除去する用途に使用するアルカリガス除去用繊維状活性炭、特にたば
こ臭を除去する場合に使用する低級アルデヒド類除去用繊維状活性炭、硫化水素等の酸系
悪臭成分を除去する用途に使用する酸性ガス除去用繊維状活性炭、炭化水素ガス吸着用繊
維状活性炭の４種類の繊維状活性炭を使い分けることによって、多種類の臭気に対して効
果的な除去効果が期待できる。しかしながら、このような脱臭シートにおいて、例えば本
発明が脱臭対象とするアンモニアを除去するアルカリガス除去用繊維状活性炭を用いる場
合や、アルデヒドを除去する低級アルデヒド類除去用繊維状活性炭を用いる場合において
、アンモニア及びアルデヒドの脱臭効果が十分に発揮できない場合がある。
【００２３】
　また、例えば特許文献２に開示された繊維状脱臭材においては、繊維状活性炭に対する
配合量が特定の範囲に設定された芳香族アミノ酸と硫酸とを含有した水溶液を用い、この
水溶液中に、繊維状活性炭を浸漬することによって繊維状脱臭材を得ているが、特許文献
２の繊維状脱臭材についても、特許文献１と同様、アンモニア及びアルデヒドの脱臭効果
が十分に発揮できない場合がある。
【００２４】
　これに対して、本発明の脱臭材においては、芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩が
担持された繊維状活性炭、又は、芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩と硫酸とが担持
された繊維状活性炭を備える脱臭材とした上で、担持される芳香族アミン及び前記芳香族
アミンの硫酸塩の合計物質量を、前記芳香族アミン、前記芳香族アミンの硫酸塩及び前記
硫酸を除いた繊維状活性炭１ｇあたり、０．８５～１．３５ｍｍｏｌ、好ましくは０．９
０～１．３５ｍｍｏｌに設定しており、さらに、繊維状活性炭１ｇあたりに担持された芳
香族アミンの硫酸塩と前記硫酸との合計物質量（ｍｍｏｌ）に対する、繊維状活性炭１ｇ
あたりに担持された芳香族アミンと芳香族アミンの硫酸塩との合計物質量（ｍｍｏｌ）の
割合（［芳香族アミンと前記芳香族アミンの硫酸塩との合計物質量］÷［芳香族アミンの
硫酸塩と硫酸との合計物質量］）を、５．０～７．５、好ましくは５．３～７．５の範囲
に設定していることにより、アセトアルデヒド、トルエン及びアンモニアという３つの悪
臭成分の全てに対して優れた脱臭能を奏する。
【００２５】
　本発明の脱臭材において、このような特定の構成を採用することによって上記の３つの
悪臭成分の全てに対して優れた脱臭能が発揮される機構の詳細は明らかではないが、例え
ば、次のような要因が関連しているものと考えられる。芳香族アミンと該芳香族アミンの
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硫酸塩が担持された繊維状活性炭を備える脱臭材においては、ホルムアルデヒドやアセト
アルデヒドなどのアルデヒドは主に担持された芳香族アミンとのシッフ反応によって除去
され、アンモニアは主に担持された芳香族アミンの硫酸塩又は硫酸との中和反応によって
除去され、トルエンなどの芳香族有機物は主に繊維状活性炭の微細孔に物理的に吸着され
て、それぞれが脱臭されていると考えられる。また、硫酸には芳香族アミンとアルデヒド
の反応を促進する作用および、芳香族アミンの重合を抑制し、反応活性を保つ作用がある
と考えられる。一方で、芳香族アミンや硫酸といった薬剤の担持量が多くなると、活性炭
の微細孔の閉塞が進み、芳香族有機物の脱臭効果に悪影響を及ぼす。これらのことを考慮
すると、上記３種のガスに対してバランスの良い脱臭効果を実現するためには、担持量と
混合割合の厳密なコントロールが必要であり、後述するような処理液における芳香族アミ
ンや硫酸などの仕込み量ではなく、脱臭材に担持された芳香族アミンと該芳香族アミンの
硫酸塩の合計物質量を特定の範囲に設定した上で、芳香族アミンの硫酸塩と硫酸との合計
物質量（ｍｍｏｌ）に対する、芳香族アミンと芳香族アミンの硫酸塩との合計物質量（ｍ
ｍｏｌ）の割合で規定することにより、芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩の合計物
質量に加えて、脱臭材における微細孔の閉塞、芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩の
重合などによる脱臭能の低下要因が制御され、結果として、本発明の脱臭材においては、
上記の３つの悪臭成分に対して、優れた脱臭効果を発揮するものと考えられる。
【００２６】
　本発明の脱臭材において、硫酸（塩の形態も含む。ただし、芳香族アミンの硫酸塩は含
まない）の合計物質量しては、芳香族アミンの硫酸塩と硫酸との合計物質量（ｍｍｏｌ）
に対する、芳香族アミンと芳香族アミンの硫酸塩との合計物質量（ｍｍｏｌ）の割合が上
記の範囲となれば、特に制限されず、繊維状活性炭１ｇあたり、０．１０～０．５０ｍｍ
ｏｌ程度、好ましくは０．１０～０．２０ｍｍｏｌ程度が挙げられる。なお、本発明の脱
臭材中における芳香族アミンと芳香族アミンの硫酸塩の合計物質量、芳香族アミンの硫酸
塩と硫酸の合計物質量、及び芳香族アミンの硫酸塩と硫酸との合計物質量（ｍｍｏｌ）に
対する、芳香族アミンと芳香族アミンの硫酸塩との合計物質量（ｍｍｏｌ）の割合は、例
えば、以下のように測定することができる。
【００２７】
（芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩の合計物質量、及び、芳香族アミンの硫酸塩と
硫酸の合計物質量の測定）
　繊維状活性炭に担持された芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩の合計物質量につい
ては、繊維状活性炭を浸漬する前の液（後述の処理液）と、繊維状活性炭を浸漬した後の
液の有機物濃度を、それぞれ全有機物濃度（ＴＯＣ）計を用い測定し、浸漬操作前後の有
機物濃度の差から、これらの合計物質量を計算できる。具体的には、まず全有機物濃度（
ＴＯＣ）計（株式会社島津製作所製ＴＯＣ－５０００）を用いて、浸漬操作前後の処理液
について、炭素（Ｃ）に換算された有機物濃度（ｍｇＣ／Ｌ）を測定し、操作前後の濃度
の差を求める。ここに処理液量（Ｌ）を乗じ、｛芳香族アミン中の総炭素の合計原子量（
ｇ／ｍｏｌ）×１０００（ｍｇ／ｇ）｝（例えば、ｐ－アミノ安息香酸又はｐ－アミノ安
息香酸の硫酸塩の場合は、炭素数が７個なので、総炭素の合計原子量は８４０７７（ｍｇ
／ｍｏｌ））で除することで得られる物質量の差（ｍｏｌ）が、繊維状活性炭に担持され
た芳香族アミンと、芳香族アミンの硫酸塩の合計物質量（ｍｏｌ）に相当する。なお、上
記有機物濃度の測定について、全有機物濃度（ＴＯＣ）計の検出限界の上限値を超える濃
度の場合は適宜検出可能となるよう溶媒で希釈して測定することができる。また、上記有
機物濃度（ｍｇＣ／Ｌ）は、丸めの幅を０．１として、ＪＩＳ　Ｚ　８４０１に準じて数
値を丸める。そして、求めた芳香族アミンと、芳香族アミンの硫酸塩の合計担持量（ｍｏ
ｌ）をｍｍｏｌに換算し、これを処理液に浸漬する前の繊維状活性炭の質量（ｇ）で除す
ることにより、本発明で規定する、繊維状活性炭１ｇあたりの前記芳香族アミン及び前記
芳香族アミンの硫酸塩の合計物質量（ｍｍｏｌ）を求めることができる。なお、本発明に
おいて、物質量（ｍｍｏｌ）は、丸めの幅が０．０１となるように、ＪＩＳ　Ｚ　８４０
１に準じて数値を丸める。
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【００２８】
　また、繊維状活性炭に担持された芳香族アミンの硫酸塩と硫酸の合計物質量についても
同様に、繊維状活性炭を浸漬する前の液（後述の処理液）と、繊維状活性炭を浸漬した後
の液について、ＪＩＳ　Ｋ　０１０１：１９９８　４２．４に規定のイオンクロマトグラ
フ法に準じ硫酸イオンの濃度（ｍｇ／Ｌ）を測定することで、これらの合計物質量を計算
することができる。具体的には浸漬操作前後の処理液の硫酸イオンの濃度（ｍｇ／Ｌ）を
、検量線を用いてそれぞれ測定し、操作前後の濃度の差（ｍｇ／Ｌ）を求める。求めた操
作前後の濃度の差（ｍｇ／Ｌ）に処理液量（Ｌ）を乗じ、｛硫酸イオンの分子量９６．０
６（ｇ／ｍｏｌ）×１０００（ｍｇ／ｇ）｝で除して得られる、浸漬操作前後の硫酸イオ
ンの物質量の差（ｍｏｌ）が、繊維状活性炭に担持された芳香族アミンの硫酸塩と硫酸の
合計物質量（ｍｏｌ）に相当する。なお、上記硫酸イオンの濃度（ｍｇ／Ｌ）は、丸めの
幅を１として、ＪＩＳ　Ｚ　８４０１に準じて数値を丸める。そして、求めた繊維状活性
炭に担持された芳香族アミンの硫酸塩と硫酸の合計物質量（ｍｏｌ）をｍｍｏｌに換算し
、これを処理液に浸漬する前の繊維状活性炭の質量（ｇ）で除することにより、繊維状活
性炭１ｇあたりの芳香族アミンの硫酸塩と硫酸の合計物質量（ｍｍｏｌ）を求めることが
できる。
【００２９】
（芳香族アミンの硫酸塩と硫酸との合計物質量（ｍｍｏｌ）に対する、芳香族アミンと芳
香族アミンの硫酸塩との合計物質量（ｍｍｏｌ）の割合）
　上記測定、計算で得られた、繊維状活性炭１ｇあたりに担持された芳香族アミンと該芳
香族アミンの硫酸塩の合計担持量（ｍｍｏｌ）を、繊維状活性炭１ｇあたりに担持された
芳香族アミンの硫酸塩と硫酸の合計担持量（ｍｍｏｌ）で除して算出する。なお、上記割
合は、丸めの幅を０．１として、ＪＩＳ　Ｚ　８４０１に準じて数値を丸める。
【００３０】
　また、本発明の脱臭剤の比表面積（（Ａ）芳香族アミン及び該芳香族アミンの硫酸塩、
又は、（Ｂ）芳香族アミン、該芳香族アミンの硫酸塩、及び硫酸の担持後）の比表面積と
しては、５００～１０００ｍ2／ｇ程度が挙げられ、６００～８５０ｍ2／ｇ程度が好まし
く挙げられる。なお、本発明の脱臭剤の比表面積は、ＪＩＳ　Ｋ１４７７に記載されたＢ
ＥＴ法（１点法）により求めた値である。
【００３１】
　本発明の脱臭材において、平衡濃度１０ｐｐｍにおけるアセトアルデヒドの平衡吸着量
（ｍｇ／ｇＡＣＦ）としては、好ましくは４５ｍｇ／ｇＡＣＦ以上、より好ましくは４５
～７０ｍｇ／ｇＡＣＦ、特に好ましくは５０～６０ｍｇ／ｇＡＣＦが挙げられる。また、
本発明の脱臭材において、平衡濃度１０ｐｐｍにおけるアンモニアの平衡吸着量（ｍｇ／
ｇＡＣＦ）としては、好ましくは１２ｍｇ／ｇＡＣＦ以上、より好ましくは１２～２０ｍ
ｇ／ｇＡＣＦ、特に好ましくは１２～１５ｍｇ／ｇＡＣＦが挙げられる。本発明の脱臭材
において、平衡濃度１０ｐｐｍにおけるトルエンの平衡吸着量（ｍｇ／ｇＡＣＦ）として
は、好ましくは５５ｍｇ／ｇＡＣＦ以上、より好ましくは５５～９０ｍｇ／ｇＡＣＦ、特
に好ましくは５５～８０ｍｇ／ｇＡＣＦが挙げられる。なお、本発明の脱臭材の平衡濃度
１０ｐｐｍにおけるアセトアルデヒド、トルエン及びアンモニアの平衡吸着量は、測定方
法は、それぞれ、以下の通りである。
【００３２】
（アセトアルデヒドの平衡吸着量の測定）
　任意重量の試料片と１００ｐｐｍアセトアルデヒドガス３Ｌを密閉容器に封入し、２５
℃の環境下において静置する。２４時間経過後、容器内のガス濃度を測定し、吸着量を計
算する。複数の試料重量について測定を行い、それぞれの計算結果より、濃度と吸着量の
相関をグラフにプロットし、得られた関係式より、任意の平衡濃度におけるアセトアルデ
ヒドの平衡吸着量（ｍｇ／ｇＡＣＦ）を導く。アセトアルデヒドの濃度測定には、ガスク
ロマトグラフィー、またはガス検知管を用いる。
【００３３】
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（アンモニアの平衡吸着量の測定）
　アセトアルデヒドの代わりにアンモニアを用い、アセトアルデヒドの平衡吸着量の測定
と同様にして、アンモニアの平衡吸着量（ｍｇ／ｇＡＣＦ）を求める。アンモニアの濃度
測定には、イオンクロマトグラフィー、またはガス検知管を用いる。
【００３４】
（トルエンの平衡吸着量の測定）
　アセトアルデヒドの代わりにトルエンを用い、アセトアルデヒドの平衡吸着量の測定と
同様にして、トルエンの平衡吸着量（ｍｇ／ｇＡＣＦ）を求める。トルエンの濃度測定に
は、ガスクロマトグラフィー、またはガス検知管を用いる。
【００３５】
　本発明の脱臭材は、例えば、次のようにして製造することができる。まず、芳香族アミ
ンおよび／またはその塩と、硫酸および／またはその塩と、水とを含有した処理液を調製
する。芳香族アミンおよび／またはその塩は、水で十分に希釈した硫酸および／またはそ
の塩の水溶液中に溶解させてもよく、硫酸および／またはその塩を比較的高い濃度で含ん
だ水溶液中に溶解させた後にこれを水で希釈して処理液としてもよい。硫酸としては、濃
硫酸を用いてもよいし、希硫酸を用いてもよい。また、芳香族アミンおよび／またはその
塩を水に溶解させるために、硫酸および／またはその塩の水溶液を、例えば５０～８０℃
の範囲内の温度に加熱し、ここに芳香族アミンおよび／またはその塩を混合してもよい。
また、芳香族アミンとしては、本発明の脱臭剤に担持させる前述のものを用いる。芳香族
アミンの塩としては、特に制限されないが、例えば、当該芳香族アミンの塩酸塩、硫酸塩
などが挙げられる。
【００３６】
　処理液における芳香族アミンおよび／またはその塩の仕込み量としては、本発明の脱臭
材における芳香族アミンおよび／またはその塩の担持量が上記の範囲となるように設定す
れば、特に制限されず、例えば、後に浸漬する繊維状活性炭１００質量部に対して、１２
～１８質量部程度とすればよい。また、処理液における硫酸および／またはその塩の仕込
み量としては、本発明の脱臭材における芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩、又は、
芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩と硫酸の含有量、割合が上記の範囲となるように
設定すれば、特に制限されず、後に浸漬する繊維状活性炭１００質量部に対して、１２～
１８質量部程度とすればよい。
【００３７】
　次に、この処理液中に繊維状活性炭を浸漬して、繊維状活性炭に芳香族アミンと該芳香
族アミンの硫酸塩、又は、芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩と硫酸を担持させる。
例えば、繊維状活性炭を処理液中に均一に分散させ、その後、十分な時間に亘ってこの分
散液を静置する。繊維状活性炭を処理液中に浸漬させる時間は、例えば約１時間以上とす
る。繊維状活性炭の質量と処理液の体積との比は、例えば５～５０ｇ／Ｌの範囲内とする
。この比が小さすぎる場合、芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩、又は、芳香族アミ
ンと該芳香族アミンの硫酸塩と硫酸を繊維状活性炭に担持させるためにより長い時間を要
する。一方、この比が大きすぎる場合、芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩、又は、
芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩と硫酸を繊維状活性炭に均一に担持させることが
難しくなる。なお、繊維状活性炭を水溶液と接触させている時間が十分に長ければ、この
比が繊維状活性炭に担持される芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩、又は、芳香族ア
ミンと該芳香族アミンの硫酸塩と硫酸の量に及ぼす影響は無視することができる。なお、
繊維状活性炭を浸漬する処理液は、上記の芳香族アミンおよび／またはその塩の仕込みの
際に加熱された状態で使用してもよく、加熱した処理液を冷却した後に使用してもよい。
【００３８】
　次いで、芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩、又は、芳香族アミンと該芳香族アミ
ンの硫酸塩と硫酸とを担持させた繊維状活性炭から処理液を除去する。処理液を除去する
方法としては、特に制限されず、例えば、繊維状活性炭を処理液から引き上げることによ
り行うことができる。芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩、又は、芳香族アミンと該
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芳香族アミンの硫酸塩と硫酸とを担持させた繊維状活性炭からの処理液の除去に先立って
、処理液を水で希釈してもよい。
【００３９】
　その後、処理液を除去した繊維状活性炭を乾燥させる。この乾燥には、例えば、自然乾
燥、通風乾燥、熱風乾燥、マイクロ波加熱乾燥、間接加熱乾燥などを利用することができ
る。乾燥は、繊維状活性炭の温度が、例えば１３０℃以下、好ましくは８０℃以下に維持
されるように行う。以上のようにして、本発明の脱臭材を製造することができる。
【００４０】
　次に、本発明の脱臭シートについて詳述する。本発明の脱臭シートは、上記の本発明の
脱臭材を用いたものであり、本発明の脱臭材を含む。具体的には、本発明の脱臭シートは
、例えば、上記の脱臭材がシート状に成形されたものである。シートの形態としては、特
に限定されないが、不織布が好ましく挙げられる。本発明の脱臭シートは、上記の脱臭材
をシート状に成形することなどを目的として、必要に応じてバインダーを含んでいてもよ
い。バインダーとしては、脱臭材を構成する繊維状活性炭同士を接着できるものであれば
特に制限されず、例えば、（繊維状バインダーが挙げられ、繊維状バインダーの市販品と
してはユニチカ株式会社製商品名メルティ）などを使用することができる。
【００４１】
　本発明の脱臭シートがバインダーを含む場合、バインダーと、芳香族アミンと該芳香族
アミンの硫酸塩、又は、芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩と硫酸が担持された繊維
状活性炭との質量比（バインダー／繊維状活性炭）としては、好ましくは７５／２５～２
５／７５程度が挙げられる。また、後述する、脱臭シートの密度を低いものとする場合に
は、アンモニア、アセトアルデヒド、及びトルエンに対する脱臭能をより一層優れたもの
とすることから、高価な繊維状活性炭の質量割合を少ないものとしやすくなり、例えば、
バインダーと芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩、又は、芳香族アミンと該芳香族ア
ミンの硫酸塩と硫酸が担持された繊維状活性炭との質量比（バインダー／繊維状活性炭）
としては、７５／２５～６５／３５程度としやすくなる。
【００４２】
　本発明の脱臭シートの密度は、特に限定されるものではないが、アンモニア、アセトア
ルデヒド、及びトルエンに対する脱臭能をより一層優れたものとする観点から、例えば、
０．０５～０．３ｇ／ｃｍ3が好ましく、０．０５～０．２０ｇ／ｃｍ3がより好ましく、
０．０８～０．１２ｇ／ｃｍ3が特に好ましい。また、本発明の脱臭シートの厚さとして
は、例えば、０．１５～０．８０ｍｍ、０．１５～０．５０ｍｍ、好ましくは０．１５～
０．２５ｍｍとすると、上記脱臭能に優れつつ、車室内の座席のカバー内に収容できやす
くなる。上記のような密度が低い、および／または薄いシートを得る方法としては、例え
ば、目付け１～８ｇ／ｍ2程度の薄い不織布を製造し、該不織布を複数層重ねてニードル
パンチ加工を施して一体化させることにより得ることができる。
【００４３】
　本発明の脱臭シートは、例えば、上記の脱臭材をシート状に成形することにより製造す
ることもできるし、繊維状活性炭に芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩、又は、芳香
族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩と硫酸を担持させる前の繊維状活性炭をシート状に成
形した後、当該シートを上記と同様にして処理液に浸漬して、繊維状活性炭に芳香族アミ
ンと該芳香族アミンの硫酸塩、又は、芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩と硫酸を担
持させることによっても製造することができる。
【００４４】
　本発明の脱臭シートを空気浄化用シートとして用いる場合は、エレクトレット化された
不織布シート、ＨＥＰＡ（ｈｉｇｈ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　
ａｉｒ）フィルタ、ＵＬＰＡ（ｕｌｔｒａ　ｌｏｗ　ｐｅｎｅｔｒａｔｉｏｎ　ａｉｒ）
フィルタなどの除塵シートを脱臭シートに貼り合せることによって、除塵効果を付与した
積層体とすることも可能である。そのような積層体は、空気浄化と除塵とを行う空気清浄
器などにおいて好適に使用され得る。
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【００４５】
　本発明の脱臭シートは、上記した本発明の脱臭材を含んでいるため、アンモニア、アセ
トアルデヒド、及びトルエンを、高い効率で気相から除去することができる。従って、本
発明の脱臭シートは、住環境において広く使用することができ、自動車、電車、船舶、飛
行機などの内装材にも好適に使用できる。中でも、本発明の脱臭シートは、アンモニア、
アセトアルデヒド、及びトルエンを、高い効率で気相から除去自動車内装材として、車室
内の座席のカバー内に収容して用いることができる。すなわち、本発明の脱臭シートを含
む、車室内用座席とすることができる。また、本発明の脱臭材は、アセトアルデヒド以外
にも、ホルムアルデヒド等の低級アルデヒド、トルエン以外にも、ベンゼン、ｏ－キシレ
ン、ｍ－キシレン、ｐ－キシレン、エチルベンゼン、スチレン等の芳香族有機物に対して
も、脱臭能を有する。
【実施例】
【００４６】
　以下に、実施例及び比較例を示して本発明を詳細に説明する。ただし、本発明は、実施
例に限定されない。
【００４７】
（実施例１～３及び比較例１～６）
　７５質量％の濃度で硫酸を含有した硫酸水溶液を調製した。この硫酸水溶液を６５℃以
上の温度で撹拌して、ｐ－アミノ安息香酸を水溶液に加え、完全に溶解させたのち、繊維
状活性炭の質量と処理液の体積との比が２０ｇ／Ｌとなるように水を加え、処理液を得た
。実施例１～３及び比較例１～６における硫酸及びｐ－アミノ安息香酸の仕込み量（質量
部）は、それぞれ表１の通りである。表中の硫酸の仕込み量（質量部）は、７５％硫酸水
溶液中の、純水を除いた硫酸のみの量（質量部）を示す。
【００４８】
　次に、この処理液に、１００質量部の繊維状活性炭を浸漬した。繊維状活性炭としては
、比表面積が１２６０ｍ2／ｇのピッチ系繊維状活性炭であるユニチカ株式会社製アドー
ルＡ－１０を使用した。続いて、この溶液を１０分間に亘って撹拌して、繊維状活性炭を
溶液中に均一に分散させた。その後、この分散液を静置した。８時間以上静置した後、繊
維状活性炭を溶液から引き上げ、乾燥機を用いて８０℃で３時間に亘って乾燥させ、実施
例１～３及び比較例１～６の脱臭材を得た。これらの脱臭材におけるｐ－アミノ安息香酸
及び硫酸の担持量、担持されたｐ－アミノ安息香酸及び硫酸のモル比、アセトアルデヒド
、アンモニア、及びトルエンの平衡吸着量、並びに脱臭材の比表面積は、それぞれ以下の
ようにして測定した。
【００４９】
（繊維状活性炭１ｇあたりに担持された芳香族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩の合計担
持量（ｍｍｏｌ）、及び繊維状活性炭１ｇあたりに担持された芳香族アミンの硫酸塩と硫
酸の合計担持量の測定（ｍｍｏｌ））
　実施例１～３及び比較例１～６で得られた各脱臭材について、それぞれ、前述の（芳香
族アミンと該芳香族アミンの硫酸塩の合計担持量、及び、芳香族アミンの硫酸塩と硫酸の
合計担持量の測定）に示した方法により、これらの合計担持量を測定した。結果を表１に
示す。なお、上記測定については、活性炭量を２．０ｇ、処理液量が１００ｍｌとなるよ
うに残部純水を添加して、測定をおこなった。
【００５０】
（繊維状活性炭１ｇあたりに担持された芳香族アミンの硫酸塩と硫酸との合計物質量（ｍ
ｍｏｌ）に対する、繊維状活性炭１ｇあたりに担持された芳香族アミンと芳香族アミンの
硫酸塩との合計物質量（ｍｍｏｌ）の割合）
　実施例１～３及び比較例１～６で得られた各脱臭材について、それぞれ、前述の（芳香
族アミンの硫酸塩と硫酸との合計物質量（ｍｍｏｌ）に対する、芳香族アミンと芳香族ア
ミンの硫酸塩との合計物質量（ｍｍｏｌ）の割合）に示した方法により、繊維状活性炭１
ｇあたりに担持された芳香族アミンの硫酸塩と硫酸との合計物質量（ｍｍｏｌ）に対する
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、繊維状活性炭１ｇあたりに担持された芳香族アミンと芳香族アミンの硫酸塩との合計物
質量（ｍｍｏｌ）の割合を測定した。結果を表１に示す。なお、上記測定については、活
性炭量を２．０ｇ、処理液量が１００ｍｌとなるように残部純水を添加して、測定をおこ
なった。
【００５１】
（アセトアルデヒドの平衡吸着量）
　実施例１～３及び比較例１～６で得られた各脱臭材について、それぞれ、平衡濃度１０
ｐｐｍにおけるアセトアルデヒドの平衡吸着量（ｍｇ／ｇＡＣＦ）を前述の「アセトアル
デヒドの平衡吸着量の測定」に示した方法により測定した。結果を表１に示す。
【００５２】
（アンモニアの平衡吸着量）
　アセトアルデヒドの代わりにアンモニアを用い、アセトアルデヒドの平衡吸着量の測定
と同様にして、アンモニアの平衡吸着量（ｍｇ／ｇＡＣＦ）を求めた。結果を表１に示す
。
【００５３】
（トルエンの平衡吸着量）
　アセトアルデヒドの代わりにトルエンを用い、アセトアルデヒドの平衡吸着量の測定と
同様にして、トルエンの平衡吸着量（ｍｇ／ｇＡＣＦ）を求めた。結果を表１に示す。
【００５４】
（脱臭材の比表面積）
　ＢＥＴ法（１点法）により脱臭材の比表面積を求めた。結果を表１に示す。
【００５５】
【表１】

【００５６】
　表１において、ＰＡＢＡはｐ－アミノ安息香酸を意味する。
【００５７】
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【表２】

【００５８】
　表２に示されるように、繊維状活性炭１ｇあたりに担持されたｐ－アミノ安息香酸とｐ
－アミノ安息香酸の硫酸塩の合計物質量が０．８５～１．３５ｍｍｏｌであり、かつ、繊
維状活性炭１ｇあたりに担持されたｐ－アミノ安息香酸の硫酸塩と硫酸との合計物質量（
ｍｍｏｌ）に対する、繊維状活性炭１ｇあたりに担持されたｐ－アミノ安息香酸とｐ－ア
ミノ安息香酸の硫酸塩との合計物質量（ｍｍｏｌ）の割合が、５．０～７．５の範囲にあ
る実施例１～３の脱臭材においては、アセトアルデヒド、アンモニア、及びトルエンの全
てにおいて、１０ｐｐｍの濃度において大きな平衡吸着量を有していた。
【００５９】
　一方、繊維状活性炭１ｇあたり、ｐ－アミノ安息香酸とｐ－アミノ安息香酸の硫酸塩の
合計物質量が０．７３ｍｍｏｌと少なく、さらに、繊維状活性炭１ｇあたりに担持された
ｐ－アミノ安息香酸の硫酸塩と硫酸との合計物質量（ｍｍｏｌ）に対する、繊維状活性炭
１ｇあたりに担持されたｐ－アミノ安息香酸とｐ－アミノ安息香酸の硫酸塩との合計物質
量（ｍｍｏｌ）の割合が４．６と小さい比較例１の脱臭材においては、アンモニア及びト
ルエンについては、１０ｐｐｍの濃度において大きな平衡吸着量を有していたものの、ア
セトアルデヒドについては、１０ｐｐｍの濃度における平衡吸着量が小さかった。
【００６０】
　また、繊維状活性炭１ｇあたりに担持されたｐ－アミノ安息香酸の硫酸塩と硫酸との合
計物質量（ｍｍｏｌ）に対する、繊維状活性炭１ｇあたりに担持されたｐ－アミノ安息香
酸とｐ－アミノ安息香酸の硫酸塩との合計物質量（ｍｍｏｌ）の割合が１３．６と大きい
比較例２の脱臭材においては、アセトアルデヒド及びトルエンについては、１０ｐｐｍの
濃度において大きな平衡吸着量を有していたものの、アンモニアについては、１０ｐｐｍ
の濃度における平衡吸着量が小さかった。
【００６１】
　比較例１よりも、繊維状活性炭１ｇあたりに担持されたｐ－アミノ安息香酸の硫酸塩と
硫酸との合計物質量（ｍｍｏｌ）に対する、繊維状活性炭１ｇあたりに担持されたｐ－ア
ミノ安息香酸とｐ－アミノ安息香酸の硫酸塩との合計物質量（ｍｍｏｌ）の割合が２．４
とさらに小さい比較例３の脱臭材においては、アンモニアについては、１０ｐｐｍの濃度
においてかなり大きな平衡吸着量を有していたものの、アセトアルデヒドについては、１
０ｐｐｍの濃度における平衡吸着量が小さかった。
【００６２】
　繊維状活性炭１ｇに対するｐ－アミノ安息香酸の仕込み量を１５．０質量部、硫酸の仕
込み量を１１．３質量部とし、特許文献２の実施例１０の配合と同様になるようにした比
較例４の脱臭材においては、繊維状活性炭１ｇあたりに担持されたｐ－アミノ安息香酸の
硫酸塩と硫酸との合計物質量（ｍｍｏｌ）に対する、繊維状活性炭１ｇあたりに担持され
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たｐ－アミノ安息香酸とｐ－アミノ安息香酸の硫酸塩との合計物質量（ｍｍｏｌ）の割合
が８．４と大きくなり、１０ｐｐｍの濃度におけるアンモニアの平衡吸着量が小さかった
。
【００６３】
　繊維状活性炭１ｇに対するｐ－アミノ安息香酸の仕込み量を１０．０質量部、硫酸の仕
込み量を１６．９質量部とし、特許文献２の実施例３の配合と同様になるようにした比較
例５の脱臭材においては、ｐ－アミノ安息香酸の担持量が１０．０質量部と少なく、さら
に、繊維状活性炭１ｇあたりに担持されたｐ－アミノ安息香酸の硫酸塩と硫酸との合計物
質量（ｍｍｏｌ）に対する、繊維状活性炭１ｇあたりに担持されたｐ－アミノ安息香酸と
ｐ－アミノ安息香酸の硫酸塩との合計物質量（ｍｍｏｌ）の割合が４．１と小さくなり、
１０ｐｐｍの濃度におけるアセトアルデヒドの平衡吸着量が小さかった。
【００６４】
　繊維状活性炭１００ｇに対するｐ－アミノ安息香酸の仕込み量を２０．０質量部、硫酸
の仕込み量を１６．９質量部とし、特許文献２の実施例７の配合と同様になるようにした
比較例６の脱臭材においては、ｐ－アミノ安息香酸とｐ－アミノ安息香酸の硫酸塩の合計
物質量が１．４５ｍｍｏｌ／ｇと多くなり、１０ｐｐｍの濃度におけるアセトアルデヒド
及びトルエンの平衡吸着量が小さかった。
【００６５】
　（脱臭シートの製造）
　（実施例４）
　実施例１で得た脱臭材と、バインダー繊維（ユニチカ株式会社製商品名メルティ４０８
０）とを、質量比（バインダー／脱臭材）が７０／３０となるように混綿し、目付け２ｇ
／ｍ2の不織布を製造した。得られた不織布を１０枚重ね、さらにニードルパンチ加工を
施し、温度１１０℃で加熱してバインダー繊維を溶融させ、バインダー繊維と脱臭材とを
融着させて、厚さ０．２ｍｍ、密度０．１ｇ／ｍ3の脱臭シートを得た。なお、該評価用
脱臭シート中の脱臭材の目付けは、６ｇ／ｍ2であった。
【００６６】
　（実施例５）
　実施例１で得た脱臭材と、バインダー繊維（ユニチカ株式会社製商品名メルティ４０８
０）とを、質量比（バインダー／脱臭材）が３０／７０となるように混綿し、目付け６ｇ
／ｍ2の不織布を製造した。得られた不織布を１０枚重ね、さらにニードルパンチ加工を
施し、温度１１０℃で加熱してバインダー繊維を溶融させ、バインダー繊維と脱臭材とを
融着させて、厚さ０．４ｍｍ、密度０．１５ｇ／ｍ3の脱臭シートを得て、該脱臭シート
をそのまま評価用の脱臭シートとした。なお、該評価用脱臭シート中の脱臭材の目付けは
、４２ｇ／ｍ2であった。
【００６７】
　（脱臭シートの性能評価）
　実施例４及び５で得た脱臭シートを４０ｍｍ×５０ｍｍのサイズにカットし、アセトア
ルデヒド濃度１００ｐｐｍ、相対湿度５０％、温度４０℃としたガスバック中に封入し、
時間１分、１０分、２０分、３０分、４０分、５０分、６０分経過後のガスバック内のア
セトアルデヒド濃度を測定し、脱臭シートのアセトアルデヒドの吸着性能を評価した。な
お、アセトアルデヒドの測定はガスクロマトグラフ法を用いておこなった。また、実施例
４については４０ｍｍ×５０ｍｍのサイズにカットした脱臭シートを５枚、実施例５につ
いては４０ｍｍ×５０ｍｍのサイズにカットした脱臭シートを１枚封入し、上記測定をお
こなった。結果を表２に、また、アセトアルデヒド濃度と時間との関係を図１に示す。
【００６８】
　アセトアルデヒドの代わりにアンモニアを用い、脱臭シートのアセトアルデヒドの吸着
性能の測定と同様にして、脱臭シートのアンモニアの吸着性能を評価した。結果を表２に
、また、アンモニア濃度と時間との関係を図２に示す。
【００６９】
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　アセトアルデヒドの代わりにトルエンを用い、脱臭シートのアセトアルデヒドの吸着性
能の測定と同様にして、脱臭シートのトルエンの吸着性能を評価した。結果を表２に、ト
ルエン濃度と時間との関係を図３に示す。
【００７０】
【表３】

【００７１】
　表３及び図１～３に示されるように、実施例４及び５の脱臭シートは、ともに本発明の
脱臭材を含むものであることから、アンモニア、アセトアルデヒド、及びトルエンに対し
て特に優れた脱臭能を有することが確認された。特に、実施例４の脱臭シートは、密度が
０．０８～０．１２ｇ／ｃｍ3、厚さが０．１５～０．２５ｍｍであったことから、カッ
トした実施例４の脱臭シート５枚中における本発明の脱臭材の目付け合計が３０ｇ／ｍ2

であり、実施例５の脱臭シート中の本発明の脱臭材の目付け４２ｇ／ｍ2よりも少ないに
も関わらず、同等の脱臭性能を示した。これにより、本発明の脱臭シートは、密度が０．
０８～０．１２ｇ／ｃｍ3、厚さが０．１５～０．２５ｍｍであることが特に好ましいこ
とが確認され、車室内用の座席、詳しくは該座席のカバー内に含まれるのに特に好適であ
ることが判明した。
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【国際調査報告】
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