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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　喫煙材と、喫煙材の喫煙分解生成物中の一酸化炭素を二酸化炭素に酸化するための触媒
とを含み、この触媒が、亜鉛および別の金属の混合酸化物と、金を併有し、その金が金属
状態の金類（Ａｕ０）と酸化状態の金類（Ａｕδ＋）で構成される喫煙品。
【請求項２】
　触媒に含まれる前記金の５０％を超える量が金属状態（Ａｕ０）にある請求項１記載の
喫煙品。
【請求項３】
　前記触媒が、亜鉛と等電点が６から１０である金属の混合酸化物と、金を併有すること
を特徴とする請求項１または２記載の喫煙品。
【請求項４】
前記触媒が、亜鉛およびアルミニウムの混合酸化物と金を併有することを特徴とする請求
項１または２記載の喫煙品。
【請求項５】
　前記触媒が、亜鉛および銅の混合酸化物と金を併有することを特徴とする請求項１また
は２記載の喫煙品。
【請求項６】
　前記触媒が、亜鉛および別の金属の混合酸化物上に、金化合物の溶液から金を析出させ
、その溶液から金担持酸化物を分離して調製されることを特徴とする請求項１乃至５いず
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れか１項記載の喫煙品。
【請求項７】
　前記金担持酸化物が焼成されることを特徴とする請求項６記載の喫煙品。
【請求項８】
　前記金担持酸化物が還元雰囲気中で処理されることを特徴とする請求項６記載の喫煙品
。
【請求項９】
　前記喫煙材のロッドと、煙フィルターとを含み、前記触媒がこの煙フィルター内に包含
されていることを特徴とする請求項１乃至８いずれか１項記載の喫煙品。
【請求項１０】
　前記喫煙材のロッドを含み、前記触媒がこのロッドに包含されていることを特徴とする
請求項１乃至８いずれか１項記載の喫煙品。
【請求項１１】
　ラッパーで巻かれた喫煙材のロッドを含み、前記触媒がこのラッパーに包含されている
ことを特徴とする請求項１乃至８いずれか１項記載の喫煙品。
【請求項１２】
　タバコおよび／または非タバコの喫煙材と、その喫煙材の喫煙分解生成物中の一酸化炭
素を二酸化炭素に酸化するための触媒を併有し、この触媒が、亜鉛および別の金属の混合
酸化物と、金を併有し、その金が金属状態の金類（Ａｕ０）と酸化状態の金類（Ａｕδ＋

）で構成される喫煙品。
【請求項１３】
　一酸化炭素を二酸化炭素に酸化する触媒に、喫煙材の分解生成物を接触させる前記分解
生成物の処理方法であって、前記触媒が、亜鉛および別の金属の混合酸化物と、金を併有
し、その金が金属状態の金類（Ａｕ０）と酸化状態の金類（Ａｕδ＋）で構成される方法
。
【請求項１４】
　請求項１乃至８いずれか１項記載の触媒を調製する工程と、喫煙の際の燃焼生成物が前
記触媒に接触するように、その触媒を喫煙品中に組み込む工程とを含む喫煙品の製造方法
。
【請求項１５】
　請求項１乃至８いずれか１項記載の触媒を含む喫煙品用煙フィルター。
【請求項１６】
　フィルターを介して吸引される煙中の粒状物から触媒を保護するための少なくとも１つ
のフィルターエレメントをさらに含むことを特徴とする請求項１５記載のフィルター。
【請求項１７】
　前記フィルターエレメントが亜鉛の酸化物を含むことを特徴とする請求項１６記載のフ
ィルター。
【請求項１８】
　前記フィルターエレメントが活性炭を含むことを特徴とする請求項１６または１７記載
のフィルター。
【請求項１９】
　喫煙品用のホルダーと、前記触媒を含むフィルターエレメントとを含むことを特徴とす
る請求項１５乃至１８いずれか１項記載のフィルター。
【請求項２０】
　前記触媒がフィルタートウに含まれる請求項１５記載のフィルター。
【請求項２１】
　亜鉛および別の金属の混合酸化物と、金を併有し、その金が金属状態の金類（Ａｕ０）
と酸化状態の金類（Ａｕδ＋）で構成される触媒を含む喫煙品用ケーシング。
【請求項２２】
　ケーシングが喫煙品用ラッパーである請求項２１記載のケーシング。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、喫煙品および喫煙材に関し、特に喫煙材の喫煙による分解生成物中の一酸化
炭素の二酸化炭素への酸化のための触媒を含む喫煙品および喫煙材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの物質が一酸化炭素を二酸化炭素に変換するための触媒として機能することが知ら
れている。例えば、この触媒としてChem. Commun., 1999, 1373-1374にTaylor等は、銅と
亜鉛の混合酸化物の使用を開示し、米国特許第4,839,327号は、一酸化炭素を二酸化炭素
に酸化するために、MnO2, Fe2O3, CuO, CuMnO2, Al2O3, SiO2およびTiO2などの金属酸化
物に担持させた金の微細析出物を含む触媒を開示し、米国特許第5,068,217号は、Fe2O3を
含む多孔性セラミックキャリアーに析出させた金を含む触媒を開示し、米国公開公報第20
03／099586号は、Fe2O3のキャリアーに担持された金を含む触媒を開示し、米国特許第4,6
98,324号は、シリカ、アルミナまたはマグネシアからなるキャリアーに金または金と触媒
金属酸化物（Cr2O3, MnO, NiO, Fe2O3, Co3O4, CuO）との混合物を析出させたものを開示
している。
【０００３】
　喫煙品および喫煙材に触媒を包含させて喫煙による分解生成物中の一酸化炭素を二酸化
炭素に変換するという提案がいくつかなされている。例えば、国際特許公開WO2004/00224
7号には紙巻きタバコに組み込むためのいくつかの触媒を開示している。その内の１つの
触媒は、アルミン酸亜鉛を含んでいる。また別に酸化セリウムなどの希土類酸化物に析出
させた金を含む触媒も開示されている。米国公開公報第2003／0075193号にはZrでドープ
された金属酸化物（Fe2O3, CuO, TiO2, CeO2, Ce2O3, Al2O3またはY2O3など）およびPdで
ドープされたMnO2のナノ粒子状の触媒を含む喫煙材が開示されている。中国特許明細書第
CN-1464058号は、タバコ煙中の一酸化炭素の量を減少させるための複合触媒系を開示して
いる。この系は、アルミナ、シリカ、ベントナイトまたはモレキュラーシーブ材からなる
担体に支持された３つの活性成分（Au, PtおよびPd）および少なくとも２つのプロモータ
ー（Fe, Cuおよび場合によってはZn）を有する。
【０００４】
　触媒を喫煙品に包含させる場合、触媒は、煙に含まれる水分または他の物質によってす
ぐに不活性化または汚染される。さらに喫煙材または喫煙品中に触媒が存在すると煙の風
味に悪影響を与える。さらに多くの触媒は、タバコ煙が紙巻きタバコから吸い込まれる温
度より高い温度でのみ効果がある。
【０００５】
　したがって、汚染されていない一酸化炭素の二酸化炭素への変換を触媒するのに効果的
である多くの触媒は、実際の喫煙条件をシュミレートする条件下での触媒の効率を試験に
よってタバコ煙中のこのような変換を触媒するのに有効であることが証明されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、喫煙材の分解生成物中の一酸化炭素を二酸化炭素に酸化するために使用され
る金を含む特定の触媒の選択を基礎としている。これら選択された触媒を本明細書中、「
本発明の触媒」とする。
【０００７】
　広義には本発明は、喫煙材の分解生成物を処理する方法を提供し、この方法は、分解生
成物を本発明の触媒と接触させることを含む。
【０００８】
　また本発明は、喫煙材の分解生成物の処理に本発明の触媒を使用することを含む。
【０００９】



(4) JP 4970252 B2 2012.7.4

10

20

30

40

50

　また本発明は、喫煙材および本発明の触媒を含む喫煙品またはその構成部材をも含む。
本発明の触媒を含む構成部材は、煙フィルター、喫煙品用ラッパーまたはケーシング、フ
ィルタートウなどのフィルター材または喫煙材自体であってもよい。
【００１０】
　本発明は、特に本発明の触媒を含む煙フィルターを包含する。
【００１１】
　本発明の触媒は、特に金と、亜鉛またはチタニウムの酸化物とを含む。また本発明の触
媒は、金およびこれを担持するキャリアーを含み、この場合金は、金属状態（Au0）にあ
る金類（species）と酸化状態（Auδ+）の金類とを含む。
【００１２】
　金の触媒機構は、完全には理解されていないが、我々の調査では、その活性が触媒の表
面に金属状態の金類（Au0）とプラスに帯電した金類（Auδ+）との両方が存在することに
よるものであるということを示している。本発明の最も効果的な触媒は、表面に存在する
金類は、主に金属状態の金である。しかしながら、金属状態の金は、必ずしも一酸化炭素
の酸化において活性である必要はなく、その存在は、金と触媒化されたものとの間の界面
での酸化された金の安定化のためだけに必要であり、酸化されたものは、触媒反応を行う
上で有用になる。
【００１３】
　酸化された金および金属状態にある金の存在および相対比は、Ｘ線光電子分光法（ＸＰ
Ｓ）およびＸ線端近傍表面分光法（ＸＡＮＥＳ）を用いて検出することができる。
【００１４】
　酸化された金類および金属状態にある金類の相対量は、触媒の適当な処理によって変え
ることができる。その内の1つの方法としては、金を担持した触媒を還元雰囲気下で処理
、例えば触媒を水素または一酸化炭素と接触させる方法がある。また液相中で還元処理、
例えば触媒を水素化ホウ素ナトリウム、ヒドラジンまたはギ酸ナトリウムなどの還元剤で
処理することも可能である。
【００１５】
　我々は、例えば金を酸化チタンに析出させた場合、一酸化炭素を酸化させる金の触媒活
性は、還元雰囲気下での処理によって高められることを発見した。同様に酸化亜鉛または
亜鉛と銅の混合酸化物を含むキャリアーに担持された金の触媒活性は、還元雰囲気下で触
媒を処理することにより高められる。
【００１６】
　またこれとは別に金を担持した触媒を焼成して、Auδ+類に対するAu0類の比を増加させ
てもよい。金を担持した亜鉛と銅の混合酸化物を２００℃で１時間加熱処理すると金属状
態の金Au(0)に対してAu(III)の約５０％を減少させることができ、３００℃で１時間処理
すると約９５％減少させることができる。しかしながら、熱によって金粒子が焼固しやす
くなり、微細に分割された粒子、特にナノ粒子はそれより大きな粒子より触媒反応におい
てより効果的になるので、焼成は、還元処理ほど効果的でない場合がある。
【００１７】
　本発明の喫煙品は、いかなる形状のものであってもよい。例えば、本発明の喫煙品は、
タバコが喫煙材を着火し、燃焼生成物を吸引することによって喫煙される紙巻きタバコ、
シガーまたはシガリロのようなものであってもよい。または喫煙品は、タバコ材が燃焼せ
ずに熱分解生成物中に分解が生じる温度にまで加熱される喫煙品であってもよい。このよ
うな喫煙品は、よく知られており、電気的加熱手段またはチャコール素子などの他の加熱
手段を含む。
【００１８】
　特に本発明の喫煙品は、フィルター付きまたはフィルターを含まない任意のケーシング
に覆われた喫煙材ロッドを含んでもよい。ケーシングは、紙、タバコ葉または再生タバコ
からなるラッパーであってもよい。これとは別に喫煙品が副流煙の発生量を低下させる、
または主流煙中の熱分解生成物の量を減少させることを意図したものである場合、ケーシ
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ングをセラミック材などの非燃焼性の無機材料で構成してもよい。フィルターとしては、
例えば繊維性セルロースアセテート、ポリプロピレンもしくはポリエチレンまたは紙など
のあらゆる好適な材料を用いることが可能である。
【００１９】
　タバコ材は、タバコであることが好ましいが、非タバコ喫煙材料であってもよい。非タ
バコ喫煙材としては、果実材料などの乾燥または硬化された植物材料、アルギネートから
製せられる合成喫煙材およびグリコールなどのエアロゾル発生物質などが挙げられる。喫
煙材は、タバコと非タバコ喫煙材とのブレンドであってもよい。喫煙材がタバコを含む場
合、そのタバコは、空気、火、煙または日光で硬化された葉柄またはステムなどのあらゆ
る種類のものであってもよく、あらゆる好適な方法で処理されたものであってもよい。例
えばタバコは、裁断、刻み、膨張または再生処理されたものであってもよい。また喫煙材
は、改良剤、着色料、湿潤剤（グリセロールおよびプロピレングリコール）および風味剤
（砂糖、甘草およびココア）などの従来の添加剤を含んでもよい。
【００２０】
　触媒は、喫煙材に含まれてもよい。従って本発明は、本発明の触媒を含む喫煙材を包含
する。
【００２１】
　またこれとは別に喫煙品がラッパーで巻かれた喫煙材ロッドを含む場合、ラッパーが触
媒を含んでいてもよい。従って本発明は、本発明の触媒を含む喫煙品用ラッパーも包含す
る。ラッパーは、紙のようなセルロース系材料または再生タバコのようなタバコ系材料で
あってもよい。
【００２２】
　喫煙品がフィルターを含む場合、フィルターが触媒を含んでいてもよい。
【００２３】
　また本発明は、本発明の触媒を含む喫煙品用煙フィルターをも包含する。煙フィルター
は、紙巻きタバコまたはシガーホルダーのような喫煙品と別個に製造されたものでもよく
、またはフィルター付き紙巻タバコのように喫煙品と一体となっているものであってもよ
い。
【００２４】
　フィルター付き紙巻タバコのフィルターは、あらゆる従来の構造のものであってもよい
。例えば、セルロースアセテートなどの繊維性フィルター材のセクションを含む「ダルメ
シアン」フィルターの形状で、本発明の触媒が粒子の状態でセクションに分散されている
ものであってもよい。またはフィルターは、複数のセクションを含む「キャビティー」フ
ィルター形状であってもよく、この場合本発明の触媒は、この内の１つのセクションに収
容される。例えば多孔性カーボン材が繊維性フィルター材からなる２つの隣接するセクシ
ョンの間に位置してもよい。
【００２５】
　また煙用フィルターは、イオン交換樹脂、ゼオライト、シリカ、アルミナまたはアンバ
ーライトなどの他の吸着剤を含んでもよい。
【００２６】
　本発明の好ましい喫煙品は、タバコロッドと、ラッパーと、煙フィルターとを含み、こ
のフィルターに本発明の触媒が組み込まれている紙巻きタバコである。
【００２７】
　本発明の触媒は、様々な粒径に製せられる。最大粒径は、通常１４００ミクロン未満で
あり、好ましくは５００ミクロン未満であり、望ましくは３００ミクロン未満である。最
少粒径は、用途に応じて、２０ミクロン未満、例えば１０ミクロン以下または１００ミク
ロン以上もしくは１５０ミクロン未満である。従って、通常平均粒径は、５００から１０
００ミクロン、３００から５００ミクロン、１５０から３００ミクロン、１００から１５
０ミクロンまたは２０から１００ミクロンである。
【００２８】
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　本発明の触媒の触媒効果は、通常粒径が小さくなるほど、大きくなる。しかしながら、
喫煙品および煙フィルターに小さい粒径のものが密に存在すると煙の流速を制限すること
があり、喫煙品またはフィルターの吸引特性に悪影響を与えることになる。触媒が喫煙品
のキャビティー型煙フィルターに組み込まれる場合、触媒は、好ましくは１５０から５０
０ミクロン、望ましくは２００から４００ミクロンの平均粒径を有するのが好ましい。触
媒がダルメシアン型煙フィルターに組み込まれる場合、触媒の粒径は、それより小さくて
もよく、例えば１０から１００ミクロン、好ましくは２０から５０ミクロンまたは１０か
ら２０ミクロンである。
【００２９】
　触媒は、汚染しやすく、煙の蒸気相および粒状相の双方が触媒汚染物質を含む。従って
、本発明による煙フィルターおよび喫煙品は、使用時に触媒が煙と接触するのを防ぐまた
は接触を少なくする手段を含むのが好ましい。これは、多くの異なる方法によって行うこ
とができる。例えば、煙の蒸気相または粒状相が触媒と接触する前に物質を吸着するため
に本発明の触媒の上流に煙フィルターがフィルターエレメントを含むように構成してもよ
い。このようなフィルターエレメントは、特に一般的な吸着剤、特に活性炭を含んでもよ
く、その形状は、糸状、粒状、顆粒状、クロスまたは紙などのあらゆる好適な形状であれ
ばよい。またこのフィルターエレメントは、イオン交換樹脂、ゼオライト、シリカ、アル
ミナまたはアーマライトなどの選択的な吸着剤を含んでもよい。酸化亜鉛および亜鉛とア
ルミニウムなどの他の金属との混合酸化物、特に後述する亜鉛／アルミニウム酸化物もま
た触媒を煙の粒状相から保護するのに好適な材料である。触媒を保護する手段は、２つ以
上のフィルターエレメントで構成されてもよく、例えば第１のフィルターエレメントを好
ましくは煙の蒸気相からの物質を吸着するための活性炭で、第２のフィルターエレメント
を好ましくは煙からの粒状物質を除去することができる酸化亜鉛または亜鉛／アルミニウ
ム酸化物で構成してもよい。煙フィルターおよび喫煙品に複数のフィルターエレメントを
設けることは、よく知られており、あらゆる従来の形状のフィルターおよびその製造法を
使用してもよい。
【００３０】
　本発明の触媒は、キャビティーまたはダルメシアン型フィルターエレメント内で他の吸
着剤と混合されていてもよい。
【００３１】
　本発明の好ましい触媒では金は、１００ナノメートル未満（例えば７０ナノメートル未
満）の粒径を有し、５０ナノメートル未満（例えば２５ナノメートル未満）であると有利
であり、望ましくは１０ナノメートル未満（例えば５ナノメートル以下）の粒径を有する
。触媒中の金の量は、通常、触媒の少なくとも０．０１重量％、好ましくは少なくとも０
．０５重量％、有効的には少なくとも０．５重量％、望ましくは少なくとも１．０重量％
そして２重量％以上であると都合がよい。しかしながら、コストの点から触媒中の金の量
は、５重量％を超えず、４重量％以下であるのが好ましい。
【００３２】
　本発明の好ましい触媒は、金と、亜鉛またはチタンの酸化物とを含む。例えば、酸化物
は、亜鉛酸化物、チタン酸化物またはこれらの混合物であってもよい。酸化物は、亜鉛お
よび他の金属の混合酸化物であってもよい。
【００３３】
　酸化物は、好ましくは金のキャリアーまたは支持体として作用するが、別のキャリアー
を使用してもよい。例えばキャリアーは、グラファイト、多孔質カーボン、シリコン、シ
リカなどのセラミック材またはゼオライトを含んでもよい。またキャリアーは、どのよう
な形であれ、処理を容易にする滑剤、バインダーおよび安定剤を含んでもよい。
【００３４】
　金は、６から１０の等電点を有する担体に容易に析出させることができる。金が亜鉛お
よび別の金属の混合酸化物に析出される場合、その別の金属は、混合酸化物が６から１０
の等電点を有するように選択されるのが好ましい。純粋な亜鉛酸化物は、約９の等電点を
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有し、これは異なる等電点を有する別の酸化物と混合されると変化する。本発明の触媒に
含まれる好適な他の金属としては、アルミニウム（８から９の等電点を有する酸化物Al2O

3を形成する）、セリウム（６．７の等電点を有するCeO2を形成する）、チタン（６の等
電点を有するTiO2を形成する）、ジルコニウム（６．７の等電点を有するZrO2を形成する
）、鉄（６．５から６．９の等電点を有するFe2O3を形成する）および銅（６．８から７
．５の等電点を有する酸化銅を形成する）などがある。
【００３５】
　本発明のより効果的な触媒は、金が亜鉛とアルミニウムとの酸化物または銅と亜鉛との
酸化物と共存しているものである。金および亜鉛とアルミニウムとの酸化物の組み合わせ
が特に効果的である。アルミニウム酸化物は、キャリアーの表面積を大きくし、触媒の強
度を高めるバインダーとして機能することが判明している。
【００３６】
　混合酸化物は、例えば亜鉛酸化物およびアルミニウム酸化物との混合物のような個々に
結晶構造を有する金属の２つの酸化物の混合物の形状であってもよく、あるいは例えば銅
と亜鉛の酸化物の場合、ローザサイトまたは緑亜鉛鉱のような共通の結晶構造を有する２
つの金属を組み合わせた酸化物であってもよい。
【００３７】
　亜鉛と他の金属の相対量は、広範囲に亘ってもよい。例えば混合金属酸化物中の亜鉛と
他の金属との重量比は、８０：１から１：８０の範囲であればよい。通常、他の金属に対
する亜鉛の重量比は、他の金属８０部に対して亜鉛が少なくとも５部であり、好ましくは
６．５部である。これより高い亜鉛の相対量、例えば他の金属８０部に対して１０、２０
、３０、４０、５０、６０、７０または８０部の亜鉛を使用することも可能である。また
亜鉛は、他の金属より大きい重量比で存在してもよく、例えば他の金属１部に対して２、
５、１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０または８０部の比で存在してもよい。
【００３８】
　使用する調製方法にもよるが、他の金属に対する亜鉛の重量比は、通常８０－２０：１
の範囲内であり、好ましくは２５－６５：１であり、望ましくは３５－４５：１であり、
特に約４０：１の重量比である。これらの範囲は、他の金属がアルミニウム、チタン、ジ
ルコニウム、銅または鉄である場合に適用可能である。亜鉛とアルミニウムとの重量比は
、金のキャリアーとしての混合酸化物の容量に影響を与える。
【００３９】
　上記２つの段落に記載した範囲は、他の金属に対する亜鉛のモル比にも適用される。例
えば他の金属に対する亜鉛のモル比は、８０：１から１：８０の範囲内であればよく、２
：１から１：２の中間値であってもよい。他の金属に対する亜鉛のモル比は、１：１より
大きいことが好ましい。
【００４０】
　金と、亜鉛と他の金属の酸化物とを含む触媒において、亜鉛はより重要な金属元素であ
る。亜鉛は、触媒の２重量％程度の量存在すればよいが、少なくとも５重量％、好ましく
は少なくとも１０重量％、望ましくは少なくとも１５重量％、好適には少なくとも２０重
量％、２５重量％または３０重量％存在するのが好ましい。酸化物は、主に亜鉛酸化物で
構成されてもよく、最大で８０重量％の亜鉛を含んでもよく、例えば７５重量％、好まし
くは７０重量％、好適には６５重量％、またはそれ以下の５０重量％、４５重量％または
４０重量％の亜鉛を含んでもよい。
【００４１】
　本発明の触媒は、共沈（co-precipitation）、含浸または逆析出沈殿法（inverse depo
sition-precipitation）を用いて、または金属酸化物を混合することによって調製される
。南アフリカ特許出願第２００３／８９８１号にいくつかの可能な調製方法について記載
されている。その他の方法も当業者に自明である。
【００４２】
　共沈
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　共沈が使用される場合、金および１つ以上の金属酸化物またはその前駆体は、溶液から
同時に沈殿する。この方法では、通常、水溶性金化合物（例えばテトラクロロ－金酸、シ
アン化金またはクロロ金酸ナトリウム）を含む水溶液および亜鉛および別の金属の水溶性
塩（例えば硝酸塩）を最終的な混合金属酸化物中で金、亜鉛および他の金属が所望の比で
製するのに必要な量を用いて調整する。溶液のｐＨは、塩基（アンモニアまたはアルカリ
金属炭酸塩または水酸化物（例えばNH4OH、NaOH、Na2CO3、K2CO3またはLi2CO3）または尿
素）を添加することによって、金が亜鉛およびその他の金属の水酸化物または酸化物と共
に沈殿するｐＨにまで上昇させる。そのｐＨは、金およびキャリアーに使用する前駆体に
もよるが、通常７から１０の範囲内である。得られた金を担持した触媒は、水性液から分
離され、洗浄、乾燥される。洗浄は、金が塩化物含有溶液から析出した場合、特に重要で
ある。
【００４３】
　逆析出沈殿法（inverse deposition-precipitation）
　逆析出沈殿法が使用される場合、触媒は、金化合物を含む溶液からキャリアー上に金を
析出させることによって製せられる。得られた金を担持したキャリアーは、溶液から分離
され、乾燥される。
【００４４】
　キャリアーは、最終的な混合金属酸化物中で亜鉛および他の金属を所望の比で製するの
に必要な量を用いて調整された例えば２つの金属の可溶性塩、例えば硝酸塩を含む水溶液
から２つの金属またはその前駆体の水酸化物の共沈によって製してもよい。沈殿は、アル
カリ金属の水酸化物または炭酸塩（NaOH、KOH、Na2CO3、K2CO3、Li2CO3）などの水溶性有
機または無機塩基または尿素の水溶液を加えることによって行うと都合がよい。沈殿は、
混合酸化物の等電点の、または等電点付近のｐＨで、または２から１１、典型的には７か
ら１１、通常７から１０、例えば約８．５のｐＨで行われるのが好ましい。この反応は、
例えば４０から１１０℃、好ましくは６０から９０℃、例えば８０℃の高温で望ましくは
撹拌しながら、行われるのが好ましい。
【００４５】
　キャリアーと沈殿物は、例えば少なくとも１時間、最長で９時間、エージング処理して
もよい。通常、量が多い場合は４から８時間、好ましくは５から６時間、エージング処理
される。亜鉛とアルミニウムの重量比が４０：１である亜鉛とアルミニウムの酸化物を基
礎とするキャリアーを多量にエージング処理する場合、７０℃の温度で約５時間行うと特
に効果的である。得られたものはろ過によって溶液から分離される。エージング処理は、
５０から９０℃の範囲の温度、例えば６０から８０℃の範囲の温度で行われる。得られた
物質は、ろ過によって溶液から分離される。
【００４６】
　キャリアーと沈殿物は、望ましくないイオン、特にナトリウムおよびカリウムイオンが
存在する場合、これらを除去するために洗浄される。望ましくは洗浄工程は、ナトリウム
およびカリウムイオン濃度が４００ｐｐｍ未満、好ましくは３００ｐｐｍ未満のレベルに
落ちるまで続けられる。その後キャリアーと沈殿物は、空気中で乾燥される。通常、乾燥
は、適当な時間をかけて８０℃から１５０℃の温度で行われるが、これはエージング処理
される触媒のバッチサイズおよび乾燥方法によって変わる。
【００４７】
　得られたキャリアーは、種々の酸化物の混合物からなる。これら形成された酸化物の性
質は、沈殿物がエージング処理される時間により異なる。例えば亜鉛と銅を基礎物質とし
てなるキャリアーの場合、この方法では酸化亜鉛（CuO）、ローザサイト[(Cu0.5Zn0.5)2.
(CO3).(OH)2]、種々の形状の緑亜鉛鉱[(CuxZn1-x)5.(CO3)2.(OH)6]およびこれらと比較し
て僅かな量の紅亜鉛鉱（ZnO）から構成されるキャリアーが得られる。キャリアー中の銅
の比は、エージング処理時間が長くなるほど、大きくなる。
【００４８】
　上記で乾燥されたものは、１００℃から８００℃の温度（好ましくは少なくとも２００
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℃、望ましくは３００℃から５００℃、例えば約４００℃）で焼成され、粉、顆粒、タブ
レットまたは押出し物として形成されるか、または予備成形される。焼成によって酸化物
の結晶構造が変化する。例えば亜鉛と銅の酸化物からキャリアーが形成される場合、２０
０℃で５時間焼成すると組成物中のローザサイトおよび緑亜鉛鉱の量が減少し、CuOおよ
びZnOの量が増加する。亜鉛－アルミニウム酸化物の場合、水和した結晶性水酸化物およ
び炭酸塩類を焼成によって、例えば亜鉛華（Zn5(OH)6(CO3)2）および亜鉛アルミニウム炭
酸ヒドロジド水和物（Zn0.67Al0.33(OH)2(CO3)0.165.H2O）を紅亜鉛鉱(ZnO)に変換するこ
とによって取り除く。５００℃で５時間焼成した後、亜鉛およびアルミニウムの両金属は
、各々の酸化物相において主成分となる。
【００４９】
　一般的にはBET/N2法（ASTM D3037）で測定されるキャリアーの表面積は、４から１８０
ｍ２／ｇである。
【００５０】
　それから金がキャリアーを金の前駆体溶液で処理することによってキャリアー上に析出
する。キャリアー上に析出する金の量は、金とキャリアーの相対比、ｐＨおよび付着させ
る時間を変化させることによって制御することが可能である。
【００５１】
　いくつかの金化合物を前駆体として使用することができ、例えばシアン化金[AuCN]、ク
ロロ金酸ナトリウム[NaAuCl4]、シアン化金カリウム[KAuCN2]、アセチルアセトナート金[
(CH3)2Au(CH3COCH2COCH3)]および好ましくはテトラクロロ金酸[HAuCl4]などがある。金の
前駆体は、金の含有量が通常１ｘ１０－１から１ｘ１０－４Ｍ、好ましくは１ｘ１０－２

から５ｘ１０－３Ｍの処理溶液を形成するために溶解される。処理溶液のｐＨは、７未満
、好ましくは１から６の範囲、通常１．５から３の範囲内にある。処理溶液のｐＨは、炭
酸ナトリウム溶液などの好適なアルカリを加えることによって所望の値、例えば２から８
．５に調整してもよい。
【００５２】
　処理溶液とキャリアーは、高温、好ましくは５０から９０℃の範囲で、例えば約７０℃
で接触させるのが好ましい。多くの場合、溶液中の金類は、加熱されたり、ｐＨが変化す
ると化学変化を起こす。例えばHAuCl4は、一般式[Au(OH)nCl4-n]

-（ｎ＝１－３）で表さ
れる金類を生成する。これらの類の相対比は、溶液が高温で数時間保持されると、変化し
、これらの変化によりキャリアーに溶液から析出する金の量が減少し、触媒の最終的な効
率が減少する。
【００５３】
　処理溶液のｐＨおよび温度が安定したとき、溶液はキャリアーと接触される。それから
例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化アンモニウム、炭酸ナトリウム、炭酸
カリウム、炭酸アンモニウムまたは尿素の溶液を加えることによって処理溶液のｐＨを所
望の値にまで上昇させることによって、金が処理溶液から沈殿する。処理溶液のｐＨは、
４から１１の範囲内になる。金が析出する形態は、沈殿物混合物を形成するのに使用する
前駆体により異なる。例えば金は、水酸化物としてまたは[Au(OH)nCl4-n]

-（ｎ＝１－３
）として溶液から析出する。析出が生じるｐＨは、析出物の特性に影響を与える。金ヒド
ロキシ－クロライド[Au(OH)nCl4-n]

-（ｎ＝１－３）は、ｐＨが増加するにつれて加水分
解する。水酸化金は、高いｐＨ値（通常７から１０、好ましくは８から９．５、例えば約
８．５）で形成する。高いｐＨ値は、ナノメートルの範囲の小さい粒径で金が良好に分散
するので有利である。さらに高ｐＨで優位になる金類は、塩化物をあまり含まない。塩化
物類が存在することによって大きい粒子の金の量が多くなり、この金の粒子がCl-Au-Clブ
リッジの形成によって焼結してしまい、触媒活性が減少することになる。また残った塩化
物が触媒部位を汚染する場合がある。
【００５４】
　金前駆体溶液中に懸濁したキャリアーは、反応温度で撹拌しながら、好適な時間、例え
ば０．５から３時間、好ましくは約１時間、エージング処理されるのが好ましい。得られ
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た個体物質をろ過によって分離し、洗浄する。この洗浄は、水性アンモニア溶液、NaOHま
たは尿素などの塩基で行われるのが好ましく、これら塩基は、塩化物イオンの除去を補助
する。洗浄後、触媒は好ましくは８０から１５０℃、例えば１２０℃の温度で乾燥される
。さらに必要であれば、乾燥した触媒をアルカリ溶液で洗浄して、さらに塩化物を除去す
ることもできる。
【００５５】
　含浸
　金と亜鉛および他の金属の混合酸化物とを含み、この酸化物が他の金属に対して相対的
に少ない量の亜鉛を含む触媒に好適な別の調製方法では、他の金属の酸化物を最初に亜鉛
に含浸させ、それから金を得られた物質上に析出させる。
【００５６】
　例えばアルミナ基板を亜鉛塩の溶液に好適な時間（例えば室温で最長で１２時間または
高温（例えば７０℃）で２時間接触させ、含浸されたアルミナを溶液から分離し、得られ
た物質を洗浄、乾燥および焼成することによって亜鉛酸化物をアルミナ基板上に析出させ
ることができる。亜鉛溶液は、硝酸亜鉛または硝酸亜鉛を水性水酸化アンモニアに溶解す
ることによって調製される亜鉛アミン錯体[Zn(NH3)4]

2+を含む。これとは別に硝酸亜鉛な
どの亜鉛塩の酸性水溶液のｐＨをアルカリ溶液を加えることによって水酸化亜鉛の沈殿が
生じるｐＨに上昇させて酸性水溶液からアルミナ上に沈殿させることによって亜鉛酸化物
を基板上に析出させることもできる。析出物を最長で２４時間アルミナと接触した状態で
放置し、含浸されたアルミナは、母液から分離され、洗浄、乾燥そして焼成される。
【００５７】
　それから金が逆析出沈殿法で説明した方法と類似の方法で含浸されたアルミナ上に析出
される。
【００５８】
　混合
　亜鉛と他の金属の混合酸化物は、これら２つの別個の酸化物を所望の比で粉砕およびブ
レンドまたは物理的に混合することによって調製することも可能である。例えばZnOとAl2
O3との混合酸化物は、このように調製される。それから金を上述の方法で混合酸化物上に
析出させる。これを触媒の製造において従来知られている方法で成形する。他のキャリア
ー材料、例えばグラファイトまたは珪素などをこの工程で触媒に組み込んでもよい。
【００５９】
　金を担持した触媒のさらなる処理
　上述のいずれかの方法で調製された金担持触媒をさらに処理することによって触媒の活
性を変えることができる。例えば触媒を使用する前に、通常５０から５００℃（好ましく
は１００から３００℃）の温度で１から５時間加熱することによって焼成してもよい。焼
成の効果は、触媒中に存在するAu(OH)3および他のAu(III)類を金属状態の金に還元し、触
媒の表面に酸化状態（Auδ+）の金類と共に金属状態（Au0）の金類を製することである。
【００６０】
　これとは別に触媒を例えば水素または好ましくは一酸化炭素の還元性雰囲気中で処理し
てもよい。この処理もまた触媒の表面上の金類の特性に影響を与え、Au0とAuδ+との両方
を同時に製する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６１】
　本発明の理解を容易にするために本発明の好ましい態様を以下の実施例および添付の図
面を参照し、詳述する。
【００６２】
　図中、同じ特徴のものには同じ符号を付してある。
【００６３】
　図を参照すると、図１および２は、ラッパー２で巻かれたタバコロッド１とこれにチッ
ピング紙４によって装着された煙フィルター３とを有する紙巻きタバコ形状の喫煙品を例
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示している。明確にするためにチッピング紙をラッパーから離して示しているが、実際は
これらは、接触している。
【００６４】
　図１に示した紙巻タバコのフィルター３は、３つの円筒状のフィルターエレメント３ａ
、３ｂ、３ｃを含む。フィルターの吸い口端に位置する第１のフィルターエレメント３ａ
は、長さが７ｍｍで、７重量％のトリアセチン可塑剤で含浸され、全長に亘って２５ｍｍ
ＷＧの圧力降下を有するセルロースアセテートトウで構成されている。フィルターの中央
に位置する第２フィルターエレメントは、長さ５ｍｍのキャビティーであり、以下の実施
例のいずれか１つで説明するような本発明による触媒を１５０ｍｇを含む。ロッド１に隣
接する第３フィルターは、長さが１５ｍｍで、その長さに亘って９０ｍｍＷＧの圧力降下
を有し、８０ｍｇのセルロースアセテートトウを含む。このセルロースアセテートトウは
、４重量％のトリアセチンで含浸され、８０ｍｇの粒状の活性炭を含み、この活性炭は、
「ダルメシアン」方式で均一に分配されている。
【００６５】
　図２に示した紙巻タバコは、図１の紙巻きタバコと類似しているが、煙フィルター３が
４つの同軸の円筒状フィルターエレメント３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄを有するという点
で異なる。紙巻タバコの吸い口端に位置する第１フィルターエレメント３ａは、５ｍｍの
長さを有し、７重量％のトリアセチン可塑剤で含浸されたセルロースアセテートトウから
構成されている。第１フィルターエレメント３ａに隣接して位置する第２フィルターエレ
メント３ｂは、以下の実施例のいずれか１つで説明するような本発明による触媒を２００
ｍｇ含む長さ５ｍｍのキャビティーである。第２フィルターエレメント３ｂに隣接する第
３フィルターエレメント３ｃは、１０ｍｍの長さを有し、７重量％のトリアセチンで含浸
されたセルロースアセテートトウで構成されている。フィルターエレメント３ｃとロッド
との間に位置する第４フィルターエレメント３ｄは、７ｍｍの長さを有し、８０ｍｇの活
性炭粒子を含む。換気孔５がリング状にチッピング紙４のラジアル平面Ａ－Ａに形成され
ており、これらの換気孔は、煙が紙巻きタバコを介して吸入される際に第４フィルターエ
レメント３ｄと第３フィルターエレメント３ｃとの接合部から約３ｍｍ下流の第３フィル
ターエレメント３ｃ内に空気を送る。
【００６６】
　実施例１－８：金／亜鉛－アルミニウム酸化物触媒
【００６７】
　キャリアーの調製
【００６８】
　硝酸亜鉛[Zn(NO3)2.6H2O]の１．３４Ｍ水溶液と硝酸アルミニウム[Al(NO3)3.9H2O]の０
．０８１Ｍ水溶液とを亜鉛：アルミニウムの重量比が４０：１になるように混合した。こ
の溶液を約８０℃の温度に加熱し、そのｐＨを炭酸ナトリウムの水溶液を撹拌しながら加
えて、初期のｐＨ値１．１から９．１に調整し、これにより亜鉛とアルミニウムの水酸化
物の沈殿物を生成した。溶液のｐＨと温度を維持し、沈殿物を約５時間溶液と接触させて
エージング処理した。沈殿物を溶液からろ過し、不要なイオンを除去するために高純度の
水で洗浄し、空気中で約１２０℃の温度で乾燥させた。乾燥した沈殿物を空気中で４００
℃の温度に加熱して焼成した。得られたキャリアー（Ａ）を粉末になるように粉砕した。
このキャリアーの結晶構造を調べたところ、このキャリアーは、六角形の紅亜鉛鉱ZnO、
アモルファスアルミナAl2O3と微量の水酸化亜鉛アルミニウム炭酸塩水和物（zinc alumin
um carbonate hydroxide hydrate）とから構成されていた。
【００６９】
　上記工程を表１に示すように硝酸亜鉛と硝酸アルミニウムの量および反応条件を変えて
行い、同じく表１に示す特性を有するキャリアーＢおよびＣを製した。比較のために酸化
亜鉛またはアルミナだけで構成されたキャリアーＤおよびＥを同じ方法で調製した。
【００７０】
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【表１】

【００７１】
　触媒の調整
【００７２】
　懸濁液中でキャリアーＡのサンプルを支持するのに充分な量の脱イオン水を７０℃に加
熱した。キャリアー上に９．２重量％の金を形成するのに充分な金を含むテトラクロロ金
酸[HAuCl4]の５ｘ１０－３Ｍ溶液を７０℃に加熱し、脱イオン水に加えた。この溶液のｐ
ＨをNa2CO3の溶液を加えることによって初期のｐＨ値２から５．５に調整した。温度およ
びｐＨを安定させた後、キャリアーを加え、１時間撹拌した。固体物質を分離し、０．１
９Ｍのアンモニア溶液で洗浄し、空気中で１２０℃の温度で乾燥させた。
【００７３】
　上記の工程を下記表２に示す異なる量のテトラクロロ金酸および異なる濃度のアンモニ
ウム洗浄液でキャリアーＡからＥを用いて行い、本発明の実施例１から８の触媒と比較例
ＩからＩＶの触媒を調製した。
【００７４】
　これら触媒の触媒活性を調べるために０．２５グラムの７００から１４００μｍの粒径
を有する実施例１から８の触媒および比較例ＩからＶＩの触媒を連続固定床マイクロリア
クターに充填し、このリアクターを介して、湿度１００％の空気中で１容量％の一酸化炭
素混合物からなるテストガスを断熱条件下で１１８，８００ml.g-1.h-1(１時間当たりの
触媒１グラム当たりのテストガスのミリリットル量)の空間速度（ＳＶ）に相当する４９
５ml／分の流速で通過させた。触媒の活性は、触媒の金１グラム当たり、１秒で変換され
た一酸化炭素のマイクロモル（μmolCO.gAu

-1.s-1）を測定することによって評価した。
一酸化炭素から二酸化炭素への変換率の結果を表２に示す。
【００７５】
　表２から明らかなように金がアルミナだけに析出した場合（比較例ＩおよびＩＩのよう
に）、このテスト条件下では一酸化炭素を酸化する触媒としての機能を果たさない。金が
酸化亜鉛に析出した場合（比較例ＩＩＩからＶＩのように）、ある程度の触媒機能を示す
が、最も良好な触媒機能を示したのは、金が亜鉛とアルミニウムの混合酸化物から構成さ
れたキャリアーに析出した触媒（実施例１から８のように）、特にキャリアー中のアルミ
ニウムに対する亜鉛の比が２０：１を超えるもの（実施例１から３、７および８のように
）である。また金の充填量が多いほど（２重量％以上）、触媒はより効果的に機能する。
【００７６】
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【表２】

【００７７】
　実施例９－１４：金／銅－亜鉛酸化物触媒
【００７８】
　銅と亜鉛の混合酸化物からなるキャリアーに担持された金を含む触媒のサンプルを上述
の実施例１－８で説明した逆析出沈殿法で調製した。キャリアーを調製するために下記表
３に示す種々の銅：亜鉛のモル比のCu(NO3)2.3H2Oの溶液とZn(NO3)2.6H2Oの溶液を混合し
、８０℃に加熱し、Na2CO3水溶液でｐＨを８．５になるように調整した。沈殿の間ｐＨと
温度を５時間維持した。その後、得られた沈殿物をろ過し、数回脱イオン水で洗浄し、１
２０℃で一晩乾燥させた。得られたパウダー状のものを２００℃で１時間または３００℃
で５時間焼成した。焼成したものをペレット状にし、粉砕し、５００から１０００μｍの
範囲の粒径に篩い分けした。
【００７９】
　各キャリアーサンプルに所望の濃度のHAuCl4水溶液を用いて金を析出沈殿させた。この
溶液を７０℃に予備加熱し、ｐＨをNa2CO3の溶液を加えて８．５に調整した。キャリアー
を個別の金の溶液のバッチに加え、ｐＨの調整をせずに７０℃で１時間エージング処理し
た。その後、触媒をろ過し、脱イオン水で数回洗浄し、乾燥器で乾燥させ、焼成した。
【００８０】
　一酸化炭素の酸化に関するサンプルの触媒活性を評価するために一酸化炭素酸化活性測
定をマイクロ固定床中で断熱条件下で行った。気体（空気中に１％一酸化炭素を含む）を
流速６０ml／分で０．５ｇの触媒に通過させ、一酸化炭素の変換を水素炎イオン化検出器
を利用したメタナイザーを備えたオンラインガスクロマトグラフで監視した。これら試験
を乾燥気体または１００％湿度の気体のいずれかを用いて実施した。
【００８１】
　比較のために金で処理されていない銅：亜鉛の比が１：２、１：１および２：１のキャ
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リアーのサンプルでも試験を行った。各サンプルは、乾燥および湿った条件下で０．０２
μmCo.gCat

-1.s-1という非常に小さい触媒活性を示した。
【００８２】
　金を担持した全てのサンプル、特に高温での触媒の焼成の結果、ローザサイトまたは緑
亜鉛鉱より紅亜鉛鉱（ZnO）形状の亜鉛を含むものは顕著な触媒活性を示した。また触媒
の活性は、湿った条件下で５０から１００％増加する。
【００８３】
【表３】

【００８４】
　実施例１５－２３：金／銅－亜鉛酸化物の焼成
【００８５】
　実施例９から１４で説明した方法を用いて銅：亜鉛の比が１：１のキャリアーのバッチ
を空気中で５時間、３００℃で焼成し、銅と亜鉛の酸化物を完全にCuOおよびZnOに変換し
た。得られたキャリアーを実施例９から１４で説明したように金で処理し、金の含有量が
７．７重量％の触媒を製した。触媒のバッチを下記表４に示すように時間と温度を変えて
焼成し、これら触媒の触媒活性を実施例９から１４で説明したように乾燥条件下で測定し
た。焼成しなかったサンプルの活性も測定した。
【００８６】

【表４】

【００８７】
　３００℃以上の温度で２時間焼成した触媒は、同じ時間それより低い温度で焼成したも
のより良好に機能し、これはAu(III)類のAu(0)への還元に起因する。しかしながら、高温
で長時間の焼成は、活性を低下させ、これは金類が焼結して、より大きなそして活性の小
さい粒子になることに起因する。
【００８８】
　実施例２４－２９：タバコ煙中の一酸化炭素の減少
【００８９】
　以下の実施例は、煙フィルターを有する紙巻きタバコの喫煙をシュミレートする装置で
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行った試験に関し、触媒はフィルター内に含まれている。
【００９０】
　使用した試験装置は、タバコ業界で使用されているような標準喫煙エンジンで構成され
、これは一酸化炭素アナライザーに接続され、このアナライザーは、触媒ホルダーの一端
に接続されている。触媒ホルダーの他端は、紙巻きタバコを受けるように構成されている
。触媒ホルダーは、長さが２７ｍｍで直径が７．８３ｍｍで１３００ｍｍ３の容量を有す
る管状のものであり、各端部が長さが５ｍｍでフィルターエレメントと試験される触媒で
満たされた６６５ｍｍ３の中央チャンバーを形成するセルロースアセテートのプラグで塞
がれている。
【００９１】
　触媒は、密度が１．１９ｇ／ｃｍ３、粒径が５００から１０００ミクロンで、１．１重
量％の金で実施例１から４の方法に従って調製された亜鉛酸化物とアルミニウム酸化物の
混合物（AuZnAlOx）のキャリアーで構成した。この触媒単独で試験し、また触媒を煙の粒
状相による汚染から保護するために触媒に隣接およびその上流に配された活性炭パウダー
床（密度：０．５５ｇ／ｃｍ３）（ＡＣ）および亜鉛／アルミニウム酸化物キャリアー（
密度：１．０６ｇ／ｃｍ３）（ZnAlOx）で構成される最大で３種類のフィルターエレメン
トと共に試験した。フィルター床の組成およびその構成を表５に示す。比較のためにキャ
リアー材としてチャコールのみを含む対照サンプルでも試験を行った。
【００９２】
　試験の際は、６ｍｇのタール送出量を有する紙巻きタバコ（Benson & Hedges Ultra Mi
ldという商品名で販売されている）に火をつけて触媒ホルダーに挿入し、３５ｍｌの煙が
毎分１回、２秒間に亘って吸引されるように喫煙エンジンが上記装置を介して数服の煙を
吸引した。一酸化炭素アナライザーが各服の煙の一酸化炭素含有量に関する情報を提供し
た。各フィルター材料について３回の試験を行い、これら３回の試験の各服の結果の平均
を出した。対照サンプルと比較して試験された触媒とフィルターエレメントの種々の組み
合わせの８服吸煙した際の一酸化炭素の平均減少率を表５に示す。
【００９３】
【表５】

【００９４】
　触媒単独の場合、対照サンプルと比較して煙の一酸化炭素が１６％減少した。触媒の上
流にこれを保護するフィルターエレメントを設けることによって少ない量の触媒を使用し
ても一酸化炭素の減少率を３４％に増加することができた。亜鉛／アルミニウム酸化物は
、活性チャコールのように触媒を効果的に保護する。触媒のすぐ上流に活性チャコールが
存在することによって著しく一酸化炭素を減少させる。必要とされる触媒の量は、活性チ
ャコールと亜鉛酸化物を組み合わせて使用することにより減少させることができる。
【００９５】
　実施例３０：タバコ煙の粒状相に対する効果
【００９６】
　タバコ煙の粒状相は、紙巻きタバコの風味に関わる物質を含むので、粒状相を過剰に除
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去せずにフィルターエレメントが触媒を汚染から確実に保護することが重要である。亜鉛
／アルミニウム酸化物がどの程度粒状相を吸着するかを調べるさらなる一連の試験におい
て、従来の喫煙装置および標準「ケンブリッジ」フィルターを含む粒状相トラップを用い
て紙巻タバコを煙フィルターを介して１分間のインターバルをおいて２秒間の３５ｍｌの
速度で喫煙した。標準的なセルロースアセテートフィルター材からなる２つのプラグの間
に保持された１７０ｍｇの亜鉛／アルミニウム酸化物からなるフィルターエレメントは、
タバコ煙の粒状相から粒状物を平均で１４％除去することが判明した（フィルター材１ｍ
ｇ当たり３．５μｇの粒状物）。これは、８．５から１０．５ｍｇ（セルロースアセテー
ト１ｍｇ当たり６．４から８．１ｍｇの粒状物）の粒状物を除去する１３３ｍｇのセルロ
ースアセテートのみからなるフィルターと比較した場合、良好な結果を示している。従っ
て亜鉛／アルミニウム酸化物は、触媒を汚染から保護し、同じ量のセルロースアセテート
より少ない粒状物を除去する。
【００９７】
　実施例３１－３５：一酸化炭素／空気還元雰囲気での金／亜鉛－アルミニウム酸化物の
予備処理
【００９８】
　実施例２４－２９で使用した装置を使用し、還元雰囲気で処理された触媒と処理されて
いない触媒の性能を比較した。
【００９９】
　これら触媒のキャリアーは、市販されている９０％の紅亜鉛鉱（ZnO）と１０％のアル
ミナ（Al2O3）とからなる亜鉛とアルミニウムの混合酸化物で構成した。最後の焼成を行
わない実施例１から４で説明した方法を用いて、５つのサンプルのキャリアーを５．５ま
たは８．５のｐＨで金を含浸させ、表６に示す金充填量の触媒を得た。各サンプルを２つ
のバッチに分けた。１つのバッチは、処理せずに、もう一方のバッチは、空気中１．２５
％の一酸化炭素還元雰囲気で予備処理した。
【０１００】
　実施例２４から２９で説明した方法を使用して、１分間のインターバルで２秒間３５ｍ
ｌ吸煙する喫煙条件下で空気混合物中１．２５容量％の一酸化炭素からなる試験気体の一
酸化炭素含有量に対する処理または未処理の触媒の効果を試験した。これら試験において
６０ｍｇの活性炭を含むフィルター床とその上流に配された２００ｍｇの触媒とを含むフ
ィルターを使用した。
【０１０１】
　一回目の吸煙と８回目の吸煙で測定した４つの試験での一酸化炭素の平均減少率を表６
に示す。
【０１０２】
【表６】

【０１０３】
　表６に示した結果は、還元雰囲気下で焼成されていない触媒を予備処理することによっ
てタバコ煙中の一酸化炭素を減少させるという触媒の性能を著しく高めるということを示
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の減少値は、予備処理されていない触媒の対応する値より接近しているというように８回
の吸煙に亘って安定した性能を発揮する。
【０１０４】
　実施例３６－４１：還元雰囲気での金／アルミニウム－亜鉛酸化物および金／銅－亜鉛
酸化物の予備処理
【０１０５】
　金触媒を市販の亜鉛－アルミニウム酸化物（Sud-Chemiより製品参照番号G72Dとして供
給されている）および市販の銅－亜鉛酸化物（Sud-Chemiより製品参照番号G66Bとして供
給されている）で構成された２つのキャリアー上に金を析出させることによって調製した
。いずれの場合も触媒を粉砕し、５００から１０００μｍの範囲の粒径に篩い分けし、亜
鉛－アルミニウム酸化物キャリアーに０．８４重量％そして銅－亜鉛キャリアーに１．２
重量％の金充填量になるように充分な濃度の金を含む７０℃のHAuCl4溶液に加えた。溶液
のｐＨを０．５Ｍ炭酸ナトリウム溶液で亜鉛－アルミニウム酸化物の場合８．５に、銅－
亜鉛酸化物の場合８．０にそれぞれ調整した。温度とｐＨを維持しながら１時間エージ処
理した後、析出した金が殆どAu(III)酸化状態になるように得られた触媒をろ過し、過剰
なナトリウムと塩化物イオンを除去するために脱塩水で数回洗浄し、１２０℃で一晩乾燥
させた。
【０１０６】
　各触媒の５ｇのサンプルを流動床反応器中で乾燥した１．４５％一酸化炭素－空気混合
物からなる還元雰囲気、湿った１．４５％一酸化炭素－空気混合物からなる還元雰囲気、
１０％水素－アルゴン混合物からなる還元雰囲気そして比較のために空気と下記表７に示
す時間と温度で１０リットル／分の流速で接触させた。この還元工程により酸化状態にあ
る触媒の色が薄い黄色または白（亜鉛の酸化物の場合）から還元状態で紫に変化した。こ
れは下記に示すように析出した金が酸化状態から金属状態の金からなる類と酸化状態の類
との混合物へとその酸化状態に変化が生じることに起因する
　　　　　　　　　　　　Au3+　→　Au0+ Auδ+

【０１０７】
　一酸化炭素の酸化に対する得られた触媒の活性をＩＳＯ喫煙条件下（１分間のインター
バルで２秒間３５ｍｌ吸煙する）でガラス管内にガラスウールプラグで保持された２００
ｍｇの触媒床に亘って予め充填された気密袋から１．４５％の一酸化炭素空気混合物を吸
引する喫煙エンジンを用いて比較した。出現した気体をSignal 7000GFGという商品名で販
売されている市販の一酸化炭素赤外線アナライザーを用いて分析した。１回目の吸煙と８
回目の吸煙時の一酸化炭素から二酸化炭素への変換率を下記表７に示す。
【０１０８】
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【表７】

【０１０９】
　表７から判るように未処理の触媒と空気中で処理された触媒の活性は、８回の吸煙試験
に亘って増加しており、還元雰囲気下で処理された触媒の活性は、これら触媒と比較して
著しく増加している。この活性の増加は、キャリアー上に析出した金に存在するAu(0)類
の増加と相関している。
【０１１０】
　実施例４２－４４：金／アルミニウム－亜鉛酸化物および金／銅－亜鉛酸化物の焼成に
よる予備処理
【０１１１】
　実施例３６から４１で調製した各触媒５ｇのサンプルを静止空気中で２時間２００℃お
よび３００℃の温度で焼成した。得られた触媒の温度がプログラムされた還元試験により
３００℃で金類が殆ど完全にAu(0)状態に還元され、一方２００℃での還元の後では元のA
u(III)の半分が残る。
【０１１２】
　一酸化炭素に対するサンプルの触媒効果を実施例３６から４１で使用した工程に従って
試験した。結果を下記表８に示す。
【０１１３】
【表８】
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【０１１４】
　表８から明らかなように熱処理、特により高い温度での熱処理を行うことにより触媒の
活性が高められ、未処理のサンプルと比較して８回の吸煙に亘ってその性能が維持される
。低温での還元予備処理は、より有益である。この活性もまた焼成によって生じるAu(III
)類のAu(0)への変換に一致する。
【０１１５】
　実施例４５－４８：タバコ煙中の一酸化炭素の減少
【０１１６】
　実施例２４－２９で説明した工程を使用して、煙フィルターを含む紙巻きタバコの喫煙
をシュミレートする装置でタバコ煙に晒された際の種々のキャリアー上に析出した金の触
媒活性を比較した。
【０１１７】
　次の材料の触媒活性を試験した。これらの粒径は、５００から１０００ミクロンであっ
た。
　　Ａ．銅とマンガンの混合物、ホプカライト、これに０．５重量％の金を析出させ、還
元雰囲気下で予備処理していない。
　　Ｂ．CuO:ZnO比が２：１の銅と亜鉛の混合酸化物、これに３．４重量％の金を実施例
９から１４と類似の方法を用いて析出させ、１．５容量％一酸化炭素空気混合物の還元雰
囲気で予備処理した。
　　Ｃ．市販の酸化チタン、これに０．５重量％の金を析出させ、１．５容量％一酸化炭
素空気混合物の還元雰囲気で予備処理した。
　　Ｄ．市販の酸化チタン、これに３．０重量％の金を析出させ、１．５容量％一酸化炭
素空気混合物の還元雰囲気で予備処理した。
　　Ｅ．実施例２７で使用した亜鉛／アルミニウム酸化物キャリアー、これに４．９重量
％の金を析出させ、１．５容量％一酸化炭素空気混合物の還元雰囲気で予備処理した。
　　Ｆ．サンプルＢの銅－亜鉛酸化物、これに１．５重量％の金を析出させ、１．５容量
％一酸化炭素空気混合物の還元雰囲気で予備処理した。
【０１１８】
　各触媒を１００ｍｇの亜鉛／アルミニウム酸化物を含む上流セクションと、６０ｍｇの
活性炭を含む中央セクションと、２００ｍｇの触媒を含む下流セクションとからなる３つ
のセクションを有するフィルター床に充填した。
【０１１９】
　キャリアー材だけを含む対照サンプルと比較した４回の試験に亘って１回目の吸煙と８
回目の吸煙時の一酸化炭素の平均減少率および８回の吸煙すべてにおける平均減少率と共
に表９に示す。
【０１２０】
【表９】

【０１２１】
　一方、ホプカライト（銅とマンガンの混合酸化物）の析出した金は、試験条件下では触
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された場合ある程度の触媒活性を示した。
【０１２２】
　実施例５１－５３：粒径による触媒活性の変化
【０１２３】
　実施例３６から４４で使用した触媒の製造について説明した方法を用いて、亜鉛－アル
ミニウム酸化物を基礎とする材料をペレット状にし、粉砕し、１５０から３００ミクロン
、３００から５００ミクロンおよび５００から１０００ミクロンの範囲内の粒径をそれぞ
れ有する３つのサンプルに篩い分けし、その後金を含浸させた。これらサンプルの触媒活
性を１．４３％一酸化炭素空気混合物を用いた実施例３６から４４で説明した方法で試験
した。結果を表１０に示し、触媒を含まない対照サンプルの性能と比較した。
【０１２４】
【表１０】

【０１２５】
　表１０から明らかなように小さい粒径の触媒を使用した場合に活性の著しい増加が認め
られる。この効果は、おそらく触媒粒子内で物質移動（mass transfer）が制限されるこ
とによる。粒径を小さくすることによって触媒上の活性部位への一酸化炭素の分子の拡散
距離が小さくなり、これにより触媒を効果的に作用させる。この現象は、一酸化炭素の濃
度が低いと特に顕著になる。より高濃度の一酸化炭素－空気混合物、例えば３．０容量％
の一酸化炭素／空気混合物では、粒径による効果はあまり顕著ではなくなる。一酸化炭素
の濃度が高くなるほど、反応速度が増加し、より多くの熱が発熱反応によって発生する。
従って、気体の拡散が大きくなり、一酸化炭素の濃度が低い場合には見られた固まりの移
動の制限は、観察されない。系は、動的制御から物質移動による制御に変化する。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】本発明による煙フィルター付き喫煙品の側面図であり、一部長手方向断面および
一部切り欠きにて示している。
【図２】本発明による別の煙フィルター付き喫煙品の図１と類似の図である。
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