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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　織布形状の支持材料を具備し、該支持材料がポリマーナノ粒子を有し、該ポリマーナノ
粒子が、１ｎｍ～１０００ｎｍの範囲内の直径を有すると共に、銅、銀、カドミウム、プ
ラチナ、パラジウム、ロジウム、亜鉛、水銀、チタン、ジルコニウム及びアルミニウムか
ら選択された金属からなり、化学的及び／若しくは物理的に前記ポリマーナノ粒子と結合
される少なくとも一つの触媒活性化成分を具備する触媒活性化ユニットにおいて、
　ポリマーナノ粒子がシリケートベースのセラミックナノ粒子であると共に少なくとも一
つの無機－有機ハイブリッドポリマーを具備すること、
　該無機－有機ハイブリッドポリマーが、シリコンアルコキシド及び／若しくはＳｉ－Ｏ
－Ｓｉユニットベースの無機シリケートネットワークを具備する有機構造ユニット及び無
機構造ユニットの両方を具備すること、
　前記無機－有機ハイブリッドポリマーが、シリコンアルコキシド又はＳｉ－Ｏ－Ｓｉユ
ニットで凝縮された金属アルコキシド又はＭｅ－Ｏ－Ｍｅユニットとして上述された金属
を具備すること、
　ポリマーナノ粒子が、前記支持材料に固定され、支持材料への固定が、所定の接着剤を
介する化学的接着によって行われ、ポリマーナノ粒子の固定が、該ポリマーナノ粒子が少
なくとも５０％の範囲でガスと接触可能であるように行われること、
　該触媒活性化ユニットが、活性炭粒子の形の活性炭に基づく吸着剤を具備すること、且
つ
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　前記活性炭粒子が、接着剤によって前記支持材料に固定され、該活性炭粒子の固定が、
該活性炭粒子が少なくとも５０％の範囲でガスと接触可能であるように行われることを特
徴とする触媒活性化ユニット。
【請求項２】
　請求項１記載の触媒活性化ユニットを具備する防護材料を用いた防護服、防護手袋、防
護履物、防護靴下、頭部防護衣類である防護衣類及び防護カバーからなる群から選択され
た防護用品であって、民間及び軍事領域に使用されることを特徴とする防護材料。
【請求項３】
　請求項１記載の触媒活性化ユニットを具備することを特徴とする毒物、悪臭及び有害物
を排除するためのフィルタ又はフィルタ材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ユニット又は実在物が、触媒活性化粒子、特にナノ粒子を有する支持材料
（同義語的には「裏地材料」と呼ばれる）を具備する触媒活性化ユニット又は実在物に関
し、且つ民間及び軍事の応用、特にＮＢＣ防護の領域における空気浄化及びフィルタ応用
分野でのその使用に関する。さらに、本願発明は、本願発明の触媒活性化ユニットを使用
して製造したある種の防護材料に関する。また本願発明は、本願発明の触媒活性化ユニッ
トを使用して製造されるか、又はそれを具備するフィルタ及びフィルタ材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　皮膚によって吸着され、重大な肉体的損傷又は有害性に導く一連の物質が存在する。例
として、化学戦争薬剤、例えば糜爛性Ｈｄ（イェロークロス）及び神経ガスサリン等であ
る。このような毒に接触する人々は、適当な防護衣類一式を着用するか、適当な防護材料
によってこれらの毒を対して防護される必要がある。
【０００３】
　特に、産業領域に含まれる空気浄化、例えば、より良好な室内環境を創造するため又は
浄化された空気を創造するための空気、ガス、ガス混合物の提供及び処理に関して、有害
物による環境上の影響力は、確実に上昇する環境意識を通して、また高感度分析法を介し
て公共刊行物についてだんだん大きく成りつつある。さらに、産業化を向上させることは
、実質的な大気汚染を生じた。加熱等による例えば発電所、自動車エンジンにおけるある
種の燃焼は、燃焼の不必要な産物、特に炭素酸化化合物、窒素酸化物、不完全燃料の炭化
水素等を生じる。さらに、有害汚染材料（例えば、ＰＣＢ汚染建材）が装備された汚染室
により、有害物に曝される危険性がある。同様に、有害物質は、家具、壁ペイント、カー
ペット接着剤等から放出される。
【０００４】
　従って、いろいろな種類の大気汚染物質、特に有害な又は厄介な有害物、毒素、臭気物
質を除去することが、実質的に必要とされる。そのような物質を取り除くための従来技術
に開示されたいくつかの方法がある。その例としては、機械的フィルタ方法、厄介な又は
有害な物質の転化又は分解、及び吸着及び吸着方法がある。
【０００５】
　吸着方法は、吸着作用を有するフィルタユニットを使用する。ここでの問題は、従来技
術のフィルタユニットが十分な吸着能力を常に提供しないこと、相対的に早く消耗するこ
とであり、そのために、フィルタ材料は、ブレイクスルーを避けるために交換される必要
がある。その上、その吸着能力は、不十分である。
 
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このため、本願発明の目的は、上述した従来技術の不利益点を少なくとも部分的に避け
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、又は少なくとも改善する触媒活性化ユニットを提供することにある。さらにそのような
触媒活性化ユニットは、例えば空気、ガス又はガス混合物からなる化学的及び生物学的毒
及び兵器を含むある種の有害物質、臭気物質及び有毒物質を除去又は触媒作用によって分
解する能力を有するべきであると同時に、少なくとも本質的に触媒活性化ユニットの消耗
を避けるものである。さらに、触媒活性化ユニットは、例えば防護服等ある種の防護用品
の製造領域において使用されるのに適していると共に、防護服が、化学的毒又は兵器のよ
うなある種の有害物質、臭気物質及び有毒物質に対する効果的な防護性能を着用者に提供
すると同時に、高い着心地性を確保するものである。
【０００７】
　本発明のさらなる目的は、空気、ガス又はガス混合物の浄化又は洗浄に等しく用いられ
る触媒活性化ユニットを提供することにある。前記触媒活性化ユニットは、高い浄化空気
製造するために用いられ、又は、例えば、ガス抜き装置、換気システム、エアコンディシ
ョン等において、ガス、臭気成分有害物質若しくは有害物質を、空気若しくはガス流から
取り除くために用いられるものである。さらに、前記触媒活性化ユニットは、ＮＢＣ防護
マスクフィルタ、臭気フィルタ、シートフィルタ、空気フィルタ等のようなある種のフィ
ルタ又はフィルタ材料の製造の領域において用いられるものである。
【０００８】
　本発明のさらなる目的は、本願発明の触媒活性化ユニットを具備する民間領域又は軍事
領域のための防護服のようなある種の防護衣類である防護用品を提供することにある。
【０００９】
　さらに、本願発明の目的は、本願発明の触媒活性化シート状ユニットからなる、ＮＢＣ
防護マスクフィルタ、臭気フィルタ、シートフィルタ、空気フィルタ等のように、空気及
び／若しくはガス流からある種の有害物質、臭気物質及び有毒物質を除去するためのある
種のフィルタ及びフィルタ材料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願発明の元にある問題は、請求項１に係る触媒活性化ユニット及び請求項において定
義されるような防護用品の製造のための又はフィルタ及びフィルタ材料の製造のための使
用によって解消される。さらに、本発明の元にある問題は、本願発明の触媒活性化ユニッ
トを含む請求項に定義されるような防護用品によって、且つ本願発明の触媒活性化ユニッ
トを具備するクレームに定義されるようなフィルタ及びフィルタ材料によって解消される
。さらにまた、利益的な具体例は、各々の従属請求項の主題を形成する。
【００１１】
　したがって、本願発明は、支持材料からなり、該支持材料がポリマーナノ粒子を有し、
該ポリマーナノ粒子が、少なくとも一つの触媒活性化成分からなる触媒活性化ユニットに
ある。
【００１２】
　また、前記支持材料は、特に織布であるシート状構造物であり、該支持材料は、２５～
５００ｇ／ｍ２、好ましくは３５～２００ｇ／ｍ２の範囲内の基礎重量を有することが望
ましい。
【００１３】
　さらに、前記ポリマーナノ粒子は、１ｎｍ～１０００ｎｍの範囲内、特には５ｎｍから
９００ｎｍの範囲内、好ましくは１０ｎｍ～８００ｎｍの範囲内、より好ましくは５０ｎ
ｍ～７０ｎｍの範囲内、さらに好ましくは７５ｎｍ～６００ｎｍの範囲内、最も好ましく
は１００ｎｍ～５００ｎｍの範囲内の直径を有することが望ましい。
【００１４】
　さらにまた、前記ポリマーナノ粒子は、支持材料に固定されることが望ましく、前記ポ
リマーナノ粒子は、５～５００ｇ／ｍ２、特には１０～４００ｇ／ｍ２、好ましくは２０
～３００ｇ／ｍ２、より好ましくは２５～２５０ｇ／ｍ２、さらに好ましくは５０～２０
０ｇ／ｍ２の量で、前記支持材料に添加され、且つ／又は、前記ポリマーナノ粒子は、少
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なくとも無機ポリマー、有機ポリマー及び／若しくは無機－有機ポリマー、特に無機－有
機ハイブリッドポリマー、好ましくはゲル／ゾル工程によって製造された無機－有機ハイ
ブリッドポリマーからなることが望ましい。
【００１５】
　また、前記ポリマーナノ粒子は、セラミックナノ粒子、特にシリケートベースのナノ粒
子であり、特に前記セラミックナノ粒子は、有機構造、特に有機架橋及び／若しくは有機
官能基を具備し、且つ／又は、有機－無機ハイブリッドポリマーは、無機構造ユニット及
び有機構造ユニットの両方を具備することが望ましい。
【００１６】
さらに、前記ポリマーナノ粒子は、触媒活性化成分でドープ処理及び／若しくは浸漬処理
されること、又は、前記触媒活性化成分は、化学的及び／若しくは物理的にポリマーナノ
粒子に結合され、前記触媒活性化成分は、酵素及び／若しくは金属、好ましくは銅、銀、
カドミウム、プラチナ、パラジウム、ロジウム、亜鉛、水銀、チタン、ジルコニウム及び
／若しくはアルミニウム、特には鉄及び／若しくはその塩類から選択され、前記触媒活性
化成分の量は、前記ポリマーナノ粒子の重量を基礎として、０．０１重量％～３０重量％
の範囲内、好ましくは０．１重量％～２０重量％の範囲内、より好ましくは１重量％～１
５重量％の範囲内、最も好ましくは１重量％～１０重量％の範囲内であることが望ましい
。
【００１７】
さらにまた、前記支持材料は、さらに化学毒を吸着する吸着剤、好ましくは活性炭粒子及
び／若しくは活性炭繊維の形の活性炭に基づく吸着剤であり、該吸着剤は、接着剤によっ
て前記支持材料に固定されると共に前記ポリマーナノ粒子のための支持構造として働き、
ポリマーナノ粒子が前記吸着剤粒子に固定されることが望ましい。
【００１８】
　また、本発明は、上述した触媒活性化ユニットを具備する防護材料を用いた防護服、防
護手袋、防護履物、防護靴下、頭部防護衣類等の防護衣類からなる群から選択された防護
用品の民間及び軍事領域における使用にある。
【００１９】
　さらに、本発明は、上述した触媒活性化ユニットを具備する毒物、悪臭及び有害物を排
除するためのフィルタ又はフィルタ材料にある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、この発明の実施例について説明する。
【実施例１】
【００２１】
　したがって、本発明の第１の様相によれば、本発明は、支持材料（同義語的には、「裏
地材料」又は「キャリヤ材料」として名付けられる）を具備する触媒活性化ユニットに関
し、前記触媒活性化ユニット及び／若しくは支持材料は、ポリマー粒子、特にポリマーナ
ノ粒子を具備し、且つ／又は、前記支持材料（裏地材料）が、ポリマー粒子、特にポリマ
ーナノ粒子を具備し、該ポリマー粒子が、少なくとも一つの触媒活性化成分を具備するこ
とにある。
【００２２】
　言い換えると、本願発明の触媒活性化ユニットの特徴の一つは、それが触媒特性を有す
ることであり、且つ触媒の分解作用に基づいて、特に空気若しくはガス流から、ある種の
有害物質、臭気物質及び有害物質を消去又は除去するために使用されることである。これ
は、触媒活性化ユニット、特に支持材料（裏地材料）が、少なくとも一つの触媒活性化成
分（言い換えると、触媒）を具備するポリマー粒子、特にポリマーナノ粒子からなる時に
本願発明によって達成される。
【００２３】
　ポリマー粒子を受容するための支持材料（裏地材料）は、平坦又は平坦形状（言い換え



(5) JP 4482893 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

ると、シート状）又は少なくとも実質的に二次元構造であることが好ましい。言い換える
と、本願発明にしたがって使用される前記支持材料（裏地材料）は、織物であることが好
ましい。
【００２４】
　本発明の特に好ましい例において、本願発明にしたがって使用される支持材料（裏地材
料）は、織布である。織布の例としては、編織物、メリヤス織物、レイドファブリック、
芯材のような織物混合織布などがあるが特に限定されるものではない。同様に、支持材料
（裏地材料）に関して本発明に従って想像可能なものは、不織布である。
【００２５】
　前記支持材料（裏地材料）の基礎重量は、２５～５００ｇ／ｍ２の範囲内、特には３０
～２５０ｇ／ｍ２の範囲内、好ましくは３５～２００ｇ／ｍ２の範囲内であるべきである
。基礎重量の選択は、本願発明の触媒活性化ユニットに関して意図される特別な使用によ
る。例えば、防護服に関して、特に触媒活性炭ユニットが唯一の材料として使用される場
合には、高い基礎重量を用いることが好ましい。その技術分野における通常の知識を有す
る者にとって、特定の使用に関して対応する基礎重量を適合させることは常に可能である
。
【００２６】
　本発明の触媒活性化ユニットの（特に、フィルタ及びフィルタ材料の場合に要求される
高い空気処理量を確保するための）第１の例において、本願発明にしたがって使用される
前記支持材料（裏地材料）は、ガス透過性、特に空気透過性である。さらに、本願発明に
したがった支持材料（裏地材料）は、水透過性且つ／又は水蒸気透過性であることが好ま
しい。本願発明のこの例は、高い空気処理量で、ガス又は空気を洗浄又は浄化することが
意図されるので、本願発明の触媒活性化ユニットがフィルタ及びフィルタユニットの領域
で使用される時に、特に好ましい。本願発明の触媒活性化ユニットの第１の例における空
気透過性は、１秒当たり２００リットル／ｍ２より大きい、好ましくは１秒当たり３００
リットル／ｍ２より大きい、より好ましくは１秒当たり４００リットル／ｍ２より大きい
、さらに好ましくは１秒当たり６００リットル／ｍ２より大きい、最も好ましくは１秒当
たり８００リットル／ｍ２より大きいＤＩＮ５３８８７空気透過率と等しいことが好まし
い。高い空気透過性は、本願発明の触媒活性化ユニットの周囲の又は通過するガス又は空
気の流れが特に効果を有するので、特に利益的であるために、フィルタ及びフィルタ材料
の使用に関して、高い処理量及びこれによる高い触媒能力を達成することができるもので
ある。
【００２７】
　これに代わる第２の例において、前記支持材料（裏地材料）は、ガス不透過性、特に空
気不透過性及び／若しくは水不透過性であるが、この場合において、好ましくは水蒸気透
過性である。この例は、例えばある種の防護服である防護用品に関して、本願発明の触媒
活性化ユニットを使用するために特に企図されたものであり、一方でガス又は空気不浸透
性であり、他方で水蒸気透過性であることは、兵器又は毒に対する付加的な防護を提供す
ると同時に、水蒸気透過性は、高い着心地性を確保する。例えば、（特に、本発明の触媒
活性化ユニットが防護用品において若しくは防護材料として使用される時の）高い着心地
性を確保するために、本発明の触媒活性化ユニットは、２５℃で２４時間当たり少なくと
も１５リットル／ｍ２、好ましくは２４時間当たり少なくとも２５リットル／ｍ２、より
好ましくは２４時間当たり少なくとも３０リットル／ｍ２、又はそれ以上の水蒸気浸透率
を有する（尚、２５℃ＡＳＴＭＥ９６の「インバーティドカップ法」によって測定された
）（水蒸気浸透率の測定に関するさらなる詳細は、ＷＶＴＲ、McCullough et al "A comp
arison of standard methods for measuring water vapor permeability of fabrics" in
 Meas. Sci. Technol. [Measurements Science and Technology] 14, 1402-1408, August
 2003を参照）。上述したように、これは、特別に高い着心地を確保する。
【００２８】
　良好な着心地を達成するために、本願発明の触媒活性化ユニットは、例えば防護服等の
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防護用品に又は防護材料として使用されるときに、付加的に、（ＤＩＮＥＮ３１０９２：
１９９３、１９９４年２月（「織物－生理学的効果、定常状態下における熱及び水蒸気透
過抵抗の測定（発汗保護ホットプレートテスト）」）又はそれと同等の国際標準ＩＳＯ１
１０９２）にしたがって測定された－３５℃で、約２０(m2・pascal)/Watt、特に約１５(
m2・pascal)/Watt、好ましくは約１０(m2・pascal)/Watt、より好ましくは約７(m2・pasc
al)/Wattの定常状態下の水蒸気浸透抵抗Ｒｅｔを有する。
【００２９】
　本発明にしたがって使用されるポリマー粒子は、ポリマーナノ粒子、又は少なくとも一
つのポリマーを含むかポリマーからなるナノ粒子であることが好ましい。
【００３０】
　ポリマー粒子、特にポリマーナノ粒子の直径は、広い範囲内で変化することができる。
本願発明にしたがって使用されるポリマー粒子、特にナノ粒子の直径は、少なくとも１ｎ
ｍであり、特には少なくとも５ｎｍであり、好ましくは少なくとも１０ｎｍであり、より
好ましくは７５ｎｍであり、最も好ましくは１００ｎｍである。また、ポリマー粒子、都
区にナノ粒子の直径は、約１，０００ｎｍであり、特には約８００ｎｍであり、好ましく
は約７００ｎｍであり、さらに好ましくは６００ｎｍであり、最も好ましくは約５００ｎ
ｍである。言い換えると、支持材料に付加されるポリマー粒子、特にポリマーナノ粒子は
、１ｎｍ～１，０００ｎｍの範囲内、特には５ｎｍ～９００ｎｍの範囲内、好ましくは１
０ｎｍ～８００ｎｍの範囲内、より好ましくは５０ｎｍ～７００ｎｍの範囲内、より好ま
しくは７５ｎｍ～６００ｎｍの範囲内、最も好ましくは１００ｎｍ～５００ｎｍの範囲内
の直径を有する。上述した直径の明細は、本願発明の領域における統計上の平均値である
。この点において、直径の明細は、使用されたポリマー粒子の少なくとも８０％、好まし
くは少なくとも８５％、より好ましくは少なくとも９０％が、特定された直径値を有する
ものと理解されるべきである。
【００３１】
　本願発明にしたがって使用されたポリマー粒子は、ナノ粒子であることが好ましい。ナ
ノ粒子は、所定の化学的且つ物理的特性を有している。例えば、ナノ粒子は、例えば容積
に比べて、非常に大きな粒状表面積を有することができるので、これらは触媒活性化成分
に関連して大きな反応表面積を有する。これは、触媒活性化成分又は触媒を有するか、又
は含んでいるナノ粒子によって本願発明の領域において使用される。
【００３２】
　個々で使用されるように、「触媒活性化成分」又は場合によっては「触媒」として使用
される言葉は、酸化によって、化学的生物学的臭気物質、有害物質、毒性物質等の分解を
誘導し及び／若しくは助長し及び／若しくは促進する能力を有する一つ又は複数の物質を
示すものである。
【００３３】
　本願発明にしたがって反応するユニットは、ポリマー粒子、特にポリマーナノ粒子が支
持材料（裏地材料）に、永続的に結合されるように形成されることが好ましい。これは、
例えば非連続的且つドット状に付けられた接着剤によって達成される。前記支持材料（裏
地材料）は、規則的又は不規則なパターン又は設計において接着剤を有し、この場合、本
願発明の触媒活性化ユニットの柔らかさ、可撓性／伸張性及び空気透過性が、本質的に考
慮されるべきである。もし、気密又は水密形状が、本願発明の触媒活性化ユニットに要求
されるならば、前記支持材料（裏地材料）が連続した被覆された接着剤を付与されること
は、同様に本願発明に関して可能である。
【００３４】
　ここで使用されるように、「具備する」（例えば、支持材料はナノ粒子を具備する）と
いう言葉は、好ましくはシート状の支持材料（裏地材料）の少なくとも一つの側面が、ポ
リマー粒子、特にナノ粒子を付与されているか又は具備すること、さらに、本発明によれ
ば、支持材料（裏地材料）の両面が、ポリマー粒子、特にポリマーナノ粒子を具備するこ
とを意味すると理解するべきである。ポリマー粒子、特にポリマーナノ粒子の大きさによ
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って、支持材料に又は支持材料上へのそれらの付与の間、ポリマー粒子は、前記支持材料
（裏地材料）に少なくとも部分的に浸透するか、支持材料（裏地材料）全体に浸透するこ
とが可能になるので、支持材料及びポリマー粒子の間の密接接着剤が、支持材料（裏地材
料）の厚さ方向全体に存在することを可能にするものである。
【００３５】
　支持材料（裏地材料）のポリマー粒子の具備に関して、ポリマー粒子は、原則的に、前
記支持材料（裏地材料）に非間接的に（言い換えると、支持材料（裏地材料）に直接的に
又は直接的接触によって）結合又は固定されるか、又は直接的に（言い換えると、支持材
料（裏地材料）に間接的に又は直接的接触なしに）結合又は固定されることが好ましい。
支持材料（裏地材料）がポリマー粒子を具備するかどうかに関係なく、ポリマー粒子の固
定又は装着が、ポリマー粒子又はその表面が、ガス、特に空気及び／若しくは毒及び／若
しくは戦争薬剤に関して、少なくとも５０％の範囲まで、特には少なくとも６０％の範囲
まで、好ましくは少なくとも７０％の範囲までで自由に接触可能であり、十分な触媒活性
化及び性能を確保できることは、少なくとも利益的である。
【００３６】
　上述したように、また以下に記載されるように、支持材料（裏地材料）のポリマー粒子
の非直接的又は直接的具備する場合、支持材料（裏地材料）への結合又は固定は、化学的
装着等、例えば、適当なタイコート材、特に適当な接着剤を介したものであり、またこれ
に代えて、それら固有の粘着性によるものである。
【００３７】
　ポリマー粒子、特にポリマーナノ粒子を固定するために適当であり又は使用可能である
接着剤は、その技術分野における通常の知識を有する者にとっては良く知られている。例
えば、濃化ポリマー分散、ホットメルト接着剤、又は反応接着剤、特にポリウレタンベー
スの一又は二成分系、例えば、架橋されたジ又は多官能価アミン又はアルコールであるブ
ロックトプレポリマージイソシアネートが使用される。そのような接着剤は、硬化状態に
おいて通気性があり、例えば、ポリウレタンベースの接着剤が、本願発明にしたがって利
益的である。接着剤の量は、広い制限内で変化することが可能である。その量は、ポリマ
ー粒子又はその表面に関して、少なくとも５０％の範囲まで、特に少なくとも６０％の範
囲まで、好ましくは少なくとも５０％の範囲までで、ガス、特に空気及び／若しくは毒及
び／若しくは戦争薬剤に関して自由に接触可能であり、十分な触媒反応性又は性能を確保
する。言い換えると、ポリマー粒子は、完全に押圧されず、又は完全に接着剤に沈まない
ことが、本願発明の領域において確保されるべきである。
【００３８】
　ポリマー粒子、特にポリマーナノ粒子が、接着剤、特に固有接着剤又は固有粘着性の結
果として支持材料（裏地材料）に永続的に結合されることは、本願発明によって可能であ
る。この点において、ポリマー粒子又はナノ粒子は、支持材料（裏地材料）の上に初期ポ
リマー化において付加されることは、本発明によって可能である。この例によって支持材
料（裏地材料）がポリマー粒子を具備することは、特に支持材料（裏地材料）が芯材であ
る場合、例えば粒子の製造の間又は支持材料（裏地材料）の製造の間において達成される
。
【００３９】
　前記支持材料（裏地材料）がポリマー粒子を直接的に具備する場合、前記ポリマー粒子
は、前記支持又は裏打ち構造物、特に支持又は裏打ち粒子に対して結合及び／若しくは固
定され、この場合、支持又は裏打ち粒子は、例えば適当なタイコート材料又は接着剤によ
って、支持材料Ａ（裏地材料）に順次直接的に結合及び／若しくは固定される。また、支
持又は裏打ち構造物がポリマー粒子を具備することは、前記支持又は裏打ち構造物を、ポ
リマー粒子の水性及び／若しくは有機分散に、濡らすこと、浸漬すること、噴霧すること
等によって接触させること及び分散媒体の後での排除によって、従来の方法を使用して順
次達成可能であり、また他の方法によっても達成可能である。ポリマー粒子が支持又は裏
打ち構造物と結合することは、永続的であり又は信頼性があり、特に摩擦抵抗を有するこ
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とが確保されるべきである。支持材料（裏地材料）が、適当な支持又は裏打ち構造物を介
してポリマー粒子を具備する場合、使用される支持又は裏打ち構造物は、特に細粒形状、
好ましくは少なくとも本質的に球形形状、又は繊維形状、例えば織布、メリヤス織物、レ
イドスクリム、又は混合物である織物形状の離散裏打ち粒子である。ポリマー粒子として
使用される球形又は細粒形状の裏打ち粒子は、例えば、少なくとも０．１ｍｍ且つ最大１
．０ｍｍまで、特には最大０．８ｍｍまで、より好ましくは最大０．６ｍｍまでの平均直
径を有する粒子サイズを有する。本発明の特に好ましい例において、特に下記に記載され
るように、前記ポリマー粒子のための支持又は裏打ち構造物は、活性炭粒子及び／若しく
は活性炭繊維の形である化学毒を吸着する能力を有する吸着剤であり、活性炭に基づく吸
着剤である。
【００４０】
　支持材料（裏地材料）上及び／若しくは支持材料（裏地材料）内に存在するポリマー粒
子の量は、広い範囲内で変化可能である。前記支持材料（裏地材料）上に付加されるポリ
マー粒子の量は、５～５００ｇ／ｍ２の範囲内、特には１０～４００ｇ／ｍ２の範囲内、
好ましくは２０～３００ｇ／ｍ２の範囲内、より好ましくは２５～２５０ｇ／ｍ２の範囲
内、さらに好ましくは５０～２００ｇ／ｍ２の範囲内である。しかしながら、もし適当な
らば、これらの値から離れたものは、計画された使用に依存してなされるものであり、も
し要望があるならば、本願発明に従うものである。
【００４１】
　本願発明によれば、ポリマー粒子は、例えばシリコンベースのセラミックナノ粒子であ
ることが好ましい。セラミックナノ粒子は、下記に記載されるように、有機成分、有機架
橋及び／若しくは有機官能基を含むことが好ましい。
【００４２】
　そのようなポリマー粒子は、少なくとも一つの無機的及び／若しくは有機ポリマーを具
備することが好ましい。特に好ましい例において、ポリマー粒子は、無機－有機ポリマー
、特にハイブリッドポリマーを具備するものであり、それは、ゲル／ゾル工程によって製
造される無機－有機ハイブリッドポリマーである。
【００４３】
　無機－有機ポリマー、特にハイブリッドポリマーは、無機構造ユニットだけでなく、有
機構造ユニット又はネットワーク成分を具備することが好ましい。特に、無機－有機ポリ
マー、特にハイブリッドポリマーは、適当であれば、有機基、例えば官能有機基、及び／
若しくは有機架橋を具備する無機シリケートネットワークを具備することが好ましい。
【００４４】
　本願発明によれば、無機－有機ポリマー、特にハイブリッドポリマーは、シリコンアル
コキシド及び／若しくはＳｉ－Ｏ－Ｓｉユニットを具備する。シリコンアルコキシド又は
Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉユニットは、加水分解及び無機ネットワーク又は無機ネットワーク成分又
は無機構造ユニットを形成するための凝縮によって架橋される。また、無機－有機ポリマ
ー、特にハイブリッドポリマーに使用されるシリコンアルコキシド又はＳｉ－Ｏ－Ｓｉユ
ニットは、好ましい例において有機的に変更される。例えば、有機的変更シリコンアルコ
キシド及びＳｉ－Ｏ－Ｓｉユニットは、ケイ素原子に結合される少なくとも一つの有機ラ
ジカル（言い換えると、少なくとも一つの有機的レスト又は基）を具備するものである。
この有機ラジカルは、例えばアクリロイド基、ビニル基、エポキシ基等から選択されるポ
リマー化ラジカルである。しかしながら、例はこれらに限定されるものではない。これに
対して、その技術分野における通常の知識を有する者に非常に良く知られた非常の多数の
ポリマー化有機ラジカルは、本願発明の領域において使用可能である。シリコンアルコキ
シド及びＳｉ－Ｏ－Ｓｉユニットの有機ラジカルは、有機ネットワーク又は有機ネットワ
ーク成分又は無機－有機ハイブリッドポリマーの有機構造ユニットを形成する手助けをす
るものである。無機－有機ハイブリッドポリマーを調製するために、有機ラジカルのポリ
マー化は、以下に記載するように、無機ネットワークの形成の後の第２ステップにおいて
実行される。
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　本発明によれば、別の例において、無機－有機ハイブリッドポリマーが、非ポリマー化
官能基で改変されたシリコンアルコキシド又はＳｉ－Ｏ－Ｓｉユニットからなることを可
能にする。これに関して、非ポリマー化官能基は、本発明に係る触媒活性化成分である。
【００４６】
　しかし、非ポリマー化官能基は、代わりになるものとして、少なくとも一つのポリマー
化有機ラジカルを具備するシリコンアルコキシド又はＳｉ－Ｏ－Ｓｉユニットと共に存在
し、この場合、非ポリマー化基は、有機ネットワークの形成に貢献するが、反対に、有機
ネットワークを形成するポリマー化基に比べて、本願発明によって使用される無機－有機
ハイブリッドポリマーの官能価を確保する。
【００４７】
　無機－有機ポリマー又はハイブリッドポリマーに関して、金属又はヘテロ原子、特に金
属アルコキシド又はＭｅ－Ｏ－Ｍｅユニットは、上述されたシリコンアルコキシド又はＳ
ｉ－Ｏ－Ｓｉユニットに加えてポリマーに存在することが好ましく、この場合、前記金属
は、特に限定されるものではないが、銅、銀、カドミウム、プラチナ、パラジウム、ロジ
ウム、亜鉛、水銀、チタン、ジルコニウム、及び／若しくはアルミニウムであることが好
ましい。本願発明の領域において、金属又はヘテロ原子、特に金属アルコキシドは、先に
特定されたシリコンアルコキシド又はＳｉ－Ｏ－Ｓｉユニットで凝縮され、無機構造ユニ
ットを製造又は改変する。金属、特にアルコキシドは、特に上記に限定されたようなポリ
マー化有機基、及び／若しくは特に上記に限定されたような非ポリマー化官能有機基を具
備するものである。
【００４８】
　第１に、好ましい例において、ポリマー粒子は、化学式１に示される概略的な一般的構
造（Ｉ）を有する無機－有機ハイブリッドポリマーを具備する。
【００４９】
【化１】

【００５０】
　一般点構造（Ｉ）は、構造ユニット（１）、（２）及び/若しくは（３）を具備する。
構造ユニット（１）は、シリコン原子に結合される少なくとも一つのラジカルＲ及び／若
しくは（Ｒ）を具備する無機ネットワーク成分を構成し、同一又はお互いに異なるラジカ
ルＲ及び／若しくは（Ｒ）は、それぞれ上記に定義されたような非ポリマー化官能有機基
を構成する。構造ユニット（２）は、架橋シリコンアルコキシドに基づく又はＳｉ－Ｏ－
Ｓｉユニットに基づく無機ネットワークの成分を構成する。そして、構造ユニット（３）
は、有機架橋に基づく有機ネットワーク成分を構成し、特に構造ユニット（３）は、上記
に定義されたようなそれぞれがシリコン原子に結合されるポリマー化有機ラジカルの有機
架橋を介して生じる。
【００５１】
　第２に、それに代わる好ましい例において、ポリマー粒子は、下記の化学式２に示され
る概略的な一般構造（ＩＩ）を有する無機－有機ハイブリッドポリマーを具備する。
【００５２】
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【化２】

【００５３】
　上記一般的構造（ＩＩ）は、構造ユニット（１）、（２）、（３）及び／若しくは（４
）を具備する。構造ユニット（１）、（２）及び（３）は、上記に示されて定義を有する
。構造ユニット（４）は、架橋金属アルコキシド及び／若しくは架橋Ｍｅ－Ｏ－Ｍｅユニ
ットに基づく無機ネットワークの成分を構成する。特に上述された金属（Ｍｅ）としては
、銅、銀、カドミウム、プラチナ、パラジウム、ロジウム、亜鉛、水銀、チタン、ジルコ
ニウム及び／若しくはアルミニウムが用いられる。金属は、触媒活性化成分又は触媒を構
成する。
【００５４】
　本願発明にしたがって、特に好ましい例において、本願発明にしたがって使用される無
機－有機ハイブリッドポリマーは、いわゆるＯＲＭＯＣＥＲ（有機的改変セラミック）を
具備する。「ＯＲＭＯＣＥＲ」は、ミュンヒェンに所在するフローンホーファー　ゲゼル
シャフト　ツール、フュルダールング　デル　アンゲヴァンテン　フォルシュング　エー
．ファウ．の登録商標である。
【００５５】
　本願発明にしたがって使用される無機－有機ハイブリッドポリマー、特にＯＲＭＯＣＥ
Ｒは、各々のネットワーク成分の特定の選択又は変化が、物理的又は化学的ポリマー特性
又はパラメータを、特別に制御し又は設定することを可能にするので、本願発明の領域に
おける使用に特に最適である。より正確には、無機－有機ハイブリッドポリマー、特にＯ
ＲＭＯＣＥＲの特性は、例えば開始材料、無機重縮合反応のための反応状態によって、ま
た有機ネットワークの構築に導く架橋反応の管理を介して達成される。これは、例えば表
面積の特別な拡大及び結合され改変された触媒活性度に関して、特定の無機－有機ポリマ
ーが以前のまま注文製造されることを可能にする。
【００５６】
　特定の官能基及びヘテロ原子又は金属（例えば、銅、銀、カドミウム、プラチナ、パラ
ジウム、ロジウム、亜鉛、水銀、チタン、ジルコニウム及び／若しくはアルミニウム）を
有するシリコンアルコキシドの特定の配備は、本願発明の範囲において、触媒効果が、無
機－有機ハイブリッドポリマーに関して認識されることを可能にする。無機－有機ハイブ
リッドポリマーに関する上述された可能な変化によって、固さ、弾力性、密度、熱膨張、
有極性、構成能力、ガス又はイオンに対する感度等が、特定の方法又は受注生産方法にお
いて設定可能である。
【００５７】
　上述したように、無機－有機ハイブリッドポリマー、特にＯＲＭＯＣＥＲは、２段階の
工程によって製造される。これについて、無機構造ユニット、特にシリコンアルコキシド
が、第１の段階において加水分解及び縮合によって形成される。続く第２段階において、
前記無機構造ユニット及び／若しくはネットワーク成分は、ポリマー化され及び／若しく
架橋されて、シリコンアルコキシドの有機ラジカルの特別なポリマー化及び／若しくは架
橋によって有機構造ユニットを構築するための有機ネットワークを与え、無機ネットワー
ク成分だけでなく、無機ネットワーク成分をも具備する無機－有機ハイブリッドポリマー
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を形成する。無機及び有機構造ユニットは、その技術分野において通常の知識を有する者
にとって公知である方法において形成される。例えば、有機ネットワークを形成する架橋
は、紫外線及び／若しくは赤外線の照射、光の照射、フリーラジカルのポリマー化等を使
用して達成される。
【００５８】
　本願発明にしたがったユニットへの触媒活性化成分の導入に関して、ポリマー粒子が、
触媒活性化成分で処理され又は触媒活性化成分に浸漬されることが、本発明において提供
される。例えば、触媒活性化成分は、それらの製造の過程において、例えば混合又は混和
の意味で、ポリマー粒子又は無機－有機ハイブリッドポリマーに組み込まれるか、又は、
製造の過程において電子対を共有して及び／若しくはイオンを含んで前記ネットワークに
組み込まれる。しかし、それらの製造の後、ポリマー粒子が、触媒活性化成分に、コーテ
ィング等によって、混合されることも可能である。また、本願発明によれば、触媒活性化
成分が、例えば、上述されたように（例えば金属アルコキシドとして）、ポリマー粒子に
物理的又は化学的に結合され、又は無機－有機ハイブリッドポリマーに結合されることを
可能にする。例えば、触媒活性化成分は、官能成分又は上述したシリコンアルコキシドの
官能基を構成する。
【００５９】
　そのような触媒活性化成分は、有毒、有害又は臭気実体を触媒反応によって分解するこ
とができる物質である。この点については、上述した内容を参照してもらいたい。本願発
明にしたがって使用される触媒活性化成分の例としては、特に制限されない酵素、又は金
属若しくは金属イオン若しくは金属合成物、好ましくは銅、銀、カドミウム、プラチナ、
パラジウム、ロジウム、亜鉛、水銀、チタン、ジルコニウム及び／若しくはアルミニウム
、特にそれらのイオン及び／若しくは塩に基づく触媒活性化成分である。本発明にしたが
った選択物は、銅イオン、銀イオン、カドミウムイオン、プラチナイオン、パラジウムイ
オン、ロジウムイオン、亜鉛イオン、水銀イオン、チタンイオン、ジルコニウムイオン及
び／若しくはアルミニウムイオンを使用することである。しかしながら、本願発明の意味
の範囲内の触媒活性化成分は、特にリン酸、炭酸カルシウム、トリメタノールアミン、２
－アミノ－１，３－プロパンジオール又は硫黄に基づく酸性又は基礎化合物を具備する。
【００６０】
　触媒活性化成分の量は、広い範囲において変化可能である。特別な例として、それは、
ポリマー粒子の重量に基づいて、０．０１重量％～３０重量％の範囲内、好ましくは、０
．１重量％～２０重量％の範囲内、より好ましくは１重量％～１５重量％の範囲内、最も
好ましくは１重量％～１０重量％の範囲内であることが望ましい。
【００６１】
　上述した触媒又は触媒活性化成分は、有毒、有害及び臭気実体を無害なものにする効果
的な方法において、それらを触媒反応によって分解する能力を有する。大きな表面積を有
し、特に本願発明にしたがって使用されるナノ粒子の形状である上記に定義された無機－
有機ハイブリッドポリマー、好ましくはＯＲＭＯＣＥＲに関連して、これらの触媒の特定
の配備によって、本願発明は、毒性又は臭気性の強い物質を化学的に分解することのでき
る大きな能力を有し、毒性等を無害化する触媒活性化ユニットを提供する。
【００６２】
　本願発明の係る触媒活性化ユニットの優れた触媒反応能力は、下記する反応工程を参照
することによって説明される。
【００６３】
　（ａ）　例えば、シアン化水素酸（青酸）は、下記する反応式にしたがって銅触媒によ
り分解される。
【００６４】
【化３】
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【００６５】
　（ｂ）　しかし、シアン化水素酸は、亜鉛化合物の助けによって排除される。
【００６６】
【化４】

【００６７】
　（ｃ）　塩化シアンＣｌＣＮ、神経及び血液損傷ガスは、例えば銅塩類に化学吸着され
、重金属の影響下で吸収された水によって加水分解される。
【００６８】

【化５】

【００６９】
　加水分解によって塩化アンモニウムを形成するアンモニアは、銅塩類によって合成され
る。
【００７０】
　（ｄ）　ホスゲンＣＯＣｌ２は、特に金属塩触媒（例えば、ＭｅＯ：Ｍｅは金属の略）
の影響下で加水分解に反応し易く、塩酸は、触媒によって中和される。
【００７１】
【化６】

【００７２】
　（ｅ）　アルシン（ＡｓＨ３）は、銀化合物の触媒接合下で大気酸素によって酸化され
る。
【００７３】

【化７】

【００７４】
　計画された使用によって、前記触媒活性化ユニットが、少なくともひとつの触媒活性化
成分を有するポリマー粒子に加えて化学毒を吸着する能力を有する吸着剤を具備すること
が利益的である。適当な吸着剤の例は、例えば活性炭粒子又は活性炭繊維の形の活性炭に
基づいた吸着剤を含んでいる。
 
【００７５】
　前記吸着剤は、接着剤によって支持材料（裏地材料）に固定される。この場合、ポリマ
ー粒子に関連して指定される接着剤及び接着剤の量は、必要な変更を加えて使用される。
前記ポリマー粒子に関して、吸着剤粒子が少なくとも５０％の範囲で、特には少なくとも
６０％の範囲で、好ましくは少なくとも７０％の範囲でガスに関して接触可能であること
が、吸着剤粒子に関しても確保されるべきである。
【００７６】
　前記活性炭は、細粒形状の活性炭の個々の粒子からなる（「細粒カーボン」）。この場
合、活性炭の粒子の平均直径は、１．０ｍｍ以下、特には０．８ｍｍ以下、好ましくは０
．６ｍｍ以下であるが、一般的に少なくとも０．１ｍｍである。この例によれば、活性炭
の粒子は、５～５００ｇ／ｍ２、特には１０～４００ｇ／ｍ２、好ましくは２０～３００
ｇ／ｍ２、より好ましくは２５～２５０ｇ／ｍ２、さらに好ましくは５０～１５０ｇ／ｍ
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２、最も好ましくは５０～１００ｇ／ｍ２の量で、支持材料（裏地材料）上に付加される
。活性炭の有効な粒子は、少なくとも８００ｍ２／ｇ、特には少なくとも９００ｍ２／ｇ
、好ましくは１０００ｍ２／ｇ、より好ましくは、８００～２５００ｍ２／ｇの内部表面
積（ＢＥＴ）を有する。小粒カーボン、特に球形カーボンは、非着用特性に関してたいへ
ん重要である大きな摩擦抵抗及び固さを有するという決定的な利点を有する。好ましくは
、活性炭の個々の粒子、特に活性炭小粒又は小球の破裂圧力は、少なくとも５Ｎ、特には
１０Ｎであり、２０Ｎまでである。
【００７７】
　別の例において、本願発明の触媒ユニット、特に支持材料（裏地材料）は、特に活性炭
シート材料の形の活性炭繊維を有する。そのような活性炭シート材料は、例えば、１０～
３００ｇ／ｍ２の範囲内、特には２０～２００ｇ／ｍ２の範囲内、好ましくは３０～１５
０ｇ／ｍ２の範囲内の基礎重量を有する。前記活性炭シート材料は、炭化され活性化され
たセルロースに基づく及び／若しくは炭化され活性化されたアクリロニトリルに基づく活
性炭の織布、メリヤス織物、レイドファブリック又は複合織物である。
【００７８】
　活性炭粒子及び活性炭繊維をお互いに結合することも可能である。活性炭粒子は高い吸
着能力を有し、活性炭繊維は優れた吸着動態を有する。
【００７９】
　吸着効率又は能力を向上させるために、吸着剤が少なくとも一つの触媒に浸漬されるこ
とが可能である。本願発明のしたがった有益な触媒は、例えば上述した物質である。触媒
の量は、広い範囲で変化することができる。一般的に、それは、吸着剤の重量に基づいて
、０．０５重量％～１２重量％の範囲内、好ましくは１重量％～１０重量％の範囲内、よ
り好ましくは２重量％～８重量％の範囲内である。
【００８０】
　吸着可能粒子又は吸着剤の本発明の結合及び触媒活性化成分（言い換えると、触媒活性
化成分を具備するポリマー粒子）の本発明の結合の利点は、これら各々の成分が、戦争薬
剤、有毒、臭気及び／若しくは有害存在物の除去に関して、相互に増幅し合うことである
。触媒活性化成分は、有害物の一部を分解するので、活性炭は、少ない吸着目標物と対面
することになる。一方、活性炭による吸着は、除去されるべき物質に関する触媒活性化成
分の過負荷を事前に除去するので、驚くべき相互依存による方法においてお互いに、有毒
、戦争薬剤、臭気及び有害存在物が除去されるために、この例は、お互いにそれらの物質
を除去するための極めて能力のあるシステムを提供する。
【００８１】
　上述したように、本発明の特別な例において、化学毒を吸着することのできる吸着剤、
特に活性炭、好ましくは活性炭粒子及び／若しくは活性炭繊維は、ポリマー粒子のための
裏打ち粒子として働く。この場合、ポリマー粒子は、吸着剤上に、例えば上述したような
スプレーによる分散、浸漬等によって固定されるか又は付加され、吸着剤は、順次前記支
持材料（裏地材料）上に付加され固定される。
【００８２】
　以上のように、本願発明の触媒活性化ユニットは、下記する例を介して純粋に特定され
る多くの利点を有する。
【００８３】
　本願発明の触媒活性化ユニットは、低い基礎重量を大きな触媒活性化に結合し、本願発
明にしたがって使用されるポリマー粒子、特にポリマーナノ粒子の少ない量に、大きな表
面積を確保する。
【００８４】
　触媒活性化成分は、例えばそれらの製造過程において、ポリマーに直接混和され、触媒
活性化成分を有する触媒活性化ユニットのそれに続く高価な且つ不便な提供に関する必要
性を事前に除去することができる。ポリマー粒子への化学的及び／若しくは物理的接着は
、特に触媒が前記支持材料（裏地材料）にしっかりと結合又は固定されることを確保する
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ので、本願発明の触媒活性化ユニットは、大変耐久性があり、また丈夫なものである。
【００８５】
　本願発明の触媒活性化ユニットは、除去されるべき有害、有毒、臭気実在物に関する優
れた触媒活性化に関して注目に値する。触媒の個々の最終製品化による特に設定可能な触
媒特性によって、本願発明の触媒活性化ユニットは、非常に多量の有害、有毒及び臭気存
在物の除去又は分解に有効であり、最も広い範囲の有用性を有する。
【００８６】
　触媒の性質に関して、触媒活性化成分は、ある意味で消耗することがないので、本願発
明の触媒活性化ユニットは、再活性化をすることなく非常に長い期間使用することができ
るものである。それゆえに、本願発明の触媒活性化ユニットは、その非常に長い作用期間
によって、あまり交換する必要がないので、大変費用効果に優れている。
【００８７】
　有害、有毒及び臭気存在物に関する防護機能は、吸着可能材料の付加的な存在を介して
改善可能である。この場合、上述したように、触媒活性化成分及び吸着剤が、それらの効
果に関して最適に補完し合うので、この点で相互依存的な効果がある。
【００８８】
　本願発明によれば、触媒活性化成分が既に存在しているので、付加的に触媒に浸漬され
るべき存在の活性炭が必要ないため、これに関する不便でコストの係る作業を省略するこ
とができる。さらに、活性炭自体の浸漬は、活性炭の微細孔を詰まらせたり塞いだりし、
活性炭の活性化に重要な問題を導く。
【実施例２】
【００８９】
　本願発明は、ある種の防護用品、特に防護服、防護手袋、防護用履物、防護靴下、頭部
防護衣類等、及びある種の防護カバーなど民間用又は軍事用の防護衣類、好ましくはＮＢ
Ｃ配備のための上述した全ての防護用品の製造のための本願発明の触媒活性化ユニットの
使用に関する本願発明の第２の様相にある。本願発明の触媒活性化ユニットを使用して製
造された防護用品は、本願発明の触媒活性化ユニットが、高い空気及び水蒸気の透過性を
有するように形成されるので、有害、有毒及び臭気存在物に対する高い防護機能と共に高
い着心地性を提供する。
【実施例３】
【００９０】
　本願発明の第３の様相は、空気及び／若しくはガス流から、ある種の有害、有毒及び臭
気存在物を除去するためのフィルタ及びフィルタ材料、特にＮＢＣ防護マスク用フィルタ
、臭気フィルタ、シートフィルタ、エアフィルタ、室内空気浄化用フィルタ、吸着能力を
有する支持構造又は裏打構造及び医療領域のためのフィルタを製造するための本願発明の
触媒活性化ユニットの使用を提供する。
【実施例４】
【００９１】
　本願発明の第４の様相は、本願発明に係る触媒活性化ユニットを使用して製造され、及
び／若しくは本願発明に係る触媒活性化ユニットを具備する民間用又は軍事用の防護衣類
、特にＮＢＣ配置のための防護用品で、防護服、防護手袋、防護履物、防護靴下、頭部防
護衣類等の防護用品を提供する。
【実施例５】
【００９２】
　本願発明のさらなる様相は、ＮＢＣ防護マスク用フィルタ、臭気フィルタ、シートフィ
ルタ、エアフィルタ、室内空気浄化用フィルタ、吸着能力を有する支持構造又は裏打構造
及び医療領域のためのフィルタ等からなる空気／ガス流から有害、臭気及び有毒存在物を
除去するためのフィルタ及びフィルタ材料であって、本願発明に係る触媒活性化ユニット
を使用して製造されるか、又は本願発明に係る触媒活性化ユニットを具備するフィルタ及
びフィルタ材料を提供する。



(15) JP 4482893 B2 2010.6.16

【００９３】
　本発明のさらなる例、改良及び変形は、本発明の領域から外れることなしに本明細書を
読むことによって当業者に明確となり且つ理解可能となるものである。
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