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(57)【要約】
　内部に含浸された二価金属を含む多孔質ポリマー吸着
剤粒子を支持するフィルタ支持体を備えるエアフィルタ
。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸着剤粒子を支持するフィルタ支持体を備えるエアフィルタであって、前記吸着剤粒子
の少なくともいくつかは、多孔質であり、ポリマー材料であって、
　ａ）ｉ）１５～６５重量％の、式（Ｉ）、式（ＩＩ）、又はこれらの混合物で表される
第１のモノマー単位、
【化１】

　　ｉｉ）３０～８５重量％の、式（ＩＩＩ）で表される第２のモノマー単位、及び
【化２】

　　ｉｉｉ）０～４０重量％（又は５～４０重量％）の、式（ＩＶ）で表される第３のモ
ノマー単位

【化３】

　（式中、Ｒ１は水素又はアルキルである）
　を含むポリマーと、
　ｂ）前記ポリマー材料１ｇ当たり少なくとも１．５ｍｍｏｌに相当する量で前記ポリマ
ー材料中に組み込まれた二価金属と、
　を含むポリマー材料を含む、エアフィルタ。
【請求項２】
　前記フィルタ支持体が、前記多孔質ポリマー吸着剤粒子の少なくともいくつかが、その
上に配置された、少なくとも１つの主表面を有する基材を含む、請求項１に記載のエアフ
ィルタ。
【請求項３】
　前記多孔質ポリマー吸着剤粒子が、実質的に単層として前記基材の前記主表面上に存在
する、請求項２に記載のエアフィルタ。
【請求項４】
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　前記フィルタ支持体が、多孔質ポリマー吸着剤粒子を有する多孔質の通気性材料を含み
、該多孔質ポリマー吸着剤粒子は、前記材料の主表面上に配置され、及び／又は、前記材
料の少なくとも前記主表面に近接した位置の前記材料の内部に配置された、請求項１に記
載のエアフィルタ。
【請求項５】
　多孔質ポリマー吸着剤粒子が、前記多孔質の通気性材料の内部全体に配置されている、
請求項４に記載のエアフィルタ。
【請求項６】
　前記エアフィルタが、前記フィルタ支持体から本質的になる、請求項１に記載のエアフ
ィルタ。
【請求項７】
　前記フィルタ支持体が、シート状材料を含み、前記シート状材料は、主平面を呈し、約
３ｍｍ未満の厚さを呈し、少なくとも前記シート状材料の前記主平面に少なくともほぼ垂
直な方向に、空気流が前記フィルタ支持体を通過できるように構成されている、請求項１
に記載のエアフィルタ。
【請求項８】
　前記フィルタ支持体が、少なくともいくつかの多孔質ポリマー吸着剤粒子が接着剤で付
着された主表面を有するネットを含む、請求項１に記載のエアフィルタ。
【請求項９】
　前記フィルタ支持体が、内部を呈する繊維ウェブを含み、前記多孔質ポリマー吸着剤粒
子が、前記ウェブの前記内部の少なくとも部分内に配置されている、請求項１に記載のエ
アフィルタ。
【請求項１０】
　前記多孔質ポリマー吸着剤粒子が、前記繊維ウェブの内部全体に配置されている、請求
項９に記載のエアフィルタ。
【請求項１１】
　前記ウェブが不織布繊維ウェブである、請求項９に記載のエアフィルタ。
【請求項１２】
　前記不織布繊維ウェブがメルトブローンウェブである、請求項１１に記載のエアフィル
タ。
【請求項１３】
　前記繊維ウェブの少なくともいくつかの繊維がそれぞれ、少なくとも１つの多孔質ポリ
マー吸着剤粒子に結合されている、請求項９に記載のエアフィルタ。
【請求項１４】
　前記フィルタ支持体が多層通気性アセンブリの１つの層である、請求項１に記載のエア
フィルタ。
【請求項１５】
　前記多層通気性アセンブリが、前記フィルタ支持体と同じ層ではなく、かつ５０未満の
透過百分率を呈する粒子濾過層である少なくとも１つの層を含む、請求項１４に記載のエ
アフィルタ。
【請求項１６】
　前記粒子濾過層がエレクトレット部分を含む、請求項１５に記載のエアフィルタ。
【請求項１７】
　前記フィルタ支持体が、５０未満の透過百分率を呈する濾材である、請求項１に記載の
エアフィルタ。
【請求項１８】
　前記フィルタ支持体がプリーツ加工されている、請求項１に記載のエアフィルタ。
【請求項１９】
　前記エアフィルタが、強制空気加熱ユニット、強制空気冷却ユニット、強制空気加熱／
冷却ユニット、室内空気清浄器、及び自動車用車内空気濾過ユニットからなる群から選択
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アフィルタである、請求項１に記載のエアフィルタ。
【請求項２０】
　前記フィルタ支持体が、吸着剤粒子が内部に配置されている貫通孔を有するハニカムを
含む、請求項１に記載のエアフィルタ。
【請求項２１】
　前記フィルタ支持体が濾過フェースピース呼吸マスクの層を提供する、請求項１に記載
のエアフィルタ。
【請求項２２】
　前記濾過フェースピース呼吸マスクが、平坦折り畳み式呼吸マスク及び成形された呼吸
マスクからなる群から選択される、請求項２１に記載のエアフィルタ。
【請求項２３】
　前記フィルタ支持体が、多孔質ポリマー吸着剤粒子が配置された内部を有し、かつ少な
くとも１つの空気吸入口及び少なくとも１つの空気排出口を有する容器を含む、請求項１
に記載のエアフィルタ。
【請求項２４】
　前記フィルタ支持体がフィルタカートリッジを含む、請求項２３に記載のエアフィルタ
。
【請求項２５】
　前記フィルタカートリッジが、ハーフフェース負圧レスピレーター、フルフェース負圧
レスピレーター、避難フード、及び動力式空気清浄レスピレーターからなる群から選択さ
れる個人用保護装置と共に用いられるように構成されている、請求項２４に記載のエアフ
ィルタ。
【請求項２６】
　１５０ｇ／ｍｏｌ以下の分子量を有する塩基性窒素含有化合物の少なくともいくらかを
空気から捕捉する方法であって、
　前記多孔質ポリマー吸着剤粒子が前記空気に曝露されるように、請求項１に記載のエア
フィルタを配置することと、
　前記塩基性窒素含有化合物の少なくともいくらかを前記多孔質ポリマー吸着剤粒子上に
吸着することと、
　を含む、方法。
【請求項２７】
　前記フィルタ支持体が主表面を呈し、前記空気が、前記フィルタ支持体の前記主表面の
平面と少なくともほぼ一致する方向に移動する空気流の形態で存在する、請求項２６に記
載の方法。
【請求項２８】
　前記フィルタ支持体が、そこを通る空気流を可能にし、前記空気が、前記フィルタ支持
体の主表面に少なくともほぼ垂直な方向に前記フィルタ支持体の少なくとも一部分を通過
する空気流の形態で存在する、請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　多孔質ポリマー吸着剤粒子を含むフィルタ支持体を含むエアフィルタの製造方法であっ
て、
　ａ）ｉ）１５～６５重量％の、式（Ｉ）、式（ＩＩ）、又はこれらの混合物で表される
第１のモノマー単位、
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【化４】

　　ｉｉ）３０～８５重量％の、式（ＩＩＩ）で表される第２のモノマー単位、及び
【化５】

　　ｉｉｉ）０～４０重量％（又は５～４０重量％）の、式（ＩＶ）で表される第３のモ
ノマー単位

【化６】

　（式中、Ｒ１は水素又はアルキルである）
　を含むポリマーと、
　ｂ）前記ポリマー材料１ｇ当たり少なくとも１．５ｍｍｏｌに相当する量で前記ポリマ
ー材料中に組み込まれた二価金属と、
　を含むポリマー材料を含む多孔質ポリマー吸着剤粒子を準備することと、
　前記多孔質ポリマー吸着剤粒子をフィルタ支持体上に支持することと、
　を含む、製造方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［背景技術］
　空気から、例えばアンモニアなどの物質を除去することを所望されることは多い。
【０００２】
［発明の概要］
　大まかに要約すると、本明細書では、二価金属を含む多孔質ポリマー吸着剤粒子を有す
るフィルタ支持体を備えるエアフィルタを開示する。これら及び他の態様は、下記の発明
を実施するための形態から明らかとなろう。しかしながら、いかなる場合であっても、こ
のような主題が、本出願の出願当初の特許請求の範囲において、又は補正後の特許請求の
範囲において提示されたものであろうと、あるいはまた、中間処理において提示されたも
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のであろうと、この大まかな要約は、特許請求可能な主題を限定するものと解釈してはな
らない。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１】本明細書に開示の吸着剤粒子を有するフィルタ支持体を備える例示的なエアフィ
ルタの一部を示す図である。
【図２】別の例示的なエアフィルタの一部を示す図である。
【図３】別の例示的なエアフィルタの一部を示す図である。
【図４】別の例示的なエアフィルタの一部を示す図である。
【図５】別の例示的なエアフィルタの一部を示す図である。
【図６】本明細書に開示の吸着剤粒子を有するフィルタ支持体を備える例示的な呼吸マス
クを示す図である。
【図７】別の例示的な呼吸マスクを示す図である。
【図８】本明細書に開示の吸着剤粒子を有するフィルタ支持体を備える、フレーム付きの
プリーツ加工されたエアフィルタを示す図である。
【０００４】
［発明を実施するための形態］
　用語解説
　用語「エアフィルタ」は、フィルタ支持体によって支持されている本明細書に記載のポ
リマー吸着剤粒子が、浮遊物質を空気から除去できるように、空気、例えば移動空気の流
れに暴露される、任意の装置（apparatus又はdevice）を指す。用語「フィルタ支持体」
は、吸着剤粒子を保持することができ、吸着剤粒子を、例えば、移動空気の流れに暴露す
ることができるが、移動空気から微細粒子は必ずしも濾過するわけではない任意の構造体
を指す。用語「濾材」は、それ自体が微細粒子を濾過することができるフィルタ支持体を
指す。「微細」粒子は、平均直径（又は非球状粒子の場合は相当直径）が１００ミクロン
未満の粒子である。「微」粒子は、平均直径又は相当直径が１０ミクロン未満の粒子であ
る。
【０００５】
　用語「ポリマー吸着剤」及び「多孔質ポリマー吸着剤」は同じ意味で用いられ、多孔質
であり、浮遊物質（例えば、ガス状又は蒸気状物質、特に、アンモニアに例示されるよう
な塩基性窒素含有化合物）を吸着できるポリマー材料を指す。多孔質材料は、加水分解さ
れているか否かにかかわらず、少なくとも約５０ｍ２／ｇのＢＥＴ比表面積（例えば本明
細書に開示されている二価金属の含浸前に、二価金属の非存在下で測定される）を示す材
料を意味する。このような材料は、多くの場合、例えばこれらの細孔の径に基づいて特徴
付ける。用語「ミクロ細孔」は、２ナノメートル未満の直径を有する細孔を指す。用語「
メソ細孔」は、２～５０ナノメートルの範囲の直径を有する細孔を指す。用語「マクロ細
孔」は、５０ナノメートル超の直径を有する細孔を指す。
【０００６】
　用語「上流」は、フィルタが移動空気に暴露される状況に用いることができ、移動空気
がフィルタに遭遇する方向を指し、「下流」は、濾過された空気がフィルタから流出する
方向を指す。
【０００７】
　用語「ネット」は、中実材料、例えばフィラメントの比較的少ない層（５つ以下、多く
の場合１つ）から構成されるフィルタ支持体を指す。
【０００８】
　用語「繊維ウェブ」は、繊維の多数の層（例えば、５つ超）から構成されるフィルタ支
持体を指す。
【０００９】
　用語「メルトブローン」は、溶融ポリマー流を、押出オリフィスにごく近接して配置さ
れた吹き出しオリフィスを介して導入された、収束する高速空気流中に押出成形すること
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によって形成される繊維（及びその結果得られる繊維ウェブ）を指す。当業者であれば、
メルトブローン繊維及びウェブが、このような繊維及びウェブを同定し、また、他の種類
のウェブと識別することが可能な特色及び特徴（例えば、複屈折などの光学的性質、融解
挙動などによって明らかとなるような、繊維を構成する材料の分子の配向の違いなど）を
、特徴的に呈することを理解するであろう。
【００１０】
　図１の一般的な図に示すように、エアフィルタ１を開示する。エアフィルタ１は、浮遊
（例えばガス状又は蒸気状）塩基性含窒素材料を空気から少なくとも部分的に除去できる
ように、本明細書に開示の多孔質ポリマー吸着剤粒子１００を空気、例えば移動空気の流
れ（空気流の全体的な方向は、例示的な実施形態において、図１及び他の図中のブロック
矢印によって示す）に暴露させる任意の装置（apparatus又はdevice）であり得る。した
がって、エアフィルタ１は、液体を処理する装置、例えばイオン交換膜及び装置とは区別
される。
【００１１】
　エアフィルタ１は、少なくとも１つのフィルタ支持体１０を備える。フィルタ支持体１
０は、空気が移動している場合、移動空気によって吸着剤粒子１００が脱落しないように
吸着剤粒子１００を保持しながら、吸着剤粒子１００を空気に暴露させるように支持する
、任意の構造体とすることができる。空気が移動している場合、空気は、層流中又は乱流
中に個々の吸着剤粒子に遭遇する場合がある、又は、例えば、吸着剤粒子の集合を通過す
る流動様式の間を遷移する場合がある。１つの一般的な種類の実施形態において、フィル
タ支持体１０は、図１の一般的な図に示すように、吸着剤粒子１００が上に提供され（例
えば、その主表面に付着され）、例えば空気の移動流が横断し得る、基材の形態をとる場
合がある。この種のいくつかの実施形態において、フィルタ支持体１０は、吸着剤粒子１
００を、例えばフィルタ支持体に付着された（例えば、接着剤結合された）吸着剤粒子と
して、保持する場合がある。別の一般的な種類の実施形態において、フィルタ支持体１０
は、例えば図２の一般的な図に示すように、吸着剤粒子をフィルタ支持体内に機械的に保
持することによって、吸着剤粒子１００を保持する場合がある。（換言すれば、このよう
な実施形態において、吸着剤粒子は必ずしもフィルタ支持体に付着されていない場合があ
るが、フィルタ支持体は、吸着剤粒子がフィルタ支持体から脱落及び除去されるのを物理
的に阻止することができる。）いくつかの実施形態において、吸着剤粒子のフィルタ支持
体への機械的保持と、付着（例えば結合）との組み合わせを用いる場合がある。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、エアフィルタ１は、吸着剤粒子１００を有するフィルタ
支持体１０であり得る（例えば、本質的にフィルタ支持体１０からなり得る。）（例えば
、このようなフィルタ支持体の自立部品を、例えば室内空気清浄器内に取り付けることが
できる。）。他の実施形態において、エアフィルタ１は、任意の目的のため、所望により
、（少なくとも１つのフィルタ支持体１０に加え）他の層を備える場合があり、かつ／又
は、例えば、周囲フレーム、１つ以上の補強部材若しくは安定化部材、１つ以上のハウジ
ング部品などの任意の他の補助的な構成要素を更に備える場合がある。様々な特定の例示
的な実施形態及び状態を、本明細書において後に詳述する。
【００１３】
　図１について説明したように、いくつかの実施形態において、フィルタ支持体は、主表
面上に吸着剤粒子１００が配置されている、例えば付着されている基材（非通気性又は通
気性であり得る基材）の形態をとる場合がある。この種のエアフィルタは、例えば、その
主表面に付着された吸着剤粒子を保持する平面基材、吸着剤粒子がその内表面に付着され
た中空管、又は、吸着剤粒子が流動チャネルの内表面に付着された積層若しくは入れ子の
微細構造化された基材によって提供される流動チャネルのアレイ（例えば、Ｉｎｓｌｅｙ
への米国特許第７９５５５７０号に記載の一般的な種類のもの）などを備える場合がある
。いくつかの実施形態において、吸着剤粒子１００は、例えば任意の工業規模の堆積プロ
セスにおいて統計学的に生じ得るような副次的な積層を除き、少なくとも実質的に単層と
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して（例えば図１に示すように）、基材の表面上に提供することができる。
【００１４】
　図２に関しては、フィルタ支持体という用語は、吸着剤粒子１００を内部に保持するよ
うに設計され、容器の内部１３に空気を入れるための少なくとも１つの空気吸入口１１と
、処理された空気を容器から排出させるための少なくとも１つの空気排出口１２とを含む
、任意の容器を広範に包含する。この一般的な種類のこのような支持体は、吸着剤粒子１
００が、例えば１つ以上の射出成形されたハウジング部品から作製されたカートリッジハ
ウジング内に保持されている、公知のフィルタカートリッジを含む場合がある。このよう
なフィルタカートリッジには、単一の空気吸入口及び／若しくは空気排出口が設けられる
場合がある、又は、フィルタカートリッジハウジング内に多数の貫通孔が設けられ、空気
吸入口若しくは空気排出口が集合的に設けられる場合がある。このような貫通孔は、吸着
剤粒子が貫通孔を通過するのを防止する適切なサイズであってもよく、かつ／又は、いく
つかの実施形態において、吸着剤粒子をカートリッジハウジング内に確実に保持するため
、通気性保護層（例えば、スクリーン又はメッシュ）を設ける場合がある。いくつかの実
施形態において、フィルタ支持体は、図１の設計のように、吸着剤粒子に近接した（例え
ば、支持及び保持する）支持体の位置において、非通気性である場合がある（例えば、貫
通孔を含まない場合がある。）。他の実施形態において、フィルタ支持体は、図２の設計
のように、吸着剤粒子に近接した支持体の位置において、通気性であり得る（例えば、１
つ以上の貫通孔を含み得る。）。いくつかの実施形態において、容器の形態のフィルタ支
持体（例えば、フィルタカートリッジ）は、例えば、共に組み立てられ、空気吸入口（複
数可）及び空気排出口（複数可）を除き、非通気性であり得る、１つ以上の射出成形され
たハウジング部品から構成される場合がある。このようなハウジング部品は、例えば、ポ
リアミド、ポリスチレン、ＡＢＳポリマー、ポリオレフィンなどから選択される熱可塑性
若しくは熱硬化性ポリマー又はコポリマーから、好都合に作製することができる。このよ
うな容器はまた、例えば、１つ以上の弾性ガスケット、ラッチ、スプラッシュガード、コ
ネクタ（例えば、カートリッジを、例えば個人用呼吸保護装置に連結するために必要な場
合）などの補助的な構成要素を含む場合がある。
【００１５】
　（例えば図２のように）容器の形態であるフィルタ支持体１０は、例えば射出成形部品
から作製された剛性カートリッジの形態をとる必要は、必ずしもないことを強調しておく
。むしろ、いくつかの実施形態において、このような容器は、例えば、２つの通気性の「
壁」の形態をとることがあり、「壁」のうち少なくとも１つは比較的可撓性の材料（例え
ば、繊維ウェブ、穿孔又は微細孔可撓性ポリマーフィルムなどの多孔質基材）から作製さ
れ、吸着剤粒子がこれら２つの壁の間に挟持されている。このような容器（概してフィル
タ「カートリッジ」とも呼ばれる。）は、例えばパウチ又はサシェの形態をとる場合があ
る。
【００１６】
　更に、フィルタ支持体という用語はまた、その上又は内部に吸着剤粒子１００が配置さ
れている、任意の多孔質の通気性材料を広範に包含する。（多孔質の通気性材料は、空気
流が材料を通過できるように相互連結された内部多孔性を有する材料を意味し、例えば独
立気泡発泡体とは区別される。）このような材料は、例えば任意の好適な種類の連続気泡
発泡体材料であってもよい、又は、このような材料は、多孔質膜、例えば、転相膜、トラ
ックエッチ膜（例えば、Ｗｈａｔｍａｎより商標名ＮＵＣＬＥＰＯＲＥで入手可能な様々
な製品によって例示される種類のもの）、若しくは、伸長膨張した膜（例えば、Ｗ．Ｌ　
Ｇｏｒｅ　ａｎｄ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓより商標名ＧＯＲＥ－ＴＥＸで入手可能な様々
な製品及びＣｅｌｇａｒｄ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎより商標名ＣＥＬＧＡＲＤで入手可
能な様々な製品によって例示される種類のもの）であってもよい。この一般的な種類のフ
ィルタ支持体１０は、例えば、上記のように、これらの間に空間を画定するように対で用
いられることに限定されるものではないことが理解されよう。使用の特定の態様に関わら
ず、このようなフィルタ支持体１０は、いくつかの実施形態において、主平面を呈し、約
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８、５、３、又は１ｍｍ未満の厚さを呈し、少なくともシート状材料の主平面に少なくと
もほぼ垂直な方向に空気流がフィルタ支持体を通過できるように構成されているシート状
材料の形態をとる場合がある。
【００１７】
　上記の説明から、本明細書に開示のフィルタ支持体は、吸着剤粒子を空気、例えば移動
空気の流れに暴露することができる、任意の形態又は幾何学的形状の（かつ、例えば、無
孔質基材、通気性ネット、若しくは多孔質発泡体などの単一体からなる、又は、フィルタ
カートリッジを集合的に形成する部品の、組み立てられた組み合わせから作製された）、
任意の材料又は状態を、広範に包含することが理解されよう。いくつかの実施形態におい
て、フィルタ支持体は、移動空気が、例えば、吸着剤粒子を保持する支持体の主表面と少
なくともほぼ平行に流動し得るように（例えば、図１の状態のように）構成することがで
きる。いくつかの実施形態において、移動空気は、支持体の主表面に少なくともほぼ垂直
に流動し得る（例えば、図２の状態のように）。いくつかの実施形態において、移動空気
は、これら２つの両極端の中間の方向に流動し得る。いくつかの実施形態において、両方
向及び／又はこれら２つの両極端の中間の方向の空気流が、例えばエアフィルタの異なる
部分に生じ得る。
【００１８】
　図３に例示的に示した一般的な種類の実施形態において、エアフィルタ１は、「ハニカ
ム」１５の形態のフィルタ支持体１０を備える場合がある。当業者であれば、ハニカムを
、空気流を通過させることができる多数の肉眼で見える貫通孔（through-apertures）を
含み、開口（apertures）が、ハニカム構造の隔壁（壁）によって互いに分離されている
、流動支持構造体として認識するであろう。（ここでは便宜上、ハニカムという用語を用
いているが、当業者であれば、この構造体が任意の形状の（例えば、正方形、三角形、円
形などの開口を有する）ものであってもよく、図３の例示的な設計に示した正六角形状に
厳密に限定されるものではなく、若干不規則な外観を呈し得ることを理解するであろう。
）このようなハニカムは、かなり大きい直径又は相当直径（例えば１０～１５ｍｍ）の貫
通孔を含む場合が多く、例えばわずか数ｍｍ以下の直径又は相当直径の流動チャネルを含
む場合が多い上記の積層微細構造化された基材とは対照的である。ハニカムの壁は、例え
ば、成形又は押出成形されたプラスチック、板紙若しくは厚紙、金属などの任意の好適な
材料から作製することができる。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、吸着剤粒子がハニカムの開口を画定する内壁に付着され
る場合がある。しかしながら、いくつかの実施形態において、図３のように、ハニカムの
開口に吸着剤粒子を部分的又は少なくとも実質的に充填する（例えば、吸着剤粒子の平均
粒度、粒度分布、及び形状に応じ、充填挙動により許容される程度に）のが好都合な場合
がある。このような場合、ハニカムには、ハニカムの貫通孔に空気流を流入及び排出させ
、かつハニカムの貫通孔内に吸着剤粒子を保持する、上流及び下流の通気性基材（例えば
、好適なメッシュ又はスクリーン）を設けることができる。（図３の例示的なハニカムに
おける空気流の方向は、円／点矢印で示すように、平面外を向いている。）いくつかの実
施形態において、吸着剤粒子は、例えば粒子がわずかに動ける又は移動できるように、開
口内にゆるく充填してもよい。他の実施形態において、例えば、開口内での粒子の移動又
は沈降を最小限に抑えるように、吸着剤粒子を相互に結合してもよい（例えば、浮遊物質
を捕捉する粒子の能力に影響を及ぼすような、粒子を許容できないほど閉塞させる量では
なく、粒子が接触点で互いに結合するのに十分な量で、接着剤、熱活性化結合剤などを用
いることによって）。換言すれば、いくつかの実施形態において（必ずしもハニカムでの
使用に限定されるものではなく）、吸着剤粒子１００は、個々の粒子として提供されるの
ではなく、共に結合された粒子の集合体によって集合的に提供される、一体構造の通気性
ブロック（任意の所望のサイズ及び形状のもの）の形態で提供される場合がある。このよ
うな一体構造を製造する例示的な方法（この場合もやはり、任意の所望のエアフィルタに
組み込む、例えば、カートリッジ若しくはキャニスタなどの容器に嵌合するために、又は
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、例えば呼吸マスクの層を形成するために、任意の好適なサイズ及び形状を有し得る。）
は、例えばＢｒａｕｎへの米国特許第５０３３４６５号に説明されている。吸着剤粒子同
士を結合し、特に、少なくとも半可撓性である（したがって、例えば、可撓性呼吸マスク
での使用に特に好適であり得る。）構造体を製造する方法は、例えばＳｅｎｋｕｓへの米
国特許第６３９１４２９号に説明されている。
【００２０】
　当業者であれば、いくつかの上記の実施形態の間（例えば、吸着剤粒子が中空管内に提
供されたものと、積層微細構造化された基材によって画定されたチャネル内に提供された
ものと、ハニカムの開口内に提供されたものとの間）に、確固とした境界線は必ずしも存
在し得ないことを理解するであろう。このような設計及び状態、並びにこれらの組み合わ
せの全てが、本明細書に開示の、１つ以上のフィルタ支持体を備えるエアフィルタの一般
的な概念の範囲内に包含される。なお、いくつかの実施形態において、本明細書に開示の
エアフィルタ１は、例えば充填層を形成するように、任意の好適な容器（例えば剛性又は
少なくとも半可撓性である、任意の幾何学的形態でかつ任意の材料から作製されたもの）
の内部に部分的に充填された、又は、少なくとも実質的に充填された吸着剤粒子を有し得
ることに、特に留意されたい。いくつかの実施形態において、このような容器は、中空管
、例えば、Ｄｒａｅｇｅｒ管と呼ばれることが多いガス検知管に類似した管の形態をとる
場合がある。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、フィルタ支持体１０は、図４の例示的な一般的な図に示
すように、空気流を通過させる多数の貫通孔２２を有する薄いシート状材料を含む場合が
ある。様々な実施形態において、フィルタ支持体１０は、任意の好適なネット、メッシュ
、スクリーン、スクリム、織布又は編物材料、溶融紡糸材料、微細孔フィルムなどの形態
をとる場合がある。ネットという用語は、フィラメント（又は、概して、貫通開口の間の
中実材料の層）の比較的少ない層（５つ以下、多くの場合、図４のように単層）から構成
される、任意のこのような材料を記述する際、便宜上本明細書において用いられる。多く
の場合、このようなフィラメント（又はシート状フィルタ支持体材料、例えば微細孔フィ
ルムの中実部分）は、直径又は相当直径が比較的大きい（例えば、０．１、０．２、又は
０．５ｍｍ以上）。このようなネットは、任意の好適な材料、例えば有機ポリマー、無機
材料（例えば、ガラス又はセラミック）、又は金属若しくは合金から構成され得る。
【００２２】
　このような実施形態において、空気流は、主として、ネットの中実部分２１（例えばフ
ィラメント）の間の貫通孔２２を通して発生し得る。その結果、空気流は、支持体に少な
くともほぼ垂直に方向付けられるが、所望により、空気流はネットに少なくともほぼ平行
に発生する場合がある。ネットを通過するほぼ垂直な空気流の場合、吸着剤粒子を、（図
４のように）ネットの上流側２３に配置するのが好都合な場合がある。しかしながら、所
望により、吸着剤粒子を、ネットの下流側２４に配置してもよい。特定の実施形態におい
て、吸着剤粒子をネットの両側に配置してもよい。いくつかの実施形態において、図１及
び４の例示的な実施形態におけるように、吸着剤粒子を有するネット（又は、概して、任
意の十分に通気性の基材）が、「開放面」として用いられる場合がある。他の実施形態に
おいて、十分に通気性である二次保持層（例えば、ネットの第２の層、又は繊維ウェブの
層、微多孔性膜など）を吸着剤粒子の上に配置し、吸着剤粒子を適所に保持するのを補助
してもよい。（換言すれば、吸着剤粒子は、ネットと二次保持層との間に挟持されている
場合がある。）
【００２３】
　多くの実施形態において、吸着剤粒子１００は、例えば、ネットの一方の少なくとも１
つの主表面上に提供された接着剤、例えば感圧接着剤、ホットメルト接着剤、エポキシ接
着剤など２８を介し、ネットの中実材料（例えば、フィラメント）に結合、例えば接着剤
結合され得る。吸着剤粒子はそれぞれ、例えば単一のフィラメントに結合され得る、又は
、複数のフィラメントに結合され得る。フィラメントの平均直径、及びフィラメントの間
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の貫通孔の平均サイズは、所望により、吸着剤粒子の平均粒度を考慮して選択することが
できる。様々な実施形態において、このようなネットは、例えば０．２ｍｍ～約２．０ｍ
ｍの範囲の平均フィラメント直径を呈し得る。様々な実施形態において、ネットの開口は
、例えば、最短寸法約０．５ｍｍ～最長寸法約５ｍｍの範囲であり得、吸着剤の粒度を考
慮して選択され得る。具体例としては、約１～２ｍｍの範囲の開口を有するネットは、８
×２０メッシュの範囲の粒度を呈する吸着剤との使用に非常に好適であり得る。本明細書
に開示の使用に好適であり得る例示的なネットとしては、Ｄｅｌｓｔａｒ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｉｅｓより（例えば商標名ＤＥＬＮＥＴで）入手可能な様々な製品、例えば、商標
名ＫＸ２１５Ｐ、Ｒ０４１２－１０ＰＲ、ＲＢ０４０４－１０Ｐ、Ｎ０２０１４－９０Ｐ
Ｐ、ＲＢ０４０４－２８Ｐ、Ｎ０３０１１－９０ＰＰ、及びＴＫ１６－ＳＢＳＨで入手可
能な製品が挙げられる。
【００２４】
　特定の実施形態において、好適な感圧接着剤２８がネットの主表面上に提供される場合
がある（換言すれば、感圧接着剤は、ネットのその主表面を集合的に提供するフィラメン
トの表面上に提供される場合がある）。これは、例えば、感圧接着剤前駆体をネット上に
コーティングした後、前駆体を感圧接着剤に変換することによって実施され得る。前駆体
は、例えば、有機溶媒（複数可）溶液、エマルジョン、ホットメルト組成物などであり得
る。このような前駆体は、例えば、乾燥によって溶媒及び／又は水を除去することにより
、冷却してホットメルト組成物を固化させることによるなどして、変換することができる
。堆積及び変換は、（フィルタの通常使用において空気流がネットを通過しないことにな
っている場合を除き）ネットの貫通孔の許容できない充填又は目詰まりを回避するように
実施しなくてはならない。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、ネット上に配置されている粒子は、（例えば機械的な絡
み合いによってではなく）主として、例えば接着剤結合によってネットに付着され得るこ
とが理解されよう。いくつかの実施形態において、吸着剤粒子は、少なくとも実質的に単
層の形態で、フィルタ支持体上に存在し得る。他の実施形態において、吸着剤粒子は、多
層（例えば、吸着剤粒子の第１層をネットの主表面に接着剤結合し、追加の接着剤を吸着
剤粒子の第１層の上に適用し、より多くの吸着剤粒子を堆積させ、このプロセスを繰り返
し、任意の所望の深さの吸着剤粒子の集合を構築することによって作製される。）に存在
し得る。
【００２６】
　いくつかの実施形態において、フィルタ支持体１０は、図５の例示的な実施形態に示す
ように、多くの場合互いに絡み合い、多くの場合多数の「層」（例えば、５層超）に存在
する多数の繊維から構成されるシート状材料を含む場合がある。繊維ウェブという用語は
、任意のこのような材料を記述する際、便宜上本明細書において用いられる。当然のこと
ながら、多くのこのような繊維ウェブのランダム性のため、繊維は、必ずしも、また、多
くの場合、別個の層（例えば、互いから剥離することができる層）には存在し得ないこと
が理解されよう。しかしながら、これは、このようなウェブの厚さ（深さ）を、（図５の
ように）ウェブの第１の主表面４３からウェブの第２の主表面４４に通過する際、例えば
５つ以上の別個の繊維又は繊維の区画に遭遇すれば、容易に明らかとなろう。このような
繊維状態を呈する任意の材料は、本明細書で用いられる繊維ウェブの定義の中に入る。
【００２７】
　このような繊維は、直径又は相当直径が比較的小さい（例えば、１００、８０、６０、
４０、２０、１０、５、又は２μｍ未満）場合が多い。当然のことながら、様々な直径の
繊維の混合物を用いてもよい。このような繊維ウェブは、任意の好適な種類のウェブ、例
えば、繊維が比較的ランダムに配列されている不織布ウェブであり得る（例えば、カード
ウェブ及び特定の種類の繊維堆積方法において発生し得るような、部分量の繊維配列は除
く。）。あるいは、このような繊維ウェブは、繊維が十分な数の層で提供されている、編
物又は織布ウェブから構成される場合がある。典型的には、空気は、ウェブの多数の繊維
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の間の間隙空間を通過することによってウェブ中を流動し、多くの場合、このような空気
流は、図５のように、繊維ウェブの主平面に少なくともほぼ垂直に方向付けられる。しか
しながら、所望により、繊維ウェブの主平面に少なくともほぼ平行に空気流が発生する場
合がある。このような繊維ウェブの繊維は、（ウェブが、加工及び取り扱いに十分な機械
的完全性を有するように）任意の好適な方法で、互いに結合することができる。このよう
な結合方法は、例えば、水流交絡、ニードルパンチ、カレンダー加工などから選択され得
る。いくつかの実施形態において、繊維は、自発的に互いに結合され得る。すなわち、繊
維は、オーブン内で得られるような高温において、又は点結合若しくはカレンダー加工に
おけるような固体の接触圧を加えずに、いわゆるスルーエアボンダーによって結合される
。特定の実施形態において、繊維は、Ｆｏｘへの米国特許第７９４７１４２号に記載の一
般的な種類の自発結合法を用いて結合させることができる（加熱空気の流れを繊維の集合
の中に通過させた後、強制的にクエンチさせる。）。又は、１つ以上のバインダー（繊維
、固体粒子、水性エマルジョンなどの形態）を加えた後に活性化し（例えば加熱により）
、繊維同士を結合し、最終的なウェブを形成してもよい。このような結合操作（繊維の絡
みによって主として機械的に達成される、又は、繊維の融着及び／又は加えられたバイン
ダーを用いて達成される。）は、以下に説明するように、吸着剤粒子をウェブ上に結合す
る役割を更に果たす場合がある。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、図４のネット上の粒子の状態とある程度同様に、吸着剤
粒子１００を、繊維ウェブの主表面（例えば、上流の主表面）上に主として又は限定して
、堆積させる場合がある。いくつかの実施形態において、吸着剤粒子の少なくともいくつ
かが、少なくとも部分的に繊維ウェブの内部に貫入している場合がある。（これは、例え
ば図４のようなフィラメントの単層によってもたらされるネットの状態、すなわち、支持
体が吸着剤粒子が貫入できる「内部」をほとんど又は全く呈していない場合とは対照的で
ある。）いくつかのこのような実施形態において、吸着剤粒子は、主として、吸着剤粒子
がその上又は内部に堆積された、主表面に近接した繊維ウェブの領域に見出すことができ
る。しかしながら、多くの実施形態において、粒子が表面上に残存する、又は、繊維ウェ
ブの内部に短い距離だけ貫入するように、粒子が一方の表面上に例えば堆積されるのでは
なく、吸着剤粒子１００が、（図５の例示的な実施形態に示すように）繊維ウェブの厚さ
全体に広く分散されるのが望ましい場合がある。吸着剤粒子がウェブの内部全体に広く（
例えば、ランダムに）分散された繊維ウェブを形成する好適な方法は、本明細書において
後述する。
【００２９】
　特定の実施形態において、繊維ウェブフィルタ支持体は、不織布ウェブであり得る。定
義によると、不織布繊維ウェブは、例えば織布若しくは編物、又は微細孔フィルムを包含
しない。このようなウェブは、任意の好適な方法で製造することができ、任意の好適な種
類のものとすることができる。例えば、このような不織布ウェブは、カードウェブ；湿式
ウェブ（例えば製紙プロセスによって製造される。）；例えば、公知のＲａｎｄｏ－Ｗｅ
ｂｂｅｒプロセスなどの従来のエアレイプロセスによって製造された、若しくは、Ｌａｌ
ｏｕｃｈへの米国特許第８８３４７５９号に記載の重力レイプロセスなどの専用プロセス
によって製造された、乾式ウェブ；又は溶融紡糸ウェブ（例えばスパンボンドウェブ、ス
パンレースウェブなど）であり得る。（特定の例えばスパンボンドウェブ又はスパンレー
スウェブは、例えば形成される繊維の深さによって、繊維ウェブではなく、ネットとして
適している場合があることが理解されよう。）特定の実施形態において、不織布ウェブは
メルトブローンウェブであり得、そのプロセス及び得られるウェブは、当業者には公知で
ある。これらの様々な材料の層の任意の組み合わせ（不織布ウェブではない層との組み合
わせを含む）を用いることができる。繊維は、任意の好適な材料、例えば、熱可塑性有機
繊維（例えば、ポリオレフィン繊維、セルロース繊維、ポリエステル繊維、ナイロン繊維
など）、無機繊維（繊維ガラス又はセラミック繊維など）、金属繊維などから作製され得
る。
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【００３０】
　吸着剤粒子１００は、多孔質材料、例えば不織布ウェブなどの繊維ウェブ上及び／又は
内部に提供され、任意の好適な方法により、本明細書に開示のエアフィルタのフィルタ支
持体を形成することができる。いくつかの実施形態において、吸着剤粒子は、あらかじめ
存在する繊維ウェブ上又はその中に堆積されている場合がある。例えば、いくつかの実施
形態において、不織布ウェブは、接着性繊維及び／又は非繊維状バインダー（非繊維状バ
インダーは、例えば粒子、エマルジョン又はラテックスなどの形態をとり得る。）などの
、１つ以上の結合構成成分を含む場合がある。ウェブは、このような結合構成成分（複数
可）を軟化及び活性化する温度まで加熱することができ、次いで、吸着剤粒子を不織布ウ
ェブの主表面上に堆積させ、主表面に結合させることができる。多数のこのようなプロセ
スにより、吸着剤粒子は、優先的に、吸着剤粒子が堆積された不織布ウェブの主表面上又
は主表面に近接して存在することとなり得ることが理解されよう。所望により、このよう
なプロセスを複数回繰り返し、連続層同士を結合し、内部に吸着剤粒子を含む多層製品を
形成することができる。
【００３１】
　他の実施形態において、吸着剤粒子を、ウェブの製造プロセス中に、不織布ウェブ中に
導入してもよい。例えば、不織布ウェブがメルトブローにより製造される場合、吸着剤粒
子を、初期繊維の流動する流れに導入するのが好都合な場合がある（初期繊維という用語
は、繊維となる固化を開始した可能性のある、若しくは、繊維となる固化を開始した可能
性のない、又は、繊維となる固化を完了した可能性のある溶融流を指す。）。このような
操作を実施する一般的な方法はＦｏｘへの米国特許出願公開第２０１２／０２７２８２９
号に開示されており、本明細書に参照により組み込まれる。初期繊維は、初期繊維が少な
くともわずかに粘着性（接着性）である状態で、（例えば、一時的な捕捉表面上に、又は
、フィルタ支持体の一部として残存する二次ウェブ上に）堆積させてもよい。このような
状態により、メルトブローン不織布ウェブの繊維の少なくともいくつかを、吸着剤粒子に
結合させる（例えば、融着させる）ことができる。このようにして、内部に吸着剤粒子を
含むメルトブローンウェブを単一の操作で製造することができる。
【００３２】
　当然のことながら、他の方法を用い、繊維がウェブとして捕捉される前に、吸着剤粒子
を繊維の混合物中に導入することもまた可能である。例えば、吸着剤粒子を、ウェブ形成
プロセス（例えば、上記の重力レイウェブ形成プロセス）に投入される繊維と混合し、吸
着剤粒子を内部に含む繊維の集合体を形成することができる。このような手法は、繊維の
集合体を加熱し、繊維同士を結合し、ウェブを形成し、かつ／又は吸着剤粒子をウェブ中
に結合できるように、投入された材料にバインダー（繊維の形態で、又は、粒子、エマル
ジョンなどの非繊維状バインダーとして）を加えることを含む場合がある。１つ又は複数
のいずれの手法を用いる場合であっても、吸着剤粒子が繊維ウェブ中又は繊維ウェブ上に
結合される主要機構は、繊維同士を結合してウェブを形成するのに用いられる結合機構と
同一である、又は、異なる場合がある。
【００３３】
　特に、メルトブローン繊維ウェブについては、様々な繊維形成ポリマー材料が、このよ
うな繊維の形成に用いられ得る。少なくともいくつかの繊維は、不織布ウェブの製造に用
いられる条件下（例えば、メルトブロー条件）で十分な結合（接着）性を呈する材料から
作製され得る。例としては、ポリウレタンエラストマー材料、ポリブチレンエラストマー
材料、ポリエステルエラストマー材料、ポリエーテルブロックコポリアミドエラストマー
材料、ポリオレフィン系エラストマー材料（例えば、商標名ＶＥＲＳＩＦＹでＤｏｗより
入手可能なもの）、及びエラストマースチレンブロックコポリマー（例えば、商標名ＫＲ
ＡＴＯＮでＫｒａｔｏｎ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ（Ｈｏｕｓｔｏｎ，ＴＸ）より入手可能なも
の）などの熱可塑性樹脂が挙げられる。少なくとも１つの暴露された繊維の表面（例えば
、コアシース繊維のシース部分）が十分な接着性を示す、多成分繊維（例えば、コアシー
ス繊維、分割可能又は並行複合繊維、及びいわゆる「海中の島」繊維）もまた、用いるこ
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とができる。
【００３４】
　いくつかの実施形態において、吸着剤粒子１００に結合可能な繊維は、メルトブローン
ウェブに存在する唯一の繊維であり得る。他の実施形態において、他の繊維（例えば、吸
着剤粒子の結合には、いかなる程度であっても有意には関与しない。）は、例えば十分な
接着性繊維が存在する限り、存在してもよい。様々な実施形態において、接着性繊維は、
少なくとも約２重量％、少なくとも約４重量％、及び少なくとも約６重量％のメルトブロ
ーン不織布ウェブを含み得る。更なる実施形態において、接着性繊維は、約２０重量％以
下、約１７重量％以下、約１５重量％以下のメルトブローン不織布ウェブを含み得る。ウ
ェブ中に存在する任意の非接着性繊維は、任意の好適な種類及び組成のものでもよく、例
えば、公知のポリエステル繊維のいずれかを用いることができるのと同様に、公知のポリ
オレフィン繊維（例えばポリプロピレン、ポリエチレンなど）のいずれかを、用いること
ができる。少なくともいくつかの実施形態において、不織布ウェブは、いずれの種類の、
いずれの加えられたバインダーも、本質的に含まない。すなわち、このような場合、吸着
剤粒子の本質的に全ての結合（吸着剤粒子をメルトブローン不織布ウェブ中で保持する。
）は、接着性繊維によって行われる。したがって、このような実施形態において、粒子又
は粉末など、ラテックス、エマルジョン、懸濁液、又は溶液などの液体などの形態のバイ
ンダーの存在は排除される。
【００３５】
　上記の説明は、吸着剤粒子への繊維の結合が、粒子を不織布ウェブ内に保持するために
少なくとも部分的に用いられる方法に関連していることが理解されよう。繊維内の吸着剤
粒子の物理的な絡み合いはまた、吸着剤粒子を不織布ウェブ内に保持するのを補助するこ
ともできる。いくつかの実施形態において、二次通気層（例えばスクリム又はフェーシン
グ）を、不織布ウェブの１つ以上の主表面に適用し（例えば、結合し）、吸着剤粒子のい
ずれかが主表面から脱落する可能性を最小限に抑えることができる。実際に、いくつかの
実施形態において、メルトブローンウェブを作製する作用でメルトブローンウェブが二次
ウェブに結合されるように、メルトブローン不織布ウェブを形成する初期繊維を（初期繊
維の流れに組み込まれる吸着剤粒子と共に）、二次ウェブ（例えば、スクリム又はフェー
シング）の主表面上に堆積させるのが好都合な場合がある。
【００３６】
　いくつかの実施形態において、エアフィルタ１は、少なくとも１つの濾材４０を備え得
る。濾材は、吸着剤粒子１００を保持し、吸着剤粒子１００を空気に暴露させることがで
きるフィルタ支持体１０であり、これに加え、濾材は、移動空気から有意な量の微細粒子
（すなわち、平均直径が１００ミクロン以下の粒子）を濾過することができる特定の種類
のフィルタ支持体である。濾材４０は、通気性ネットワーク構造（ここで、通気性ネット
ワーク構造中又は通気性ネットワーク構造上には、通気性ネットワーク構造中を移動する
空気流に吸着剤粒子を暴露するように、吸着剤粒子を組み込むことができる。）をもたら
すことができ、更にそれ自体が微細粒子を濾過することができる、任意の材料を含み得る
。このような濾材は、例えば、メルトブローンウェブ及び／又は帯電ウェブである不織布
ウェブであり得る。
【００３７】
　説明したように、濾材は、かなりの量の微細粒子（直径１００μｍ以下）を捕捉するこ
とができる。特定の実施形態において、濾材は、かなりの量の、例えば１０μｍ以下の範
囲、又は２．５μｍ以下の範囲の微粒子を捕捉することができる。特定の実施形態におい
て、濾材はＨＥＰＡ濾過の実施が可能であり得る。下記の通り、エレクトレット（帯電）
材料の使用により、例えば微粒子濾過又はＨＥＰＡ濾過を実施する能力を実質的に高めら
れ得ることが理解されよう。様々な実施形態において、濾材４０は、約８０、７０、６０
、５０、４０、３０、２０、１０、又は５未満の透過百分率（本明細書では、フタル酸ジ
オクチルをチャレンジ材料（challenge material）として用い、Ｆｏｘへの米国特許第７
９４７１４２号に記載の方法を用いて試験するものと規定する）を呈し得る。概してフィ



(15) JP 2020-500694 A 2020.1.16

10

20

30

40

50

ルタ支持体に関して本明細書で記載されている全てのプロセス（例えば、繊維結合、帯電
、プリーツ加工など）、パラメータ及び特徴付けを、特に濾材に適用することができる。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、フィルタ支持体として（又は、特に、濾材として）用い
るための不織布ウェブ（例えば、メルトブローン不織布ウェブ）は、静電的に帯電してい
る繊維を含み得る。このような繊維の帯電は、任意の好適な方法により、例えば、Ａｎｇ
ａｄｊｉｖａｎｄへの米国特許第５４９６５０７号に教示されているように、又はＳｅｂ
ａｓｔｉａｎへの米国特許出願公開第２００９／０２９３２７９号に教示されているよう
に、水を用い、電荷を不織布ウェブに付与することにより、行うことができる。不織布エ
レクトレットウェブはまた、Ｋｌａａｓｅへの米国特許第４５８８５３７号に記載のよう
にコロナ帯電によって、又は、Ｂｒｏｗｎへの同第４７９８８５０号に記載のように機械
的手法を用いて電荷を付与することによって、製造することができる。このような手法の
任意の組み合わせを用いてもよい。繊維は、不織布ウェブに形成される前に、又は、不織
布ウェブが形成された後に帯電してもよい。（いずれの場合も、プリーツ加工する場合に
は、任意のこのような帯電は、エアフィルタ材をプリーツ加工する前に、好都合に実施す
ることができる。）エアフィルタが（下記のように）フィルタ支持体１０とは異なる層で
ある粒子濾過層を備える場合、このような粒子濾過層は、所望により、例えば上記の手法
のいずれかによって、帯電させてもよい。
【００３９】
　フィルタ支持体（自立型、又は多層アセンブリの一部）をプリーツ加工する場合、プリ
ーツの形成及びプリーツ間隔は、Ｓｉｖｅｒｓｓｏｎへの米国特許第４７９８５７５号、
Ｓｉｖｅｒｓｓｏｎへの同第４９７６６７７号、及びＷｅｎｚへの同第５３８９１７５号
に開示のものを含む、任意の好適な手法を用いて実施することができる。有用であり得る
プリーツ加工手順は、例えばＤｕｆｆｙへの米国特許第７２３５１１５号にも記載されて
いる。（しかしながら、少なくともいくつかの実施形態において、スコアリングプロセス
によって吸着剤粒子の少なくともいくつかが粉砕されることがあるので、スコアプリーツ
加工の使用は回避してもよいことが理解されよう。）様々な実施形態において、プリーツ
加工されたエアフィルタ支持体は、２．５センチメートル当たり約０．５～約５個のプリ
ーツを含み得る。より具体的には、プリーツ間隔は、例えば約６、８、１０、又は１２ｍ
ｍ～約５０、４０、３０、２０、又は１５ｍｍであり得る。様々な実施形態において、プ
リーツの高さは、例えば約１５、２０、２５、又は３０ｍｍ～約１００、８０、６０又は
４０ｍｍであり得る。
【００４０】
　エアフィルタ１は、単層からなるフィルタ支持体１０（定義によると、少なくともいく
つかのポリマー吸着剤粒子１００を支持する。）を備えてもよい、又は、フィルタ支持体
１０の多層（例えば、各層は、少なくともいくつかのポリマー吸着剤粒子１００を有する
。）がエアフィルタ１に存在してもよい。特に、フィルタ支持体（複数可）１０自体が、
本明細書で定義されるようなエアフィルタ材でない場合、エアフィルタ１は、ポリマー吸
着剤粒子１００を含まない１つ以上の粒子濾過層（例えば、微細粒子、微粒子の濾過、及
び／又はＨＥＰＡ濾過が可能である。）を、（少なくとも１つのフィルタ支持体層１０に
加え）含むことができる。このような粒子濾過層は、所望により静電的に帯電していても
よく、様々な実施形態において、約８０、７０、６０、５０、４０、３０、２０、１０、
又は５未満の透過百分率を呈し得る。（粒子という用語は、例えばエアロゾル、粉塵、霧
、煙霧、煙、カビ、細菌、胞子、花粉などを広範に包含する。）特定の実施形態において
、このような粒子濾過層は、例えば、Ｆｏｘへの米国特許第８２４０４８４号に記載の種
類の高ロフトスパンボンド不織布ウェブであってもよく、８％未満～約４％のソリディテ
ィを有し、捲縮繊維、空隙形成繊維及び複合繊維を実質的に含まない溶融紡糸繊維から構
成される。
【００４１】
　任意の粒子濾過層が存在するか否かにかかわらず、エアフィルタ１は、例えば、カバー
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層、粗プレフィルタ、担体層、皮膚接触層として機能し、機械的支持又は剛性などをもた
らす、１つ以上の二次層（例えば、スクリム、ネット、カバーなど）を、（少なくとも１
つのフィルタ支持体層１０及び場合により備えられる任意の粒子濾過層に加え）備える場
合がある。すなわち、概して、フィルタ支持体層１０の特定の種類、構成又は構造に関係
なく、このようなフィルタ支持体層を、エアフィルタ１を集合的に提供することができる
多層通気性アセンブリ（積層体）の１つの層として提供することができる。任意のこのよ
うな多層積層体には、当然のことながら、本明細書に記載のように、プリーツ加工、フレ
ーム加工などを施すことができる。
【００４２】
　本明細書に開示の吸着剤粒子（例えば、不織布繊維ウェブ内に分散されたもの、基材の
表面上に配置されたもの、受け部に充填されて例えば充填層を形成するものなど）は、任
意の二次吸着剤粒子と組み合わせて用いることができ、空気中に存在する任意の所望の成
分（例えば有害ガス／蒸気）を捕捉するように構成される。いくつかの実施形態において
、このような二次吸着剤粒子は、例えば、ポリマー吸着剤粒子１００の上流又は下流にあ
る別の層に存在してもよい。他の実施形態において、吸着剤粒子１００及び任意の所望の
二次吸着剤粒子（複数可）を共に混合してもよい。二次吸着剤粒子（別の層で用いられる
、又は、ポリマー吸着剤粒子１００と混合した混合物として用いられる。）は、例えば、
活性炭、アルミナ及び他の金属酸化物、粘土、ホプカライト、イオン交換樹脂、モレキュ
ラーシーブ及びゼオライト、シリカ、炭酸水素ナトリウム、金属ー有機構造体（ＭＯＦ）
、並びにこれらの材料のいずれかの組み合わせなどから選択することができる。いくつか
の実施形態において、二次吸着剤粒子（例えば活性炭）は、例えば任意の所望の金属塩又
は化合物を好適に含浸させた含浸吸着剤粒子であってもよい。二次吸着剤粒子としての使
用に好適であり得る様々な粒子は、米国特許出願公開第２０１５／０３０６５３６号（Ｂ
ｉｌｌｉｎｇｓｌｅｙ）、及び２０１５年１２月１８日に出願された、「アルデヒド用ポ
リマー吸着剤」という名称の米国特許仮出願第６２／２６９６１３号に詳細に記載されて
おり、その両方とも、参照によりそれらの全容が本明細書に組み込まれる。このような粒
子のいずれかの任意の組み合わせを用いてもよい。多孔質ポリマー吸着剤粒子１００及び
１組以上の二次吸着剤粒子を、任意の重量比で使用することができる。特に、用語「二次
」は、説明の便宜上使用され、あらゆる二次吸着剤粒子が、例えば多孔質ポリマー吸着剤
粒子１００よりも少ない量で、存在しなければならないわけではない。更に、開示されて
いる吸着剤粒子１００は、例えば、多孔質でなく、かつ／又は全く吸着機能を果たさない
、粒子、顆粒など（このような粒子は、例えば、スペーシング機能又は分離機能を果たし
てもよい）と混合されてもよい。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、本明細書に開示の吸着剤粒子１００を有するエアフィル
タ１を、エアフィルタ１とは別に設けられた二次エアフィルタと組み合わせて用いてもよ
い。いくつかの実施形態において、エアフィルタ１及び二次エアフィルタを、空気処理装
置の異なる領域に取り付けてもよい。（例えば、エアフィルタ１及び二次エアフィルタは
それぞれフレーム付きエアフィルタであってもよく、それぞれが、例えば室内空気清浄器
に別々に挿入されていてもよい。）あるいは、エアフィルタ１及び二次エアフィルタを、
例えば空気処理装置に取り付ける前に、共に組み立ててもよい（また、例えば、互いに連
結させてもよい。）。エアフィルタ１は、例えば、二次エアフィルタの上流又は下流に配
置することができる（エアフィルタ１が上流にある場合、エアフィルタ１は、例えば二次
フィルタのプレフィルタとして機能し得る）。いくつかの例示的な実施形態において、二
次エアフィルタは、例えば微粒子を捕捉するように構成されてもよく、例えば約８０、７
０、６０、５０、４０、３０、２０、１０、又は５未満の透過百分率を呈し得る。
【００４４】
　本明細書に開示の吸着剤粒子１００を有するフィルタ支持体１０は、任意の好適な最終
用途用に構成された、任意の種類のエアフィルタ１に用いることができる。具体例として
は、フィルタ支持体１０は、例えば、個人用呼吸保護装置、又はその一部であるエアフィ
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ルタに用途を見出すことができる。フィルタ支持体１０は、マスク本体に流体連結可能な
フィルタカートリッジの形態をとることができ、個人用呼吸保護装置（例えば、使い捨て
のフィルタカートリッジと、使用者の顔に適合するように形状化されて保持される部分で
あるマスク本体と、適切な時期にマスク本体に取り付けられる交換フィルタカートリッジ
）を提供することについては、既に説明した。他の実施形態において、フィルタ支持体１
０を、「濾過フェースピース」呼吸マスク６０に組み込むことができる。この一般的な種
類の製品では、マスク本体自体が、濾過機能を提供する。すなわち、マスク本体を、装着
可能なフィルタカートリッジなどと共に用いる呼吸マスクとは異なり、濾過フェースピー
ス呼吸マスクは、フィルタカートリッジの取り付け又は交換の必要がないように、マスク
本体全体の大部分又は本質的に全てにわたって存在する濾過層（複数可）を有するように
設計されている。（すなわち、濾過フェースピース呼吸マスクでは、マスク本体自体が、
それに取り付けられた１つ以上のカートリッジに依存せずに、濾過機能を行う。濾過フェ
ースピース呼吸マスク６０は、多くの場合、２つの構成、すなわち、図６の例示的な図に
示すような成形品（例えば、使用者の顔に適合するようにほぼカップ状に形状化されたも
の）、及び、平坦又はほぼ平坦な状態で供給することができ、後に開いて広げ、図７の例
示的な図に示すように、使用者の顔に適合させることができる、平坦折り畳み式のものの
うちの１つで提供される。
【００４５】
　このような呼吸マスク（例えば、平坦折り畳み式又は成形された呼吸マスク）６０は、
任意の所望の補助層（例えば、１つ以上のカバー層、補剛層、プレフィルタ層など）及び
構成要素（例えば、１つ以上の排気弁、取り付けバンド又はストリング、ノーズピースな
ど）を備え得る。平坦折り畳み式呼吸マスクで用いられる場合、フィルタ支持体１０は、
比較的可撓性の層の形態（例えば、材料をより容易に折り畳めるように設けられた１つ以
上の選択的な折り目６３を有する。）をとる場合が多い。フィルタ支持体１０が成形され
た呼吸マスク（折り畳み可能には設計されていない。）で用いられる場合、フィルタ支持
体１０は、例えば半剛性の材料であってもよい（ただし、多くの成形されたカップ状の呼
吸マスクでは、剛性のほとんどが、濾過層（複数可）とは別の補剛層によってもたらされ
るため、このような製品で用いるためには、フィルタ支持体１０は、厳密に剛性又は半剛
性でなくてもよいことに留意されたい。）。
【００４６】
　上記の用途は、主として、いわゆる「負圧」レスピレーターのカテゴリーに入る、すな
わち、空気を移動させるための原動力が、別途設けられた電動ファンではなく、使用者の
呼吸である製品であることが理解されよう。このような負圧レスピレーターは、例えば、
フルフェースレスピレーター、ハーフフェースレスピレーター、及びフード（例えば、避
難フード、スモークフードなど）として構成されることが多い。このような製品は全て、
本明細書で用いられる負圧レスピレーターという用語によって包含され、フィルタ支持体
１０は、任意のこのような製品と共に用いることができる。
【００４７】
　他の実施形態において、フィルタ支持体１０は、空気を移動させるための原動力が電動
ファン又は送風機であるレスピレーターで用いることができる。このような製品は、例え
ばＰＡＰＲ（動力式空気清浄レスピレーター）を含み得る。このような製品において、フ
ィルタ支持体１０（概して、エアフィルタ１）は、使用者の顔又は頭部に近接して配置し
てもよい、又は、遠隔配置（例えば、ベルト付きのハウジングの受け部に配置する。）と
してもよい。
【００４８】
　図８の例示的な実施形態に示すようないくつかの実施形態において、フィルタ支持体１
０（例えば、プリーツ加工されているもの又はされていないもの、及び粒子濾過層などの
他の層を含むもの又は含まないものなど）を、周囲フレーム７０（例えば補剛フレーム又
は支持フレーム）を含むエアフィルタ１に組み込むことができる。周囲フレーム７０は、
例えば、フィルタ支持体の周縁領域の周囲に配置することができる。フレームに好適な材
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料としては、チップボード、又は板紙、合成プラスチック材料及び金属が挙げられる。好
適なフレーム構造体は、例えば、Ｐｉｔｚｅｎへの米国特許第６１２６７０７号の図１～
４に示された「ピンチ」フレーム構造体、上記の’７０７号特許の図５及び６に示された
「ボックス」フレーム構造体、上記の’７０７号特許の図７～１１に示されたハイブリッ
ドフレーム構造体、Ｓｕｎｄｅｔへの米国特許第７５０３９５３号に開示のフレーム構造
体のいずれか、及びＤｕｆｆｙへの同第７２３５１１５号に開示のフレーム構造体のいず
れかから選択することができる。任意のこのようなフレームは、任意の好適な方法、例え
ば熱融着、室温接着剤などにより、フィルタ支持体に取り付けることができる。
【００４９】
　フィルタ支持体１を含むエアフィルタ１０（フレーム付き又はフレームなし）は、任意
の好適な動力式空気処理システム、例えばＨＶＡＣシステムにおいて（例えば、住宅、オ
フィスビル、小売施設などで用いられることが多い、強制空気加熱、冷却、及び／又は加
熱／冷却システムにおいて）、移動空気を濾過するために有利に用いることができる。こ
のようなフィルタはまた、室内空気清浄器、自動車（例えば自動車の車内空気濾過など）
、クリーンルーム、手術室などに用途を見出すことができる。いくつかの実施形態におい
て、エアフィルタ１（例えば、フィルタカートリッジの一部として）を、上記のように、
動力式空気清浄レスピレーターの空気通路に挿入してもよい。このような使用のいずれか
又は全てにおいて、エアフィルタ１はフレーム付きエアフィルタでなくてもよいが、多く
のこのような使用において、エアフィルタ１がフレーム付きエアフィルタであることが有
利であり得る。
【００５０】
　上記の説明は全て、好適なフィルタ支持体１０上に多孔質ポリマー吸着剤粒子１００を
提供して、エアフィルタ１を提供する方法、及び支持された吸着剤粒子が空気に暴露され
るようにエアフィルタを配置する方法に関する（空気という用語は広範に用いられ、任意
のガス又はガス状混合物、例えば窒素、除湿窒素若しくは空気、酸素富化空気、麻酔ガス
若しくはガス混合物を含む空気などを包含する。）。多くの実施形態において、吸着剤粒
子が暴露される空気は、移動空気流の形態である。ある場合（「能動」濾過と呼ばれるこ
とがある。）、このような移動空気は、電動式送風機、ファンなどによって移動させるこ
とができる。他の場合（「受動」濾過と呼ばれることがある。）、このような移動空気は
、任意の電動式機構によってではなく、例えば人の呼吸によって移動させることができる
。用語「受動」濾過はまた、エアフィルタ１が、例えば周囲雰囲気中で、流れ、渦などに
暴露される状態を包含する。このような流れ及び渦は、例えば、風（例えば窓スクリーン
の形態で設けられたフィルタ支持体１０の外表面に対して当たるような場合がある。）の
形態をとる場合がある。又は、屋内環境において、このような流れ及び渦は、例えば建物
の室内で（例えば開閉するドア、動作する人などにより）定期的に発生する対流、ランダ
ムな空気流の形態をとる場合がある。したがって、本明細書に開示のエアフィルタ１は、
例えばカートリッジ、袋、パウチ、キャニスタ、又は、概して、吸着剤粒子１００を内部
に保持し、空気を容器に入れ、吸着剤粒子を接触させた後、容器から排出させるように少
なくとも１つの通気性の壁を有する任意の種類の容器などの装置を、このような装置が任
意の種類の機械的送風機と共に用いられるか否か、又は任意の種類のレスピレーターにお
いて用いられるか否かに関わらず、包含することが理解されよう。
【００５１】
　大まかに要約すると、本明細書に記載のエアフィルタ１は、少なくともいくらかの塩基
性含窒素浮遊物質を空気から除去することが所望される任意の好適な用途において、使用
することができる。このような用途は、単一の使用者が用いるように設計された個人用装
置（例えば、個人用呼吸保護装置）、又は、例えば、人が居住する、働く、又は集まる建
物、車両、及び他の場所のために設計された集合装置（例えば、室内空気清浄器、ＨＶＡ
Ｃシステムなど）を伴う場合がある。説明したように、このような用途は、「能動」又は
「受動」濾過を伴う場合があり、多種多様な幾何学的形式のいずれかで構成され、多種多
様な材料のいずれかから構成されるエアフィルタ１を用いることができる。また、説明し
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たように、本明細書に記載のポリマー吸着剤粒子１００に加え、１つ以上の二次吸着剤を
、粒子１００と混合し、かつ／又は別々の層に提供して用いることができる。更に説明し
たように、エアフィルタ１は、微粒子濾過を提供し、かつ／又はアンモニアなどの塩基性
含窒素材料以外のいくつかのガス／蒸気を捕捉する少なくとも１つの層を（ポリマー吸着
剤粒子１００を支持する少なくとも１つの支持層１０に加え）含む場合がある。この代わ
りに、又はこの補助として、エアフィルタ１に加え、例えば、微粒子の濾過及び／又はい
くつかの他のガス／蒸気の捕捉を行うための二次エアフィルタを設けることができる。更
に、フィルタ支持体の上記の実施形態のいずれかの組み合わせを用いてもよい。例えば、
ポリマー吸着剤粒子１００は、繊維ウェブ内又はネットの表面上に配置される場合があり
、ウェブ又はネットは、例えば、ハウジング内に配置され、フィルタカートリッジを提供
する場合がある。
【００５２】
　吸着剤粒子１００は、１つ以上の二価金属を含む多孔質ポリマー材料である。ポリマー
材料は、ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー、部分加水分解ジビニルベンゼン／
無水マレイン酸ポリマー、又は完全加水分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー
である。（用語「ポリマー」及び「ポリマー材料」は、同じ意味で使用され、１つ以上の
モノマーを反応させることによって形成された材料を指す。この用語は、ホモポリマー、
コポリマー、又はターポリマーなどを含む。同様に、用語「重合する」及び「重合するこ
と」は、ホモポリマー、コポリマー、又はターポリマーなどであり得るポリマー材料を製
造するプロセスを指す。）このようなポリマー材料は、全てのモノマー単位のなかでもジ
ビニルベンゼンの濃度が比較的高いため、架橋された材料（例えば線状ポリマーではなく
）となることが理解されるであろう。二価金属は、ＩＵＰＡＣ周期表の２族又は６族～１
２族から選択される。金属含有ポリマー材料を使用して、１５０ｇ／ｍｏｌ以下の分子量
を有する塩基性含窒素浮遊材料を捕捉することができる。この捕捉により、金属錯体含有
ポリマー材料が形成される。金属含有ポリマー材料は多くの場合、塩基性窒素含有化合物
に曝露した際に色が変わる。
【００５３】
　「二価金属」という用語は、＋２の酸化状態を有する金属を指す。二価金属は通常、Ｉ
ＵＰＡＣ元素周期表の２族又は６～１２族から選択される。混乱を避けるために、２族は
最も軽い元素としてベリリウムを含み、６族は最も軽い元素としてクロムを含み、７族は
最も軽い元素としてマンガンを含み、８族は最も軽い元素として鉄を含み、９族は最も軽
い元素としてコバルトを含み、１０族は最も軽い元素としてニッケルを含み、１１族は最
も軽い元素として銅を含み、１２族は最も軽い元素として亜鉛を含む。二価金属は、金属
塩、金属錯体、又は金属酸化物などの形態で使用することができる。
【００５４】
　ポリマー材料は、モノマー混合物を含む重合性組成物の反応生成物である。「モノマー
混合物」という用語は、重合性組成物の、モノマーを含む部分を指す。より詳細には、モ
ノマー混合物は、少なくともジビニルベンゼン及び無水マレイン酸を含む。「重合性組成
物」という用語は、ポリマー材料を形成するために使用される、反応混合物に含まれる全
ての材料を含む。重合性組成物には、例えば、モノマー混合物、有機溶媒、開始剤、及び
他の任意の成分が含まれる。有機溶媒などの重合性組成物中の成分の一部は、化学反応を
起こさない場合もあるが、化学反応及び形成される得られるポリマー材料に影響を与え得
る。
【００５５】
　「ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料」という用語は、ジビニルベンゼン
、無水マレイン酸、及び場合により存在するスチレン型モノマーから得られるポリマー材
料のことを指す。「スチレン型モノマー」という用語は、スチレン、アルキル置換スチレ
ン（例えばエチルスチレン）、又はそれらの混合物を指す。（このようなモノマーは、ジ
ビニルベンゼン中に不純物としてしばしば存在する。）典型的には、ジビニルベンゼン／
無水マレイン酸ポリマー材料は、１５～６５重量％の無水マレイン酸から得られるモノマ
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ー単位、及び３５～８５重量％のジビニルベンゼン又はジビニルベンゼンとスチレン型モ
ノマーとの混合物から得られるモノマー単位を含有する。無水マレイン酸から得られるモ
ノマー単位は、式（Ｉ）若しくは式（ＩＩ）で表されるか、又はそれらの混合物であるモ
ノマー単位であり得る。すなわち、これらのモノマー単位は、ポリマー材料が加水分解さ
れた程度に応じて、式（Ｉ）にあるような酸無水物基又は式（ＩＩ）にあるような２つの
カルボキシル基を有し得る。
【化１】

　ジビニルベンゼンから得られるモノマー単位は式（ＩＩＩ）で表され、スチレン型モノ
マーから得られるモノマー単位は式（ＩＶ）で表される：
【化２】

　（式中、Ｒ１は、水素又はアルキルである）を含有する。式（Ｉ）～（ＩＶ）中の各ア
スタリスク（＊）は、ポリマー材料中の別のモノマー単位への、又は末端基への結合部位
を示す。
【００５６】
　ポリマー材料は、無水マレイン酸から得られるモノマー単位の形態に応じて、加水分解
されていないか、部分的に加水分解されているか、又は完全に加水分解されていると考え
られ得る。マレイン酸から得られるモノマー単位の９０～１００重量％が式（Ｉ）で表さ
れ、無水マレイン酸から得られるモノマー単位の０～１０重量％未満が式（ＩＩ）で表さ
れる場合、ポリマー材料は、「加水分解されていない」ということができる。無水マレイ
ン酸から得られるモノマー単位の１０～９０重量％が式（Ｉ）で表され、無水マレイン酸
から得られるモノマー単位の１０～９０重量％が式（ＩＩ）で表される場合、ポリマー材
料は、「部分的に加水分解されたジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料」であ
るということができる。無水マレイン酸から得られるモノマー単位の０～１０重量％未満
が式（Ｉ）で表され、無水マレイン酸から得られるモノマー単位の９０％より高く１００
％までが式（ＩＩ）で表される場合、ポリマー材料は、「完全に加水分解されたジビニル
ベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料」であるということができる。しかしながら、二
価金属を組み込む前には加水分解されていない又は部分的に加水分解されているポリマー
材料が、二価金属を組み込む間にいくらか加水分解されることはよくある。すなわち、通
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常は水性溶液中で行われる二価金属の組み込みにより、式（Ｉ）で表されるモノマー単位
を有するポリマー材料は、いくらか加水分解され得る。二価金属の組み込みにより、未加
水分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料は部分加水分解ジビニルベンゼン
／無水マレイン酸ポリマー材料に変わる可能性があり、又は部分加水分解ジビニルベンゼ
ン／無水マレイン酸ポリマー材料が更に加水分解される可能性がある。
【００５７】
　ポリマー材料は、少なくともジビニルベンゼン、無水マレイン酸、及び場合により含ま
れるスチレン型モノマーを含むモノマー混合物を含む重合性組成物から調製される。（「
スチレン型モノマー」という用語は、スチレン、アルキル置換スチレン（例えばエチルス
チレン）、又はこれらの混合物を指し、このモノマーはジビニルベンゼン中に不純物とし
てしばしば存在する。）得られる未加水分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー
材料は、その後、二価金属で処理され得る。あるいは、未加水分解ジビニルベンゼン／無
水マレイン酸ポリマー材料中の酸無水物基の全部又は任意の部分を加水分解剤で処理して
、その後二価金属で処理される部分加水分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー
材料又は完全加水分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料を調製することが
できる。
【００５８】
　後で二価金属が組み込まれるポリマー材料は、典型的には多孔質である。より詳細には
、ジビニルベンゼン架橋剤の量、無水マレイン酸の量、場合により存在するスチレン型モ
ノマーの量、及び未加水分解ポリマー材料を調製するために使用する有機溶媒を慎重に選
択して、多孔質であるポリマー材料を調製する。多孔質材料は、それらの細孔の径に基づ
いて特徴付けることができる。「マイクロ細孔」という用語は、２ナノメートル未満の直
径を有する細孔を指す。用語「メソ細孔」は、２～５０ナノメートルの範囲の直径を有す
る細孔を指す。用語「マクロ細孔」は、５０ナノメートル超の直径を有する細孔を指す。
特に、ポリマー材料は、少なくとも二価金属を組み込む前は、通常、マイクロ細孔及び／
又はメソ細孔の径範囲の細孔を有する。
【００５９】
　ポリマー材料の多孔度は、極低温条件下での多孔質材料による窒素又はアルゴンなどの
不活性ガスの吸着等温線から特徴付けることができる。吸着等温線は、約１０－６～約０
．９８の範囲の複数の相対圧力における多孔質材料による不活性ガスの吸着率を測定する
ことによって一般的に得られる。次に、比表面積（ＢＥＴ比表面積など）及び総細孔容積
を計算するための様々な方法を使用して、等温線を分析する。未加水分解ジビニルベンゼ
ン／無水マレイン酸ポリマー材料を合成するために使用される条件は、二価金属を内部に
含浸させた後であっても、少なくとも１５ｍ２／ｇ、少なくとも２０ｍ２／ｇ、少なくと
も２５ｍ２／ｇ、又は少なくとも５０ｍ２／ｇのＢＥＴ比表面積を示すことができる、多
孔質ポリマー材料を生成するように選択される。
【００６０】
　用語「表面積」は、到達可能な細孔の内表面を含む、材料の表面の総面積を指す。表面
積は、通常、ある範囲の相対圧力にわたって極低温条件下（すなわち７７°Ｋ）で材料の
表面に吸着する、窒素又はアルゴンなどの不活性ガスの量を測定することによって得られ
る吸着等温線から計算される。「ＢＥＴ比表面積」という用語は、ＢＥＴ法（Ｂｒｕｎａ
ｕｅｒ－Ｅｍｍｅｔｔ－Ｔｅｌｌｅｒ法）を使用して０．０５～０．３の相対圧力範囲に
わたる不活性ガスの吸着等温線データから通常は計算される、材料１ｇ当たりの表面積で
ある。
【００６１】
　未加水分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料は、少なくとも無水マレイ
ン酸及びジビニルベンゼンを含み、スチレン型モノマーを含んでもよいモノマー混合物か
ら合成される。典型的には、ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料は、１５～
６５重量％の無水マレイン酸から得られるモノマー単位、及び３５～８５重量％のジビニ
ルベンゼン又はジビニルベンゼンとスチレン型モノマーとの混合物から得られるモノマー
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単位を含有する。より詳細には、未加水分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸を形成す
るために使用されるモノマー混合物は、典型的には、１）１５～６５重量％の無水マレイ
ン酸、２）３０～８５重量％のジビニルベンゼン、及び３）０～４０重量％（又は５～４
０重量％）のスチレン型モノマーを含み、スチレン型モノマーは、スチレン、アルキル置
換スチレン、又はそれらの組み合わせである。各モノマーの量は、モノマー混合物中のモ
ノマーの総重量に対するものである。
【００６２】
　未加水分解ポリマー材料を調製するためにモノマー混合物中で使用される無水マレイン
酸の量は、ポリマー材料中に組み込むことができる二価金属の量に影響を与える。無水マ
レイン酸の量が少なすぎる（例えば、モノマー混合物中のモノマーの１５重量％未満）場
合、金属含有ポリマー材料中の二価金属の量は少なすぎて、式Ｑの塩基性窒素含有化合物
を有効にかつ効率的に捕捉できない可能性がある。一方、無水マレイン酸の量がモノマー
混合物中のモノマーの総重量に基づいて６５重量％又は６０重量％を超える場合、ポリマ
ー材料は、十分に高いＢＥＴ比表面積を有さない可能性がある。ＢＥＴ比表面積が小さす
ぎれば、ポリマー材料は、適量の二価金属を組み込むために十分な多孔度を有さない可能
性がある。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、モノマー混合物中の無水マレイン酸の量は、少なくとも１５
重量％、少なくとも２０重量％、少なくとも２５重量％、少なくとも３０重量％、少なく
とも３５重量％、又は少なくとも４０重量％である。無水マレイン酸の量は、最大６５重
量％、最大６２重量％、最大６１重量％、最大６０重量％、最大５５重量％、最大５０重
量％、最大４５重量％、又は最大４０重量％とすることができる。例えば、この量は、１
５～６５重量％、１５～６０重量％、２０～６０重量％、２５～６０重量％、３０～６０
重量％、３５～６０重量％、４０～６０重量％、１５～５５重量％、１５～５０重量％、
１５～４５重量％、２０～５０重量％、２０～４５重量％、２５～５０重量％、又は２５
～４５重量％の範囲であってもよい。これらの量は、モノマー混合物中のモノマーの総重
量に対するものである。
【００６４】
　言い換えると、ポリマー材料は、１５～６５重量％の無水マレイン酸から得られるモノ
マー単位を含有する。無水マレイン酸から得られるモノマー単位は、式（Ｉ）若しくは式
（ＩＩ）で表されるか、又は両方である。式（Ｉ）及び式（ＩＩ）の相対量は、起こった
加水分解の程度に応じて変わり得る。無水マレイン酸から得られるモノマー単位の量は、
例えば、ポリマー材料の総重量に基づいて１５～６０重量％、２０～６０重量％、２５～
６０重量％、３０～６０重量％、３５～６０重量％、４０～６０重量％、１５～５５重量
％、１５～５０重量％、１５～４５重量％、２０～５０重量％、２０～４５重量％、２５
～５０重量％、又は２５～４５重量％の範囲であってもよい。
【００６５】
　ジビニルベンゼン架橋剤の量は、それが加水分解されていないか、部分的に加水分解さ
れているか、又は完全に加水分解されているかにかかわらず、ジビニルベンゼン／無水マ
レイン酸ポリマー材料のＢＥＴ比表面積に強い影響を与え得る。ジビニルベンゼンは、高
い架橋密度並びにマイクロ細孔及び／又はメソ細孔を有する架橋された剛性ポリマー材料
の形成に寄与する。ＢＥＴ比表面積は、モノマー混合物中のジビニルベンゼンの量の増加
とともに増大する傾向がある。モノマー混合物中のジビニルベンゼンの量が３０重量％未
満であれば、ポリマー材料が完全に加水分解されている場合は特に、ポリマー材料は十分
に大きいＢＥＴ比表面積を有さない可能性がある。一方、ジビニルベンゼンの量が８５重
量％を超えれば、酸無水物及び／又はカルボン酸含量が、望ましい量の二価金属を組み込
むには不十分である可能性がある。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、ジビニルベンゼンの量は、少なくとも３０重量％、少なくと
も３５重量％、少なくとも４０重量％、少なくとも４５重量％、少なくとも５０重量％、
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少なくとも５５重量％、又は少なくとも６０重量％である。ジビニルベンゼンの量は、最
大８５重量％、最大８０重量％、最大７５重量％、最大７０重量％、又は最大６５重量％
とすることができる。例えば、ジビニルベンゼンは、３０～８５重量％、３０～８０重量
％、３０～７５重量％、３０～７０重量％、３０～６０重量％、３０～５５重量％、３０
～５０重量％、４０～８０重量％、５０～８０重量％、４０～７５重量％、５０～７５重
量％、又は５５～７５重量％の範囲であってもよい。これらの量は、モノマー混合物中の
モノマーの総重量に対するものである。
【００６７】
　言い換えると、ポリマー材料は、３０～８５重量％のジビニルベンゼンから得られるモ
ノマー単位を含有する。ジビニルベンゼンから得られるモノマー単位の量は、例えば、３
０～８０重量％、３０～７５重量％、３０～７０重量％、３０～６０重量％、３０～５５
重量％、３０～５０重量％、４０～８０重量％、５０～８０重量％、４０～７５重量％、
５０～７５重量％、又は５５～７５重量％の範囲であってもよい。これらの量は、ポリマ
ー材料の総重量に対するものである。
【００６８】
　ジビニルベンゼンは、純粋な形態で得ることが困難な場合がある。例えば、ジビニルベ
ンゼンは、５５重量％程度の低い純度で市販されていることが多い。約８０重量％を超え
る純度でジビニルベンゼンを得るには高額な費用がかかる可能性がある。ジビニルベンゼ
ンに伴う不純物は、典型的には、スチレン、アルキル置換スチレン（例えば、エチルスチ
レン）、又はこれらの混合物などのスチレン型モノマーである。このため、モノマー混合
物中にはしばしば、ジビニルベンゼン及び無水マレイン酸とともにスチレン型モノマーが
存在する。モノマー混合物は通常、モノマー混合物中のモノマーの総重量に基づいて０～
４０重量％（又は５～４０重量％）のスチレン型モノマーを含有する。スチレン型モノマ
ーの含量が４０重量％を超える場合、望ましいＢＥＴ比表面積を有するポリマー材料を提
供するには、架橋密度が低すぎる可能性があり、かつ／又は架橋間距離が大きすぎる可能
性がある。これは、ポリマー材料が完全に加水分解されている場合に特に当てはまる。架
橋密度が低下するに従って、得られるポリマー材料の剛性は低くなり、多孔度は低くなる
傾向がある。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、スチレン型モノマーの量は、少なくとも１重量％、少なくと
も２重量％、少なくとも５重量％、又は少なくとも１０重量％である。スチレン型モノマ
ーの量は、最大４０重量％、最大３５重量％、最大３０重量％、又は最大２５重量％とす
ることができる。例えば、モノマー混合物中のスチレン型モノマーの量は、０～４０重量
％、１～４０重量％、５～４０重量％、１～３０重量％、５～３０重量％、１～２０重量
％、５～２０重量％、５～１５重量％、１０～４０重量％、又は１０～３０重量％の範囲
であってもよい。これらの量は、モノマー混合物中のモノマーの総重量に対するものであ
る。
【００７０】
　言い換えると、ポリマー材料は、０～４０重量％のスチレン型モノマーから得られるモ
ノマー単位を含有し得る。例えば、この量は、１～４０重量％、５～４０重量％、１～３
０重量％、５～３０重量％、１～２０重量％、５～２０重量％、５～１５重量％、１０～
４０重量％、又は１０～３０重量％の範囲であってもよい。これらの量は、ポリマー材料
の総重量に対するものである。
【００７１】
　全体として、モノマー混合物は、モノマー混合物中のモノマーの総重量に基づいて１５
～６５重量％の無水マレイン酸、モノマー混合物中のモノマーの総重量に基づいて３０～
８５重量％のジビニルベンゼン、及びモノマー混合物中のモノマーの総重量に基づいて０
～４０重量％（又は５～４０重量％）のスチレン型モノマーを含む。別の実施形態では、
モノマー混合物は、２５～６０重量％の無水マレイン酸、３０～７５重量％のジビニルベ
ンゼン、及び１～３０重量％のスチレン型モノマーを含有する。別の実施形態では、モノ
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マー混合物は、３０～６０重量％の無水マレイン酸、３０～６０重量％のジビニルベンゼ
ン、及び５～２０重量％のスチレン型モノマーを含有する。更に別の実施形態では、モノ
マー混合物は、４０～６０重量％の無水マレイン酸、３０～５０重量％のジビニルベンゼ
ン、及び５～１５重量％のスチレン型モノマーを含有する。
【００７２】
　モノマー混合物は、典型的には、無水マレイン酸、ジビニルベンゼン、及びスチレン型
モノマーから選択されるモノマーを少なくとも９５重量％含む。例えば、モノマー混合物
中のモノマーの少なくとも９７重量％、少なくとも９８重量％、少なくとも９９重量％、
少なくとも９９．５重量％、又は少なくとも９９．９重量％は、無水マレイン酸、ジビニ
ルベンゼン、及びスチレン型モノマーから選択される。多くの実施形態において、モノマ
ー混合物に意図的に添加されるモノマーは、無水マレイン酸及びジビニルベンゼンだけで
あり、任意の他のモノマー（スチレン型モノマーを含む）は、無水マレイン酸及びジビニ
ルベンゼン中の不純物として存在する。
【００７３】
　すなわち、ポリマー材料は典型的には、１５～６５重量％の無水マレイン酸から得られ
るモノマー単位、３０～８５重量％のジビニルベンゼンから得られるモノマー単位、及び
０～４０重量％（又は５～４０重量％）のスチレン型モノマーから得られるモノマー単位
を含有する。別の実施形態では、ポリマー材料は、２５～６０重量％の無水マレイン酸か
ら得られるモノマー単位、３０～７５重量％のジビニルベンゼンから得られるモノマー単
位、及び１～３０重量％（又は１０～３０重量％）のスチレン型モノマーから得られるモ
ノマー単位を含有する。別の実施形態では、ポリマー材料は、３０～６０重量％の無水マ
レイン酸から得られるモノマー単位、３０～６５重量％のジビニルベンゼンから得られる
モノマー単位、及び５～２０重量％（又は１０～２０重量％）のスチレン型モノマーから
得られるモノマー単位を含有する。更に別の実施形態では、ポリマー材料は、４０～６０
重量％の無水マレイン酸から得られるモノマー単位、３０～５５重量％のジビニルベンゼ
ンから得られるモノマー単位、及び５～２０重量％（又は１０～２０重量％）のスチレン
型モノマーから得られるモノマー単位を含有する。
【００７４】
　モノマー混合物に加えて、未加水分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料
を形成するために使用される重合性組成物は、有機溶媒を含む。重合性組成物は、重合前
には単一相である。換言すれば、重合前には、重合性組成物は懸濁液ではない。有機溶媒
は、モノマー混合物中に含まれるモノマーを溶解し、ポリマー材料が形成し始めるときに
これを可溶化するように選択される。
【００７５】
　有機溶媒は、ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料が形成される際にポロゲ
ンとして機能することができる。有機溶媒の選択は、ＢＥＴ比表面積、及び未加水分解ポ
リマー材料中に形成される細孔の径に大きく影響し得る。モノマー及び形成するポリマー
の両方と混和性の有機溶媒を使用することにより、マイクロ細孔及びメソ細孔を有するポ
リマー材料が形成されやすくなる。モノマー及び形成するポリマーに好適な溶媒を用いる
ことにより、最終的なポリマー材料の多孔度のより多くの部分がマイクロ細孔及びメソ細
孔の形態になりやすい。
【００７６】
　モノマー及び形成するポリマー材料の両方を溶解することができる有機溶媒としては、
ケトン、エステル、アセトニトリル、及びこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定
されない。得られるポリマー材料（加水分解前）が少なくとも１００ｍ２／ｇのＢＥＴ比
表面積を示すと規定するために、これらの有機溶媒の１種以上とともに他の有機溶媒を添
加することができる。好適なケトンの例としては、これらに限定されるものではないが、
メチルエチルケトン及びメチルイソブチルケトンなどのアルキルケトンが挙げられる。好
適なエステルの例としては、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、酢酸アミル、及び
酢酸ｔｅｒｔ－ブチルなどの酢酸エステルが挙げられるが、これらに限定されない。
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【００７７】
　有機溶媒は、任意の所望の量で用いることができる。重合性組成物は、多くの場合、１
～７０重量％の範囲の固形分率（％）を有する。固形分率が低過ぎると、重合時間が望ま
しくなく長くなる場合がある。固形分率は、多くの場合、少なくとも１重量％、少なくと
も２重量％、少なくとも５重量％、少なくとも１０重量％、又は少なくとも１５重量％で
ある。しかしながら固形分率が高すぎると、モノマーは有機溶媒とともに単一の相を形成
しない。更に、固形分率を増加させると、より大きい径の細孔が形成されやすくなり、結
果としてポリマー材料はより小さいＢＥＴ比表面積を有しやすくなる。固形分率は、最大
７０重量％、最大６５重量％、最大６０重量％、最大５０重量％、最大４０重量％、最大
３０重量％、又は最大２５重量％とすることができる。例えば、固形分率は、５～７０重
量％、５～６０重量％、１０～６０重量％、２０～６０重量％、又は２５～５０重量％の
範囲であってもよい。
【００７８】
　モノマー混合物及び有機溶媒に加えて、重合性組成物は通常、フリーラジカル重合反応
のための開始剤を含む。任意の好適なフリーラジカル開始剤を用いることができる。好適
なフリーラジカル開始剤は、典型的には、重合性組成物に含まれるモノマーと混和性であ
るように選択される。いくつかの実施形態において、フリーラジカル開始剤は、室温（本
明細書では２０～２５℃と規定）よりも高い温度で活性化され得る熱開始剤である。他の
実施形態において、フリーラジカル開始剤はレドックス開始剤である。重合反応はフリー
ラジカル反応であるため、重合性組成物中の酸素の量を最小限に抑えることが望ましい。
【００７９】
　開始剤の種類及び量はいずれも重合速度に影響し得る。概して、開始剤の量を増やすと
ＢＥＴ比表面積が低下する傾向があるが、開始剤の量が少な過ぎるとモノマーからポリマ
ー材料への高い変換率を得ることが困難となる場合がある。フリーラジカル開始剤は、典
型的には、０．０５～１０重量％、０．０５～８重量％、０．０５～５重量％、０．１～
１０重量％、０．１～８重量％、０．１～５重量％、０．５～１０重量％、０．５～８重
量％、０．５～５重量％、１～１０重量％、１～８重量％、又は１～５重量％の範囲の量
で存在する。重量％は、重合性組成物中のモノマーの総重量に対するものである。好適な
熱開始剤としては、有機過酸化物、アゾ化合物、及びレドックス開始剤が挙げられる。潜
在的に有用な熱開始剤は、国際（ＰＣＴ）出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１６／０３０９７４号
及び米国特許仮出願第６２／２９８０８９号に列挙され、詳細に記載されており、その両
方が参照により本明細書に組み込まれる。
【００８０】
　重合性組成物は、典型的には、界面活性剤を含まない、又は、実質的に含まない。本明
細書で用いる場合、界面活性剤に関して「実質的に含まない」という用語は、界面活性剤
が重合性組成物に意図的に加えられておらず、存在し得る任意の界面活性剤は、重合性組
成物の構成成分の１つに存在する不純物（例えば、有機溶媒中又はモノマーの１つに存在
する不純物）によるものであるという意味である。重合性組成物は、典型的には、重合性
組成物の総重量に基づいて０．５重量％未満、０．３重量％未満、０．２重量％未満、０
．１重量％未満、０．０５重量％未満、又は０．０１重量％未満の界面活性剤を含有する
。界面活性剤は多孔質材料中のマイクロ細孔及びメソ細孔への進入を制限しやすく、場合
によってはこれらの細孔を塞ぎやすいため、これらの材料を含まないことが有利である。
界面活性剤が存在することにより、金属含有ポリマー材料の低分子量の塩基性分子を吸着
する能力が低減し得る。
【００８１】
　重合性組成物がフリーラジカル開始剤の存在下で加熱されると、モノマー混合物中のモ
ノマーの重合が起こる。モノマー混合物中の各モノマーの量のバランスをとることによっ
て、かつ、モノマーの全て及び成長中のポリマー材料をその初期の形成段階において可溶
化することができる有機溶媒を選択することによって、少なくとも１００ｍ２／ｇに相当
するＢＥＴ比表面積を示す未加水分解ポリマー材料を調製することができる。様々な実施
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なくとも２００ｍ２／ｇ、少なくとも２５０ｍ２／ｇ、又は少なくとも３００ｍ２／ｇで
あり得る。ＢＥＴ比表面積は、例えば、最大１０００ｍ２／ｇ若しくはそれ以上、最大９
００ｍ２／ｇ、最大８００ｍ２／ｇ、最大７５０ｍ２／ｇ、又は最大７００ｍ２／ｇとす
ることができる。
【００８２】
　大きいＢＥＴ比表面積は、未加水分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料
中にマイクロ細孔及び／又はメソ細孔が存在することに少なくとも部分的に起因し得る。
未加水分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料のアルゴン吸着等温線は、０
．１より低い相対圧力でかなりの吸着があることを示しており、これはマイクロ細孔が存
在することを示唆している。最大約０．９５のより高い相対圧力で、吸着は増加する。こ
の増大は、メソ細孔が広く分布していることを示すものである。いくつかの実施形態では
、ＢＥＴ比表面積の少なくとも２０％は、マイクロ細孔及び／又はメソ細孔が存在するこ
とに起因し得る。ミクロ細孔及び／又はメソ細孔の存在に起因するＢＥＴ比表面積の比率
は、少なくとも２５％、少なくとも３０％、少なくとも４０％、少なくとも５０％、又は
少なくとも６０％であり得る。いくつかの実施形態において、ミクロ細孔及び／又はメソ
細孔の存在に起因するＢＥＴ比表面積の比率は、最大９０％若しくはそれ以上、最大８０
％若しくはそれ以上、又は最大７５％若しくはそれ以上であり得る。
【００８３】
　未加水分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料は、形成されたままの粒子
状（例えば顆粒状）であってもよく、所望であれば、二価金属を組み込んで金属含有ポリ
マー材料を形成するために使用されるポリマー材料として直接使用することができる。あ
るいは、未加水分解ポリマー材料を加水分解剤で処理して、部分的に又は完全に加水分解
されたジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料を提供することができる。加水分
解剤は無水マレイン酸単位と反応して、２個のカルボン酸基（－ＣＯＯＨ基）が形成する
。無水マレイン酸単位の酸無水物基（－（ＣＯ）－Ｏ－（ＣＯ）－）と反応することがで
きる任意の好適な加水分解剤を使用することができる。多くの実施形態において、加水分
解剤は、水に溶解した塩基性物質などの塩基である。１つの例示的な塩基性物質は、水酸
化ナトリウム（例えば、水酸化ナトリウムの水溶液）などのアルカリ金属水酸化物である
。あるいは、加水分解剤は、高温（例えば、室温より高温～沸点）においては水のみ、又
はやや高温（例えば、室温より高温～約８０℃）においては希酸であり得る。多くの実施
形態において、好ましい加水分解剤は、アルカリ金属水酸化物などの塩基である。未加水
分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料を、水又はメタノールなどのアルコ
ール中に溶解したアルカリ金属水酸化物の溶液と混合する。混合物を、数時間（例えば、
４～１２時間）にわたって８０℃付近の温度で加熱する。次いで、加水分解されたポリマ
ー材料を塩酸で処理して、全てのカルボン酸塩をカルボン酸基に変換することができる。
【００８４】
　未加水分解、部分加水分解、又は完全加水分解酸無水物ポリマー材料中に存在するモノ
マー単位に関して言えば、ポリマー材料は、ｉ）１５～６５重量％の、式（Ｉ）
【化３】

　式（ＩＩ）、
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【化４】

　又はこれらの混合物で表される第１のモノマー単位、ｉｉ）３０～８５重量％の、式（
ＩＩＩ）で表される第２のモノマー単位、及び

【化５】

　ｉｉｉ）０～４０重量％（又は５～４０重量％）の、式（ＩＶ）で表される第３のモノ
マー単位
【化６】

　（式中、Ｒ１は、水素又はアルキルである）を含有する。式（Ｉ）は、無水マレイン酸
から得られる未加水分解モノマー単位に相当する。この未加水分解モノマー単位は、酸無
水物基（－（ＣＯ）－Ｏ－（ＣＯ）－）を含む。式（ＩＩ）は、無水マレイン酸から得ら
れる加水分解モノマー単位に相当する。加水分解モノマー単位は、酸無水物基ではなく２
つのカルボン酸基（－（ＣＯ）ＯＨ）を有する。式（ＩＩＩ）は、ジビニルベンゼンから
得られるモノマー単位に相当する。芳香環と結合した２つのアルキレン基は、互いにメタ
位又はパラ位であり得る。式（ＩＶ）は、スチレン型モノマー単位に関するものである。
Ｒ１基は、水素又はアルキル（例えば、１～４個の炭素原子又は２個の炭素原子を有する
アルキル）である。多くの実施形態において、Ｒ１はエチルであり、式（ＩＶ）で表され
るモノマー単位は、ジビニルベンゼン中にしばしば存在する不純物であるエチルスチレン
から得られる。Ｒ１基は、芳香環に結合したアルキレン基に対してメタ位又はパラ位であ
ることが多い。式（Ｉ）～（ＩＶ）中の各アスタリスク（＊）は、ポリマー材料中の別の
モノマー単位への、又は末端基への結合部位を示す。第１、第２、及び第３のモノマー単
位のそれぞれの量は、未加水分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料を形成
するために使用される各モノマーの量に関して前述したものと同じである。
【００８５】
　部分加水分解又は完全加水分解のいずれかであれば、ポリマー材料はカルボン酸基を含
む。ｐＨが十分に高い場合、ポリマー材料は負に帯電し得る。通常、ポリマー材料自体は
正に帯電した基は有さない。
【００８６】
　加水分解（例えば、完全加水分解）ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料は
、未加水分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料より小さいＢＥＴ比表面積
を有する。酸無水物基の開環により、主鎖の立体配座の自由度は十分に大きくなり、多孔
度は低下し得る。加えて、加水分解材料中のカルボン酸間の水素結合は、細孔への進入を
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制限するか又は妨げる可能性がある。加水分解ポリマー材料のＢＥＴ比表面積は、多くの
場合、未加水分解ポリマー材料のＢＥＴ比表面積の約３０～８０％、３０～６０％、４０
～８０％、又は４０～６０％である。この減少のため、多くの場合、可能な限り高いＢＥ
Ｔ比表面積を有しながら、更に十分な無水マレイン酸単位を有して、二価金属の適切な組
み込みを可能にする、未加水分解ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料を調製
することが望ましい。
【００８７】
　加水分解（例えば、完全加水分解）ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料は
典型的には、少なくとも５０ｍ２／ｇ又は少なくとも１００ｍ２／ｇに相当するＢＥＴ比
表面積を示す。いくつかの実施形態では、ＢＥＴ比表面積は、少なくとも１５０ｍ２／ｇ
、少なくとも１７５ｍ２／ｇ、少なくとも２００ｍ２／ｇ、少なくとも２２５ｍ２／ｇ、
少なくとも２５０ｍ２／ｇ、又は少なくとも３００ｍ２／ｇである。ＢＥＴ比表面積は、
最大６００ｍ２／ｇ若しくはそれ以上、最大５００ｍ２／ｇ、又は最大４００ｍ２／ｇと
することができる。いくつかの実施形態では、ＢＥＴ比表面積は、５０～６００ｍ２／ｇ
の範囲、７５～６００ｍ２／ｇの範囲、１００～６００ｍ２／ｇの範囲、又は２００～６
００ｍ２／ｇの範囲である。
【００８８】
　加水分解（例えば、完全加水分解）ジビニルベンゼン／無水マレイン酸ポリマー材料の
アルゴン吸着等温線は、０．１より低い相対圧力でいくらかの吸着があることを示してお
り、これはマイクロ細孔が存在することを示唆している。最大約０．９５のより高い相対
圧力で、吸着は増加する。この増大は、メソ細孔が広く分布していることを示すものであ
る。いくつかの実施形態では、ＢＥＴ比表面積の少なくとも２０％は、マイクロ細孔及び
／又はメソ細孔が存在することに起因し得る。ミクロ細孔及び／又はメソ細孔の存在に起
因するＢＥＴ比表面積の比率は、少なくとも２５％、少なくとも３０％、少なくとも４０
％、少なくとも５０％、又は少なくとも６０％であり得る。いくつかの実施形態では、マ
イクロ細孔及び／又はメソ細孔が存在することに起因し得るＢＥＴ比表面積の比率は、最
大９０％若しくはそれ以上、最大８０％若しくはそれ以上、又は最大７５％若しくはそれ
以上であり得る。多くの実施形態において、ＢＥＴ比表面積は、主にメソ細孔の存在に起
因し得る。
【００８９】
　ポリマー材料（すなわち、未加水分解、部分加水分解又は完全加水分解ジビニルベンゼ
ン／無水マレイン酸ポリマー材料）が形成された後、二価金属がポリマー材料中に組み込
まれる。二価金属は通常、水中に溶解した金属塩の溶液でポリマー材料を処理することに
よって組み込まれる。金属塩は、二価金属（すなわち、酸化状態＋２の金属）である陽イ
オン及び陰イオンを含有する、好適な金属イオン（二価金属）は、典型的には、周期表の
２族又は６～１２族から選択される。二価金属の例としては、クロム、ニッケル、コバル
ト、銅、亜鉛、マンガン、カドミウム、鉄、マグネシウム、カルシウム、バリウム、又は
それらの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。多くの実施形態において、二価
金属は、例えば、クロム、ニッケル、コバルト、銅、亜鉛、鉄、又はそれらの混合物など
の６～１２族金属である。いくつかの特定の実施形態では、二価金属は、銅、コバルト、
亜鉛、又はニッケルである。いくつかの更により特定の実施形態では、二価金属は、亜鉛
又は銅である。二価金属は、少なくとも１種の二価金属を意味し、したがって上記二価金
属のいずれかの混合物を使用できることが理解されるであろう。
【００９０】
　金属塩は通常、水溶性のものから選択される。金属塩の陰イオンは、多くの場合、ハロ
ゲン化物イオン（例えば、塩化物イオン）、硝酸イオン、硫酸イオン、カルボン酸イオン
（例えば、酢酸イオン、ギ酸イオン、及びプロパン酸イオン）、又はハロゲン置換カルボ
ン酸イオン（例えば、クロロ酢酸イオン、ジクロロ酢酸イオン、及びクロロ置換プロパン
酸イオン）である。多くの実施形態において、陰イオンは、塩化物イオン、酢酸イオン、
又は硝酸イオンである。
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【００９１】
　具体的な金属塩の例としては、酢酸亜鉛、酢酸銅、酢酸ニッケル、酢酸コバルト、酢酸
鉄、酢酸マンガン、酢酸クロム、酢酸カドミウム、ギ酸亜鉛、ギ酸銅、ギ酸ニッケル、ギ
酸コバルト、ギ酸鉄、ギ酸マンガン、ギ酸カドミウム、プロパン酸亜鉛、プロパン酸銅、
プロパン酸ニッケル、プロパン酸コバルト、プロパン酸鉄、プロパン酸マンガン、プロパ
ン酸カドミウム、クロロ酢酸亜鉛、クロロ酢酸銅、クロロ酢酸ニッケル、クロロ酢酸コバ
ルト、クロロ酢酸鉄、クロロ酢酸マンガン、クロロ酢酸カドミウム、ジクロロ酢酸亜鉛、
ジクロロ酢酸銅、ジクロロ酢酸ニッケル、ジクロロ酢酸コバルト、ジクロロ酢酸鉄、ジク
ロロ酢酸マンガン、ジクロロ酢酸カドミウム、塩化亜鉛、塩化銅、塩化ニッケル、塩化コ
バルト、塩化鉄、塩化マンガン、塩化カドミウム、塩化クロム、塩化マグネシウム、硫酸
亜鉛、硫酸銅、硫酸ニッケル、硫酸コバルト、硫酸鉄、硫酸マンガン、硫酸カドミウム、
硝酸亜鉛、硝酸銅、硝酸ニッケル、硝酸コバルト、及び硝酸鉄などが挙げられるが、これ
らに限定されない。所望であれば、これらのいずれかの混合物を使用してもよい。
【００９２】
　二価金属は通常、水中に溶解したこれらの金属塩の溶液でポリマー材料を処理すること
によって組み込まれる。金属塩溶液の濃度は、多くの場合、０．１～１０ｍｏｌ／Ｌの範
囲である。いくつかの実施形態では、この濃度は、０．５～１０ｍｏｌ／Ｌの範囲、１～
１０ｍｏｌ／Ｌの範囲、１～８ｍｏｌ／Ｌの範囲、２～８ｍｏｌ／Ｌの範囲、又は３～６
ｍｏｌ／Ｌの範囲である。得られる溶液を、ポリマー材料と混合する。金属塩の量は通常
、二価金属のモル数が、ポリマー材料中の酸無水物基、カルボキシル基（－ＣＯＯＨ基）
、又はこれら両方のモル数に対して過剰となるように添加される。
【００９３】
　ポリマー材料と金属塩溶液との混合時間は、多くの場合、最大１時間、最大２時間、最
大４時間、最大８時間、最大１６時間、最大２４時間、又は最大４８時間である。混合温
度は、室温又はそれより高温であり得る。次いで、金属含有ポリマー材料を水から分離し
、乾燥する。任意の好適な乾燥方法を使用することができる。いくつかの実施形態におい
て、金属含有ポリマー材料は、８０℃～１２０℃に設定されたオーブン内で真空乾燥され
る。未加水分解ポリマー材料又は部分加水分解ポリマー材料中への二価金属の組み込みプ
ロセスにより、酸無水物基の少なくとも一部がいくらか加水分解する又は更に加水分解す
る可能性がある。
【００９４】
　いくつかの実施形態では、得られる金属含有ポリマー材料は、ポリマー材料の総重量に
基づいて少なくとも１０重量％の二価金属を含有する。二価金属の量は、ポリマー材料の
総重量に基づいて少なくとも１５重量％、少なくとも２０重量％、少なくとも２５重量％
、少なくとも３０重量％、少なくとも４０重量％、又は少なくとも５０重量％とすること
ができる。金属含有ポリマー材料は、最大１００重量％又はそれ以上の二価金属を含むこ
とができる（すなわち、二価金属の重量は、ポリマー材料の重量と等しいか、又はそれを
超えてもよい）。例えば、この量は、ポリマー材料の総重量に基づいて最大９０重量％、
最大８０重量％、最大７５重量％、最大７０重量％、最大６０重量％、又は最大５０重量
％であってもよい。例えば、この量は、多くの場合、１０～１００重量％、１０～８０重
量％、１０～６０重量％、１０～５０重量％、１０～４０重量％、１０～３０重量％、１
５～６０重量％、１５～５０重量％、１５～４０重量％、１５～３０重量％、２０～６０
重量％、２０～５０重量％、２０～４０重量％又は２０～３０重量％の範囲である。
【００９５】
　別の実施形態では、又は言い換えると、得られる金属含有ポリマー材料は、ポリマー材
料１ｇ当たり少なくとも１．５ｍｍｏｌ（ミリモル）の二価金属を含有する。二価金属の
量は、ポリマー材料１ｇ当たり少なくとも２．０ｍｍｏｌ、少なくとも２．２５ｍｍｏｌ
、少なくとも３．０ｍｍｏｌ、少なくとも３．７５ｍｍｏｌ、少なくとも４．０ｍｍｏｌ
、少なくとも４．５ｍｍｏｌ、少なくとも５ｍｍｏｌ、少なくとも６．０ｍｍｏｌ、少な
くとも７ｍｍｏｌ、又は少なくとも７．５ｍｍｏｌであり得る。金属含有ポリマー材料は
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、１ｇ当たり最大１５ｍｍｏｌ又はそれ以上の二価金属を含むことができる。例えば、こ
の量は、ポリマー材料１ｇ当たり最大１４ｍｍｏｌ、最大１３．５ｍｍｏｌ、最大１３ｍ
ｍｏｌ、最大１２ｍｍｏｌ、最大１１．２５ｍｍｏｌ、最大１１ｍｍｏｌ、最大１０．５
ｍｍｏｌ、最大１０ｍｍｏｌ、最大９ｍｍｏｌ、最大８ｍｍｏｌ、又は最大７．５ｍｍｏ
ｌであってもよい。例えば、この量は、多くの場合、ポリマー材料１ｇ当たり１．５～１
５ｍｍｏｌ、１．５～１２ｍｍｏｌ、１．５～９ｍｍｏｌ、１．５～７．５ｍｍｏｌ、１
．５～６ｍｍｏｌ、１．５～４．５ｍｍｏｌ、２．２５～９ｍｍｏｌ、２．２５～７．５
ｍｍｏｌ、２．２５～６ｍｍｏｌ、２．２５～５ｍｍｏｌ、２．２５～４．５ｍｍｏｌ、
３．０～９ｍｍｏｌ、３．０～７．５ｍｍｏｌ、３．０～６ｍｍｏｌ、又は３．０～４．
５ｍｍｏｌの範囲である。
【００９６】
　要約すると、金属含有ポリマー材料は、ａ）ポリマー材料と、ｂ）ポリマー材料の重量
に対して少なくとも１０重量％（又はポリマー材料１ｇ当たり少なくとも１．５ｍｍｏｌ
）に相当する量の、ポリマー材料中に組み込まれた（すなわち、吸着された）二価金属と
、を含む。ポリマー材料は、ｉ）１５～６５重量％の、式（Ｉ）、
【化７】

　式（ＩＩ）、

【化８】

　又はこれらの混合物で表される第１のモノマー単位、ｉｉ）３０～８５重量％の、式（
ＩＩＩ）で表される第２のモノマー単位、及び

【化９】

　ｉｉｉ）０～４０重量％（又は５～４０重量％）の、式（ＩＶ）で表される第３のモノ
マー単位
【化１０】

　（式中、Ｒ１は、水素又はアルキルである）を含有する。
【００９７】
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　いくつかの実施形態では、金属含有ポリマー材料は、酸塩基指示薬を更に含む。酸塩基
呈色指示薬（colorimetric indicator）（すなわち、酸性型から塩基性型に変化するとき
に色が変わる染料（通常は有機染料））は、二価金属と同時に添加されることが多い。酸
塩基呈色指示薬は通常、吸着されている窒素含有化合物の塩基性度が、酸塩基呈色指示薬
を酸性型から塩基性型に変化させるのに十分なものであるように選択される。
【００９８】
　適切な酸塩基呈色指示薬の選択において更に考慮するべきこととして、二価金属の窒素
含有化合物吸着能力の全て又はほとんど全てがなくなるまで酸塩基指示薬の色が変わらな
いように、二価金属よりも窒素含有化合物に対する親和性が十分に低い酸塩基指示薬を選
択することが含まれる。すなわち、酸塩基呈色指示薬は、利用可能な二価金属原子の全部
又は大部分の、窒素含有化合物の吸着能力がなくなったときに、第１の色から第２の色に
変わるように選択される。その場合、色の変化は、ポリマー吸着剤が窒素含有化合物を吸
着する能力の限度に達したか、又は限度に近いことを知らせる。本明細書において使用す
る場合、「限度に近い」という用語は、能力の限度の少なくとも６０％以上に達する（す
なわち、利用可能な吸着部位の少なくとも６０％以上が窒素含有化合物の吸着に使用され
ている）ことを意味する。例えば、少なくとも７０％、少なくとも８０％、少なくとも９
０％、又は少なくとも９５％の吸着部位が、窒素含有化合物の吸着に使用されている。
【００９９】
　酸塩基呈色指示薬の選択において最後に考慮するべきこととして、金属含有ポリマー材
料の本来の色を考慮することが含まれる。一部の二価金属は、多孔質ポリマー材料中に組
み込まれた場合、得られる金属含有ポリマー材料に色を付ける（すなわち、ＺｎＣｌ２金
属含有ポリマー材料はピンク色であり、ＣｕＣｌ２金属含有ポリマー材料は暗灰色／緑色
であり、ＮｉＣｌ２金属含有ポリマー材料は黄褐色である）。金属含有ポリマー材料自体
の本来のものであり得る色の変化を考えて、酸性型から塩基性型への色の変化が明らかな
酸塩基呈色指示薬を選択することが重要であり得る。呈色による指示に広範囲な色を利用
可能にするために、また場合によっては、一部の金属含有ポリマー材料の色変化の感湿性
を軽減するために、窒素含有化合物を吸着する際にもともと色が変化する金属含有ポリマ
ー材料であっても、酸塩基指示薬を添加することが有利であり得る。
【０１００】
　酸塩基呈色指示薬の例としては、これらに限定されるものではないが、メチルレッド、
ブロモキシレノールブルー、パラロザニリン、クリソイジン、チモールブルー、メチルイ
エロー、ブロモフェニルブルー、コンゴーレッド、メチルオレンジ、ブロモクレゾールグ
リーン、アゾリトミン、ブロモクレゾールパープル、ブロモチモールブルー、フェノール
レッド、ニュートラルレッド、ナフトールフタレイン、クレゾールレッド、フェノールフ
タレイン、及びチモールフタレインが挙げられる。酸塩基呈色指示薬は、任意の好適な方
法を用いてポリマー吸着剤に加えることができる。いくつかの実施形態において、ポリマ
ー吸着剤を、酸塩基呈色指示薬の溶液に少なくとも１０分間、少なくとも２０分間、少な
くとも３０分間、少なくとも１時間、少なくとも２時間、少なくとも４時間、又は少なく
とも８時間浸漬する。酸塩基呈色指示薬の溶液は、多くの場合、１～１０ｍｇ／ｍＬの濃
度範囲である。多くの場合、ポリマー吸着剤約０．５ｇを、溶液約１０ｍＬに浸漬する。
【０１０１】
　ポリマー材料は加水分解されていなくても、部分的に加水分解されていても、又は完全
に加水分解されていてもよいが、いくつかの用途では、完全加水分解ポリマー材料を使用
することが好ましい場合がある。未加水分解又は部分加水分解ポリマー材料は時間ととも
に変化する（すなわち、性能特性を変え得る加水分解又は更なる加水分解を受けやすい）
ため、加水分解ポリマー材料は、このような材料のいずれよりも安定して機能し得る。
【０１０２】
　亜鉛含有、コバルト含有、ニッケル含有、及びマグネシウム含有ポリマー材料などを用
いるいくつかの実施形態では、二価金属はイオン種として存在し得る。イオン型の二価金
属では、金属種を含む結晶相は通常、Ｘ線回折を使用して金属含有ポリマー材料を分析し
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二価金属は酸化物として存在し得る。金属酸化物の場合、結晶相は、Ｘ線回折を使用して
金属含有ポリマー材料を分析した場合に検出することができる。
【０１０３】
　赤外分光法を使用して分析した場合、二価金属が組み込まれた後のポリマー材料ではカ
ルボニルピークのシフトが観察され得る。理論に束縛されるものではないが、二価金属は
、ポリマー材料中のカルボキシル基又は酸無水物基と会合しているであろう（すなわち、
金属はそれらと相互作用又は配位しているであろう）と考えられる。
【０１０４】
　金属含有ポリマー材料の一部は有色であることがある。いくつかの有色である例として
は、亜鉛（ＩＩ）、銅（ＩＩ）、及びニッケル（ＩＩ）を含有するものが挙げられるが、
これらに限定されない。亜鉛含有ポリマー材料は多くの場合、ピンク色であり、銅含有ポ
リマー材料は多くの場合、暗い灰みの緑色であり、ニッケル含有ポリマー材料は多くの場
合、黄褐色である。
【０１０５】
　金属含有ポリマー材料は典型的には、相当するポリマー材料より小さいＢＥＴ比表面積
を有する。二価金属はポリマー材料の細孔中に存在し、ＢＥＴ比表面積を減少させる。多
くの実施形態において、二価金属含浸後の多孔質ポリマー材料のＢＥＴ表面積は、少なく
とも１５ｍ２／ｇ、少なくとも２０ｍ２／ｇ、少なくとも２５ｍ２／ｇ、少なくとも３０
ｍ２／ｇ、少なくとも４０ｍ２／ｇ、又は少なくとも５０ｍ２／ｇであり得る。
【０１０６】
　任意の好適な方法によって形成及び乾燥し、任意の所望のフィルタ支持体上に堆積させ
た後、フィルタ支持体によって支持された吸着剤粒子の形態で提供される金属含有多孔質
ポリマー材料を使用して、浮遊塩基性窒素含有化合物（airborne basic, nitrogen-conta
ining compound）を捕捉することができる。よって、空気から塩基性窒素含有化合物を捕
捉する方法が提供される。方法は、本明細書に記載の金属含有ポリマー材料を準備するこ
とと、次いで金属含有ポリマー材料を、例えばガス状又は蒸気状形態の、式Ｑの塩基性窒
素含有化合物を潜在的に含む空気に曝露させることと、を含む。金属錯体が形成される。
金属錯体は、前述の二価金属と少なくとも１種の式Ｑの化合物との反応生成物を含む。
【０１０７】
　二価金属と反応して金属錯体を形成する式Ｑの塩基性窒素含有化合物は、ルイス塩基、
ブレンステッド－ローリー塩基、又は両方に分類され得る。好適な塩基性窒素含有化合物
は、多くの場合、低分子量（例えば、１５０ｇ／ｍｏｌ以下）を有する。すなわち、塩基
性窒素含有化合物は、室温において又は室温付近で揮発性であり得、又は使用条件下で揮
発性であり得る。塩基性窒素含有化合物の例としては、アンモニア、ヒドラジン化合物、
アミン化合物（例えば、アルキルアミン、ジアルキルアミン、トリアルキルアミン、アル
カノールアミン、アルキレンジアミン、アリールアミン）、及び窒素含有複素環式（飽和
及び不飽和）化合物が挙げられるが、これらに限定されない。具体的な塩基性窒素含有化
合物としては、例えば、アンモニア、ヒドラジン、メチルヒドラジン、メチルアミン、ジ
メチルアミン、トリメチルアミン、エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、
プロピルアミン、ジプロピルアミン、トリプロピルアミン、イソプロピルアミン、ジイソ
プロピルアミン、トリイソプロピルアミン、エタノールアミン、シクロヘキシルアミン、
モルホリン、ピリジン、ベンジルアミン、フェニルヒドラジン、エチレンジアミン、及び
１，３－プロパンジアミンが挙げられる。
【０１０８】
　塩基性窒素含有化合物のガス又は蒸気に曝露させた後、金属含有ポリマー材料は金属錯
体含有ポリマー材料に変換される。金属錯体含有ポリマー材料は、ａ）ポリマー材料と、
ｂ）ポリマー材料中に組み込まれた（すなわち、吸着された）金属錯体と、を含む。ポリ
マー材料は、ｉ）１５～６５重量％の、式（Ｉ）
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【化１１】

　式（ＩＩ）、

【化１２】

　又はこれらの混合物で表される第１のモノマー単位、ｉｉ）３０～８５重量％の、式（
ＩＩＩ）で表される第２のモノマー単位、及び

【化１３】

　ｉｉｉ）０～４０重量％（又は５～４０重量％）の、式（ＩＶ）で表される第３のモノ
マー単位
【化１４】

　（式中、Ｒ１は、水素又はアルキルである）を含有する。金属錯体は、二価金属と少な
くとも１種の塩基性窒素含有化合物との反応生成物を含む。
【０１０９】
　金属錯体含有ポリマー材料の多くの実施形態において、ポリマー材料中に組み込まれた
二価金属は金属錯体に変換されないままである。すなわち、金属錯体含有ポリマー材料は
、塩基性窒素含有化合物と錯体を形成していない二価金属と少なくとも１種の塩基性窒素
含有化合物と錯体を形成している二価金属との混合物を含む。
【０１１０】
　二価金属の総量（塩基性窒素含有化合物と錯体を形成しているかいないかにかかわらず
）は、ポリマー材料の総重量に基づいて少なくとも１０重量％である。二価金属の総量は
、ポリマー材料の総重量に基づいて少なくとも２０重量％、少なくとも２５重量％、少な
くとも３０重量％、少なくとも４０重量％、又は少なくとも５０重量％であり得る。この
量は、最大１００重量％又はそれ以上であってもよい。例えば、この量は、ポリマー材料
の総重量に基づいて最大９０重量％、最大８０重量％、最大７５重量％、最大７０重量％
、最大６０重量％、又は最大５０重量％であってもよい。例えば、この量は、多くの場合
、１０～１００重量％、１０～８０重量％、１０～６０重量％、１０～５０重量％、１０
～４０重量％、１０～３０重量％、１５～６０重量％、１５～５０重量％、１５～４０重
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量％、１５～３０重量％、２０～６０重量％、２０～５０重量％、２０～４０重量％又は
２０～３０重量％の範囲である。
【０１１１】
　言い換えると、二価金属の総量（塩基性窒素含有化合物と錯体を形成しているかいない
かにかかわらず）は、ポリマー材料１ｇ当たり少なくとも１．５ｍｍｏｌ（ミリモル）で
ある。二価金属の総量は、ポリマー材料１ｇ当たり少なくとも２．０ｍｍｏｌ、少なくと
も２．２５ｍｍｏｌ、少なくとも３．０ｍｍｏｌ、少なくとも３．７５ｍｍｏｌ、少なく
とも４．０ｍｍｏｌ、少なくとも４．５ｍｍｏｌ、少なくとも５ｍｍｏｌ、少なくとも６
．０ｍｍｏｌ、少なくとも７ｍｍｏｌ、又は少なくとも７．５ｍｍｏｌであり得る。金属
含有ポリマー材料は、１ｇ当たり最大１５ｍｍｏｌ又はそれ以上の二価金属を含むことが
できる。例えば、この量は、ポリマー材料１ｇ当たり最大１４ｍｍｏｌ、最大１３．５ｍ
ｍｏｌ、最大１３ｍｍｏｌ、最大１２ｍｍｏｌ、最大１１．２５ｍｍｏｌ、最大１１ｍｍ
ｏｌ、最大１０．５ｍｍｏｌ、最大１０ｍｍｏｌ、最大９ｍｍｏｌ、最大８ｍｍｏｌ、又
は最大７．５ｍｍｏｌであってもよい。例えば、この量は、多くの場合、ポリマー材料１
ｇ当たり１．５～１５ｍｍｏｌ、１．５～１２ｍｍｏｌ、１．５～９ｍｍｏｌ、１．５～
７．５ｍｍｏｌ、１．５～６ｍｍｏｌ、１．５～４．５ｍｍｏｌ、２．２５～９ｍｍｏｌ
、２．２５～７．５ｍｍｏｌ、２．２５～６ｍｍｏｌ、２．２５～５ｍｍｏｌ、２．２５
～４．５ｍｍｏｌ、３．０～９ｍｍｏｌ、３．０～７．５ｍｍｏｌ、３．０～６ｍｍｏｌ
、又は３．０～４．５ｍｍｏｌの範囲である。
【０１１２】
　金属含有ポリマー材料によって吸着される（例えば、錯体を形成する）塩基性窒素含有
化合物の最大量は、ポリマー材料中に組み込まれた二価金属の量と関連する。される塩基
性窒素含有化合物の最大量は、多くの場合、金属含有ポリマー材料１ｇ当たり少なくとも
０．５ミリ当量（すなわち、金属含有ポリマー材料１ｇ当たり収着される塩基性窒素含有
化合物は０．５ミリ当量）であり、最大１０ミリ当量／ｇ吸着又は更に多くてもよい。多
くの実施形態において、吸着される最大量は、少なくとも１ミリ当量／ｇ、少なくとも２
ミリ当量／ｇ、又は少なくとも３ミリ当量／ｇである。される量は、例えば、最大９ミリ
当量／ｇ、最大８ミリ当量／ｇ、最大７ミリ当量／ｇ、最大６ミリ当量／ｇ、又は最大５
ミリ当量／ｇ吸着であってもよい。
【０１１３】
　金属含有ポリマー材料中の二価金属の量は、塩基性窒素含有化合物を吸着する能力を最
大にするために重要な因子であるが、それを超えると能力が増え続けなくなる二価金属の
上限量に達する。すなわち、ある点を超えると、より多くの二価金属を金属含有ポリマー
材料中に組み込んでも、塩基性窒素含有化合物の能力は増加しない。組み込まれた二価金
属の量が多すぎれば、ポリマー材料の表面は二価金属で飽和する可能性があり、二価金属
のクラスター形成及び／又は層形成をもたらす場合がある。クラスター形成及び／又は層
形成は、塩基性窒素含有化合物との配位（すなわち、錯体形成）に利用可能な二価金属の
量を減少させ得る。よって、ポリマー材料中に組み込まれる二価金属の量を最適化して、
塩基性窒素含有化合物の最大吸着能力を得ることができる。
【０１１４】
　ポリマー材料の多孔度もまた、金属含有材料が塩基性窒素含有化合物を吸着する能力に
影響を及ぼす。典型的には、多孔度がより高いポリマー材料では、官能基部位に非常に到
達しやすい。より高い多孔度のポリマー材料では、おそらくポリマー材料中にメソ細孔及
び／又はマイクロ細孔が存在するために、通常はより多量の二価金属が組み込まれる。よ
り多量の二価金属を組み込むこと（少なくともクラスター形成及び／又は層形成が起こる
点を超えて）により、塩基性窒素含有化合物を吸着するために利用可能な配位部位はより
多くなる。ポリマー材料の多孔度及びＢＥＴ比表面積は、ポリマー材料を調製するために
使用する架橋の量（すなわち、ジビニルベンゼンの量）、並びにポリマー材料の形成中に
存在する有機溶媒の種類（identity）及び量によって変えることができる。
【０１１５】
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　いくつかの実施形態では、金属含有ポリマー材料中の二価金属の一部のみが、式Ｑの塩
基性窒素含有化合物と錯体を形成している。すなわち、最大量のＱは吸着されない。この
場合、ポリマー材料は、金属錯体と、塩基性窒素含有化合物と錯体を形成していない二価
金属との両方を含有する。
【０１１６】
　金属含有ポリマー材料上に式Ｑの塩基性窒素含有化合物を捕捉する（すなわち、吸着す
る）任意の方法を使用することができる。いくつかの実施形態では、金属含有ポリマー材
料中の二価金属が亜鉛、ニッケル、又は銅から選択される場合は特に、塩基性窒素含有化
合物に曝露した際に色の変化が起こる。例えば、塩基性窒素含有化合物に曝露した際に、
亜鉛含有ポリマー材料はピンク色から黄褐色に変わり、銅含有ポリマー材料は暗い灰みの
緑色から青緑色に変わり、ニッケル含有ポリマー材料は黄褐色からオリーブグリーン色に
変わる。この色の変化を使用して、塩基性窒素含有化合物に曝露したことを示すことがで
きる。塩基性窒素含有化合物に曝露した後の色の強度は、曝露量に関連し得る。そのよう
な色の変化が、塩基性化合物に曝露された際に活性炭支持体上に提供された二価金属によ
り発生し得るとしても、内部に組み込まれた二価金属のそのような微細な色の変化は活性
炭の暗い色により通常わかりにくくなるため、そのような色の変化は以前には認識されな
かった可能性があることが理解されるであろう。
【０１１７】
　金属含有多孔質材料、そのような材料の製造方法、及び塩基性窒素含有化合物を捕捉す
るためのそのような材料の使用方法は、両方ともＭｅｔａｌ－Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　Ｐ
ｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓと題する、国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１６／０
３０９７４号及び米国特許仮出願第６２／２９８０８９号に詳述されており、その両方と
も、それらの全容が参照により本明細書に組み込まれる。いくつかの実施形態において、
本明細書に開示のようにフィルタ支持体上に支持された吸着剤粒子は、バインダーを含ん
でもよい。このような手法及び状態は、「Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　Ｇｒａｎｕｌｅｓ　Ｉｎ
ｃｌｕｄｉｎｇ　Ｍｅｔａｌ－Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｍａｔｅｒ
ｉａｌｓ」と題する、本明細書と同日付で出願の米国特許仮出願第ｘｘ／ｘｘｘｘｘｘ号
、代理人明細書第７８８４２ＵＳ００２号に詳述されており、その全容が参照により本明
細書に組み込まれる。
【０１１８】
　例示的な実施形態の一覧
　実施形態１は、吸着剤粒子を支持するフィルタ支持体を備えるエアフィルタであって、
吸着剤粒子の少なくともいくつかは、多孔質であり、ポリマー材料であって、ａ）ｉ）１
５～６５重量％の、式（Ｉ）、式（ＩＩ）、又はこれらの混合物で表される第１のモノマ
ー単位、ｉｉ）３０～８５重量％の、式（ＩＩＩ）で表される第２のモノマー単位、及び
ｉｉｉ）０～４０重量％（又は５～４０重量％）の、式（ＩＶ）で表される第３のモノマ
ー単位（式中、Ｒ１は水素又はアルキルである）を含むポリマーと、ｂ）ポリマー材料１
ｇ当たり少なくとも１．５ｍｍｏｌに相当する量でポリマー材料中に組み込まれた二価金
属と、を含むポリマー材料を含む、エアフィルタである。
【０１１９】
　実施形態２は、フィルタ支持体が、多孔質ポリマー吸着剤粒子の少なくともいくつかが
、その上に配置された、少なくとも１つの主表面を有する基材を含む、実施形態１に記載
のエアフィルタである。
【０１２０】
　実施形態３は、多孔質ポリマー吸着剤粒子が、実質的に単層として基材の主表面上に存
在する、実施形態２に記載のエアフィルタである。
【０１２１】
　実施形態４は、フィルタ支持体が、多孔質ポリマー吸着剤粒子を有する多孔質の通気性
材料を含み、多孔質ポリマー吸着剤粒子は、材料の主表面上に配置され、及び／又は、材
料の少なくとも主表面に近接した位置の材料の内部に配置された、実施形態１に記載のエ
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アフィルタである。
【０１２２】
　実施形態５は、多孔質ポリマー吸着剤粒子が、多孔質の通気性材料の内部全体に配置さ
れている、実施形態４に記載のエアフィルタである。
【０１２３】
　実施形態６は、エアフィルタが、フィルタ支持体から本質的になる、実施形態１～５の
いずれかに記載のエアフィルタである。
【０１２４】
　実施形態７は、フィルタ支持体が、シート状材料を含み、シート状材料は、主平面を呈
し、約３ｍｍ未満の厚さを呈し、少なくともシート状材料の主平面に少なくともほぼ垂直
な方向に、空気流がフィルタ支持体を通過できるように構成されている、実施形態１～６
のいずれかに記載のエアフィルタである。
【０１２５】
　実施形態８は、フィルタ支持体が、少なくともいくつかの多孔質ポリマー吸着剤粒子が
接着剤で付着された主表面を有するネットを含む、実施形態１～３及び６～７のいずれか
に記載のエアフィルタである。
【０１２６】
　実施形態９は、フィルタ支持体が、内部を呈する繊維ウェブを含み、多孔質ポリマー吸
着剤粒子が、ウェブの内部の少なくとも部分内に配置されている、実施形態１～７のいず
れかに記載のエアフィルタである。
【０１２７】
　実施形態１０は、多孔質ポリマー吸着剤粒子が、繊維ウェブの内部全体に配置されてい
る、実施形態９に記載のエアフィルタである。
【０１２８】
　実施形態１１は、ウェブが不織布繊維ウェブである、実施形態９～１０のいずれかに記
載のエアフィルタである。
【０１２９】
　実施形態１２は、不織布繊維ウェブがメルトブローンウェブである、実施形態１１に記
載のエアフィルタである。
【０１３０】
　実施形態１３は、繊維ウェブの少なくともいくつかの繊維がそれぞれ、少なくとも１つ
の多孔質ポリマー吸着剤粒子に結合されている、実施形態９～１２のいずれかに記載のエ
アフィルタである。
【０１３１】
　実施形態１４は、フィルタ支持体が多層通気性アセンブリの１つの層である、実施形態
１～５及び７～１３のいずれかに記載のエアフィルタである。
【０１３２】
　実施形態１５は、多層通気性アセンブリが、フィルタ支持体と同じ層ではなく、かつ５
０未満の透過百分率を呈する粒子濾過層である少なくとも１つの層を含む、実施形態１４
に記載のエアフィルタである。
【０１３３】
　実施形態１６は、粒子濾過層がエレクトレット部分を含む、実施形態１５に記載のエア
フィルタである。
【０１３４】
　実施形態１７は、フィルタ支持体が、５０未満の透過百分率を呈する濾材である、実施
形態１～１４のいずれかに記載のエアフィルタである。
【０１３５】
　実施形態１８は、フィルタ支持体がプリーツ加工されている、実施形態１～１７のいず
れかに記載のエアフィルタである。
【０１３６】
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　実施形態１９は、エアフィルタが、強制空気加熱ユニット、強制空気冷却ユニット、強
制空気加熱／冷却ユニット、室内空気清浄器、及び自動車用車内空気濾過ユニットからな
る群から選択される空気処理装置のエアフィルタ受け部に挿入されるように構成されたフ
レーム付きエアフィルタである、実施形態１～１８のいずれかに記載のエアフィルタであ
る。
【０１３７】
　実施形態２０は、フィルタ支持体が、吸着剤粒子が内部に配置されている貫通孔を有す
るハニカムを含む、実施形態１、６、及び１４～１６のいずれかに記載のエアフィルタで
ある。
【０１３８】
　実施形態２１は、フィルタ支持体が濾過フェースピース呼吸マスクの層を提供する、実
施形態１～５及び７～１７のいずれかに記載のエアフィルタである。
【０１３９】
　実施形態２２は、濾過フェースピース呼吸マスクが、平坦折り畳み式呼吸マスク及び成
形された呼吸マスクからなる群から選択される、実施形態２１に記載のエアフィルタであ
る。
【０１４０】
　実施形態２３は、フィルタ支持体が、多孔質ポリマー吸着剤粒子が配置された内部を有
し、かつ少なくとも１つの空気吸入口及び少なくとも１つの空気排出口を有する容器を含
む、実施形態１に記載のエアフィルタである。
【０１４１】
　実施形態２４は、フィルタ支持体がフィルタカートリッジを含む、実施形態２３に記載
のエアフィルタである。
【０１４２】
　実施形態２５は、フィルタカートリッジが、ハーフフェース負圧レスピレーター、フル
フェース負圧レスピレーター、避難フード、及び動力式空気清浄レスピレーターからなる
群から選択される個人用保護装置と共に用いられるように構成されている、実施形態２４
に記載のエアフィルタである。
【０１４３】
　実施形態２６は、多孔質吸着剤粒子が、未加水分解ポリマー材料で構成され、かつ二価
金属の非存在下で測定される場合に１００ｍ２／ｇより大きいＢＥＴ比表面積を示す、実
施形態１～２５のいずれかに記載のエアフィルタである。
【０１４４】
　実施形態２７は、多孔質吸着剤粒子が、加水分解ポリマー材料で構成され、かつ二価金
属の非存在下で測定される場合に５０ｍ２／ｇより大きいＢＥＴ比表面積を示す、実施形
態１～２６のいずれかに記載のエアフィルタである。
【０１４５】
　実施形態２８は、多孔質吸着剤粒子の少なくともいくつかが、隣接する多孔質吸着剤粒
子にバインダーによって結合している、実施形態１～２７のいずれかに記載のエアフィル
タである。
【０１４６】
　実施形態２９は、１５０ｇ／ｍｏｌ以下の分子量を有する塩基性窒素含有化合物の少な
くともいくらかを空気から捕捉する方法であって、多孔質ポリマー吸着剤粒子が空気に曝
露されるように、実施形態１～２８のいずれかに記載のエアフィルタを配置することと、
塩基性窒素含有化合物の少なくともいくらかを多孔質ポリマー吸着剤粒子上に吸着するこ
とと、を含む、方法である。
【０１４７】
　実施形態３０は、フィルタ支持体が主表面を呈し、空気が、フィルタ支持体の主表面の
平面と少なくともほぼ一致する方向に移動する空気流の形態で存在する、実施形態２９に
記載の方法である。
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【０１４８】
　実施形態３１は、フィルタ支持体が、そこを通る空気流を可能にし、空気が、フィルタ
支持体の主表面に少なくともほぼ垂直な方向にフィルタ支持体の少なくとも一部分を通過
する空気流の形態で存在する、実施形態２９に記載の方法である。
【０１４９】
　実施形態３２は、多孔質ポリマー吸着剤粒子を含むフィルタ支持体を含むエアフィルタ
の製造方法であって、ａ）ｉ）１５～６５重量％の、式（Ｉ）、式（ＩＩ）、又はこれら
の混合物で表される第１のモノマー単位、ｉｉ）３０～８５重量％の、式（ＩＩＩ）で表
される第２のモノマー単位、及びｉｉｉ）０～４０重量％（又は５～４０重量％）の、式
（ＩＶ）で表される第３のモノマー単位（式中、Ｒ１は水素又はアルキルである）を含む
ポリマーと、ｂ）ポリマー材料１ｇ当たり少なくとも１．５ｍｍｏｌに相当する量でポリ
マー材料中に組み込まれた二価金属と、を含むポリマー材料を含む多孔質ポリマー吸着剤
粒子を準備することと、多孔質ポリマー吸着剤粒子をフィルタ支持体上に支持することと
、を含む、製造方法である。
【０１５０】
　実施形態３３は、エアフィルタが、少なくとも１つの二次吸着剤を更に含む、実施形態
１～２８のいずれかに記載のエアフィルタである。
【０１５１】
　実施形態３４は、少なくとも１つの二次吸着剤が活性炭を含む、実施形態３３に記載の
エアフィルタである。
【０１５２】
　実施形態３５は、ポリマー吸着剤が酸塩基染料を更に含む、実施形態１～２８及び３３
～３４のいずれかに記載のエアフィルタである。
【０１５３】
　上記で列挙した例示的な実施形態において、式（Ｉ）、（ＩＩ）、（ＩＩＩ）及び（Ｉ
Ｖ）は、「発明を実施するための形態」の「吸着剤」部分に示される構造を有する材料で
あると規定する。
【実施例】
【０１５４】
【表１】

【０１５５】
　手順
　分析及び特徴付け手順
　多孔度及びガス吸着実験、並びにＢＥＴ比表面積及び細孔容積などのパラメータの計算
は、両方とも「ＭＥＴＡＬ－ＣＯＮＴＡＩＮＧ　ＰＯＬＹＭＥＲＩＣ　ＭＡＴＥＲＩＡＬ
Ｓ」と題し、その両方がそれらの全容が参照により本明細書に組み込まれる、国際出願番
号ＰＣＴ／ＵＳ２０１６／０３０９７４号の及び米国特許仮出願第６２／２９８０８９号
の「Ｇａｓ　Ｓｏｒｐｔｉｏｎ　Ａｎａｌｙｓｉｓ」の節に記載されているのと同様の方
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法で行った。（これらの出願は、下記でそれぞれ、ＰＣＴ‘９７４出願及びＵＳ‘０８９
出願と称する。）実施例で報告される全ての細孔容積は、特に明記しない限り、約０．９
８の相対圧力（ｐ／ｐ°）で測定される。
【０１５６】
　アンモニア持続時間（lifetime）カートリッジ試験
　単純なフロースルー型の特注の送達システムを使用して、既知の濃度のアンモニアを測
定用試料に送達した。ステンレス鋼及びポリ（塩化ビニル）（ＰＶＣ）管を、送達システ
ム全体に用いた。アンモニアは、無水アンモニア加圧ガスボンベ（Ｏｘｙｇｅｎ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ，ＵＳＡ））から、システムに送達し
た。アンモニア流を圧縮空気で希釈し、１０００ｐｐｍのアンモニア流を、流量２５．２
又は３２Ｌ／分（ＬＰＭ）で試験チャンバに送達した。空気流量は、０～３００ＬＰＭの
ＴＳＩ流量計（ＴＳＩ（Ｓｈｏｒｅｖｉｅｗ，ＭＮ））を用いて設定した。アンモニア濃
度は、一連の滴定によって測定した。１ＬＰＭのチャレンジガス流を１５ｍＬのインピン
ジャーに吸引し、４重量％のホウ酸水溶液を通してバブリングした。約１５分後、内容物
をビーカーに注ぎ、数滴のブロモクレゾールグリーンを添加した。混合物が青色から黄色
に変わるまで、０．１０Ｍの塩酸を混合物中に計量しながら入れた。アンモニア試験の相
対湿度（ＲＨ）は、システムの％ＲＨを検知し、所望の％ＲＨから０．２％を超えて外れ
た場合に、水浴を加熱して湿度を上昇させる比例積分微分（ＰＩＤ）制御器を用い、一定
の設定点に維持した。ＰＩＤセンサは、Ｖａｉｓａｌａ　ＨＭＭ１０１４Ａ１ＡＥ湿度プ
ローブ（Ｖａｉｓａｌａ（Ｖａｎｔａ，Ｆｉｎｌａｎｄ））で較正した。
【０１５７】
　試験チャンバ内でカートリッジをシステムと１列に配置し、１０００ｐｐｍのアンモニ
アガス流がカートリッジを通って流れるようにした。試験チャンバの下流側に、光音響ガ
ス検出器Ｉｎｎｏｖａ　１４１２（Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ，Ｏｒ
ａｎｇｅ，ＣＡ）に通じる管を接続した。アンモニアガス流がカートリッジを通過し始め
た時点で、試験が開始されたものとみなし、タイマーを開始した。Ｉｎｎｏｖａ光音響ガ
ス検出器は約５０秒毎にサンプリングを行い、システムは試料間でフラッシュした。
【０１５８】
　試験の前に、窒素加圧ガスボンベ（Ｏｘｙｇｅｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ
（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ，ＵＳＡ））中の検査済みの５７ｐｐｍアンモニアを使用して、
光音響ガス検出器を較正した。この流出物によって生成された信号を使用して、ソフトウ
ェアを５０ｐｐｍアンモニアに設定した。試験材料の層を通過したアンモニア流出物が、
５０ｐｐｍに相当する信号を超える信号を光音響ガス検出器において生成したときに相当
する時点を、アンモニア蒸気試験の終点と定義した。各カートリッジの性能を、上記の試
験を実施中に５０ｐｐｍの破過が観察されるまでの分単位の時間として報告した。
【０１５９】
　アンモニア持続時間使い捨て呼吸マスク試験
　単純なフロースルー型の特注の送達システムを使用して、既知の濃度のアンモニアを測
定用使い捨て呼吸マスクに送達した。送達システム全体にわたってステンレス鋼及びＰＶ
Ｃ管を使用した。アンモニアは、無水アンモニア加圧ガスボンベ（Ｏｘｙｇｅｎ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ，ＵＳＡ））から、システムに送達し
た。アンモニア流を圧縮空気で希釈し、５６ｐｐｍのアンモニア流を、流量３０ＬＰＭで
試験チャンバに送達した。空気流量は、０～３００ＬＰＭのＴＳＩ流量計（ＴＳＩ（Ｓｈ
ｏｒｅｖｉｅｗ，ＭＮ））を用いて設定した。試験のＲＨは、ＰＩＤ制御器を使用して一
定の５０％ＲＨに維持した。ＰＩＤセンサは、Ｖａｉｓａｌａ　ＨＭＭ１０１４Ａ１ＡＥ
湿度プローブ（Ｖａｉｓａｌａ（Ｖａｎｔａ，Ｆｉｎｌａｎｄ））で較正した。アンモニ
ア濃度は、光音響ガス検出器Ｉｎｎｏｖａ　１４１２（Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　Ａｎａｌ
ｙｔｉｃａｌ，Ｏｒａｎｇｅ，ＣＡ）を使用して測定した。
【０１６０】
　試験チャンバ内で呼吸マスクをシステムと１列に配置し、５６ｐｐｍのアンモニアガス
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流が試験材料を通って流れるようにした。試験チャンバの下流側に、光音響ガス検出器に
通じる管を接続した。アンモニアガス流が使い捨て呼吸マスクを通過し始めた時点で、試
験が開始されたものとみなし、タイマーを開始した。Ｉｎｎｏｖａ光音響ガス検出器は約
５０秒毎にサンプリングを行い、システムは試料間でフラッシュした。
【０１６１】
　試験の前に、窒素加圧ガスボンベ（Ｏｘｙｇｅｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ
（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ，ＵＳＡ））中の検査済みの５７ｐｐｍアンモニアを使用して、
光音響ガス検出器を較正した。この流出物によって生成された信号を使用して、ソフトウ
ェアを５０ｐｐｍアンモニアに設定した。試験材料の層を通過したアンモニア流出物が、
５ｐｐｍに相当する信号を超える信号を光音響ガス検出器において生成したときに相当す
る時点を、アンモニア蒸気試験の終点と定義した。各使い捨て呼吸マスクの性能を、上記
の試験を実施中に５ｐｐｍの破過が観察されるまでの分単位の時間として報告した。
【０１６２】
　代表例
　前駆体ポリマー材料のバッチを、上記で参照したＰＣＴ’９７４及びＵＳ’０８９出願
の実施例ＰＥ－１５－１に記載されているものと概ね同様の方法で作製した。前駆体ポリ
マー材料は、ＳＡＢＥＴが約２４０ｍ２／ｇの範囲、総細孔容積が約０．２７５ｃｍ３／
ｇの範囲であった（０．９６相当のｐ／ｐ°で測定した）。前駆体ポリマー材料を１２×
４０メッシュの粒子に篩過した。前駆体ポリマー材料を、ＰＣＴ’９７４出願及びＵＳ’
０８９出願の実施例１５に記載されているものと概ね同様の方法で、４．０Ｍの塩化亜鉛
（ＩＩ）（ＺｎＣｌ２）水溶液と反応させた。ＺｎＣｌ２含有多孔質ポリマー吸着剤は、
ＳＡＢＥＴが約３５ｍ２／ｇの範囲、総細孔容積が約０．０５０ｃｍ３／ｇの範囲であっ
た。
【０１６３】
　フィルタカートリッジは、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ）より、３Ｍ
　ＨＡＬＦ　ＦＡＣＥＰＩＥＣＥ　ＲＥＵＳＡＢＬＥ　ＲＥＳＰＩＲＡＴＯＲ　６０００
　ＳＥＲＩＥＳと共に使用可能な種類を入手した。カートリッジは、入手時には空であり
、約１０５ｍＬの空の内部容積を構成していた。上記のＺｎＣｌ２含有多孔質ポリマー吸
着剤粒子を、カートリッジの１０５ｍＬの内部容積を占める充填層として、粒子を手作業
で担持することによって可能な充填密度まで、手作業でカートリッジハウジングの内部に
堆積させた。次いで、超音波溶接により、カートリッジの蓋を所定どおり装着した。質量
で、このカートリッジは、５９．３ｇのＺｎＣｌ２含有多孔質ポリマー吸着剤粒子を含有
していた。このカートリッジを使用して、１５％ＲＨ及び３２ＬＰＭで上記の通りアンモ
ニア持続時間カートリッジ試験を実施した。代表例のカートリッジのアンモニア持続時間
は、約１３３分間と測定された。
【０１６４】
　比較例（１）
　活性炭を入手し、活性炭がメッシュサイズ１２×４０であることを除いて、ＰＣＴ’９
７４及びＵＳ’０８９出願の比較例３に記載されているものと概ね同様の方法で、ＺｎＣ
ｌ２を含浸させた。空のフィルタカートリッジハウジングを代表例に記載されているとお
り入手し、カートリッジハウジングの１０５ｍＬの内部容積にＺｎＣｌ２含浸活性炭を充
填して充填層を形成した。次いで、超音波溶接により、カートリッジの蓋を所定どおり装
着した。質量で、このカートリッジは、６１．９ｇのＺｎＣｌ２含有活性炭を含有してい
た。このカートリッジを使用して、１５％ＲＨ及び３２ＬＰＭで上記の通りアンモニア持
続時間カートリッジ試験を実施した。比較例（１）のカートリッジのアンモニア持続時間
は、約７８分間と測定された。
【０１６５】
　変形例
　変形例（１）
　代表例と同様の方法でＺｎＣｌ２含有多孔質ポリマー吸着剤粒子のバッチを作製し、フ
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ィルタカートリッジハウジングの内部容積に担持した。変形例（１）のカートリッジのア
ンモニア持続時間を、ＲＨが１５％ではなく約０％であることを除いて、代表例と同様の
方法で試験した。これらの条件下で、変形例（１）のカートリッジのアンモニア持続時間
は約１７８分間と測定された。
【０１６６】
　変形例（２）
　Ｈｅｒｎの米国特許第６７６７８６０号に記載されている「ＵＲＣ」炭素としての種類
の活性炭を入手し、ＺｎＣｌ２を含浸させなかった。活性炭は、１２×３０メッシュであ
った。約７５ｍＬのこの活性炭を、上記の種類のフィルタカートリッジハウジングの（１
０５ｍＬの）内部容積に担持した。前駆体ポリマー材料を４０×８０メッシュに篩過し、
６．０ＭのＺｎＣｌ２水溶液を用いて含浸を行ったことを除いて、代表例と同様の方法で
、ＺｎＣｌ２含有多孔質ポリマー吸着剤粒子のバッチを作製した。前駆体材料は加水分解
せず、約２４０ｍ２／ｇの範囲のＳＡＢＥＴ、及び約０．２７５ｃｍ３／ｇの範囲の総細
孔容積を示した（０．９６相当のｐ／ｐ°で測定した）。約３０ｍＬのＺｎＣｌ２含有多
孔質ポリマー吸着剤粒子を、７５ｍＬの活性炭層の上の層として、フィルタカートリッジ
ハウジング内に担持した。次いで、超音波溶接により、カートリッジの蓋を所定どおり装
着した。質量で、このカートリッジは、４７．３ｇの活性炭（約７５ｍＬを占める層とし
て）及び１８．２ｇのＺｎＣｌ２含有ポリマー吸着剤（約２５ｍＬを占める層として）を
含有していた。このカートリッジを使用して、１５％ＲＨ及び３２ＬＰＭで上記の通りア
ンモニア持続時間カートリッジ試験を実施した。変形例（２）のカートリッジのアンモニ
ア持続時間は、約３９分間と測定された。
【０１６７】
　変形例（３）
　変形例（２）で上述した一般的な種類の活性炭を入手し、ＺｎＣｌ２を含浸させなかっ
た。活性炭は、１２×３０メッシュであった。約７５ｍＬの活性炭を、上記の種類のフィ
ルタカートリッジハウジングの（１０５ｍＬの）内部容積に担持した。多孔質ポリマー吸
着剤粒子のバッチを、変形例（２）と同様の方法で作製した。この前駆体材料は、約２４
０ｍ２／ｇの範囲のＳＡＢＥＴ、及び約０．２７５ｃｍ３／ｇの範囲の総細孔容積を示し
た（０．９６相当のｐ／ｐ°で測定した）。この前駆体材料を、ＰＣＴ’９７４及びＵＳ
’０８９出願の実施例ＰＥ－１０－２に記載されているものと概ね同様の方法で加水分解
した。加水分解された多孔質ポリマー材料は、約１１０ｍ２／ｇの範囲のＳＡＢＥＴ、及
び約０．１３５ｃｍ３／ｇの範囲の総細孔容積を示した。次いで、加水分解された多孔質
ポリマー材料に、変形例（２）と概ね同様の方法で、ＺｎＣｌ２を含浸させた。ＺｎＣｌ

２を含有する加水分解された多孔質ポリマー吸着剤は、ＳＡＢＥＴが約３５ｍ２／ｇの範
囲、総細孔容積が約０．０５０ｃｍ３／ｇの範囲であった。
【０１６８】
　約３０ｍＬの、ＺｎＣｌ２を含有する加水分解された多孔質ポリマー吸着剤粒子を、変
形例（２）のように７５ｍＬの活性炭層の上の層として、フィルタカートリッジハウジン
グ内に担持した。次いで、超音波溶接により、カートリッジの蓋を所定どおり装着した。
質量で、このカートリッジは、４７．３ｇの活性炭及び１７．６ｇのＺｎＣｌ２を含有す
る加水分解されたポリマー吸着剤を含有していた。このカートリッジを使用して、１５％
ＲＨ及び３２ＬＰＭで上記の通りアンモニア持続時間カートリッジ試験を実施した。変形
例（３）のカートリッジのアンモニア持続時間は、３４分間と測定された。
【０１６９】
　変形例（４）
　前駆体ポリマー材料のバッチを、上記で参照したＰＣＴ’９７４及びＵＳ’０８９出願
の実施例ＰＥ－７－１に記載されているものと概ね同様の方法で作製した。前駆体ポリマ
ー材料は、約２９０ｍ２／ｇの範囲のＳＡＢＥＴ、及び約０．２４０ｃｍ３／ｇの範囲の
総細孔容積を示した。前駆体ポリマー材料を４０×８０メッシュの粒子に篩過した。
【０１７０】
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　この前駆体材料を、ＰＣＴ’９７４及びＵＳ’０８９出願の実施例ＰＥ－７－２に記載
されているものと概ね同様の方法で加水分解した。加水分解された多孔質ポリマー材料は
、約１１０ｍ２／ｇの範囲のＳＡＢＥＴ、及び約０．１３５ｃｍ３／ｇの範囲の総細孔容
積を示した。次いで、加水分解された多孔質ポリマー材料に、ＰＣＴ’９７４及びＵＳ’
０８９出願の実施例７と概ね同様の方法で、ＺｎＣｌ２を含浸させた。ＺｎＣｌ２を含有
する加水分解された多孔質ポリマー吸着剤は、ＳＡＢＥＴが約３５ｍ２／ｇの範囲、総細
孔容積が約０．０５０ｃｍ３／ｇの範囲であった。
【０１７１】
　ネットは、Ｄｅｌｓｔａｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（Ｍｉｄｄｌｅｔｏｎ，ＤＥ）
からＤＥＬＮＥＴという商品名で入手した。ネットは、互いに略垂直に配向された２組の
フィラメントを含み、それぞれが約０．２×１．１ｍｍの寸法を有する概ね矩形の貫通孔
（開口部）のアレイを形成していた。感圧接着剤（ＰＳＡ）前駆体（コーティング溶液）
は、主にアクリル系ラテックス（Ｎｏｖａｃｒｙｌ　ＰＳＰ－１８０；Ｏｍｎｏｖａ　Ｓ
ｏｌｕｔｉｏｎｓ（Ｂｅａｃｈｗｏｏｄ，ＯＨ）で構成されており、粘着付与剤（Ａｑｕ
ａｔａｃ　６０８５；Ａｒｉｚｏｎａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ（Ｊａｃｋｓｏｎｖｉｌｌｅ
，ＦＬ））をネットの両側に適用し、液体を蒸発によって除去して、ネットの各側にＰＳ
Ａを残した。上述のＺｎＣｌ２含有ポリマー吸着剤の粒子が、ネットの主表面上のＰＳＡ
に接着剤付着するように、吸着剤粒子をネットの両側に手作業で散布した。
【０１７２】
　この吸着剤担持ネットを、内部容積が１０５ｍＬではなく７５ｍＬであることを除いて
上述のフィルタカートリッジハウジングと同様のフィルタカートリッジハウジングの内側
寸法と同じサイズに切断した。２枚の吸着剤付着ネットをカートリッジの内部に担持した
。カートリッジの内部容積の残りの部分に、変形例２に記載されている一般的な種類の（
及びＺｎＣｌ２を含浸させなかった）１２×３０メッシュ活性炭を充填した。次いで、超
音波溶接により、カートリッジの蓋を所定どおり装着した。カートリッジ内のＺｎＣｌ２

含有ポリマー吸着剤の質量を計算（ネット上の担持量及び使用したネットの面積に基づい
て）したところ、約２．７１ｇであった。このカートリッジを使用して、５％ＲＨ及び２
５．２ＬＰＭで上記の通りアンモニア持続時間カートリッジ試験を実施した。カートリッ
ジのアンモニア持続時間は、３１分間と測定された。
【０１７３】
　比較例（４）
　活性炭を入手し、活性炭がメッシュサイズ２０×４０であることを除いて、比較例（１
）に記載されているものと概ね同様の方法で、ＺｎＣｌ２を含浸させた。変形例（４）に
記載されているのと同様の方法で、ＺｎＣｌ２担持活性炭をネット上に手作業で堆積させ
、ＰＳＡで接着した。変形例（４）と同様の方法で、２層のネットをフィルタカートリッ
ジハウジング内に担持し、フィルタカートリッジハウジングの残りの容積に活性炭（Ｚｎ
Ｃｌ２を担持させなかったもの）を充填した。次いで、超音波溶接により、カートリッジ
の蓋を所定どおり装着した。カートリッジ内のＺｎＣｌ２含有活性炭の質量を計算（ネッ
ト上の担持量及び使用したネットの面積に基づいて）したところ、約３．３５ｇであった
。このカートリッジを使用して、５％ＲＨ及び２５．２ＬＰＭで上記の通りアンモニア持
続時間カートリッジ試験を実施した。カートリッジのアンモニア持続時間は、２２分間と
測定された。
【０１７４】
　変形例（５）
　前駆体ポリマー材料のバッチを、代表例に記載されているのと概ね同様の方法で作製し
た。前駆体ポリマー材料は、ＳＡＢＥＴが約２４０ｍ２／ｇの範囲、総細孔容積が約０．
２７５ｃｍ３／ｇの範囲であった（０．９６相当のｐ／ｐ°で測定した）。前駆体ポリマ
ー材料を２０×４０メッシュの粒子に篩過した。前駆体ポリマー材料に、ＰＣＴ’９７４
及びＵＳ’０８９出願の実施例１５と同様の方法で、ＺｎＣｌ２を含浸させた。ＺｎＣｌ

２含有多孔質ポリマー吸着剤は、ＳＡＢＥＴが約３５ｍ２／ｇの範囲、総細孔容積が約０
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．０５０ｃｍ３／ｇの範囲であった。
【０１７５】
　基本重量約７０ｇ／ｍ２のメルトブローンポリプロピレン不織布ウェブを入手した。ア
クリル系感圧接着剤（Ａｃｒｏｎａｌ　Ａ　２２０；ＢＡＳＦ（Ｌｕｄｗｉｇｓｈａｆｅ
ｎ，Ｇｅｒｍａｎｙ））を、メルトブローンポリプロピレン不織布ウェブの一方の主表面
上にスクリーン印刷した。ＺｎＣｌ２含有ポリマー吸着剤の粒子を、吸着剤粒子がＰＳＡ
を介してウェブの主表面に接着剤付着されるように、不織ウェブの接着剤を有する主表面
上に手作業で散布した。次いで、この吸着剤を担持した不織布ウェブを（超音波溶接を介
して）、プロトタイプの平坦折り畳み式使い捨て呼吸マスクに組み込んだ。質量で、使い
捨て呼吸マスクは、約４．６９ｇのＺｎＣｌ２含有多孔質ポリマー吸着剤を含有していた
。呼吸マスクを（開いた構成で）使用して、上記の通り、アンモニア持続時間使い捨て呼
吸マスク試験を実施した。使い捨て呼吸マスクのアンモニア持続時間は、約２１１分間と
測定された。
【０１７６】
　比較例（５）
　活性炭を入手し、比較例（１）に記載されているものと概ね同様の方法で、ＺｎＣｌ２

を含浸させた。ＺｎＣｌ２担持活性炭粒子を、変形例（５）において多孔質ポリマー吸着
剤粒子について記載されているのと同様の方法で、メルトブローン不織布ウェブの主表面
上に手作業で堆積させ、ＰＳＡで接着した。不織布ウェブを、変形例（５）と同様の方法
で、プロトタイプの平坦折り畳み式使い捨て呼吸マスクに組み込んだ。次いで、呼吸マス
クを用い、５％ＲＨ及び２５．２ＬＰＭで上記の通り、アンモニア持続時間使い捨て呼吸
マスク試験を実施した。使い捨て呼吸マスクのアンモニア持続時間は、約１１２分間と測
定された。
【０１７７】
　本出願は、国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１６／０３０９７４号及び米国特許仮出願第６
２／２９８０８９号を参照により組み込む。これらの出願は、様々な対イオン（例えば、
塩化物イオン、酢酸イオン、及び硝酸イオン）を使用して、多孔質ポリマー吸着剤を作製
し、様々な二価金属（例えば、亜鉛、銅、ニッケル、及びマグネシウム）を含浸させた実
施例を含む。これらの実施例は、簡潔にするために本出願において再現されていないが、
ＰＣＴ‘９７４及びＵＳ’０８９出願に記載されているような実施例の性能は、本出願に
開示されている方法で好適なフィルタ支持体上にそれらの実施例吸着剤が配置されれば、
これらの吸着剤によって示される特性（特に、アンモニアなどの塩基性窒素含有化合物を
吸着する能力の向上）が同様に示されることを当業者に予期させるであろう。
【０１７８】
　実施例の多くは、様々な配合及び構成で達成される「アンモニア持続時間」に関して提
示される結果を含んでいた。「アンモニア持続時間」などのパラメータは、塩基性窒素含
有化合物を吸着する能力の向上を特徴付けるために単に便宜上使用されていることが理解
され、このようなパラメータの比較的低い値は、特定の配合又は構成が（例えば、任意の
適用可能な政府規格に合格するという点で）十分な濾過性能を示すことができないことを
必ずしも意味するわけではない。比較的長いアンモニア持続時間の達成は、特定の配合又
は構成により、全ての適用可能な性能基準を満たしながら、より少ない量の吸着剤及び／
又はより少ない量の含浸される金属を使用可能であり得ることを示唆し得ることも理解さ
れよう。
【０１７９】
　前述の実施例は、理解を明確にするためにのみ提示したものであり、これらの実施例に
よる不要な限定はないものと理解される。実施例に記載の試験及び試験結果は、予測的な
ものではなく、例示的なものであることが意図され、試験手順の変更により、異なる結果
がもたらされることが予想され得る。実施例中の全ての定量値は、用いられた手順に含ま
れる周知の許容誤差を考慮した近似的なものと理解される。
【０１８０】
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　本明細書に開示の特定の例示的な要素、構造、特徴、詳細、構成などは、多数の実施形
態において改変及び／又は組み合わされ得ることが、当業者には明らかであろう。全ての
このような変更及び組み合わせは、例示的な説明のために選択された代表的な設計として
だけではなく、考案された発明の範囲内にあることが、本発明者によって想定される。し
たがって、本発明の範囲は、本明細書に記載の特定の例示的な構造に限定されるのではな
く、少なくとも特許請求の範囲の文言によって説明される構造、及びこれらの構造の同等
物にまで拡大する。本明細書に代替物として明確に記載されている要素のいずれも、所望
により、任意の組み合わせにおいて、特許請求の範囲に明示的に含まれる場合がある、又
は、特許請求の範囲から除外される場合がある。オープンエンドの用語（例えば、を含む
及びその派生語）で本明細書に記載されている要素又は要素の組み合わせのいずれも、ク
ローズエンドの用語（例えば、からなる及びその派生語）及び部分的にクローズエンドの
用語（例えば、から本質的になる、及びその派生語）で更に記載されているものと見なさ
れる。様々な理論及び可能な機構が本明細書で説明可能であるが、いかなる場合であって
も、このような説明は、特許請求可能な主題を限定するものではない。本明細書の記載と
、参照によって本明細書に組み込んだいずれかの文書の開示との間に何らかの矛盾又は不
一致が存在する場合、本明細書の記載が優先するものとする。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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