
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　担体 (11)に抗体 (12)を担持してなる有害物質除去材 (10)を用いて気相雰囲気下で有害物
質 (20)を除去する方法であって、
　上記担体 (11)を、 で形成されたものとすることを特徴
とする有害物質除去方法。
【請求項２】
　担体 (11)に抗体 (12)を担持してなる有害物質除去材 (10)であって、
　上記担体 (11)は、 で形成されていることを特徴とする
有害物質除去材。
【請求項３】
　請求項２に記載された有害物質除去材 (10)において、
　上記抗体 (12)が鶏卵抗体 (12)であることを特徴とする有害物質除去材。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載された有害物質除去材 (10)において、
　上記担体 (11)は、抗菌加工及び／又は抗カビ加工が施されていることを特徴とする有害
物質除去材。
【請求項５】
　請求項２乃至４のいずれかに記載された有害物質除去材 (10)において、
　上記抗体 (12)は、細菌、カビ、ウイルス及びアレルゲンのうちから選ばれる少なくとも
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１つの有害物質 (20)を捕捉するものであることを特徴とする有害物質除去材。
【請求項６】
　請求項２に記載された有害物質除去材 (10)において、
　上記抗体 (12)のＦｃ (12b)の部分が上記担体 (11)に結合していることを特徴とする有害
物質除去材。
【請求項７】
　請求項２に記載された有害物質除去材 (10)において、
　上記抗体 (12)がリンカーを介して上記担体 (11)に担持されていることを特徴とする有害
物質除去材。
【請求項８】
　請求項２に記載された有害物質除去材 (10)において、
　上記抗体 (12)の活性度を検知して、それが所定の活性度よりも低くなったときに信号を
呈するインジケータが設けられていることを特徴とする有害物質除去材。
【請求項９】
　請求項 に記載された有害物質除去材 (10)において、
　上記インジケータは、上記抗体 (12)の活性度が所定の活性度よりも低くなったときに色
調変化することを特徴とする有害物質除去材。
【請求項１０】
　担体 (11)に抗体 (12)を担持してなり、該担体 (11)が、
で形成された有害物質除去材 (10)を保管する方法であって、
　保管雰囲気が温度１８～２５℃且つ湿度４０％以下となるように密封保管することを特
徴とする有害物質除去材 (10)の保管方法。
【請求項１１】
　担体 (11)に抗体 (12)を担持してなり、該担体 (11)が、
で形成された有害物質除去材 (10)を保管する方法であって、
　 に、上記抗体 (12)の活性安定化剤を含ませた水を含浸させることを特徴と
する有害物質除去材 (10)の保管方法。
【請求項１２】
　担体 (11)に抗体 (12)を担持してなる空気浄化用フィルタ (10)であって、
　上記担体 (11)は、 で形成されていることを特徴とする
空気浄化用フィルタ。
【請求項１３】
　シート状の担体 (11)に抗体 (12)を担持してなる拭き取りシート (10)であって、
　上記担体 (11)は、 で形成されていることを特徴とする
拭き取りシート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気浄化などの有害物質除去方法、並びに、それに用いる空気浄化用フィル
タ き取りシートなどの有害物質除去材、及び、その保管方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウイルスや細菌など空気中の微生物由来の有害物質を除去する方法として、各種のフィ
ルタを用いた濾過によるものや吸着剤を用いた物理吸着によるものなどがある。
【０００３】
　特許文献１には、シアル酸、シアル酸誘導体、これらを含む糖、糖タンパク質、糖脂質
の少なくとも１種類をウイルス捕捉体としたウイルス除去フィルタが開示されている。そ
して、これによれば、通常の居住空間において使用でき、インフルエンザ等のウイルスを
効率よく除去することができる、と記載されている。
【０００４】
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　また、特許文献２には、高度に微細繊維化された複数の撚り糸を含む繊維素材であって
、少なくとも１本の糸がウイルスを捕捉する目的でウイルスに対する天然の受容体又はそ
の一部又はその類似体を付着させるため臭化シアンで誘導体化されているものが開示され
ている。
【０００５】
　但し、フィルタを用いた濾過や吸着剤を用いた物理吸着により空気中の有害物質を除去
する方法は、非特異的なものであって精度が低い。また、除去した有害物質が再浮遊した
り、有害物質が増殖して新たな汚染源となるのを避けるために、有害物質の殺菌・不活性
化の技術を組み合わさなければならない。
【０００６】
　また、特許文献３には、茶の抽出成分を添着した不織布と耳に止める紐で構成された抗
ウイルスマスクであって、茶の抽出成分を添着した不織布は、緑茶あるいは紅茶成分から
分離精製した抽出成分を純水に溶かし、軽く脱水後乾燥したものであるものが開示されて
いる。そして、これによれば、茶の抽出成分を不織布に添着したマスクで、工業的に容易
に製造ができ、高い捕集性能を維持し、ウイルスを不活化し、再飛散を防止することがで
きる、と記載されている。
【特許文献１】特開平９－２３４３１７号公報
【特許文献２】特表２００１－５２７１６６号公報
【特許文献３】特開平８－３３３２７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本出願の目的は、新規な有害物質除去方法、並びに、それに用いる空気浄化用フィルタ

き取りシートなどの有害物質除去材、及び、その保管方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、抗体 (12)を用いて有害物質 (20)を除去するようにしたものである。
【０００９】
　具体的には、本発明の有害物質除去方法は、担体 (11)に抗体 (12)を担持してなる有害物
質除去材 (10)を用いて気相雰囲気下で有害物質 (20)を除去するのに際し、上記担体 (11)を
、 で形成されたものとすることを特徴とする。
【００１０】
　抗体 (12)が活性を示すためには水が必要であることから、従来、抗原抗体反応を水溶液
の浄化にしか適用していなかった。しかしながら、上記の方法によれば、抗原抗体反応を
気相雰囲気下での有害物質 (20)の除去に適用することができる。また、抗体 (12)は捕捉す
る有害物質 (20)が特異的であるので、抗体 (12)の選択によって捕捉する有害物質 (20)を特
定した高精度な有害物質 (20)の除去を行うことができる。さらに、有害物質 (20)の種類に
よっては、抗体 (12)自身がその有害物質 (20)を殺菌・不活性化させる機能を有しているの
で、その場合には、有害物質 (20)の殺菌・不活性化の技術を組み合わせる必要がない。し
かも、有害物質除去材 (10)単独で有害物質 (20)の除去を行うことができる。
【００１１】
　本発明の有害物質除去方法に用いることができる本発明の有害物質除去材 (10)は、担体
(11)に抗体 (12)を担持してなるものであって、
　上記担体 (11)は、 で形成されていることを特徴とする
。
【００１２】
　上記の構成によれば、抗原抗体反応を気相雰囲気下での有害物質 (20)の除去に適用する
ことができると共に、抗体 (12)の選択によって捕捉する有害物質 (20)を特定した高精度で
特異的な有害物質 (20)の除去を行うことができ、しかも、有害物質 (20)の種類によっては
、抗体 (12)自身がその有害物質 (20)を殺菌・不活性化させる機能を有しているので、その
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場合には、有害物質 (20)の殺菌・不活性化の技術を組み合わせる必要がない。
【００１３】
　本発明の有害物質除去材 (10)は、上記抗体 (12)が鶏卵抗体 (12)であることが好ましい。
【００１４】
　抗体 (12)は種々の方法によって得ることができるが、上記の構成によれば、鶏卵から抗
体 (12)を得る方法は抗体 (12)を容易に且つ大量に得ることができるものであるので、有害
物質除去材 (10)の低コスト化を図ることができる。
【００１５】
　本発明の有害物質除去材 (10)は、上記担体 (11)に抗菌加工及び／又は抗カビ加工が施さ
れていることが望ましい。
【００１６】
　抗体 (12)は、基本的にはタンパク質であり、特に、鶏卵抗体 (12)は食物であり、また、
抗体 (12)以外のタンパク質を伴う場合もあり、それらは細菌やカビ（真菌）が増殖するた
めの恰好の餌となるが、上記の構成のように、担体 (11)に抗菌加工及び／又は抗カビ加工
が施されていれば、かかる細菌やカビの増殖が抑制され、長期間の保管にも好都合である
。
【００１７】
　本発明の有害物質除去材 (10)は、上記抗体 (12)が、細菌、カビ、ウイルス及びアレルゲ
ンのうちから選ばれる少なくとも１つの有害物質 (20)を捕捉するものであってもよい。具
体的には、細菌としては、例えば、グラム陽性菌であるブドウ球菌属（黄色ブドウ球菌や
表皮ブドウ球菌）、ミクロコッカス属、炭疽菌、セレウス菌、枯草菌、アクネ菌などや、
グラム陰性菌である緑膿菌、セラチア菌、セパシア菌、肺炎球菌、レジオネラ菌、結核菌
を挙げることができる。カビとしては、例えば、アスペルギルス、ペニシリウス、クラド
スポリウムを挙げることができる。ウイルスとしては、インフルエンザウイルス、コロナ
ウイルス（ＳＡＲＳウイルス）、アデノウイルス、ライノウイルスを挙げることができる
。アレルゲンとしては、花粉、ダニアレルゲン、ネコアレルゲンを挙げることができる。
本発明の有害物質除去材 (10)は、これらのうち細菌及びカビについては、不活化させない
ものの、高い吸着効果を有して静菌させるのに対し、ウイルス及びアレルゲンについては
、殺菌・不活化させる。
【００１８】
　本発明の有害物質除去材 (10)は、上記抗体 (12)のＦｃ (12b)の部分が上記担体 (11)に結
合しているものであってもよい。
【００１９】
　上記の構成によれば、有害物質 (20)を捕捉するＦａｂ (12a)が担体 (11)に対して外向き
となり、Ｆａｂ (12a)への有害物質 (20)の接触確率が高くなるので、効率よく有害物質 (20
)を捕捉することができる。
【００２０】
　本発明の有害物質除去材 (10)は、上記抗体 (12)がリンカーを介して上記担体 (11)に担持
されているものであってもよい。
【００２１】
　上記の構成によれば、担体 (11)上での抗体 (12)の自由度が高く、有害物質 (20)への接近
が容易となるので、高い除去性能を得ることができる。
【００２２】
　本発明の有害物質除去材 (10)は、上記抗体 (12)の活性度を検知して、それが所定の活性
度よりも低くなったときに信号を呈するインジケータが設けられているものであってもよ
い。
【００２３】
　上記の構成によれば、有害物質除去材 (10)の使用の可否や交換の要否を知ることができ
る。
【００２４】
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　この場合、本発明の有害物質除去材 (10)は、上記インジケータが、上記抗体 (12)の活性
度が所定の活性度よりも低くなったときに色調変化するものであるのがよい。
【００２５】
　上記の構成によれば、一目で有害物質除去材 (10)の使用の可否や交換の要否を判断する
ことができる。
【００２６】
　　本発明の有害物質除去材 (10)では、抗体 (12)は、水分の存在によって、その活性度が
低下する。
【００２７】
　従って、本発明の有害物質除去材 (10)をドライ状態で保管するには、抗体 (12)の効力を
長期間維持するために、保管雰囲気が温度１８～２５℃且つ湿度４０％以下となるように
密封保管するのがよい。
【００２８】
　また、本発明の有害物質除去材 (10)をウェット状態で保管するには、抗体 (12)の効力を
長期間維持するために、担体 (11)であ 維に、抗体 (12)の活性安定化剤を含ませた水を
含浸させて保管するのがよい。かかる活性安定化剤としては、例えば、グリセロール（グ
リセリン）を挙げることができる。
【００２９】
　本発明の有害物質除去材 (10)は、それをそのまま空気浄化用フィルタ (10)や拭き取りシ
ート (10)として用いることができる。
【００３０】
　また、本発明の有害物質除去材 (10)を備えたマスク (30)を構成することもできる。
【００３１】
　マスク (30)の場合、上記有害物質除去材 (10)が外側及び内側の一対の通気性布材 (33,34
)で狭持されるように設けられ、上記一対の通気性布材 (33,34)が、外側よりも内側の方が
通気性能が高いことが望ましい。
【００３２】
　上記の構成によれば、外側の通気性布材 (33)よりも内側の通気性布材 (34)の方が通気性
能が高いので、人間の呼吸に含まれる水分が有害物質除去材 (10)に接触容易となり、それ
によって抗体 (12)の活性化を促進させることができる。
【発明の効果】
【００３３】
　以上説明したように、本発明によれば、抗原抗体反応を有害物質 (20)の除去に適用する
ことができる。
【００３４】
　また、抗体 (12)は捕捉する有害物質 (20)が特異的であるので、抗体 (12)の選択によって
捕捉する有害物質 (20)を特定した高精度な有害物質 (20)の除去を行うことができる。
【００３５】
　さらに、有害物質 (20)の種類によっては、抗体 (12)自身がその有害物質 (20)を殺菌・不
活性化させる機能を有しているので、その場合には、有害物質 (20)の殺菌・不活性化の技
術を組み合わせる必要がない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００３７】
　図１は、本発明の実施形態に係る有害物質除去材 (10)を示す。
【００３８】
　この有害物質除去材 (10)は、担体 (11)に抗体 (12)を担持させた構成のものである。
【００３９】
　担体 (11)は、抗体 (12)の周辺雰囲気を抗体 (12)が活性を示す湿度にする調質性素材で形
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成されている。かかる調湿性素 、 織布、不
織布などの形態で担体 (11)を構成することができる 体 (12)の周辺雰囲気を抗体 (12)が
活性を示す湿度にするためには、 に含有される水分量が多いことが望まれる。従
って、担体 (11)は、公定水分率が７．０％以上 ９．０％以上のものであるのが
さらによく、２０％以上のものであるのが最もよい。なお、公定水分率とは、繊維を２０
℃で６５％ＲＨ（ＲＨは相対湿度）の雰囲気下に長時間放置しておいたときに繊維に含ま
れる水分率である。具体的には、公定水分率は、合成繊維であるポリエステルが０．３％
、ナイロンが３．５％、天然繊維である綿が７．０％、絹が９．０％、ウールが１６．０
％、再生繊維であるレーヨンが１２．０％である。一般に、公定水分率は、天然繊維や再
生繊維が高く、合成繊維が低い。しかしながら、合成繊維であっても特殊構造を有するこ
とから公定水分率が２０％以上のものもある。
【００４０】
　抗体 (12)は、特定の有害物質（抗原） (20)に対して特異的に反応（抗原抗体反応）する
タンパク質であり、分子サイズが７～８ｎｍであって、Ｙ字状の分子形態を有する。抗体
(12)のＹ字状の分子形態の一対の枝部分をＦａｂ (12a)、幹部分をＦｃ（ 12b)といい、こ
れらのうち、Ｆａｂ (12a)の部分で有害物質 (20)を捕捉する。
【００４１】
　抗体 (12)の種類は、捕捉しうる有害物質 (20)の種類に対応する。抗体 (12)により捕捉さ
れる有害物質 (20)としては、例えば、細菌、カビ、ウイルス、アレルゲン及びマイコプラ
ズマを挙げることができる。具体的には、細菌としては、例えば、グラム陽性菌であるブ
ドウ球菌属（黄色ブドウ球菌や表皮ブドウ球菌）、ミクロコッカス属、炭疽菌、セレウス
菌、枯草菌、アクネ菌などや、グラム陰性菌である緑膿菌、セラチア菌、セパシア菌、肺
炎球菌、レジオネラ菌、結核菌を挙げることができる。カビとしては、例えば、酵母、ア
スペルギルス、ペニシリウス、クラドスポリウムを挙げることができる。ウイルスとして
は、インフルエンザウイルス、コロナウイルス（ＳＡＲＳウイルス）、アデノウイルス、
ライノウイルスを挙げることができる。アレルゲンとしては、花粉、ダニアレルゲン（ダ
ニ分解物）、カビ胞子、ネコアレルゲン（ペットのふけ）を挙げることができる。これら
のうち細菌及びカビについては、抗体 (12)により不活化されないものの、高い吸着効果に
より静菌するのに対し、ウイルス及びアレルゲンについては、殺菌・不活化される。
【００４２】
　抗体 (12)の製造方法としては、例えば、ヤギ、ウマ、ヒツジ、ウサギ等の動物に抗原を
投与し、その血液からポリクローナル抗体 (12)を精製する方法、抗原を投与した動物の脾
臓細胞と培養癌細胞とを細胞融合し、その培養液又は融合細胞を植え込んだ動物の体液（
腹水等）からモノクローナル抗体 (12)を精製する方法、抗体産生遺伝子を導入した遺伝子
組み換え細菌、植物細胞、動物細胞の培養液から抗体 (12)を精製する方法、ニワトリに抗
原を投与して免疫卵を生ませ、卵黄液を殺菌及び噴霧乾燥して得た卵黄粉末から鶏卵抗体
(12)を精製する方法を挙げることができる。これらのうちでも、鶏卵から抗体 (12)を得る
方法は、容易に且つ大量に抗体 (12)が得られ、有害物質除去材 (10)の低コスト化を図るこ
とができる。
【００４３】
　担体 (11)には、抗菌剤を含有するコーティングを行うなどの抗菌加工及び／又は抗カビ
剤を含有するコーティングを行うなどの抗カビ加工が施されていることが望ましい。抗体
(12)は、基本的にはタンパク質であり、特に鶏卵抗体 (12)は食物であり、また、抗体 (12)
以外のタンパク質を伴う場合もあり、それらは細菌やカビが増殖するための恰好の餌とな
るが、担体 (11)に抗菌加工及び／又は抗カビ加工が施されていれば、かかる細菌やカビの
増殖が抑制され、長期間の保管も行うことができる。抗菌／抗カビ剤としては、有機シリ
コン第４級アンモニウム塩系、有機第４級アンモニウム塩系、ビグアナイド系、ポリフェ
ノール系、キトサン、銀担持コロイダルシリカ、ゼオライト担持銀系などを挙げることが
できる。そして、その加工法としては、繊維からなる担体 (11)に抗菌／抗カビ剤を含浸さ
せる又は塗布する後加工法や、担体 (11)を構成する繊維の合成段階で抗菌／抗カビ剤を練
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材は 公定水分率が７％以上である繊維であり、
。抗

担体 (11)
であるが、



り混む原糸原綿改質法などがある。
【００４４】
　担体 (11)に抗体 (12)を固定する方法としては、担体 (11)をγ -アミノプロピルトリエト
キシシランなどを用いてシラン化した後、グルタールアルデヒドなどで担体 (11)表面にア
ルデヒド基を導入し、アルデヒド基と抗体 (12)とを共有結合させる方法、未処理の担体 (1
1)を抗体 (12)の水溶液中に浸漬してイオン結合により抗体 (12)を担体 (11)に固定する方法
、特定の官能基を有する担体 (11)にアルデヒド基を導入し、アルデヒド基と抗体 (12)とを
共有結合させる方法、特定の官能基を有する担体 (11)に抗体 (12)をイオン結合させる方法
、特定の官能基を有するポリマーで担体 (11)をコーティングしたのちにアルデヒド基を導
入し、アルデヒド基と抗体 (12)とを共有結合させる方法を挙げることができる。ここで、
上記の特定の官能基としては、ＮＨＲ基 (ＲはＨ以外のメチル、エチル、プロピル、ブチ
ルのうちいずれかのアルキル基 )、ＮＨ 2基、Ｃ 6Ｈ 5ＮＨ 2基、ＣＨＯ基、ＣＯＯＨ基、Ｏ
Ｈ基を挙げることができる。
【００４５】
　また、担体 (11)表面の官能基を、ＢＭＰＡ (N-β -Maleimidopropionic acid)などを用い
て他の官能基に変換した後、その官能基と抗体 (12)とを共有結合させる方法もある（ＢＭ
ＰＡではＳＨ基がＣＯＯＨ基に変換される）。
【００４６】
　さらに、抗体 (12)のＦｃ（ 12b)の部分に選択的に結合する分子（Ｆｃレセプター、プロ
テインＡ／Ｇなど）を担体 (11)表面に導入し、それに抗体 (12)のＦｃ（ 12b)を結合させる
方法もある。この場合、有害物質 (20)を捕捉するＦａｂ (12a)が担体 (11)に対して外向き
となり、Ｆａｂ (12a)への有害物質 (20)の接触確率が高くなるので、効率よく有害物質 (20
)を捕捉することができる。
【００４７】
　抗体 (12)は、リンカーを介して担体 (11)に担持されていてもよい。この場合、担体 (11)
上での抗体 (12)の自由度が高くなり、有害物質 (20)への接近が容易となるので、高い除去
性能を得ることができる。リンカーとしては、二価以上ののクロスリンク試薬を挙げるこ
とができ、具体的には、マレイミド、ＮＨＳ (N-Hydroxysuccinimidyl)エステル、イミド
エステル、ＥＤＣ (1-Etyl-3-[3-dimetylaminopropyl]carbodiimido)、ＰＭＰＩ (N-[p-Mal
eimidophenyl]isocyanete)があり、標的官能基（ＳＨ基、ＮＨ 2基、ＣＯＯＨ基、ＯＨ基
）に選択的なものと非選択的なものとがある。また、クロスリンク間の距離（スペーサー
アーム）もクロスリンク試薬ごとに異なっており、目的の抗体 (12)に応じて０．１ｎｍ～
３．５ｎｍ程度の範囲で選択することができる。有害物質 (20)を効率的に捕捉するという
観点からは、リンカーとして抗体 (12)のＦｃ（ 12b)に結合するものが好ましい。
【００４８】
　リンカーを導入する方法としては、抗体 (12)にリンカーを結合させておき、それをさら
に担体 (11)に結合させる方法、担体 (11)にリンカーを結合させておき、担体 (11)上のリン
カーに抗体 (12)を結合させる方法のいずれも可能である。
【００４９】
　担体 (11)には、抗体 (12)の活性度を検知して、それが所定の活性度よりも低くなったと
きに信号を呈するインジケータが担持されていてもよい。そのようなインジケータが担持
されていれば、有害物質除去材 (10)の使用の可否や交換の要否を知ることができる。特に
、インジケータが抗体 (12)の活性度が所定の活性度よりも低くなったときに色調変化する
ものであれば、一目でその判断をすることができる。そのようなインジケータとしては、
例えば、ｐＨ、温度上昇、力学的ストレス等の作用により色調変化を生じるポリジアセチ
レン膜を挙げることができる。
【００５０】
　以下、有害物質除去材 (10)の適用例について説明する。
【００５１】
　＜適用例１＞
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　上記の有機物質除去材 (10)は、エアーコンディショナーや空気清浄機の空気浄化用フィ
ルタ (10)として用いることができる。
【００５２】
　このような空気浄化用フィルタ (10)によれば、担体 (11)により抗体 (12)の周辺雰囲気が
、抗体 (12)が活性を示す湿度にされるので、抗原抗体反応を空気の浄化に適用することが
でき、しかも、空気浄化用フィルタ (10)単独で空気の浄化を図ることができる。
【００５３】
　また、抗体 (12)は捕捉する有害物質 (20)が特異的であるので、抗体 (12)の選択によって
捕捉する有害物質 (20)を特定した高精度な空気浄化を行うことができる。
【００５４】
　さらに、有害物質 (20)の種類によっては、抗体 (12)自身がその有害物質 (20)を殺菌・不
活性化させる機能を有しているので、その場合には、有害物質 (20)の殺菌・不活性化の技
術を組み合わせる必要がない。
【００５５】
　＜適用例２＞
　上記の有機物質除去材 (10)は、マスク (30)に用いることができる。
【００５６】
　図２及び３は、本発明の実施形態に係るマスク (30)を示す。
【００５７】
　このマスク (30)は、長方形のマスク本体 (31)の両短辺のそれぞれについて、両端を繋ぐ
ように耳止め用の紐 (32)が設けられた構成のものである。
【００５８】
　そして、マスク本体 (31)は、ガーゼ状織布を積層して構成された外側通気性布材 (33)の
内側に、ネット状の内側通気性布材 (34)がポケットを形成するように縫着され、そのポケ
ットに有機物質除去材 (10)が収容された構成となっている。
【００５９】
　このマスク (30)では、抗体 (12)の有害物質 (20)の除去能力が低下したときには、有機物
質除去材 (10)のみの交換が可能である。抗体 (12)は水分によってその活性が低下するので
、交換用の有機物質除去材 (10)は、ドライ状態での保管が必要であり、抗体 (12)の効力を
長期間維持するためには、保管雰囲気が温度１８～２５℃且つ湿度４０％以下となるよう
に密封保管するのがよい。また、好ましくは、菌増殖を抑制するために、酸素吸着剤を併
存させたり、不活性ガスや窒素ガスによるパージするのがよい。
【００６０】
　このようなマスク (30)によれば、抗原抗体反応を気相雰囲気下での空気の浄化に適用す
ることができると共に、抗体 (12)の選択によって捕捉する有害物質 (20)を特定した高精度
で特異的な空気の浄化を行うことができ、しかも、有害物質 (20)の種類によっては、抗体
(12)自身がその有害物質 (20)を殺菌・不活性化させる機能を有しているので、その場合に
は、有害物質 (20)の殺菌・不活性化の技術を組み合わせる必要がない。
【００６１】
　また、有害物質除去材 (10)が外側及び内側通気性布材 (33,34)で狭持されるように設け
られ、しかも、外側通気性布材 (33)よりも内側通気性布材 (34)の方が通気性能が高いので
、人間の呼吸に含まれる水分が有害物質除去材 (10)に接触容易となり、それによって抗体
(12)の活性化を促進させることができる。
【００６２】
　なお、上記の例では、有害物質除去材 (10)が交換可能なマスク (30)としたが、マスク本
体が有害物質除去材 (10)で構成されており、その都度マスク自体交換されるマスクであっ
てもよい。
【００６３】
　＜適用例３＞
　上記の有機物質除去材 (10)は、担体 (11)をシート状のものとした拭き取りシート (10)と
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して用いることができる。
【００６４】
　このような拭き取りシート (10)は、上記のマスク (30)の交換用の有機物質除去材 (10)と
同様にドライ状態で保管するものであっても、また、ウェット状態で保管するものであっ
てもよい。抗体 (12)は水分によってその活性が低下するので、ウエット状態で保管する拭
き取りシート (10)では、抗体 (12)の効力を長期間維持するために、担体 (11 、グリセロ
ールなど抗体 (12)の活性安定化剤を含ませた水を含浸させて保管するのがよい。
【００６５】
　このような拭き取りシート (10)によれば、抗原抗体反応を気相雰囲気下での有害物質 (2
0)の除去に適用することができる。
【００６６】
　また、抗体 (12)は捕捉する有害物質 (20)が特異的であるので、抗体 (12)の選択によって
捕捉する有害物質 (20)を特定した高精度な有害物質 (20)の除去を行うことができる。
【００６７】
　さらに、有害物質 (20)の種類によっては、抗体 (12)自身がその有害物質 (20)を殺菌・不
活性化させる機能を有しているので、その場合には、有害物質 (20)の殺菌・不活性化の技
術を組み合わせる必要がない。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　以上説明したように、本発明は、空気浄化などの有害物質除去方法、並びに、それに用
いる空気浄化用フィルタ (10) き取りシート (10)などの有害物質除去 (10)、及び、その
保管方法にについて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の実施形態に係る空気浄化用フィルタ (10)を模式的に示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係るマスク (30)を模式的に示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係るマスク (30)の側面図である。
【符号の説明】
【００７０】
(10)　有害物質除去材（空気浄化用フィルタ、拭き取りシート）
(11)　担体
(12)　抗体
(12a)  Ｆａｂ
(12b)  Ｆｃ
(20)　有害物質
(30)　マスク
(31)　マスク本体
(32)　紐
(33),(34)  通気性布材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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