
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクリル酸、エタノール及び水と、ブドウ糖、尿素及び／又はグリシンとを

混合した混合物に放射線を照射してポリマーを含有するエマルジョンを得、該エマルジ
ョンを新建材、建材、布、不織布、紙、オレフィン、木材及び／又はその他の物質に塗布
、含浸、添着及び又は噴霧することからなる、

。
【請求項２】
　アクリル酸、エタノール及び水と、ブドウ糖、尿素及び／又はグリシンとを

混合した混合物に放射線を照射してポリマーを含有するエマルジョンを得、該エマルジ
ョンを寒天、ジェランガム及び／又はカラーギーナンからなるゲル化剤でゲル化すること
からなる、

。
【請求項３】
　アクリル酸、エタノール及び水と、ブドウ糖、尿素及び／又はヒドロキシルアミンとを

混合した混合物に放射線を照射してポリマーを含有するエマルジョンを得、
該エマルジョンを新建材、建材、布、不織布、紙、オレフィン、木材及び／又は無機物に
塗布、添着及び又は噴霧することからなる、
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主成分とし
て

シックハウス症候群のもとになるホルムア
ルデヒド臭、美容院でパーマをかける時のアンモニア臭、及び体臭、汗臭等の不快臭を除
去する吸着材

主成分とし
て

シックハウス症候群のもとになるホルムアルデヒド臭、美容院でパーマをかけ
る時のアンモニア臭、及び体臭、汗臭等の不快臭を除去する吸着材

主成分として

シックハウス症候群のもとになるホルムアル
デヒド臭、美容院でパーマをかける時のアンモニア臭、及び体臭、汗臭等の不快臭を除去



。
【請求項４】
　アクリル酸にエタノール及び水と、ブドウ糖、尿素及び／又はヒドロキシルアミンとを

混合した混合物に放射線を照射してポリマーを含有するエマルジョンを得、
該エマルジョンを寒天、ジェランガム及び／又はカラーギーナンからなるゲル化剤でゲル
化することからなる、

。
【請求項５】
　アクリル酸にエタノール及び水と、ブドウ糖、尿素及び／又はグリシンとを

混合した混合物に放射線を照射して分子量１０－１００のマクロモノマーを得、得られ
たマクロモノマーを不織布に含浸し放射線を照射して該マクロモノマーを不織布繊維にグ
ラフト重合させた後、風乾することからなる、

。
【請求項６】
　請求項１に記載のエマルジョンを不織布に添着、含浸及び／又は塗布したことからなる
、

。
【請求項７】
　アクリル酸、エタノール及び水と、ブドウ糖、尿素及び／又はグリシンとを
、更にクエン酸ナトリウムを加えて混合した混合物に放射線を照射してポリマーを含有す
るエマルジョンを得、該エマルジョンを新建材、建材、布、不織布、紙、オレフィン、木
材、無機物及び／又はその他の物質に塗布、添着及び／又は噴霧することなる、

。
【請求項８】
　アクリル酸、エタノール及び水と、ブドウ糖、尿素及び／又はグリシンとを
、更にＰＨ調整のためにクエン酸ナトリウム、酒石酸ナトリウム、りんご酸ナトリウム及
び／又はアスコルビン酸ナトリウムを３－１０重量部加えて混合した混合物に放射線を照
射してポリマーを含有するエマルジョンを得、該エマルジョンを寒天、ジェランガム及び
／又はカラーギーナンからなるゲル化剤でゲル化しとことからなる、

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、生活環境に関連した分野に利用されるものであり、生活の中にあるアンモニア
、酢酸、揮発性有機溶剤等の臭気を除去する吸着材及び／又は吸着中和材である。即ち、
本発明は、アクリル酸にエタノール及び水等を混合して放射線を照射することにより、ホ
ルムアルデヒド等によるシックハウス症候群、パーマをかける時のアンモニア臭や体臭、
汗等の生活の中にある不快臭の除去に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
最近、家を建てたけれども、使用された揮発性有機溶剤が原因とされるシックハウス症候
群に悩まされ、せっかく建てた家に住めないという現象が大きな社会問題になっているが
、いまだに解決には至っていない。又、その他の生活環境から発生する臭いとしては、美
容院でパーマをかけた際に使用された溶剤から発生する臭、或いは体臭、汗臭等があげら
れる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
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する吸着材

主成分として

シックハウス症候群のもとになるホルムアルデヒド臭、美容院でパ
ーマをかける時のアンモニア臭、及び体臭、汗臭等の不快臭を除去する吸着材

主成分とし
て

シックハウス症候群のもとになるホルムア
ルデヒド臭、美容院でパーマをかける時のアンモニア臭、及び体臭、汗臭等の不快臭を除
去する吸着材

シックハウス症候群のもとになるホルムアルデヒド臭、美容院でパーマをかける時のア
ンモニア臭、及び体臭、汗臭等の不快臭を除去する吸着材

主成分とし

シックハ
ウス症候群のもとになるホルムアルデヒド臭、美容院でパーマをかける時のアンモニア臭
、及び体臭、汗臭等の不快臭を除去する吸着材

主成分とし

シックハウス症候群
のもとになるホルムアルデヒド臭、美容院でパーマをかける時のアンモニア臭、及び体臭
、汗臭等の不快臭を除去する吸着材



そこで、本発明者は、鋭利研究を重ねた結果、アクリル酸、エタノール及び水等を主要原
料としたポリマー含有エマルジョン又はそのゲル化物を得ることにより、上記種々の臭気
を除去する吸着材又は吸着中和材を完成することができた。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、アクリル酸、エタノール及び水と、ブドウ糖、尿素及び／又はグリシン等を主
成分として混合した後、それに放射線を照射することにより得られたエマルジョン又はそ
のゲル化物を使用することからなる、すばらしい性能を発揮する、種々の臭気を除去する
吸着材又は吸着中和材である。
【０００５】
【発明の実施の態様】
本発明における上記以外の使用例としては、現在、ゴミの処理が大きな社会問題になって
いる。バクテリアやセラミックスを使用したゴミ処理機がしはんされている。各社自己の
処理機は無臭であるとしているが、実際には肉、魚等のタンパク質が分解するときにはア
ミン臭が、野菜果物等の分解時には酢酸臭がひどくなかなか一般化されていない。このゴ
ミ処理機をセットする時に、アクリル酸にエタノール及び水と、ブドウ糖、尿素及び／又
はグリシンとを加えて混合した混合物に放射線を照射してポリマーを含有するエマルショ
ンを得、該エマルションを分解型ごみ処理機の中にごみ処理量の１０％入れることにより
平均３－４ヶ月は酢酸臭とアミンの分解臭をおさえることが出来た。
【０００６】
【実施例１】
（実施例１）
アクリル酸にエタノール、水及びブドウ糖を加えて混合した混合物に放射線を照射してポ
リマーを含有するエマルションを得た。
【０００７】
該エマルションを１ｇとり１０センチ真四角のベニア板に薄く塗布し乾燥させた後、５リ
ットルのガラスデシケーター容器の底に置いた後、ホルムアルデヒドをマイクロシリンジ
で０．０１ｍｌティッシュペーパーに滴下し素早く容器の中に入れた。容器内のホルムア
ルデヒドのガス量は１２０ｐｐｍであった。２４時間経過後の容器内のホルムアルデヒド
の濃度は６ｐｐｍであった。
【０００８】
試みにブランクを同じ手口で測定したところ２４時間後で６０ｐｐｍであった。同様にト
ルエンを初期濃度１００ｐｐｍになるように調整し２４時間毎に測定した。７日後の結果
は１８ｐｐｍであった。ブランクでは４２ｐｐｍであった。キシレンもトルエンとほぼ同
じ傾向をしめした。
【０００９】
（実施例２）
アクリル酸にエタノール、水及び尿素を加えて混合した混合物に放射線を照射してポリマ
ーを含有するエマルションを得た。
【００１０】
該エマルションを純水１０倍に薄めたものを不織布に塗布した。この不織布を５ｇをとり
５リットルのガラスデシケーター容器の底に置いた後、ホルムアルデヒドをマイクロシリ
ンジで０．０１ｍｌティッシュペーパーに滴下し素早く容器の中にいれた。容器内のホル
ムアルデヒドのガス量は１２０ｐｐｍであった。２４時間経過後の容器内の濃度は１２ｐ
ｐｍであった。
【００１１】
試みにブランクを同じ手口で測定したところ２４時間後で６０ｐｐｍであった。同様にト
ルエンを初期濃度１００ｐｐｍになるように調整し２４時間毎に測定した。７日後の結果
は２０ｐｐｍであった。ブランクでは４２ｐｐｍであった。
【００１２】
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（実施例３）
アクリル酸にエタノール、水及びグリシンを加えて混合した混合物に放射線を照射してポ
リマーを含有するエマルションを得た。
【００１３】
寒天１．２％、ＰＶＡ  ０．５％、ＣＭＣ  ０ .５の溶解液を沸騰させた後温度８０℃に冷
やした。温度が８０℃になったのを確認したのち該エマルションを１５％混合し、エマル
ションの寒天ゲルを得た。この寒天ゲルを１ｇとり、５リットルのガラスデシケーター容
器の底に薄く伸ばした後、ホルムアルデヒドをマイクロシリンジで０．０１ｍｌティッシ
ュペーパーに滴下し素早く容器の中にいれた。容器内のホルムアルデヒドのガス量は１２
０ｐｐｍであった。２４時間経過後の容器内のホルムアルデヒド濃度は８ｐｐｍであった
。
【００１４】
試みにブランクを同じ手口で測定したところ２４時間後で５５ｐｐｍであった。試みにＰ
ＶＡ、ＣＭＣを入れないものは架橋しなかった。温度を８０℃まで下げないものは最初は
架橋するが時間が経過するとくずれた。
【００１５】
（実施例４）
アクリル酸にエタノール、水、ブドウ糖及び尿素を加えて混合した混合物に放射線を照射
してポリマーを含有するエマルションを得た。
【００１６】
該エマルションを１ｇとり１０センチ真四角のベニア板に薄く塗布し乾燥させた後、５リ
ットルのガラスデシケーター容器の底に置いた後、ホルムアルデヒドをマイクロシリンジ
で０．０１ｍｌティッシュペーパーに滴下し素早く容器の中にいれた。容器内のホルムア
ルデヒドホルムアルデヒドのガス量は１２０ｐｐｍであった。２４時間経過後の容器内の
濃度は６ｐｐｍであった。
【００１７】
試みにブランクを同じ手口で測定したところ２４時間後で６０ｐｐｍであった。同様にト
ルエンを初期濃度１００ｐｐｍになるように調整し２４時間毎に測定した。７日後の結果
は１８ｐｐｍであった。ブランクでは４２ｐｐｍであった。
【００１８】
（実施例５）
アクリル酸にエタノール、水、ブドウ糖、尿素及びグリシンを加えて混合した。混合物に
放射線を照射して分子量１０－１００のマクロモノマーを得、得られたマクロモノマーを
不織布に含浸し放射線を照射して該マクロモノマーを不織布繊維にグラフト重合させた後
、風乾した。１０センチに四角に切り５リットルのガラスデシケーター容器の底に置いた
後、ホルムアルデヒドをマイクロシリンジで０．０１ｍｌティッシュペーパーに滴下した
。２４時間経過後の容器内の濃度は３ｐｐｍであった。
【００１９】
試みにブランクを同じ手口で測定したところ２４時間後で６０ｐｐｍであった。同様にト
ルエンを初期濃度１００ｐｐｍになるように調整し２４時間毎に測定した。７日後の結果
は８ｐｐｍであった。ブランクでは４２ｐｐｍであった。
キシレンもトルエンとほぼ同じ傾向をしめした。
【００２０】
（実施例６）
アクリル酸にエタノール、水、ブドウ糖、尿素及びグリシンにクエン酸ナトリウムを加え
て混合した混合物に放射線を照射してポリマーを含有するエマルションを得、該エマルシ
ョンをパーマ液の中に重量比の０．５～２．５％混合しパーマをかけた。パーマ特有の臭
いが消え、パーマのかかり具合いはエマルションを使用しなかったときと変わりはなかっ
た。
【００２１】
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（実施例７）
アクリル酸にエタノール及び水と、ブドウ糖、尿素及び／又はグリシンとにクエン酸ナト
リウムを加えて混合した混合物に放射線を照射してポリマーを含有するエマルションを得
、該エマルションを純水で２０倍に希釈し、それを汗をかき乾いたところでスプレーをし
た。３分後には汗の臭いが消えた。汗を乾かす前もその効果は変わりなかった。
【００２２】
（実施例８）
アクリル酸にエタノール及び水と、ブドウ糖、尿素及び／又はグリシンとにクエン酸ナト
リウムを加えて混合した混合物に放射線を照射してポリマーを含有するエマルションを得
、該エマルションを純水で１０倍に希釈したものをオムツにスプレーした後風乾させて使
用した。オムツをはずす時に尿臭はなかった。
【００２３】
【発明の効果】
本発明の方法により、上記臭気を除去することができるが、その他に車の新車の臭いが消
えた、新築の家に入ったら偏頭痛になったのが改善された、車の中のタバコの臭いがとれ
た、又入浴剤として使ったらアトピーが治った等の効果が生じた。
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