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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水溶性の制生物剤または殺生物剤、
　グリセロール、ソルビトール、エチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－
ブチレングリコール、ＰＣＡ（２－ピロリドン－５－カルボン酸）、硫酸ナトリウム、水
酸化ナトリウム、乳酸およびその誘導体、塩化ナトリウムおよびナトリウムジオクチルス
ルホスクシネートから選択される湿潤剤、および
　界面活性剤
を含有する組成物で処理したエアーフィルターであって、前記水溶性の制生物剤または殺
生物剤が、該フィルターの使用時に、該フィルター上に蓄積する粒子または濾過物（ｆｉ
ｌｔｒａｔｅ）の中を通って移動する、エアーフィルター。
【請求項２】
　制生物剤または殺生物剤が静菌特性および／または静真菌特性を有するように選択され
る請求項１記載のエアーフィルター。
【請求項３】
　水溶性の殺生物剤または制生物剤、
　グリセロール、ソルビトール、エチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－
ブチレングリコール、ＰＣＡ（２－ピロリドン－５－カルボン酸）、硫酸ナトリウム、水
酸化ナトリウム、乳酸およびその誘導体、塩化ナトリウムおよびナトリウムジオクチルス
ルホスクシネートから選択される湿潤剤、および
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　界面活性剤
を含有する、エアーフィルターに利用するための組成物であって、殺生物剤または制生物
剤が、エアーフィルターの使用時にその表面上に蓄積する濾過物（ｆｉｌｔｒａｔｅ）の
中を通って移動する、組成物。
【請求項４】
　界面活性剤がフルオロ界面活性剤である請求項３記載の組成物。
【請求項５】
　１種以上のレオロジー添加物を更に含有する請求項３～４のいずれかに記載の組成物。
【請求項６】
　レオロジー添加物が、増粘剤、ゲル化剤または粘度調整剤である請求項５記載の組成物
。
【請求項７】
　殺生物剤または制生物剤が、２‐ブロモ‐２‐ニトロプロパン‐１，３‐ジオール、イ
ソチアゾリン、メチル、プロピルまたはブチル-パラ-ヒドロキシベンゾエート、ソルビン
酸、安息香酸およびこれら酸の塩、フェノキシエタノール、トリクロサン(ｔｒｉｃｌｏ
ｓａｎ)、ジクロサン(ｄｉｃｌｏｓａｎ)、ジクロロフェン、グルコン酸クロロヘキシジ
ン、オルト-フェニルフェノール、４級殺生物剤、オルト‐ベンジル‐パラ‐クロロフェ
ノール、および置換ジフェニルエーテルから選択される請求項３～６のいずれかに記載の
組成物。
【請求項８】
　前記殺生物剤または制生物剤が、２‐ブロモ‐２‐ニトロプロパン‐１，３‐ジオール
である請求項３～７のいずれかに記載の組成物。
【請求項９】
　レオロジー添加物が、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセル
ロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリプロピレングリコール、ポリビニルアルコ
ール、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルピロリドン、およびこれらのコポリマー、ヒドロキシ
プロピルグアー、キサンタンガム、キトサン、アクリル化コポリマー、ポリアクリルポリ
マー（カルボポル(ｃａｒｂｏｐｏｌｓ)）および水溶性ポリマーから選択される１種以上
の化合物である請求項５記載の組成物。
【請求項１０】
　レオロジー添加物がビニルエーテル／無水マレイン酸コポリマーである請求項３～９の
いずれかに記載の組成物。
【請求項１１】
　請求項３～１０のいずれかに記載の組成物で処理されるフィルター。
【請求項１２】
　フィルターを請求項３～１０のいずれかに記載の組成物で処理する工程、
　フィルターを通して空気を通過させることにより、フィルター上に濾過物（ｆｉｌｔｒ
ａｔｅ）として汚染物質を蓄積する工程、および
　殺生物剤を濾過物中へ移動させる工程
を含む、空気中の風媒性汚染物質を減らす方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　技術分野
　本発明は、エアーコンディショニングシステムに関し、特にこのシステム内のフィルタ
ーに関連する病原体を減らす方法およびそのための組成物に関する。本発明は、主に、（
空気冷却および空気加熱を含む）エアーコンディショニングシステムでの使用のために開
発されたものであり、この使用分野に関して以降に説明する。しかし、本発明は、この特
定の使用に限定されるものではない。
【背景技術】
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【０００２】
背景技術
　通常、オフィス、住居、ヘルスケアおよびその他の建物に供給されているエアーコンデ
ィショニングシステムは、エアーフィルターを組み込んでいる。このようなフィルターは
、例えば、媒体として不織性ポリエステル繊維を用いて、空気から寸法が約１０μｍを超
える風媒性粒子をフィルターするが、このフィルターは、広範な材料から、多数の違った
構造や等級で作製されている。フィルターの機能は、風塵や粒状の汚染物質を捕集するこ
とである。この捕集された物質（「濾過物」）は、真菌、バクテリア、ウィルス、アレル
ゲン、イーストおよびカビなどの病原体の成長のための安息所(haven)を提供する。これ
ら生物の成長条件は、例えば、夜などのようにシステムをオフする時のみならず、通常の
作動中にも生じ得る高湿の期間中が特に好都合である。生物の存在は非常に望ましくない
。というのも、これら生物は、ヒトや動物に病気または死をもたらし、臭気を発し、しか
も広範な物質に損傷を与えるかまたは破壊することがあるためである。
【０００３】
　ヒトの健康と安全に特に関係するのは、真菌およびバクテリアの細胞膜の分解成分であ
りかつ公知のヒトの呼吸アレルゲンであるエンドトキシンとマイコトキシンである。これ
らは、ある個体では喘息発作の引き金になることがあり、そして全ての場合において免疫
応答を生じる事が分かっている。曝露されている全期間に亙って、これは、免疫系の拮抗
薬へのに応答能力を低下させ、対象をバクテリアやウィルスなどにより感染し易くさせる
。菌類胞子、バクテリア胞子およびバクテリアも関係している。
【０００４】
　胞子の発芽や空気浄化装置内での微生物の生存を防ぐことは、病気の危険および過敏性
反応を低下させるのに役立つ。このことは、空気浄化装置の有用な寿命も高める。微生物
活性は、エアーフィルター上およびその内部でのバイオマスの増加が穴を詰まらせて、空
気流を低下させ、そしてシステム内の背圧を高めることから、エアーフィルター自体の寿
命も縮める。場合により、エアーフィルターは、セルロースなどの天然物質から調製され
るかまたはこれを含んでおり、その場合、前記フィルターは特定の真菌によって湿潤条件
下で急に劣化される。
【０００５】
　病院や養護ホームなどのヘルスケア施設において、危険な感染病が広く様々な微生物に
よって広まるかもしれないということは重大な関心事である。多数の患者が本来のヘルス
ケア問題によって弱った条件に在るため、このような施設では前記問題が悪化する。健康
なヒトには大きな脅威ではない微生物が、感染から自分自信を守る能力が低下した患者に
は致命的であることがある。
【０００６】
　公共の建物などの他の環境にも十分な注意が払われる。というのも、病原性微生物は、
コンディショニングされた空気または換気シャフトを通じて建物への道筋を見つけ、建物
全体を迅速に循環し、それによって感染と疾病の広まる見込みを非常に高めるためである
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　この問題に対して提案される一つの解決策は、殺菌性組成物でフィルター材料をコーテ
ィングすることであった。殺生物剤は、例えば、フィルター繊維として押出し成形前にポ
リマー内に包含させることによって、フィルター繊維上またはその内部に結合されている
。本発明者らは、このいわゆる「抗菌性」フィルターが、未使用の「抗菌性」フィルター
材料の表面に研究所内でのバクテリアおよび／または真菌汚染が植え付けられた場合には
生物流体静力学的に有効であるが、エアーコンディショニングシステム内での実際の使用
時には時間の経過に従って段々無効になることを発見した。その結果、前記フィルターは
、清浄や再処理のためにしばしば取り外すか、または取替えなければならなかった。取り
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外しは、必要とされる労力とダウンタイムの点で高くついて不便であり、また潜在的に有
害であると同時に、再処理または取替えは費用がかかる。通常、前記フィルターは、空気
流抵抗が容認できなくなると取り外すだけである。
【０００８】
　本明細書全体を通じて、先行技術についての説明は、そのような先行技術が周知である
かまたは当該分野において周知の事柄の一部を形成する事実と考えるべきでは決してない
。
【０００９】
　先行技術の欠点のうち少なくとも一つを克服するかまたは改良すること、または有用な
代替物を提供することが、本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の態様によれば、本発明は、制生物剤または殺生物剤を含有する組成物を含むエア
ーフィルターであって、前記薬剤がこのエアーフィルターでの使用時に蓄積する粒子を通
って移動するのに適しているエアーフィルターを提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　世界の多数の地域では、建物内にセントラルヒーティングの手段として加熱して浄化し
た空気を用いている。このようなシステムの炉(furnace)およびその他のフィルターは、
エアーコンディショニングフィルターに関する上述と同様の危険をもたらすと考えられる
が、本発明は、特定の種類のフィルターまたは気流システムに限定されない。本発明は、
異なる種類および等級のフィルター、例えば、ＨＥＰＡフィルター(hepafilters)と同等
に利用可能であるとも考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】使用前の、未使用の新規なエアーコンディショニング粉塵フィルターの光学顕微
鏡写真（×１００）である。
【図２】図１のフィルターと同様の未処理フィルターであって、建物のエアーコンディシ
ョニングシステムにおいて１１ヶ月使用した後のものを示す光学顕微鏡写真（×１００）
である。
【図３】図１のフィルターと同様の処理されたフィルターであって、建物のエアーコンデ
ィショニングシステムにおいて１１ヶ月使用した後のものを示す光学顕微鏡写真（×１０
０）である。
【図４】本発明により処理したフィルターと未処理フィルターを１１ヶ月に亙って使用し
たときの時間の関数としての１グラム当たりのコロニー形成単位数（「ｃｆｕ／ｇ」）の
比較を表すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　発明の簡単な説明
　第１の態様によれば、本発明は、制生物剤または殺生物剤を含有する組成物を含むエア
ーフィルターであって、前記薬剤がこのエアーフィルターでの使用時に蓄積（堆積（ａｃ
ｃｕｍｕｌａｔｉｎｇ））する粒子を通って移動するのに適しているエアーフィルターを
提供する。
【００１４】
　好ましくは、前記制生物剤または殺生物剤は、静菌特性および／または静真菌特性を有
するように選択される。前記粒子は、通常、層状に蓄積し、そして本発明の制生物剤また
は殺生物剤は、この層を通って、前記薬剤が移動されなければ生物が繁殖するであろう外
側表面（空気／粒子界面）へ移動する。
【００１５】
　本発明のフィルターにおいて、殺生物剤は、フィルター表面に結合されていないが、フ
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ィルター上に蓄積する粉塵および粒状物質の中を移動するのに適している。前記層中の粒
子は、殺生物剤または制生物剤でコーティングされている。
【００１６】
　前記処理は、静菌性または静真菌性であるのに十分であると考えられる。すなわち、処
理剤は、コロニー形成されたフィルター中で生物を殺すよりもむしろフィルター上でのコ
ロニー形成を抑えるのに十分である。しかし、殺菌性組成物を使用してもよい。
【００１７】
　第２の態様によれば、本発明は、
　水溶性の殺生物剤または制生物剤、および
　湿潤剤
を含有する、エアーフィルターに利用するための組成物であって、それによって、殺生物
剤または制生物剤が、エアーフィルターの使用時にその表面上に蓄積（堆積）（ａｃｃｕ
ｍｕｌａｔｉｎｇ）する濾過物（ｆｉｌｔｒａｔｅ）の中を通って移動するのに適してい
る組成物を提供する。
【００１８】
　前記組成物は、さらに、界面活性剤、望ましくはフルオロ界面活性剤を包含するのが非
常に好ましい。
　非常に好ましい態様において、前記組成物は、例えば、増粘剤、ゲル化剤または粘度調
整剤などの１種以上のレオロジー添加物（ｒｈｅｏｌｏｇｉｃａｌ　ａｄｄｉｔｉｖｅｓ
）を含有する。
【００１９】
　第３の態様によれば、本発明は、フィルター内を通って移動するのに適した殺生物剤ま
たは制生物剤をフィルターまたは濾過物（ｆｉｌｔｒａｔｅ）に添加する工程を含む、フ
ィルター上の濾過物を処理する方法を提供する。
【００２０】
　第４の態様によれば、本発明は、
フィルターを第２の態様に記載の薬剤で処理する工程、
フィルターを通して空気を通過させて、それによって、フィルター上に濾過物（ｆｉｌｔ
ｒａｔｅ）としての汚染物質（ｃｏｎｔａｍｉｎａｎｔｓ）を蓄積する（堆積させる）（
ａｃｃｕｍｕｌａｔｅ）工程、および
前記殺生物剤を前記濾過物中に移動させる工程
を含む、空気中の風媒性汚染（ａｉｒｂｏｒｎｅ　ｃｏｎｔａｍｉｎａｎｔｓ）を減らす
方法を提供する。
【００２１】
図面の詳細な説明
　図１は、使用前の、未処理の新規なエアーコンディショニング粉塵フィルターの光学顕
微鏡写真（×１００）であり、
　図２は、図１と同様の未処理のフィルターであって、建物のエアーコンディショニング
システムにおいて１１ヶ月使用した後のものを示す光学顕微鏡写真（×１００）であり、
　図３は、図１と同様の処理されたフィルターであって、建物のエアーコンディショニン
グシステムにおいて１１ヶ月使用した後のものを示す光学顕微鏡写真（×１００）であり
、および
　図４は、本発明により処理したフィルターと未処理フィルターを１１ヶ月に亙って使用
したときの時間の関数としての１グラム当たりのコロニー形成単位数（「ｃｆｕ」）の比
較を表すグラフである。
【００２２】
発明を実施する最良の形態
　本発明の種々の態様を、実施例のみにより、図を参照して、より詳細に説明する。
【００２３】
　本発明者は、殺生物剤をフィルター繊維にペースト状態で適用することが比較的効果が
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ないことを発見した。というのも、この処理は、フィルター繊維のすぐ上の細菌や殺菌活
性を阻害し得るが、粉塵がフィルター上に蓄積するにつれ、粉塵の外側表面がフィルター
繊維と結合した殺生物剤から離れてきて、病原体がこの粉塵残渣の外表面で（すなわち、
殺菌処理された繊維から離れて）成長するためである。そのため、フィルターが詰まるに
つれて殺菌活性が低下していく。これは、研究室において先行技術のフィルターに細菌接
種(innoculum)を行う試験では良好な結果が得られるが、実際に設置された連続使用時に
は良好な結果が得られない理由を説明している。これとは異なって、本発明は、フィルタ
ーの有用な寿命を超えないのであれば、フィルター上の蓄積濾過物の層を通って、微生物
がコロニーを形成し易い表面（空気／粒子界面）に向かって移動するのに適した殺菌性調
合剤を提供することによって非常に長期間に亙って効力を保持する殺生物剤を提供する。
驚くことに、このことは、前記残渣の表面でより高速の空気にもかかわらず達成できる。
【００２４】
　理論によって拘束されたくはないが、本発明の組成物は、溶液および制生物剤または殺
生物剤（または制生物剤および／または殺生物剤の組み合わせ）の輸送のためのビヒクル
として作用する湿潤剤が水に引きつけられるため、有効であると考えられる。本発明の好
ましい態様において、ビヒクルの表面張力は、１種以上の界面活性剤によって効率よく低
下する。濾過物がフィルター上に蓄積して湿潤剤が水中に引きつけられると、殺菌性組成
物は、水性ビヒクルによって最も外側の表面に移動して、病原体生物に対するその有効性
を維持することが可能になる。そうでなければ、病原体生物は粒状層の表面や粒状残渣中
の隙間で成長するであろう。
【００２５】
　好ましくは、殺生物剤は、個々の粒子の外面のみならず、粒状層の外面も濡らす。
【実施例】
【００２６】
　　　　　　　　　　　　　　　　実施例１
　本発明の好ましい態様において、エアーフィルターは、溶媒中の殺生物剤と湿潤剤の分
散体または溶液を含有する溶液でコーティングされる。本実施例では、オーストラリア国
の等級「Ｆ５」に準拠してエアーコンディショニングフィルターを処理した。フィルター
は、ニードルド不織(needled non-woven)ポリエステル繊維ファブリックから製造し、そ
の合計表面積は約３．５ｍ２であった。フィルター厚は１０～１２ｍｍであり、その密度
は約２８０～３００ｇ／ｍ２（ｇｓｍ）であった。通常の繊維径は６～１５デニールであ
る。繊維は、実施例２で示すような組成を有する溶液をスプレーして処理した。
【００２７】
　　　　　　　　　　　　　　　　実施例２
　処理溶液の基本組成は以下の通りである。
【００２８】
【表１】

【００２９】
注：
　Kathon886ＭＷは、ローム・アンド・ハッシュ・コーポレイション製の防腐剤である。
　FluoradＦＣ129は、スリーエム・コーポレイション製のフルオロ界面活性剤である。
【００３０】
　　　　　　　　　　　　　　　　実施例３
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　処理溶液の好ましい組成は以下の通りである。
【００３１】
【表２】

【００３２】
　＊アイエスピー・コーポレイション製Gantrez
　１種以上のレオロジー添加物（例えば、粘度調整剤、ゲル化剤、チキソトロピー剤など
）を処理液に組み込むことが望ましい。これらは、ビヒクル粘度を制御して、強い空気の
通過によって溶解した処理剤の微小な液滴がフィルターから吹き飛ばされるのを防ぎ、そ
してフィルター上に溶液を保持するのを助ける。使用条件を考慮して、レオロジー添加物
の種類と量を選択することができる。
【００３３】
　好ましい処理液は、非常に強いハイドロスコーピック性(hydroscopic)であり、フィル
ターを通過する空気からの水分を受け取って液体になる。蓄積濾過物層中へのこの液体の
浸透は、低い表面張力によって気流への侵入を確実にする界面活性剤の処理液中への混入
により、さらに高まる。組成中の殺生物剤は、水溶性であるかまたは部分的に水溶性であ
ることから、処理液の一部として濾過物の内部へ濾過物を通って移動する。
　その他の活性成分を濾過物を通じて浸透する組成物に混入してもよく、例えば、難燃剤
、気流促進剤または粘度低下剤、脱臭剤などが挙げられる。
【００３４】
　　　　　　　　　　　　　　　　実施例４
　実施例１のフィルターを、実施例３に従って溶液を１ｍ２当たりの処理液量２３０ｍｌ
までスプレーして処理した。次いで、処理したフィルターを乾燥空気を用いて乾燥させた
。フィルターは、ディッピング法またはそれ以外のどのような常套法でコーティングされ
てもよく、熱または真空、あるいはそれら以外の好適な手段または手段の組み合わせを用
いて乾燥されてよいと考えられる。次に、乾燥させたフィルターを、密閉プラスチック袋
などの密閉容器内に使用準備に付するまで置いておいた。
【００３５】
　フィルターは、使用しようとする際に密閉容器から取り出して、エアーコンディショニ
ングシステム内の操作位置に配置した。使用時に、本発明に準拠して調製したフィルター
中の湿潤剤が周囲から水を吸収し始める。この吸収は、殺生物剤の飽和溶液が形成される
段階まで続けるが、その濃度は大気の相対湿度に依存する。液化プロセス中、殺菌成分は
、界面活性剤と共に湿潤溶液中に部分的にまたは完全に溶解させる。
【００３６】
　得られた液体処理溶液は、非常に低い海面張力と、理想的な浸透を可能にする高いモル
浸透圧を示す。フィルターが、濾過物層として蓄積する風媒性汚染物質を累進的に除去す
ると、この処理液が段々浸透して、汚染粒子を包み込む。有効濃度の殺生物剤を含有する
包み込み用の浸透処理液は、風媒性汚染物に担持された微生物を殺すだけでなく、微生物
活性が濾過物自体の層中に生じないことも保証する。
【００３７】
　湿潤空気中では、バクテリアと病原体の成長が乾燥空気中よりも本来は高い。従って、
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本発明は、最も必要とされる場合、すなわち高い湿度の期間中、優れた殺菌活性を提供す
る。低い殺菌活性は乾燥空気の結果であり得るが、このような乾燥条件中での病原体の数
や成長はそれほど高くないと予想される。この条件はフィルターの殺菌寿命を伸ばす。
【００３８】
　本発明は、バイオマスの成長を防ぐことによってフィルターの詰まりを防止することを
目的とするものではなく、むしろ、フィルター上および蓄積残渣中で有機物がコロニー形
成するのを制御して、最後に病原体が低減した空気を生成することを目的としている。
【００３９】
　　　　　　　　　　　　　　　　実施例５
　実施例４に従って処理したフィルターを配置して運転した。処理したフィルターは、６
ヶ月以上の使用期間において有効であることが分かった。６ヶ月の使用終了時に、フィル
ターを取り外して、清浄して、実施例１に準拠した新しい組成で再処理した。この実験中
、胞子形成物質は、フィルター上で乾くと容易に風媒性になる傾向があり、気流中に再分
配されて、乾燥するとより優れた殺菌耐性を示す傾向もあることが分かった。胞子形成物
質は、前記空気を吸うヒトの免疫系に負荷をかける。死細胞は、風媒性になれば喘息を引
き起こし易い。本発明の更なる長所は、湿潤剤が、濾過物表面である程度の湿度を保持し
て、胞子や細胞の再流動化を低減することである。
【００４０】
　図１～３には、使用前（図１）および１１ヶ月使用後（図２）の未処理のフィルター材
料と比較した、１１ヶ月使用後の処理の有効性を示す（図３）、倍率１００倍の光学顕微
鏡写真を示す。図２の使用した未処理試料と図１の未使用試料との比較によれば、使用に
よって、より大きな直径のフィルター繊維の周りで（微細な糸に見える）真菌フィラメン
トが顕著に成長したことが分かる。捕捉された汚れと粉塵粒子が使用後には目に見える。
対照して、図３の処理したフィルターは、微生物の成長が１１ヶ月晒した後でもほとんど
分からないが、捕捉された汚れと粉塵粒子も当然はっきりと見える。
【００４１】
　　　　　　　　　　　　　　　　実施例６
　全く同一の新規フィルター一式を取りだし、そのうちの２０％を実施例３の組成物を用
いて実施例４と同様に処理した。前記フィルターの残りの８０％は未処理のままとした。
処理したフィルターと未処理のフィルターを、処理したフィルターと未処理のフィルター
が交互になるように同一の空調システム(air handling system)に設置した。１ヶ月毎に
、処理したフィルターとそれと隣接する未処理のフィルターの両方から試料を採取し、生
存している真菌およびバクテリア種の数を数えた。結果（フィルター１グラム当たりのコ
ロニー形成単位数（「ｃｆｕ／ｇ」）で表す）を、使用月数の時間関数として図４に示す
。処理したフィルターのコロニー形成速度は、最初の１ヶ月間は未処理のフィルターとあ
まり差がなかった。しかし、その後、きれいな（未使用の）フィルター材料１グラム当た
りの生物コロニー形成単位数（ｃｆｕ／ｇ）は、Ｌｏｇ６超に達したが、処理したフィル
ターについては、対応の図から、きれいなフィルター材料１ｇ当たりのコロニー形成単位
数（ｃｆｕ／ｇ）が、約Ｌｏｇ２であり、２ヶ月間実質上安定しており、顕著に結果が向
上した。
【００４２】
　本発明で使用するのに好適な殺生物剤としては、限定されないが、2-ブロモ-2-ニトロ
プロパン-1,3-ジオール（ブロノポル(Bronopol)）、メチル-またはクロロメチル-イソチ
アゾリノン（Kathon886ＭＷ）などのイソチアゾリン、メチル-、プロピル-またはブチル-
パラヒドロキシベンゾエート、ソルビン酸、安息香酸およびこれら酸の塩、フェノキシエ
タノール、トリクロサン(triclosan)、ジクロサン(diclosan)、ジクロロフェン、グルコ
ン酸クロロヘキシジン、オルト-フェニルフェノール、ベンズアルコニウムハライド、お
よびその他の４級殺生物剤オルト-ベンジルパラクロロフェノール、置換ジフェニルエー
テルが挙げられる。
【００４３】
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　本発明で使用される好ましい湿潤剤は、塩化カルシウムである。これ以外の湿潤剤の例
は、グリセロール、ソルビトール、エチレングリコール、ＰＥＧ、プロピレングリコール
、1,3-ブチレングリコール、ＰＣＡ（2-ピロリドン-5-カルボン酸）、硫酸ナトリウム、
水酸化ナトリウム、乳酸およびその誘導体、塩化ナトリウムなどである。当業者がシステ
ム中の構造材料や前述の記載に基づくフィルターの組成を考慮して好適な湿潤剤を選択す
ることは難しいことではない。幾つかの湿潤剤は界面活性剤としても作用する。その一例
は、ジオクチルスルホスクシネートである。
【００４４】
　本発明での使用に好ましい界面活性剤は、フルオロ界面活性剤であり、例えば、Fluora
dＦＣ129が挙げられる。これは、表面張力を大いに低下する能力を有しているので好まし
い。しかし、これ以外の界面活性剤を使用してもよい。例として、界面活性剤は、非イオ
ン界面活性剤（例えば、エトキシレート、プロポキシレートおよびこれら２種のブロック
コポリマー）、アニオン界面活性剤（例えば、ナトリウムドデシルベンゼンスルホネート
、ナトリウムジオクチルスルホスクシネート、スルホン化またはスルフェート化有機エト
キシレートまたはプロポキシレートのナトリウム塩）、カチオン界面活性剤（例えば、セ
トリモニウムクロライド(Cetrimonium Chloride)または２級、３級および４級オルガノア
ミン）、または両性界面活性剤（例えば、コカミドプロピレンベタイン(Cocamidopuropyl
ene Betaine)）であり得る。
【００４５】
　包含され得るレオロジー剤の例は、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、ヒドロキ
シエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリエチレングリコール、ポリプ
ロピレングリコール、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルピロリドン、
およびこれらのコポリマー、ヒドロキシプロピルグアー、キサンタンガム、キトサン、ア
クリル化コポリマー、ポリアクリルポリマー（カルボポル(carbopols)）などである。し
かし、多数の他の水溶性ポリマーも同様に有益であり得る。
【００４６】
　実施例では、組成物を水溶液または懸濁液からフィルターに適用したが、湿潤剤と制生
物剤を固体としてまたは非水性溶媒からフィルターに適用することも可能でありかつ有利
であって、しかもこの組成物は、本発明の範疇にある。
【００４７】
　本発明の組成物は、あらゆる材料のフィルターに適用できるものと考えられる。試験は
、ポリプロピレン、ビスコース、レーヨン、セルロース誘導体およびガラス繊維のフィル
ターを用いて行ったが、前述の操作原理は、他の材料のフィルターやこれら以外の構造の
フィルター（例えば、布、不織布、スパンボンド(spunbond)、溶融吹出し成形品、積層物
など）にも採用される。
【００４８】
　処理剤は１種以上の殺生物剤を用いてよく、しかも前述の原理に基づいて種々の組成で
配合されてよいと考えられる。前処理したフィルターの方が好ましいが、フィルターは、
本発明の組成物をフィルターのダウンストリームにスプレーとして入れるか、あるいは使
用中または取り出す前にフィルターの濾過物層上に制生物剤を直接（連続してまたは間欠
的に）適用することによりin situで処理されてもよい。前記処理は、設備から取り出し
たフィルターに、濾過物を除去してまたは除去せずに、再度適用されてもよい。
【００４９】
　本発明は、具体的な実施例を参照して説明しているが、本発明が他の形態でも提供され
得ることが当業者には自明である。
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