
JP 2015-164726 A 2015.9.17

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】濾材シート結合体の複数の層を持つ濾材積層体の提供。
【解決手段】濾材シート結合体の層が、波形濾材シートと、対面濾材シートと、波形濾材
シートと対面濾材シートとの間に伸びていて、かつ濾材積層体の第１面から濾材積層体の
第２面まで伸びている流路長を持つ複数の流路とを含み、流体が濾材積層体の第１面又は
第２面のうちの１つの面に流入し、濾材積層体の第１面又は第２面のうちの他の面に流出
する流体の通過が、濾材を貫通して流体を濾過し、フィルタエレメントが、濾材積層体の
周囲に伸びているシール部材を含む濾材積層体と、前記濾材積層体を製造する方法と濾材
積層体を使用する方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　濾材積層体であって、
　（ａ）波形濾材シートと、対面濾材シートと、前記波形濾材シートと前記対面濾材シー
トとの間に伸びていてかつ前記濾材積層体の第１面から前記濾材積層体の第２面まで伸び
ている流路長を持っている複数の流路と、を含む濾材シート結合体の複数の層と、
　（ｂ）前記濾材積層体の前記第１面または前記第２面のうちの１つの面へ流入し、前記
濾材積層体の前記第１面または前記第２面のうちの他の面へ流出する流体が、濾材を通過
して前記流体を濾過するように、前記複数の流路の第１部分に流入しようとする濾過され
ていない流体に対して閉じている前記複数の流路の第１部分と、前記複数の流路の第２部
分から流出しようとする濾過されていない流体に対して閉じている前記複数の流路の第２
部分と、
を有し、
　（ｃ）前記複数の流路は、１２．７ｃｍ（５インチ）未満の流路の平均長さを持ち、
　（ｄ）前記濾材積層体は、下記式による流路の密度（ρ）が、少なくとも５．４３流路
／ｃｍ２（３５.０流路／インチ２）を示し、
ρ＝チャンネルの数（開いたおよび閉じたチャンネル）／（２×Ｚ型濾材積層体の断面積
）
ここで、前記チャンネルの数は計数されたものであり、前記Ｚ型濾材積層体の断面積は測
定されたものであることを特徴とする濾材積層体。
【請求項２】
　前記波形濾材シートは、
　前記対面濾材シートに面している繰り返しの内部ピークと、
　前記対面濾材シートから離れる方向の繰り返しの外部ピークと、
　内部ピークと隣接する外部ピークとの間で前記流路長の少なくとも５０％の長さに沿っ
て伸びている少なくとも１つの隆起部（リッジ）を持つパターンと、
を有することを特徴とする請求項１に記載の濾材積層体。
【請求項３】
　前記波形濾材シートは、内部ピークと隣接する外部ピークとの間で前記流路長の少なく
とも５０％の長さに沿って伸びている少なくとも２つの隆起部（リッジ）を持つパターン
を有することを特徴とする請求項２に記載の濾材積層体。
【請求項４】
　少なくとも２つの隆起部（リッジ）が、内部ピークと隣接する外部ピークとの間のパタ
ーンに提供されることを特徴とする請求項２に記載の濾材積層体。
【請求項５】
　前記濾材積層体は、少なくとも約６．２０流路／ｃｍ２（４０流路／インチ２）の流路
の密度を示すことを特徴とする請求項１に記載の濾材積層体。
【請求項６】
　前記複数の流路の第１部分が、密封材のビードによってシールされ、前記複数の流路の
第２部分が、密封材のビードによってシールされていることを特徴とする請求項１に記載
の濾材積層体。
【請求項７】
　前記複数の流路の第１部分または前記複数の流路の第２部分のうちの少なくとも１つを
シールする前記密封材のビードは、約７ｍｍ未満の平均プラグ長さを持つことを特徴とす
る請求項６に記載の濾材積層体。
【請求項８】
　前記濾材シート結合体の複数の層は、渦巻状の構成物で提供されることを特徴とする請
求項１に記載の濾材積層体。
【請求項９】
　前記濾材シート結合体の複数の層は、積層された構成物で提供されることを特徴とする
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請求項１に記載の濾材積層体。
【請求項１０】
　前記濾材積層体は、前記濾材積層体の一方の側の体積が、前記濾材積層体の他方の側の
体積よりも少なくとも１０％だけ大きいような、非対称な体積の構成物であることを特徴
とする請求項１に記載の濾材積層体。
【請求項１１】
　前記流路の幅対高さの比は、２.５より大きいことを特徴とする請求項１に記載の濾材
積層体。
【請求項１２】
　前記流路の幅対高さの比は、０．４未満であることを特徴とする請求項１に記載の濾材
積層体。
【請求項１３】
　前記流路の平均長さは、約５．０８ｃｍ（２インチ）～約１０．１６ｃｍ（４インチ）
であることを特徴とする請求項１に記載の濾材積層体。
【請求項１４】
　前記流路は、非規則性の配置によって提供されることを特徴とする請求項１に記載の濾
材積層体。
【請求項１５】
　請求項１に記載の濾材積層体と、
　前記濾材積層体の周辺部の周囲に伸びているシール部材と、
を含むことを特徴とするフィルタエレメント。
【請求項１６】
　濾材積層体であって、
　（ａ）前記濾材積層体は、波形濾材シートと、該波形濾材シートに対面する対面濾材シ
ートと、前記波形濾材シートと前記対面濾材シートとの間で延びかつ前記濾材積層体の第
１面から前記濾材積層体の第２面まで延びる長さを有する溝から成る複数の流路と、を含
む、前記波形濾材シートが前記対面濾材シートの片側にだけ結合された濾材シート結合体
の複数の層を有し、
　（ｂ）前記濾材積層体は、前記複数の流路のうち、未濾過の流体の流入を阻止する第１
部分と、未濾過の流体の流出を阻止する第２部分とを有し、前記第１面および前記第２面
の一方に流入し前記第１面および前記第２面の他方から流出する流体が濾材を通過するこ
とで前記流体を濾過し、
　（ｃ）前記濾材積層体は、式ρ＝チャンネルの数（開いたおよび閉じたチャンネル）／
（２×濾材積層体の断面積）で規定される流路密度ρが少なくとも５．４３流路／ｃｍ２

（３５.０流路／インチ２）であり、ここで、前記チャンネルの数は計数値、前記濾材積
層体の断面積は測定値であり、
　（ｄ）前記濾材積層体は、前記濾材積層体の一方の側の体積が、前記濾材積層体の他方
の側の体積よりも少なくとも１０％だけ大きい、非対称な体積の配置である、
ことを特徴とする濾材積層体。
【請求項１７】
　前記波形濾材シートは、
　前記対面濾材シートに面している繰り返しの内部ピークと、
　前記対面濾材シートから離れる方向の繰り返しの外部ピークと、
　内部ピークと隣接する外部ピークとの間で前記流路長の少なくとも５０％の長さに沿っ
て伸びている少なくとも１つの隆起部（リッジ）を持つパターンと、
を有することを特徴とする請求項１６記載の濾材積層体。
【請求項１８】
　前記波形濾材シートは、内部ピークと隣接する外部ピークとの間で前記流路長の少なく
とも５０％の長さに沿って伸びている少なくとも２つの隆起部（リッジ）を持つパターン
とを有することを特徴とする請求項１７に記載の濾材積層体。
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【請求項１９】
　少なくとも２つの隆起部（リッジ）が、内部ピークと隣接する外部ピークとの間のパタ
ーンに提供されることを特徴とする請求項１７に記載の濾材積層体。
【請求項２０】
　前記濾材積層体は、少なくとも約６．２０流路／ｃｍ２（４０流路／インチ２）の流路
の密度を示すことを特徴とする請求項１６に記載の濾材積層体。
【請求項２１】
　前記複数の流路の第１部分が、密封材のビードによってシールされ、前記複数の流路の
第２部分が、密封材のビードによってシールされていることを特徴とする請求項１６に記
載の濾材積層体。
【請求項２２】
　前記複数の流路の第１部分または前記複数の流路の第２部分のうちの少なくとも１つを
シールする前記密封材のビードは、約７ｍｍ未満の平均プラグ長さを持つことを特徴とす
る請求項２１に記載の濾材積層体。
【請求項２３】
　前記濾材シート結合体の複数の層は、渦巻状の構成物で提供されることを特徴とする請
求項１６に記載の濾材積層体。
【請求項２４】
　前記濾材シート結合体の複数の層は、積層された構成物で提供されることを特徴とする
請求項１６記載の濾材積層体。
【請求項２５】
　前記濾材積層体は、前記濾材積層体の一方の側の体積が、前記濾材積層体の他方の側の
体積よりも少なくとも５０％だけ大きいような、非対称な体積の構成物であることを特徴
とする請求項１６に記載の濾材積層体。
【請求項２６】
　請求項１６に記載の濾材積層体と、
　前記濾材積層体の周辺部の周囲に伸びているシール部材と、
を含むことを特徴とするフィルタエレメント。
【請求項２７】
　濾材積層体であって、
　（ａ）前記濾材積層体は、波形濾材シートと、該波形濾材シートに対面する対面濾材シ
ートにと、前記波形濾材シートと前記対面濾材シートとの間で延びかつ前記濾材積層体の
第１面から前記濾材積層体の第２面まで延びる長さを有する溝から成る複数の流路と、を
含む、前記波形濾材シートが前記対面濾材シートの片側にだけ結合された濾材シート結合
体の複数の層を有し、
　（ｂ）前記濾材積層体は、前記複数の流路のうち、未濾過の流体の流入を阻止する第１
部分と、未濾過の流体の流出を阻止する第２部分とを有し、前記第１面および前記第２面
の一方に流入し前記第１面および前記第２面の他方から流出する流体が濾材を通過するこ
とで前記流体を濾過し、
　（ｃ）前記濾材積層体の前記流路は、平均長さが２０．３ｃｍ（８インチ）より大きく
、
　（ｄ）前記濾材積層体は、５．２７流路／ｃｍ２（３４流路／インチ２）より小さい平
均流路密度を有し
　（ｅ）前記濾材積層体は、前記波形濾材シートの平均たわみ率が６.３％より大きく、
　（ｆ）前記濾材積層体は、前記濾材積層体の一方の側の体積が、前記濾材積層体の他方
の側の体積よりも１０％以上大きくない、非対称でない体積の配置である、
ことを特徴とする濾材積層体。
【請求項２８】
　前記波形濾材シートは、
　前記対面濾材シートに面している繰り返しの内部ピークと、
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　前記対面濾材シートから離れる方向の繰り返しの外部ピークと、
　内部ピークと隣接する外部ピークとの間で前記流路長の少なくとも５０％に沿って伸び
ている少なくとも１つの隆起部（リッジ）を持つパターンと、
を有することを特徴とする請求項２７に記載の濾材積層体。
【請求項２９】
　前記波形濾材シートは、内部ピークと隣接する外部ピークとの間で前記流路長の少なく
とも５０％の長さに沿って伸びている少なくとも２つの隆起部（リッジ）を持つパターン
を有することを特徴とする請求項２８に記載の濾材積層体。
【請求項３０】
　少なくとも２つの隆起部（リッジ）が、内部ピークと隣接する外部ピークとの間のパタ
ーンに提供されることを特徴とする請求項２８に記載の濾材積層体。
【請求項３１】
　前記濾材積層体は、２.５より大きい流路の幅対高さの比と、０．４未満の流路の幅対
高さの比とを持つことを特徴とする請求項２７に記載の濾材積層体。
【請求項３２】
　前記濾材積層体は、３．８８流路／ｃｍ２（２５流路／インチ２）未満の平均流路の密
度を持つことを特徴とする請求項２７に記載の濾材積層体。
【請求項３３】
　前記濾材積層体は、６.３％より大きい平均たわみ％を持つことを特徴とする請求項２
７に記載の濾材積層体。
【請求項３４】
　請求項２７に記載の濾材積層体と、
　前記濾材積層体の周辺部の周囲に伸びているシール部材と、
を含むことを特徴とするフィルタエレメント。
【請求項３５】
　濾材積層体を製造する方法であって、
　（ａ）濾材シート結合体の複数の層を積層してまたは巻いて、濾材積層体を形成する工
程を有し、
　前記濾材シート結合体の複数の層は、
　　（i）波形濾材シートと、対面濾材シートと、前記波形濾材シートと前記対面濾材シ
ートとの間に伸びていてかつ前記濾材積層体の第１面から前記濾材積層体の第２面まで伸
びている流路長を持っている複数の流路と、
　　（ii）前記濾材積層体の前記第１面または前記第２面のうちの１つの面へ流入し、前
記濾材積層体の前記第１面または前記第２面のうちの他の面へ流出する流体が、濾材を通
過して前記流体を濾過するように、前記複数の流路の第１部分に流入しようとする濾過さ
れていない流体に対して閉じている前記複数の流路の第１部分と、前記複数の流路の第２
部分から流出しようとする濾過されていない流体に対して閉じている前記複数の流路の第
２部分と、を有し、
　　（iii）前記複数の流路は、１２．７ｃｍ（５インチ）未満の流路の平均長さを持ち
、
　　（iv）前記濾材積層体は、下記式による流路の密度（ρ）が少なくとも５．４３流路
／ｃｍ２（３５.０流路／インチ２）を示し、
ρ＝チャンネルの数（開いたおよび閉じたチャンネル）／（２×Ｚ型濾材積層体の断面積
）
前記チャンネルの数は計数され、前記Ｚ型濾材積層体の断面積は測定されたものであるこ
とを特徴とする濾材積層体を製造する方法。
【請求項３６】
　前記波形濾材シートは、
　前記対面濾材シートに面している繰り返しの内部ピークと、
　前記対面濾材シートから離れる方向の繰り返しの外部ピークと、
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　内部ピークと隣接する外部ピークとの間で前記流路長の少なくとも５０％の長さに沿っ
て伸びている少なくとも１つの隆起部（リッジ）を持つパターンと、
を有することを特徴とする請求項３５に記載の濾材積層体を製造する方法。
【請求項３７】
　前記波形濾材シートは、内部ピークと隣接する外部ピークとの間で前記流路長の少なく
とも５０％の長さに沿って伸びている少なくとも２つの隆起部（リッジ）を持つパターン
を有することを特徴とする請求項３６に記載の濾材積層体の製造方法。
【請求項３８】
　少なくとも２つの隆起部（リッジ）が、内部ピークと隣接する外部ピークとの間のパタ
ーンに提供されることを特徴とする請求項３６に記載の濾材積層体の製造方法。
【請求項３９】
　前記濾材積層体は、少なくとも約６．２０流路／ｃｍ２（４０流路／インチ２）の流路
の密度を示すことを特徴とする請求項３５に記載の濾材積層体の製造方法。
【請求項４０】
　前記複数の流路の第１部分が、密封材のビードによってシールされ、前記複数の流路の
第２部分が、密封材のビードによってシールされていることを特徴とする請求項３５に記
載の濾材積層体の製造方法。
【請求項４１】
　前記複数の流路の第１部分または前記複数の流路の第２部分のうちの少なくとも１つを
シールする前記密封材のビードは、約７ｍｍ未満の平均プラグ長さを持つことを特徴とす
る請求項３５に記載の濾材積層体の製造方法。
【請求項４２】
　前記濾材シート結合体の複数の層は、渦巻状の構成物で提供されることを特徴とする請
求項３５に記載の濾材積層体の製造方法。
【請求項４３】
　前記濾材シート結合体の複数の層は、積層された構成物で提供されることを特徴とする
請求項３５に記載の濾材積層体の製造方法。
【請求項４４】
　前記濾材積層体は、前記濾材積層体の一方の側の体積が、前記濾材積層体の他方の側の
体積よりも少なくとも１０％だけ大きいような、非対称な体積の構成物であることを特徴
とする請求項３５に記載の濾材積層体の製造方法。
【請求項４５】
　前記流路の幅対高さの比は、２.５より大きいことを特徴とする請求項３５に記載の濾
材積層体の製造方法。
【請求項４６】
　前記流路の幅対高さの比は、０．４未満であることを特徴とする請求項３５に記載の濾
材積層体の製造方法。
【請求項４７】
　前記流路の平均長さは、約５．０８ｃｍ（２インチ）～約１０．１６ｃｍ（４インチ）
であることを特徴とする請求項３５に記載の濾材積層体の製造方法。
【請求項４８】
　前記流路は、非規則性の配置によって提供されることを特徴とする請求項３５に記載の
濾材積層体の製造方法。
【請求項４９】
　前記濾材積層体の周辺部の周囲に伸びているシール部材を提供する工程をさらに含むこ
とを特徴とする請求項３５に記載の濾材積層体を製造する方法。
【請求項５０】
　流体を濾過する方法であって、
　（ａ）濾材積層体の第１面に前記流体を供給し、前記濾材積層体の第２面から濾過した
流体を取り出す工程を有し、
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　前記濾材シート結合体の複数の層は、
　　（i）波形濾材シートと、対面濾材シートと、前記波形濾材シートと前記対面濾材シ
ートとの間に伸びていて、かつ前記濾材積層体の第１面から前記濾材積層体の第２面まで
伸びている流路長を持っている複数の流路と、
　　（ii）流体が、前記濾材積層体の前記第１面または前記第２面のうちの１つの面へ流
入し、前記濾材積層体の前記第１面または前記第２面のうちの他の面へ流出する流体の通
過が、濾材を通過して前記流体を濾過するように、前記複数の流路の第１部分に流入しよ
うとする濾過されていない流体に対して閉じている前記複数の流路の第１部分と、前記複
数の流路の第２部分から流出しようとする濾過されていない流体に対して閉じている前記
複数の流路の第２部分と、を有し、
　　（iii）前記複数の流路は、１２．７ｃｍ（５インチ）未満の流路の平均長さを持ち
、
　　（iv）前記濾材積層体は、下記式による流路の密度（ρ）が少なくとも５．４３流路
／ｃｍ２（３５.０流路／インチ２）を示し、
ρ＝チャンネルの数（開いたおよび閉じたチャンネル／（２×Ｚ型濾材積層体の断面積）
ここで、前記チャンネルの数は計数されたものであり、前記Ｚ型濾材積層体の断面積は測
定されたものであることを特徴とする流体を濾過する方法。
【請求項５１】
　前記波形濾材シートは、
　前記対面濾材シートに面している繰り返しの内部ピークと、
　前記対面濾材シートから離れる方向の繰り返しの外部ピークと、
　内部ピークと隣接する外部ピークとの間で前記流路長の少なくとも５０％の長さに沿っ
て伸びている少なくとも１つの隆起部（リッジ）を持つパターンと、
を有することを特徴とする請求項５０に記載の流体を濾過する方法。
【請求項５２】
　前記波形濾材シートは、内部ピークと隣接する外部ピークとの間で前記流路長の少なく
とも５０％の長さに沿って伸びている少なくとも２つの隆起部（リッジ）を持つパターン
を有することを特徴とする請求項５１に記載の流体を濾過する方法。
【請求項５３】
　少なくとも２つの隆起部（リッジ）が、内部ピークと隣接する外部ピークとの間のパタ
ーンに提供されることを特徴とする請求項５１に記載の流体を濾過する方法。
【請求項５４】
　前記濾材積層体は、少なくとも約６．２０流路／ｃｍ２（４０流路／インチ２）の流路
の密度を示すことを特徴とする請求項５０に記載の流体を濾過する方法。
【請求項５５】
　前記複数の流路の第１部分が、密封材のビードによってシールされ、前記複数の流路の
第２部分が、密封材のビードによってシールされていることを特徴とする請求項５０に記
載の流体を濾過する方法。
【請求項５６】
　前記複数の流路の第１部分または前記複数の流路の第２部分のうちの少なくとも１つを
シールする前記密封材のビードは、約７ｍｍ未満の平均プラグ長さを持つことを特徴とす
る請求項５０に記載の流体を濾過する方法。
【請求項５７】
　前記濾材シート結合体の複数の層は、渦巻状の構成物で提供されることを特徴とする請
求項５０に記載の流体を濾過する方法。
【請求項５８】
　前記濾材シート結合体の複数の層は、積層された構成物で提供されることを特徴とする
請求項５０に記載の流体を濾過する方法。
【請求項５９】
　前記濾材積層体は、前記濾材積層体の一方の側の体積が、前記濾材積層体の他方の側の
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体積よりも少なくとも１０％だけ大きいような、非対称な体積の構成物であることを特徴
とする請求項５０に記載の流体を濾過する方法。
【請求項６０】
　前記流路の幅対高さの比は、２.５より大きいことを特徴とする請求項５０に記載の流
体を濾過する方法。
【請求項６１】
　前記流路の幅対高さの比は、０．４未満であることを特徴とする請求項５０に記載の流
体を濾過する方法。
【請求項６２】
　前記流路の平均長さは、約５．０８ｃｍ（２インチ）～約１０．１６ｃｍ（４インチ）
であることを特徴とする請求項５０に記載の流体を濾過する方法。
【請求項６３】
　前記流路は、非規則性の配置によって提供されることを特徴とする請求項５０に記載の
流体を濾過する方法。
【請求項６４】
　前記濾材積層体は、前記濾材積層体の周辺部の周囲に伸びているシール部材を含むこと
を特徴とする請求項５０に記載の流体を濾過する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体を濾過するために使用できる濾材積層体とフィルタエレメントに関する
。本発明は、さらに、濾材積層体の製造方法および使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　関連出願への相互参照
　本出願は、米国以外の全ての国を指定国とする出願人である米国国内企業であるドナル
ドソン会社と、米国のみを指定国とする出願人である米国人のグレイ　Ｊ．ロックリッツ
とミング　オウヤングと、インド人のアニタ　Ｍ．マシィユの名において、国際特許出願
として２００８年６月２６日に出願されたものであり、２００７年６月２６日に米国特許
庁に出願された米国仮特許出願第６０/９３７,１６２号の優先権を主張するものである。
米国仮特許出願第６０/９３７,１６２号の全体の開示は本明細書にその全体が合体される
。
【０００３】
　背景技術
　空気や液体などの流体は、その中に汚染物質を含む。多くの例では、流体から汚染物質
の少しまたは全てを濾過することは好ましい。例えば、動力車または発電装置のエンジン
への空気流、ガスタービンシステムへのガス流れ、および様々な燃焼炉への空気流は、そ
の中に濾過すべき粒子状汚染物質を含む。また、エンジン潤滑油システム、液圧システム
、冷却システムまたは燃料システムの液体流は、濾過すべき汚染物質を含み得る。そのよ
うなシステムに対して、選択された汚染物質を流体から除去する（または流体中のレベル
を低減する）ことは好ましい。汚染物質削減のためにさまざまな流体フィルタ（空気ある
いは液体フィルタ）構成物が開発されてきた。しかしながら、一般に、継続的な改良が求
められる。
【０００４】
　一般に、Ｚ型の濾材積層体は、流体が濾材積層体のエレメントの第１面の溝から成る流
路（flute）に入って、濾材積層体のエレメントの第２面の溝から成る流路から出る流路
付き濾材積層体のエレメントの一種である。一般に、Ｚ型濾材積層体の複数面は濾材積層
体の対向する端部に提供される。流体は、１つの面上の開いている流路を通って入り、他
の面の開いている流路を通って出る。第１面と第２面との間のいくつかのポイントで、流
体は、１つの流路から別の流路を通過して濾過される。
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【０００５】
　Ｚ型濾材積層体の初期形態は、濾材積層体の特徴が段ボール箱業界で採用されたので、
しばしば波形濾材（corrugatedmedia）と呼ばれていた。しかしながら、段ボール箱板は
、一般に、積載物を運ぶように設計されている。従って、流路の設計は、段ボール箱業界
の規格と大きさから離れる方向に変更して、改良された濾材性能を提供することができる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第５,５６２,８２５号
【特許文献２】米国特許第５,０４９,３２６号
【特許文献３】米国特許第４,９２５,５６１号
【特許文献４】国際特許出願公開第９７/４０９１８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　Ｚ型濾材積層体の流路の形態を変更するために様々な開示がなされた。例えば、米国特
許第５,５６２,８２５号は、（波形側部を持つ）狭いＶ字形の出口流路に隣接する（断面
が）半円形状の入口流路を利用する波形パターンを記載する（米国特許第５,５６２,８２
５号の図１と図３参照）。松本他の米国特許第５,０４９,３２６号では、複数の半管を有
する別のシートに取付けられた複数の半管を持つシートによって画定される、（断面が）
円状または管状の複数の流路が、平行でまっすぐな流路を持って示されている。米国特許
第５,０４９,３２６号の図２が参照される。石井他の米国特許第４,９２５,５６１号（図
１）は、矩形断面を持つように折り曲げられている流路を示し、その流路は、長さ方向に
テーパ状となっている。国際特許出願公開第９７/４０９１８号（図１）では、（隣接す
るカーブした凸状と凹状の谷（トラフ）から）カーブした波形パターンを持ちかつ長さ方
向にテーパ状となっている複数の流路または平行な波形物が示されている。また、国際特
許出願公開第９７/４０９１８号では、カーブした波状パターンを持つが、異なる大きさ
の複数の尾根（リッジ）と谷（トラフ）を持つ流路が示されている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に基づく濾材積層体を提供する。濾材積層体は、濾材シート結合体の複数の層を
含む。濾材シート結合体の層は、波形濾材シートと、対面濾材シートと、波形濾材シート
および対面濾材シートの間に伸びている複数の流路とを有する。濾材シート結合体の層は
、濾材積層体の第１面から濾材積層体の第２面まで伸びている流路長を持つ。濾材積層体
は、濾材積層体の第１面または第２面のうちの１つの面に流入し、濾材積層体の第１面ま
たは第２面のうちの他の面に流出する流体が、濾材を通過して流体を濾過するように、流
入しようとする濾過されていない流体に対して閉じている複数の流路の第１部分と、流出
する濾過されていない流体に対して閉じている複数の流路の第２部分とを含む。濾材積層
体は、所望であれば、Ｚ型濾材積層体として特徴付けることができ、濾過されていない流
体が入口部の流路を通って濾材積層体に流入し、出口部の流路を通って流出するように、
入口部の流路と出口部の流路とを持って提供することができる。しかしながら、濾材積層
体の複数の流路は、入口部の流路と出口部の流路として特徴付けられる必要はないことを
理解すべきである。
【０００９】
　濾材積層体の性能は、いくつかの設計基準から選択することによって、変更または修正
することができる。用語「性能」は、一般に、寿命の増加、充填容量の増加、圧力損失の
減少、流量の増加、大きさや体積の縮小などのうちの少なくとも１つを示す。例えば、濾
材積層体は、現在の利用可能なＺ型濾材積層体と比べて性能を高める特別な応用のために
設計することができる。性能を高めることは、例えば、マスキング、流路の幅対高さの比
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、流路の長さ、流路の密度、流路の形状、プラグ長さの低減、流路のテーパ形状、および
流路の非対称な体積のうちの１つまたはそれ以上を制御することによって得られる。これ
らの技術を単独あるいは組合せて使用することにより、所望の特性を持つ濾材積層体を提
供することができる。
【００１０】
　出願人は、濾材積層体の追加の設計特性を制御すると、濾材積層体の性能の向上の程度
を改善することができることを見出した。例えば、濾材積層体の性能は、マスキング、流
路の幅対高さの比、流路の長さ、流路の密度、流路の形状、プラグ長さ、流路のテーパ形
状、流路の非対称な体積などの一つの設計基準を調整することによって、標準の濾材積層
体、例えば、規格Ｂの濾材積層体に対して向上することができる。さらに、出願人は、追
加の設計基準を制御した結果として、性能を高めることができることを見出した。
【００１１】
　実施例では、濾材積層体は、１２．７ｃｍ（５インチ）未満の流路の平均長さを持つ複
数の流路を持つように制御することができ、かつ、下記式による流路の密度（ρ）が、少
なくとも５．４３流路／ｃｍ２（３５.０流路／インチ2）を示すように制御することがで
きる。
ρ＝チャンネルの数（開いたおよび閉じたチャンネル）／（２×Ｚ型濾材積層体の断面積
）
　ここで、チャンネルの数は、計数されたものであり、Ｚ型濾材積層体の断面積は、測定
されたものである。さらに、濾材積層体は、
（i）複数の流路の第１部分あるいは複数の流路の第２部分のうちの少なくとも１つは、
７ｍｍ未満の平均プラグ長さでプラグ（栓）をすることにより閉じているか、
（ii）２.５より大きい流路の幅対高さの比か、
（iii）０.４未満の流路の幅対高さの比か、
のうちの少なくとも１つを示すことができる。
【００１２】
　濾材積層体の代替の実施例では、濾材積層体は、少なくとも５．４３流路／ｃｍ２（３
５.０流路／インチ２）の流路の密度を持ち、かつ濾材積層体の一方の側の体積が濾材積
層体の他方の側の体積よりも少なくとも１０％だけ大きいような、非対称な体積の構成物
を持つことができる。
【００１３】
　濾材積層体の別の代替の構成物では、濾材積層体は、約１０．１６ｃｍ（４インチ）よ
り大きい流路の平均長さと、２.５より大きい流路の幅対高さの比か、あるいは０.４未満
の流路の幅対高さの比と、濾材積層体の一方の側の体積が濾材積層体の他方の側の体積よ
りも少なくとも１０％だけ大きいような非対称な体積の構成物と、を持つことができる。
【００１４】
　本発明による別の代替の濾材積層体では、濾材積層体は、約２０．３２ｃｍ（８インチ
）より大きい流路の平均長さと、２.５より大きい流路の幅対高さの比か、あるいは０.４
未満の流路の幅対高さの比と、濾材積層体の一方の側の体積が濾材積層体の他方の側の体
積よりも少なくとも１０％だけ大きいような非対称な体積の構成物と、を持つことができ
る。
【００１５】
　濾材積層体の性能は、流路の形状を制御することによって向上させることができる。例
えば、波形濾材シートは、隣接するピーク間で流路の一部に沿って伸びている少なくとも
１つの隆起部（リッジ）を持つことができる。この流路の形状は「低接触」と呼ぶことが
できる。波形濾材シートは、隣接するピーク間で流路の長さの一部の長さに沿って伸びて
いる少なくとも２つの隆起部（リッジ）を含むことができる。この流路の形状を「ゼロ歪
み」または「Ｙ字」形状と呼ぶことができる。波形濾材シートは、内部ピークと外部ピー
クとの間で流路の長さの少なくとも５０％の長さに沿って伸びている、１つまたは２つま
たはそれ以上の隆起部（リッジ）の繰り返しパターンを提供するように構成することがで
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きる。繰り返しパターンは、すべての隣接するピーク間で、２つごとの繰り返しピーク間
で、３つごとの繰り返しピーク間で、または４つごとの繰り返しピーク間など全ての繰り
返しピークより少ないいくつかの繰り返しパターン間で、提供されることができる。波形
濾材シートのいくつかの部分は、隣接するピーク間に伸びている隆起部（リッジ）を含む
必要はない。
【００１６】
　濾材積層体を含むフィルタエレメントを提供することができる。フィルタエレメントは
、濾材積層体の周辺部の周囲に伸びているシール部材を含む。シール部材は、半径方向に
伸びる方向でハウジング表面と係合してシールするように構成されたシール面を含むこと
ができる。あるいはまた、シール部材は、軸方向に伸びる方向でハウジング表面と係合し
てシールするように構成されたシール面を含むことができる。シール部材は、濾材積層体
に直接、または（シール支持材などの別の構造を介して）間接的に取り付けることができ
る。
【００１７】
　濾材積層体を製造する方法を提供する。この方法は、濾材積層体を形成するために、濾
材シート結合体の複数の層を積層するか、または巻き付ける工程を含むことができる。
【００１８】
　流体を濾過する方法を提供する。この方法は、濾材積層体の第１面または第２面のうち
の１つの面に流体を供給し、濾材積層体の第１面または第２面のうちの他方の面から流体
を回収する工程を含むことができる。
【００１９】
　濾材積層体で濾過することができる流体は、ガス状物質と液体物質とを含む。濾過でき
る例示のガス状物質は、空気を含む。濾過できる例示の液体物質は、水、油、燃料、およ
び加圧流体を含む。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】先行技術による例示のＺ型濾材積層体の概略を示す部分斜視図である。
【図２】図１で示された先行技術の濾材シート結合体の一部の部分拡大断面図である。
【図３】様々な波形形状の濾材の定義を示す概略図である。
【図４ａ】、
【図４ｂ】、
【図４ｃ】幅対高さの比を示す濾材シート結合体の一部の概略を示す部分拡大断面図であ
る。
【図５ａ】、
【図５ｂ】、
【図５ｃ】本発明による濾材シート結合体の一部の概略を示す部分拡大断面図である。
【図６】図５ａの濾過シート結合体を巻いた濾材積層体の端部を示す図である。
【図７】図６で示される濾材積層体に詰まったダストを示す斜視図であり、波形濾材シー
トの一部を剥がしてダストケーキを示す図である。
【図８】図５ｂの濾材のテーパ状の波形濾材シートを示す斜視図である。
【図９ａ】、
【図９ｂ】図５ｂと５ｃのテーパ状の波形濾材シートのいくつかの場所の断面図である。
【図１０ａ】、
【図１０ｂ】本発明の非対称な波形濾材シートの一部の概略を示す部分拡大断面図である
。
【図１１】インバータホイールと接触した後で、流路を閉じる折り曲げホイールと接触す
る前の流路の断面図である。
【図１２】図１１の線１２-１２に沿って得られる流路の断面図である。
【図１３】図１１の線１３-１３に沿って得られる流路の断面図である。
【図１４】折り曲げホイールと接触した後の流路の断面図である。
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【図１５】図１４の線１５-１５に沿って得られる流路の断面図である。
【図１６】図１４の線１６-１６に沿って得られる流路の断面図である。
【図１７】図１４の線１７-１７に沿って得られる流路の断面図である。
【図１８】図１４で図示される折り曲げられた流路の端面図である。
【図１９】本発明の空気濾材積層体を含むフィルタエレメントを含むことができる例示の
エアクリーナの断面図である。
【図２０】本発明の空気濾材積層体を含むフィルタエレメントの部分断面図である。
【図２１】本発明の空気濾材積層体を含むフィルタエレメントの斜視図である。
【図２２】本発明の空気濾材積層体を含むフィルタエレメントの斜視図である。
【図２３】図２２のフィルタエレメントの下部からの斜視図である。
【図２４】図２２と図２３のフィルタエレメントのセンサー板の側面図である。
【図２５】本発明の空気濾材積層体を含むフィルタ構成物の部分断面図である。
【図２６】本発明の空気濾材積層体を含むフィルタエレメントを含むエアクリーナの部分
断面図である。
【図２７】本発明の空気濾材積層体を含む例示のフィルタエレメントの斜視図である。
【図２８】本発明の空気濾材積層体を含む例示のフィルタエレメントの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　波形濾材
　波形濾材（fluted filter media）は、さまざまな方法で流体フィルタ構造物を提供す
るために使用することができる。よく知られた１つの形態は、Ｚ型濾材積層体である。本
明細書で使用する用語「Ｚ型フィルタ構造物（z-filter construction）」または「Ｚ型
濾材積層体（z-filtermedia）」は、フィルタ構造物を指すことを意味する。この構造物
では、波形に加工した、折り曲げた、ひだ付きの、または、別の方法で形成されたフィル
タ流路のうちの１つの流路が、濾材を通過する流体流れの長手方向のフィルタの流路を画
定するために使用されることを意味する。この流体は、濾材積層体の流入端部と流出端部
（または、流れ面）の間で流路に沿って流れる。Ｚ型濾材積層体のいくつかの実施例は、
米国特許第５,８２０,６４６号、米国特許第５,７７２,８８３号、米国特許第５,９０２,
３６４号、米国特許第５,７９２,２４７号、米国特許第５,８９５,５７４号、米国特許第
６,２１０,４６９号、米国特許第６,１９０,４３２、米国特許第６,３５０,２９６号、米
国特許第６,１７９,８９０号、米国特許第６,２３５,１９５号、意匠第３９９,９４４号
、意匠第４２８,１２８号、意匠第３９６,０９８号、意匠第３９８,０４６号、意匠第４
３７,４０１号で提供される。これら１５の引用文献は、引用により本明細書に合体する
。
【００２２】
　濾材積層体によって濾過することができる流体は、ガス状物質と液体物質とを含む。濾
過することができる例示のガス状物質は、空気を含む。濾過することができる例示の液体
物質は、水、油、燃料、および加圧流体を含む。濾材積層体によって濾過されるべき好ま
しい種類の流体は空気を含む。多くの説明は、一般に、空気を濾過することに向けられる
。しかしながら、濾材積層体が他のガス状物質と他の液体物質を濾過するために使用する
ことができることを理解すべきである。
【００２３】
　ある種類のＺ型濾材積層体は、互いに結合された２つの特定の濾材要素を使用して濾材
積層体を形成する。２つの要素とは、（１）波形濾材シート（fluted media sheet）と（
２）波形濾材シートと対面する対面濾材シート（facingmedia sheet）である。対面濾材
シートは通常は波形でない。しかしながら、対面濾材シートは、例えば、２００５年８月
２５日に発行され、引用により本明細書に合体される国際特許出願公開第２００５/０７
７４８７号に記載されたように、流路方向に垂直な波形であり得る。あるいはまた、対面
濾材シートは、波形濾材シートであり得る。流路または波形物は、波形濾材シートと一直
線上に、あるいはある角度で並んでいてもよい。対面濾材シートは、ひだ付きか、または
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波形であり得えるが、ひだ付きや波形でない形態で提供することもできる。そのような形
態は、平らなシートを含むことができる。対面濾材シートが流路でない場合、波形濾材シ
ートでないと呼ばれる。
【００２４】
　２つの濾材要素を使用するＺ型濾材積層体の種類は、濾材積層体を形成するために互い
に結合される。ここで、２つの濾材要素は、波形濾材シートと対面濾材シートは、「濾材
シート結合体（single facer media、single faced media）」と呼ぶことができる。ある
Ｚ型濾材積層体では、濾材シート結合体（波形濾材シートと対面濾材シート）は、平行な
入口と出口の流路を有する濾材積層体を画定するために使用することができる。いくつか
の例では、波形濾材シートと平面濾材シートとは、互い固定された後に、渦巻状に巻いて
Ｚ型濾材積層体を形成する。このような濾材積層体は、例えば、引用により本明細書に合
体される米国特許第６,２３５,１９５号と同６,１７９,８９０号に記述されている。その
他のいくつかの濾材積層体では、平らな濾材に固定された波形濾材の非渦巻状に巻いてい
ない部分を互いに積層して、濾材積層体を形成する。この例は、引用により本明細書に合
体される米国特許第５,８２０,６４６号の図１１に記述されている。一般に、渦巻状に巻
いた濾材積層体を渦巻状濾材積層体と呼び、積層した濾材積層体を積層濾材積層体と呼ぶ
。渦巻状に巻いた濾材積層体かまたは積層した濾材積層体を持つフィルタエレメントを供
給することができる。
【００２５】
　通常は、波形濾材シートと対面濾材シートの組み合わせ（例えば、濾材シート結合体）
を、対面濾材シートを外に向けた状態で渦巻状に巻いた濾材積層体を形成する。渦巻状に
巻く技術は、その内容が引用により本明細書に合体される２００４年９月３０日に出願さ
れた国際特許出願第２００４／０８２７９５号に記載されている。渦巻状に巻いた構成物
は、通常は、対面濾材シートの一部を濾材積層体の外部表面として持つ。所望であれば、
濾材シート結合体は、波形濾材シートが濾材積層体の外部表面を形成するように渦巻状に
巻くことができる。
【００２６】
　濾材の構造を示すために本明細書で使用する用語「波形に加工された（corrugated）」
は、２本の波形ローラの間で、すなわち、２つのローラの間でニップまたはバイトに濾材
を通過して得られる波形構造（flute structure）を指すことを意味する。各波形ロール
は、濾材に波形状の効果を起こするのに適した表面特性を有する。用語「波形（corrugat
ion）」は、波形ローラ間のバイトに濾材を通過させない技術で形成された流路は指さな
い。しかしながら、用語「波形に加工された」は、波形を形成した後に、例えば２００４
年１月２２日に国際公開され本明細書に引用により合体される国際出願公開第２００４／
００７０５４号に記述されるような折り曲げ技術によって、濾材が更に修正または変形さ
れる場合にも適用されることを意味する。
【００２７】
　波形加工された濾材は、波形濾材の１つの特定の形態である。波形濾材（fluted media
）は、濾材を横切って延びるそれぞれの流路（例えば、波形加工、折り曲げ加工またはひ
だ付けによって形成される）を持つ濾材である。波形濾材は、所望の流路の形状を提供す
ることができるいかなる技術によっても提供することができる。波形加工は、特定の大き
さを持つ流路を成形するのに有用な技術であり得る。流路の高さ（ピーク間の高さ）を増
加させることが好ましい場合、波形加工技術は実用的でなく、濾材を折り曲げるかまたは
ひだをつけることが好ましい。一般に、濾材にひだを付けることは、濾材を折り曲げた結
果として得られる。一般にひだ付けによって流路を形成することは、微細なひだ付けと呼
ぶことができる。ひだを付けるために濾材を折り曲げる例示の技術は、ひだを付けるため
に刻み目を入れるまたは圧力を用いることを含む。
【００２８】
　Ｚ型濾材積層体を使用するフィルタエレメントまたはフィルタカートリッジ形状はとき
どき「真っ直ぐに通過する流れの形状（straight through flow configuration）」また



(14) JP 2015-164726 A 2015.9.17

10

20

30

40

50

はこの変形と呼ぶ。一般にこの文脈において、点検整備可能なフィルタエレメントは、流
れがフィルタカートリッジにほぼ同一のまっすぐに流れる方向で流入および流出する、対
向する流入端部（または面）と流出端部（または面）とを一般的に持つことを意味する。
用語「真っ直ぐに通過する流れの形状」は、この定義に対して、濾材積層体の最も外側に
巻き付けられた対面濾材シートを通過する空気流を無視する。いくつかの例では、各流入
端部と各流出端部のそれぞれは、一般に平らまたは平面であり、２つは互いに平行である
。しかしながら、これからの変形、例えば、いくつかの応用において平らでない面もまた
使用可能である。さらに、対抗する流入面と流出面の特徴は、流入面と流出面が平行であ
ることを必要としない。所望であれば、互いに平行な流入面と流出面を提供することがで
きる。あるいはまた、流入面と流出面は、流入面と流出面とが平行でないような互いにあ
る角度で提供することができる。さらに、平らでない面は非平行な面であり得る。
【００２９】
　真っ直ぐに通過する流れの構造物は、例えば、米国特許第６,０３９,７７８号に示され
る円筒状のひだ付きフィルタカートリッジとは対照的なものである。ここでは、流れは、
一般に、点検整備可能なフィルタカートリッジを通過するときに実質的に旋回する。すな
わち、米国特許第６,０３９,７７８号のフィルタの前進する流れシステムでは、流れは、
円筒状の側面を通って円筒状のフィルタカートリッジの内部に入り、次に、旋回して端面
を通って外に流れる。逆に流れるシステムでは、流量は、端面を通して点検可能な筒状の
カートリッジに入り、次に、旋回して、筒状のフィルタカートリッジの側部を通って出る
。そのような逆に流れるシステムの実施例は、米国特許第５,６１３,９９２号に示されて
いる。
【００３０】
　フィルタエレメントあるいはフィルタカートリッジは、点検可能なフィルタエレメント
あるいはフィルタカートリッジと呼ぶことができる。この文脈において、用語「点検可能
」は、対応するエアクリーナから定期的に取り外して、取り替えられることを意味する。
点検可能なフィルタエレメントかまたはフィルタカートリッジを含むエアクリーナは、フ
ィルタエレメントかまたはフィルタカートリッジの取り外しと交換ができるように構成さ
れている。一般に、エアクリーナは、ハウジングとアクセスカバーを含み、アクセスカバ
ーは、使用したフィルタエレメントの取り外しと、新しいまたは洗浄された（再生された
）フィルタエレメントの挿入のために提供される。
【００３１】
　本明細書で使用するとき、用語「Ｚ型濾材積層体（Z-filter media construction）」
とその変形は、濾材積層体を通過する濾過流路無しに、空気が１つの流れ面から別の流れ
面まで流れるを禁じるような適切なシールを持つ、波形濾材シートと、対面濾材シートを
含む濾材シート結合体か、および／または、渦巻きか、積層か、または他の方法で、流路
の三次元的ネットワークに形成された濾材シート結合体か、および／または、濾材シート
結合体を含むフィルタ構成物か、および／または、（折り曲げ、またはひだ付けにより）
流路の三次元的ネットワークに形成された波形濾材のうちのいずれか、または、全てを指
すことを意味する。濾材積層体の一方の側（側面）に流入する濾過されていない空気が、
濾材積層体の他方の側（側面）から濾材積層体を出る濾過された空気流の一部として流出
することを防ぐために、適切な流路の封止構成物を提供することは好ましい。多くの構造
物において、Ｚ型濾材積層体は、入口および出口の流路のネットワークを形成するように
構成されており、そこでは、入口流路は、入口面に隣接する領域で開き、出口面に隣接す
る領域で閉じており、出口流路は、入口面に隣接して閉じており、出口面に隣接して開い
ている。しかしながら、代替のＺ型濾材積層体は可能である。例えば、２００６年５月４
日に公開されたバルドウィンフィルタ会社の米国特許第２００６／００９１０８４Ａ１号
が参照される。その構成物もまた、濾過されていない空気の流れが、濾材積層体を通過す
るのを妨げるためのシール構成物と、対向する流れ面の間に延びている流路と、を有して
いる。本発明のＺ型濾材積層体では、接着剤または密封剤は、流路を閉じて、濾過されて
いない空気が、濾材積層体の１つの面から濾材積層体の他の面に流れるのを防ぐための適
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切なシール構成物を提供するために使用することができる。プラグ（栓）、濾材の折り曲
げまたは濾材の押しつぶしは、濾過されていない空気の流れが濾材の一方の側（面）から
濾材の他方の側（面）に流れるのを防ぐための流路の封止物を提供するための技術として
使用することができる。
【００３２】
　代替のＺ型フィルタ構成物は、波形濾材シートを利用することで提供できる。例えば、
流入面と流出面で封止物を形成するために波形濾材シートを折り曲げることができる。こ
の種類の構成物の実施例は、例えば、ＡＡＦ－マックウェイ社への米国特許出願第２００
６/０１５１３８３号およびフリートガード社の国際特許出願公開第２００６/１３２７１
号に見ることができる。それらは、流路の方向に垂直に折り目を付けるかまたは曲げて、
流路の端部をシールすることを記載している。
【００３３】
　図１を参照すると、Ｚ型濾材積層体として使用可能な例示の濾材１が示される。濾材１
は先行技術の濾材を代表しているが、濾材１を説明するために用いられる用語の多くは、
また本発明の濾材の一部もまた説明することができる。濾材１はひだ付（実施例では波形
）シート３と対面濾材シート４から形成される。一般に、ひだ付波形シート３は、一般に
、通常の、カーブした、波状パターンの流路または波形７を持つものとして本明細書で特
徴付けられる一般的な種類のものである。この文脈で用語「波状パターン（wave pattern
）」は、谷（トラフ）７ｂと山（ヒル）７ａとが交互にくる流路あるいは波形パターンを
指すことを意味する。この文脈で用語「規則的（regular）」は、谷（トラフ）と山（ヒ
ル）（７ｂ,７ａ）の組がほぼ同じ繰り返しの波形（または、流路）形状とサイズで交互
に形成されることを指すことを意味する。（また、一般に規則的な構造において、各谷（
トラフ）７ｂは、実質的に各山（ヒル）７ａの逆形状である。）従って、用語「規則的」
は、波形（または流路）パターンが、流路の長さの少なくとも７０％に沿って実質的に変
わらない波形形状と大きさで、繰り返す組（隣接した谷（トラフ）と山（ヒル））をもつ
谷（トラフ）と山（ヒル）を持つことを意味する。この文脈で用語「実質的（substantia
l）」は、縦溝シート３を形成する濾材シートが可撓性であることによるわずかな変動と
は異なり、波形加工シートあるいは波形濾材シートを形成するために使用されるプロセス
または型での違いから得られる変更を言う。繰り返しパターンの特徴に関して、フィルタ
構造物に、等しい数の谷（トラフ）と山（ヒル）とが必ずしも存在することを意味するも
のではない。例えば、濾材１は、谷（トラフ）と山（ヒル）とを含む１組の間で、あるい
は、谷（トラフ）と山（ヒル）を含む１組に部分的にそって終端とすることができる。（
例えば、図１で断片的に図示される濾材１は、８つの完全な山（ヒル）７ａと７つの完全
な谷（トラフ）７ｂとを備える。）また、対向する流路の端部（谷（トラフ）と山（ヒル
）の端部）は、互いに異なり得る。このような端部での変動は、特に述べない限り、これ
らの定義において無視される。すなわち、流路の端部における変動が、上記の定義によっ
て保護されることを意味するものである。
【００３４】
　波形濾材の文脈において、特に、例示の濾材１において、山（ヒル）７ａと谷（トラフ
）７ｂとはピークとして特徴付けることができる。すなわち、山（ヒル）７ａの最高点は
ピークとして特徴付けられるし、谷（トラフ）７ｂの最低点はピークとして特徴付けられ
る。波形濾材シート（fluted sheet）３と対面濾材シート（facing sheet）４の組合せを
濾材シート結合体（single facer media）５という。谷（トラフ）７ｂに形成されるピー
クは、濾材シート結合体５の対面濾材シート３に面しているので内部ピークと呼ぶ。山（
ヒル）７ａに形成されるピークは、濾材シート結合体５を形成する対面濾材シート３から
離れる方向の外部ピークとして特徴付けられる。濾材シート結合体５に対して、波形濾材
シート３は、内部ピーク７ｂの繰り返しと、対面濾材シート４から離れる方向の外部ピー
ク７ａの繰り返しを含む。
【００３５】
　用語「規則的（regular）」が流路を特徴付けるために使用される場合、「テーパ状」
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と考えることができる濾材を特徴付けることを意図しない。一般に、テーパ状は流路の長
さに沿って流路の大きさの減少あるいは増加をいう。一般に、テーパ状濾材は、濾材の第
１端部から濾材の第２端部に大きさが縮小する第１の流路のセット、および濾材の第１端
部から濾材の第２端部に大きさが増加する第２の流路のセットをいう。一般に、テーパ状
のパターンは規則的なパターンであると考えられていない。しかしながら、Ｚ型濾材は、
流路の長さに沿って規則的と考えられる領域と、規則的でないと考えられる領域を含むこ
とができることを理解すべきである。例えば、流路の第１セットは、流路の長さの、例え
ば、１／４～３／４の距離に沿って規則的と考えられ、そして次に、流路の長さの残りの
量は、テーパ状であるため規則的でないと考えられる。別の可能な流路の構成物は、例え
ば、流路が第１面から予め選択された領域までテーパ状となっており、次に、流路が第２
の予め決められた領域まで規則的であり、次に、流路が第２面までテーパ状となっている
、テーパ状－規則的－テーパ状の構成物を持つことができる。別の代替の構成物は、規則
的－テーパ状－規則的または、規則的－テーパ状構成物として提供することができる。所
望に応じて様々な代替構成物を構成することができる。
【００３６】
　Ｚ型濾材積層体の文脈において、一般に、２つの種類の「非対称」がある。１つの種類
の非対称は、面積の非対称と言い、別の種類の非対称は、体積の非対称と言う。一般に、
面積の非対称は、流路の断面積の非対称を示し、テーパ状の流路によって示すことができ
る。例えば、面積の非対称は、流路の長さに沿ってある位置の流路の面積が、流路の長さ
に沿った別の位置の流路の面積と異なる場合に存在する。流路の面積は、波形濾材シート
と対面濾材シートとの間の面積をいう。テーパ状の流路は、面積の非対称であり、濾材積
層体の第１位置（例えば、端部）から第２位置（例えば、端部）まで大きさの減少を示す
か、または、濾材積層体の第１位置（例えば、端部）から第２位置（例えば、端部）まで
大きさの増加を示す。この非対称（面積の非対称）は、テーパから生じる一種の非対称で
あり、その結果、この種類の非対称を有する濾材は、規則的でないと言うことができる。
別の種類の非対称は、体積の非対称と言い、さらに詳細に説明する。体積の非対称は、濾
材積層体中の汚れた側部の体積と清浄な側部の体積との差をいう。体積の非対称を示す濾
材は、波状パターンが規則的であるなら規則的として特徴付けることができ、波状パター
ンが規則的でないなら規則的でないとして特徴付けられる。
【００３７】
　流路の少なくとも一部が濾過されていない空気の通路に対して閉じているＺ型濾材積層
体は、接着剤または密封材によるプラグ（栓）を提供する以外の技術によって提供するこ
とができる。例えば、流路の端部は、封止物（closure）を提供するために折り曲げるか
または押しつぶすことができる。流路を閉じるための規則的でかつ一貫した折り目パター
ンを提供する１つの技術は、「ダーツ付け（darting）」と呼ぶことができる。ダーツ付
けの流路またはダーツ付けは、一般に、流路の封止物を言い、そこでは、封止物は、押し
つぶしによって生じるというよりもむしろ、封止物を提供するために、対面濾材シートに
向かって流路を折りたたむために規則的な折り目パターンを生成するように流路を折り曲
げることによって、生じる。ダーツ付けは、一般に、流路の封止物が一般に一貫して制御
されているような、流路の一部を折りたたんで流路の端部を閉じるシステマティックなア
プローチを含む。例えば、米国特許出願第２００６／０１６３１５０号Ａ１は、流路の端
部でダーツ付けの構成物を持つ流路を開示する。ダーツ付けの構成物は、利点を提供する
ことができる。例えば、シールするのに必要な密封材の量を低減する、シール効果に対す
る安全性を増加する、流路のダーツ付け端部上で好ましい流れパターンを提供することが
できる。Ｚ型濾材積層体は、ダーツ付け端部を含む流路を含むことができ、米国特許出願
第２００６／０１６３１５０号Ａ１の全ての開示は、引用により本明細書に合体される。
流路の端部のダーツの存在は、濾材を非規則的にさせないことが理解される。
【００３８】
　「カーブした（curved）」波状パターンを特徴付ける文脈において、用語「カーブした
」は、濾材に提供される、折りたたまれた、あるいは、折り目を付けられた形状の結果で
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はなく、むしろ各山（ヒル）７ａの頂点と各谷（トラフ）７ｂの底部が半曲カーブに沿っ
て形成されるパターンを言うことを意味する。代替手段は可能であるが、そのようなＺ型
濾材積層体の典型的な半径は、少なくとも０.２５ｍｍであり、通常は、３ｍｍを超えな
い。上の定義において波形加工されていない濾材もまた、使用可能である。例えば、「カ
ーブした」と考えられないような十分鋭い半径を持つピークを提供することは好ましい。
一般に、半径は、０.２５ｍｍ未満、または０.２０ｍｍ未満であるならば、隆起部（リッ
ジ）または底部は、曲げられた、折りたたまれた、または折り目を付けられたとして特徴
付けられる。マスキングを抑えるために、ナイフエッジを持つピークを提供することは好
ましい。ピークでナイフエッジを提供する能力は、濾材を形成するために使用される装置
、濾材自身、および濾材がさらされる条件によって制限することができる。例えば、濾材
を裂くまたは引き裂かないようにすることは好ましい。従って、ピークを形成するために
ナイフエッジを使用することは、ナイフエッジが濾材中に切り傷あるいは裂け目を引き起
こす場合には、好ましくない。また、濾材は、裂くまたは引き裂かずに、十分なカーブで
ないピークを提供するには、軽過ぎるまたは重過ぎる場合がある。また、処理中の空気の
湿度は、ピークを形成するとき、急な半径を形成するのを補助することができる。
【００３９】
　図１に示すひだ付き波形シート３の特定の規則的にカーブした波形パターンの更なる特
徴は、曲率が反転する遷移領域が、各谷（トラフ）７ｂと隣接する各山（ヒル）７ａの間
のほぼ中点３０で、流路７の長さの大部分に沿って、配置されることである。たとえば、
図１の裏側または裏面３ａを見ると、谷（トラフ）７ｂは凹形領域にあり、山（ヒル）７
ａは凸形領域にある。もちろん、前側または前面３ｂに向かってみると、裏側３ａの谷（
トラフ）は山（ヒル）を形成し、裏側３ａの山（ヒル）７ａは谷（トラフ）を形成する。
いくつかの例では、領域３０は、点の代わりに、部分３０の端部で曲率が反転する真っ直
ぐなセグメント３０であってもよい。領域３０が真っ直ぐなセグメントとして提供される
場合、例えば、図１で示される波形パターンは、山（ヒル）７ａでのカーブと、領域３０
での直線セグメントと、谷（トラフ）７ｂでのカーブの繰り返しパターンにより、「弓形
－真っ直ぐ－弓形」として特徴付けることができる。
【００４０】
　図１に示される、特別に規則的なカーブした波形パターンのひだ付き波形シート３の特
徴は、個々の波形が概ね真っ直ぐであることである。この文脈で、「真っ直ぐ」とは、端
部８と端部９間の長さの少なくとも５０％、好ましくは７０％（通常は少なくとも８０％
）にわたって、山（ヒル）７ａと谷（トラフ）７ｂの断面形状が実質的に変化しないこと
を意味する。図１で示される波形パターンに関する用語「真っ直ぐ」は、引用により本明
細書に合体される２００３年６月１２日に公開された国際特許出願公開第９７／４０９１
８号および同第０３／４７７２２号の図１に記載された波形加工された濾材のテーパ状の
流路のパターンと部分的に異なっている。例えば、国際特許出願公開第９７／４０９１８
号の図１のテーパ状の流路は、波形加工された波パターンではあるが、本明細書で使用さ
れている用語のような「規則的な」パターンあるいは真っ直ぐな流路のパターンではない
。
【００４１】
　本明細書の図１を参照すると、上記参照したように、濾材１は対向する第１端部８と第
２端部９とを持つ。図示された例示に対して、濾材１が渦巻きにより濾材積層体に形成さ
れるとき、通常、第２端部９が濾材積層体の入口端部を形成し、第１端部８が濾材積層体
の出口端部を形成するが、ある応用では逆の配置もまた可能である。
【００４２】
　図示された例において、隣接する端部８には、密封材が、この例では密封材のビード１
０の形態で波形濾材シート３と対面濾材シート４とを一緒にシールする。密封材のビード
１０は、波形濾材シート３と対面濾材シート４との間のビードであり、濾材シート結合体
１を形成するので、時には「濾材シート結合体のビード」と呼ばれる。密封材のビード１
０は、端部８に隣接する各流路１１の空気通路を閉じてシールする。
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【００４３】
　図示された例において、密封材は、この例では密封材のビード１４の形態で、隣接する
端部９に供給される。密封材のビード１４は、通常は、端部９に隣接してそこを通る濾過
されていない流体の通路に対して、流路１５を閉じる。密封材のビード１４は、通常は、
波形加工されたシート３を内部に向けた状態で、濾材１がそれ自身の周囲に渦巻状に巻か
れている場合に適用される。したがって、密封材のビード１４は、対面濾材シート４の裏
面１７と、ひだ付き波形シート３の側面１８との間でシールを形成する。細長片１を渦巻
きにして渦巻状濾材積層体にするときに、密封材のビード１４を通常適用するので、密封
材のビード１４は、ときどき「渦巻ビード」という。渦巻きの代わりに、濾材２が細長片
に切断され積層される場合には、密封材のビード１４は、「積層ビード」と呼ばれる。
【００４４】
　図１を参照すると、例えば、渦巻きまたは積層によって濾材積層体中に組み込まれると
、濾材１は以下のように作動することができる。最初に、空気は矢印１２の方向で端部９
に隣接する開いた流路１１に入る。端部８は密封材のビード１０によって閉じているので
、空気は、矢印１３で示される方向に濾材を通過する。次に、空気は、濾材積層体の端部
８に隣接した流路１５の開いた端部１５ａを通る通路によって濾材積層体から外に出る。
もちろん、上記と逆方向の空気流れとすることもできる。
【００４５】
　より一般的な用語において、Ｚ型濾材積層体は、対面濾材シートに固定され、対向する
第１と第２の流れ面の間で延びている濾材積層体の複数の流路中に構成された波空濾材を
有するものとして特徴付けることができる。密封材またはシール構成物は、第１の上流端
部で空気が入ってくる流路が、濾材を通過する濾過通路を用いずに下流の流れ面または端
部から濾材積層体を出ないことを確実にするように、濾材積層体内に提供されている。言
い換えると、Ｚ型濾材積層体は、流入面と流出面との間で、通常は密封材構成物または他
の構成物によってそこを通る濾過されていない空気の通路が閉じられる。この追加の代替
の特徴は、空気を濾過するために空気が濾材積層体の第１面と第２面のうちの一方の面の
中に入り、第１面と第２面のうちの他方の面から外に出るように、流路の第１部分は、濾
過されていない空気が流路の第１部分に流れ込むのを防ぐように閉じられるかまたはシー
ルされ、かつ、流路の第２部分は、濾過されていない空気が流路の第２部分から外に流れ
出るのを防ぐように閉じられるかまたはシールされることである。
【００４６】
　本明細書の図１に示された特定の構造に対し、平行な波形７ａ、７ｂは、端部８から端
部９まで、通常は、濾材を真っ直ぐに完全に横切る。真っ直ぐな流路または波形構成物は
、選択された位置、特に端部で、変形または折り曲げることができる。この流路の端部で
の封止の変形は、通常は、上記の「規則的に」「カーブした」「波パターン」の定義から
外れる。
【００４７】
　一般に、濾材は、相対的に柔軟な材料、通常は、（セルロースファイバ、合成ファイバ
または両方の）不織布ファイバ質材料であり、しばしば樹脂を含み、時には追加の材料で
処理される。したがって、濾材は、容認できないような損傷を受けずに、例えば、波形加
工されたパターンなどの種々の流路に加工または構成できる。また更に、濾材積層体は、
容認できないような濾材の損傷を受けずに、使用のために渦巻状に巻く、あるいは他の使
用形状に容易にすることができる。もちろん、濾材は、使用中に、所望の流路（例えば、
波形加工された）構造を維持するような性質を持ち得る。
【００４８】
　波形加工または流路の形成工程では、非弾性変形が濾材に生じる。これによって、濾材
が元の形状に戻ることを防ぐ。しかしながら、この工程で張力が解放されると、流路ある
いは波形形状は、スプリングバックを起こし、伸びと曲がり部分の少なくとも一部が回復
しやすい。対面濾材シートは、時には、縦溝シートにおけるスプリングバックを禁じるた
めに、波形濾材シート（または、波状シート）に鋲で留められる。
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【００４９】
　また、通常は、濾材は、樹脂を含む。波形状形成工程で、濾材は樹脂のガラス転移点以
上の温度に加熱することができる。樹脂が次に冷却されると、樹脂は流路の形状を維持す
るように作用する。
【００５０】
　波形濾材シート３、対面濾材シート４またはその両方の濾材は、例えば、参照として本
明細書に合体される米国特許第６,９５５,７５５号、同第６,６７３,１３６号、同第７,
２７０,６９３に記載されているように、その一側面または両側面上に、微細なファイバ
材料を提供できる。一般に、ファインファイバは重合体のファインファイバ（マイクロフ
ァイバとナノファイバ）と呼ばれ、濾過性能を向上するための濾材を提供できる。濾材上
にファインファイバが存在する結果として、所望の濾過性を獲得しかつ重量や厚みを低減
した濾材を提供することは可能でありまたは好ましい。従って、濾材上にファインファイ
バが存在すると、濾過特性を高める、より軽い濾材を提供できる、またはその両方を提供
できる。ファインファイバとして特徴付けられるファイバは、約０.００１μｍ～約１０
μｍ、約０.００５μｍ～約５μｍ、または約０.０１μｍ～約０．５μｍの直径を持つこ
とができる。ナノファイバは、２００ｎｍまたは０.２μｍ未満の直径を有するファイバ
をいう。マイクロファイバは、０．２μｍより大きいが１０μｍより大きくない直径を有
するファイバをいう。ファインファイバを形成するために使用できる例示の物質は、ポリ
塩化ビニリデン、ポリビニル・アルコール重合体、ナイロン６、ナイロン４,６、ナイロ
ン６,６、ナイロン６,１０など様々なナイロンを含む共重合体、それらの共重合体、ポリ
塩化ビニル、ＰＶＤＣ（ポリ二塩化ビニル）、ポリスチレン、ポリアクリロニトリル、Ｐ
ＭＭＡ（ポリメタクリル酸メチル）、ＰＶＤＦ、ポリアミド、およびそれらの混合物を含
む。
【００５１】
　更に、図１を参照すると、波形状シート３と対面濾材シート４との間に配置されて、２
つを一緒に固定しているタックビード２０が示されている。タックビード２０は、例えば
、接着剤の不連続な線であり得る。また、タックビード２０は、濾材シートを一緒に溶接
した点でもあり得る。
【００５２】
　上記から、図示された例示の波形シート３は、通常は、２つが接する谷（トラフ）また
は山（ヒル）に沿って対面濾材シートに連続的に固定されていない。従って、空気は、濾
材を通過する通路無しに、隣接する入口の複数の流路の間と、交互の隣接する出口の複数
の流路との間を流れることができる。しかしながら、入口面で流路中に入った空気は、少
なくとも１つの濾過する濾材シートを通過せずに出口流路から出ることができない。
【００５３】
　次に、図２に着目すると、ひだ付（この例では、規則的な、曲げられた、波形パターン
）シート４３と、波形加工されていない平らな対面濾材シート４４とを使用するＺ型濾材
積層体４０が示される。点５０と点５１の間の距離Ｄ１は、与えられた流路５３の下にあ
る領域５２中の対面する濾材４４の範囲を画定する。点５０と点５１は、波形濾材シート
４３の内部ピーク４６，４８の中央点として提供される。さらに、点４５は波形濾材シー
ト４３の外部ピーク４９の中央点として特徴付けられる。距離Ｄ１は、濾材結合体４０の
周期的長さまたはインターバルを画定する。距離Ｄ２は、同じ距離Ｄ１上で、流路５３に
対する弓形の濾材長さを画定し、流路５３の形状によるＤ１より当然長い。先行技術によ
るひだ付きフィルタの応用において使用される通常の規則的な形状の濾材では、Ｄ２の長
さのＤ１に対する比は、通常は、１．２～２．０の範囲内である。エアーフィルタの共通
の例示構成物では、Ｄ２は、Ｄ１の約１．２５～１．３５倍の構成物を有する。そのよう
な濾材は、例えば、通常のカーブした波形パターンを持つドナルドソン社のＰｏｗｅｒｃ
ｏｒｅ（登録商標）Ｚ濾材積層体において商業的に使用されている。ここでＤ２／Ｄ１比
は、時として濾材に対する流路／平坦部比（flute/flat ratio）、または濾材しぼり（me
dia draw）として特徴付けられる。
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【００５４】
　流路の高さＪは、平らな対面濾材シート４４から波形濾材シート４３の最高点までの距
離である。すなわち、流路の高さＪは波形濾材シート４３の繰り返しのピーク５７とピー
ク５８の間の外側の高度差である。流路の高さＪは、縦溝シートの厚さを考慮に入れる。
ピーク５７（対面濾材シート４４に面しているピーク）を内部ピークと呼び、ピーク５８
（対面濾材シート４４から離れる方向のピーク）を外部ピークと呼ぶ。距離Ｄ１、Ｄ２、
およびＪは、図２に示された特定の濾材結合体に適用されるが、これらの距離は波形濾材
の他の構成物に適用することができ、そこでは、Ｄ１は流路の周期長さまたは所定の流路
の下方の平らな濾材の距離を指し、Ｄ２は、下方ピークから下方ピークまでの波形濾材の
長さを指し、Ｊは流路の高さをいう。
【００５５】
　別の計測はたわみ長さ（cord length ＣＬ）と呼ばれる。たわみ長さはピーク５７の中
点５０からピーク５８の中点４５までの直線距離をいう。濾材の厚さが距離値に影響を与
えるので、濾材の厚さと特別な距離測定の始点または終点の決定は、距離値に影響する。
例えば、たわみ長さ（ＣＬ）は、距離が内部ピークの底部から外部ピークの底部まで測定
されるかどうかに依存して、または、距離が内部ピークの底部から外部ピークの頂部まで
測定されるかどうかに依存して、異なる値を持ち得る。距離におけるこの差は、濾材厚さ
が距離測定に影響を与えるかの例である。濾材の厚さの影響を最小にするために、たわみ
長さに対する計測は、濾材中の中点で決定される。たわみ長さＣＬと濾材長さＤ２の間の
関係は、波形濾材シートのたわみ率として特徴付けられる。たわみ率（media cord perce
ntage）は、
　たわみ率＝（（１/２）Ｄ２－ＣＬ）×１００／ＣＬ
の式によって決定できる。
【００５６】
　段ボール業界では、様々な規格の流路が定められている。例えば、規格Ｅの流路、規格
Ｘの流路、規格Ｂの流路、規格Ｃの流路、および規格Ａの流路などである。図３は、以下
の表Ａと組み合わせて、これらの流路の定義を提供する。
【００５７】
　本特許の譲受人であるドナルドソン株式会社（ＤＣＩ）社は、様々なＺフィルタ構成物
内における規格Ａと規格Ｂの流路の変形を使用してきた。ドナルドソン株式会社の規格Ｂ
の流路は、約３.６％のたわみ率を有する。ドナルドソン株式会社の規格Ａの流路は、約
６.３％のたわみ率を有する。さまざまな流路は、また、表Ａおよび図３で画定される。
図２は、波形濾材シート４３として規格Ｂの流路を使用するＺ型濾材積層体４０を示して
いる。
【００５８】
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【表１】

【００５９】
　一般に、段ボール箱業界からの規格の流路の形状は、波形状濾材の波形状または概略波
形状を画定するために使用できる。流路の構成物または濾過性能を高める構造物を提供す
ることによって、濾材の性能を改善することがきる。段ボール業界では、流路の大きさま
たは波形の幾何形状は、荷重を処理するのに適した構造を提供するように選択される。段
ボール業界における流路の幾何学的形状は規格Ａまたは規格Ｂの流路の形状を発展させた
。そのような流路の構成物は荷重を取り扱うのに好ましいが、濾過性能は、流路の幾何学
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形状を変更することによって高めることができる。濾過性能を改良する技術は、一般に、
濾過性能を改良し、かつ選択された濾過条件下で濾過性能を改良する幾何学形状と外形を
選択することを含む。濾過性能を改良するために変更できる例示の流路の幾何学形状と外
形は、流路のマスキング、流路の形状、流路の幅対高さの比、流路の非対称性を含む。流
路の幾何学形状と外形の広い選択の点から、流路のエレメントは、様々な流路の幾何学形
状と外形の点から濾過性能を改良するために、所望のフィルタエレメントの幾何学形状と
外形を持って構成することができる。
【００６０】
　マスキング
　Ｚ型濾材積層体の文脈において、マスキングは、波形濾材シートと対面濾材シートとの
間の近接領域を指し、この領域では、実質的に圧力差が不足し、濾材を使用するとき、有
用な濾材の不足をもたらす。一般に、マスキングされた濾材は、濾材の濾過性能を実質的
に高めるためには有用ではない。従って、マスキングを低減することにより、濾過に利用
できる濾材量を増加し、濾材の容量を増加し、濾材のスループットを増加し、濾材の圧力
損失を低減することは好ましいし、これらのいくつかまたは全部を行うことは、好ましい
。
【００６１】
　図２に示されるようなピークで広い円弧を有するパターンに配置された波形濾材シート
の場合に、波形濾材シートと対面濾材シートとの接触領域の最も近くに一般に濾過に有用
でない濾材のかなり大きな領域が存在する。波形濾材シートと対面濾材シートとの間の接
触点またはピークの円弧を（例えば、より鋭角の接点を提供して）減少させることによっ
て、マスキングを抑えることができる。マスキングは、一般に、濾材が（例えば、空気濾
過の間に）加圧下にあるとき濾材ゆがみを考慮する。かなり大きい半径は、ひだ付き濾材
の多くが対面濾材シートに向かう方向へのゆがみをもたらす。鋭角ピークまたは接点（例
えば、小さい半径）を提供することによって、マスキングを抑えることができる。
【００６２】
　波形濾材シートと対面濾材シートとの間で接触する円弧を減少する試みがなされた。例
えば、Winter他の米国特許第６,９５３,１２４号が参照される。円弧を減少させる例は、
図４ａに示され、そこでは、波形濾材シート７０は、比較的鋭いピークで対面濾材シート
７２および対面濾材シート７３と接触する、すなわち、波形濾材シート７０中の接点７４
と接点７５と接触する。図１に示されているカーブした波形パターンなどのカーブした波
形パターンは、一般に、少なくとも０.２５ｍｍのピーク半径、通常は３ｍｍを超えない
ピーク半径を有する波形濾材シートを提供する。比較的鋭いピークまたは接点は、０.２
５ｍｍ未満の半径を有するピークとして特徴付けられる。好ましくは、約０.２０ｍｍ未
満の半径を有する比較的鋭いピークまたは接点を提供できる。さらに、約０.１５ｍｍ未
満、および好ましくは約０.１０ｍｍ未満の半径を有するピークを提供することによって
、マスキングを抑えられる。半径を持たないまたは約０ｍｍの半径を本質的に有するピー
クを提供できる。比較的鋭いピークまたは接点を示す波形濾材を提供する例示の技術は、
比較的急なエッジを提供するために充分な方法で波形濾材を圧印加工する、曲げる、折り
曲げる、または折り目を付けることを含む。鋭いエッジを提供する能力は、濾材自身の組
成物、圧印加工する、曲げる、折り曲げる、または折り目を付けるために使用される処理
装置を含む多くの因子に依存することが理解される。一般に、比較的急な接点を提供する
能力は、濾材の重さと、濾材の引き裂きまたは切断に対する抵抗を有するファイバを含む
かどうかに依存する。一般に、曲げる、折り曲げる、または折り目を付ける間に濾材積層
体を切断しないことが好ましい。
【００６３】
　マスキングを抑えるためにピーク（内部ピークまたは外部ピーク）の半径を減少させる
ことが好ましいが、ピークのすべてがマスキングを減少させるために減少した半径を有す
る必要はない。マスキングを低減することと濾過性能を高めることは、比較的鋭いピーク
または接点を持ついくつかのピーク（例えば、少なくとも２０％）を提供することによっ
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て実現することができる。また、濾材の設計によって、低減した半径を持つ外部ピークを
提供するか、または低減した半径を持つ内部ピークを提供するか、または低減した半径を
持つ外部ピークと内部ピークの両方を提供することにより、十分にマスキングを減少させ
ることができる。
【００６４】
　濾材の表面積の増加
　濾過性能は、濾過に利用可能な濾材量を増加させることによって高めることができる。
マスキングを低減することは、濾過に利用可能な濾材の表面積を増加させる技術であると
考えられる。
【００６５】
　ここで図４ａを参照すると、波形濾材シート７０は、正三角形に類似する断面積を有す
る流路を提供すると考えられる。濾材が可撓性であるので、濾過中に圧力が濾材にかかる
と、波形濾材シート７０がゆがむことが予想される。さらに、図２の波形濾材シート４３
は、三角形形状に類似する流路を有すると考えられる。一般に、流路が正三角形に類似す
る波形濾材では、他の流路設計と比べて濾過に利用可能な濾材量は最も少なく、そこでは
、周期長さまたはインターバルＤ１は互いに増加または減少する、あるいは流路の高さＪ
は増加または低下する。
【００６６】
　ここで、図４ｂと４ｃを参照すると、図４ｂは波形濾材シート８０が対面濾材シート８
２と対面濾材シート８３との間で伸びている濾材を示す。図４ｃは、波形濾材シート９０
が対面濾材シート９２と対面９３との間で伸びている濾材を示す。波形濾材シート８０は
、図４ａに示される波形濾材シート７０より長い流路の周期Ｄ１を有する。波形濾材シー
ト８０は、図４ａで示される濾材構成物と比べて流路の高さＪに対して比較的長い周期Ｄ
１を持って提供される。ここで、図４ｃを参照すると、波形濾材シート９０は、図４ａの
波形濾材シート７０より短い流路周期を有する。波形濾材シート９０は、図４ａに示され
る濾材構成物と比べて周期Ｄ１に対して比較的大きい流路の高さＪを有する。
【００６７】
　波形濾材の構成物は、流路の幅対高さの比（flute width height ratio）で特徴付けら
れる。流路の幅対高さの比は、流路の周期長さ（幅）Ｄ１の流路の高さＪに対する比であ
る。流路の幅対高さの比は、
　流路の幅対高さの比＝Ｄ１/Ｊ
の式で表わされる。流路の周期長さ（幅）Ｄ１や流路の高さＪなどの測定距離は、平均が
濾材のために各流路の端部から２０％以内で流路の長さに沿って濾材の平均値として特徴
付けられる。従って、距離は、流路の端部から離れて測定できる。流路の端部は、通常は
、密封材または封止を有する。流路の封止で計算された流路の幅対高さの比は、濾過が行
われているところの流路の幅対高さの比を必ずしも表すものではない。従って、流路の幅
対高さの比の測定は、流路が端部近くで閉じている場合、流路の封止の影響を除去するた
めに、流路の端部付近の流路の長さの２０％を除いた流路の全長さの平均値として提供さ
れる。「規則的な」濾材では、流路の周期長さ（幅）Ｄ１と流路の高さＪが、流路の長さ
に沿って比較的一定になると予想される。比較的一定であることによって、流路の幅対高
さの比は、流路の封止設計が、幅対高さの比に影響を与える場合、各端部での２０％の長
さを除いた流路の全長さの約１０％以内で変動することができることを意味する。さらに
、テーパ状の流路を有する濾材などの規則的でない濾材の場合に、流路の幅対高さの比は
、流路の全長さにわたって変動するかほぼ同じままで残り得る。理論的な正三角形状から
離れた流路の形状を調整することによって、濾過に利用可能な与えられた体積中の濾材量
を増加することができる。従って、少なくとも約２.２、少なくとも約２.５、少なくとも
２.７、または少なくとも３.０の流路の幅対高さの比を有する流路は、濾過に利用可能な
濾材の表面積を増加させることができる。さらに、約０.４５未満、約０.４０未満、約０
.３７未満、または約０.３３未満の流路の幅対高さの比を有する流路の設計を提供するこ
とにより、濾過に利用可能な濾材面積の増加を提供できる。一般に、正三角形の形状を持
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っている理論上の流路は、約１.６の流路の幅対高さの比を示す。
【００６８】
　濾過に利用可能な濾材の量を増加させるための別の技術は、濾材積層体の流路の密度を
増加させることを含む。流路の密度は、濾材積層体中の濾材の断面積当たりの流路の数に
関する。流路の密度は、流路の高さＪ、流路の周期Ｄ１、および濾材の厚さＴを含む、多
くの因子に依存する。流路の密度は、濾材積層体の流路の密度としてまたは濾材シート結
合体の流路の密度として特徴付けることができる。フィルタエレメントに対する濾材積層
体の流路の密度（ρ）を計算する式は、
　ρ＝チャンネルの数（開いたおよび閉じたチャンネル）／（２×Ｚ型濾材積層体の断面
積）
である。フィルタエレメントの流路の密度は、フィルタエレメントの断面で開いているチ
ャンネルと閉じているチャンネルを含むチャンネルの数を計数し、かつチャンネルの数を
決定した位置でのフィルタエレメントの断面積の２倍の数で計数を割ることによって計算
することができる。一般に、流路の密度は、流入面から流出面まで（または、逆も同様に
）、フィルタエレメントの長さに沿って比較的一定であることが予想される。Ｚ型濾材積
層体の断面は、（渦巻または積層）濾材積層体の断面積を言い、フィルタエレメントの断
面積を言うわけではないことを理解すべきである。フィルタエレメントは、ハウジングに
係合するシース（さや）あるいはシールを持っても良い。ハウジングは、濾材の断面積よ
り大きい断面積を持つフィルタエレメントを提供する。また、濾材の断面積は、有効面積
と言う。すなわち、濾材をコアまたはマンドレルの周囲に巻く場合、コアまたはマンドレ
ルの断面積は、Ｚ型濾材積層体の断面積の一部でない。また、チャンネルの数は、有効面
積のチャンネルの数を言う。
【００６９】
　濾材シート結合体の流路の密度（ρ）の計算のための代替式は、
　ρ＝１／（（Ｊ＋Ｔ）×Ｄ１）
である。濾材シート結合体あたりの流路の密度の方程式では、Ｊは流路の高さ、Ｄ１は流
路の周期長さ、Ｔは波形濾材シートの厚さである。この代替式は、濾材シート結合体の流
路の密度を計算するための方程式と呼ぶことができる。濾材シート結合体流路の密度は、
濾材シート結合体の構成に基づいて決定される。対照的に、濾材積層体の流路の密度は、
組み立てられた濾材積層体に基づいて決定される。
【００７０】
　理論的には、濾材積層体の流路の密度と濾材シート結合体の流路の密度は、同様の結果
を提供すべきである。しかしながら、濾材積層体の流路の密度と濾材シート結合体流路の
密度が異なる結果を提供するような方法で濾材積層体を構成することは、可能である。
【００７１】
　図２と図３に示され、表１で特徴付けられた規格Ｂの流路は、約５．２７流路／ｃｍ２

（３４流路／インチ２）の流路の密度（濾材積層体の流路の密度と濾材シート結合体の流
路密度）を持つ渦巻状濾材を提供する。規格Ｂの流路から形成された濾材積層体は、約５
．２７流路／ｃｍ２（３４流路／インチ２）の平均流路の密度を持つものとして特徴付け
ることができる。別の方法で述べられない場合、流路の密度（濾材積層体の流路の密度ま
たは濾材シート結合体の流路の密度として表現されるか否かに関係なく）は、濾材積層体
の平均密度であると考えることができる。したがって、流路の密度は、時には、流路の密
度として、時には、平均流路の密度として呼ばれる。一般に、平均流路の密度を増加させ
ることは、規格Ｂの濾材積層体に対する流路の密度よりも大きな流路の密度を持つ濾材積
層体を提供することを言う。例えば、増加した流路の密度は、５．４３流路／ｃｍ２（３
５.０流路／インチ２）より大きい流路の密度を持つ濾材積層体に対して言うことができ
る。約５．５８流路／ｃｍ２（３６流路／インチ２）より大きな流路の密度、約５．８９
流路／ｃｍ２（３８流路／インチ２）より大きな流路の密度、約６．２０９流路／ｃｍ２

（４０流路／インチ２）より大きな流路の密度、６．９８流路／ｃｍ２（４５流路／イン
チ２）より大きな流路の密度、または約７．７５流路／ｃｍ２（５０流路／インチ２）よ
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り大きな流路の密度を持つ濾材積層体を提供することができる。圧力損失あるいはそこを
通って流れる抵抗の低減を提供するために、（規格Ｂの濾材と比較して）減少した流路の
密度を持つ濾材積層体を提供することができる。例えば、５．２７流路／ｃｍ２（３４流
路／インチ２）未満の流路の密度、約４．６５流路／ｃｍ２（３０流路／インチ２）未満
の流路の密度、または約３．８８流路／ｃｍ２（２５流路／インチ２）未満の流路の密度
を持つ濾材積層体を提供することができる。一般に、増加した流路の密度を持つ濾材を提
供することは、濾材の体積内の濾材の表面積を増加させる傾向があり、したがって、濾材
の充填容量を高める傾向を持つ。従って、濾材の流路の密度を増加させると、濾材の充填
容量を高めるという効果を持つことができる。しかしながら、濾材の流路の密度を増加さ
せることは、他の因子が一定であると仮定すると、圧力損失を増加させるという影響をも
たらし得る。また、濾材の流路の密度を減少させることにより、初期の圧力損失を減少す
るという効果を持つことができる。
【００７２】
　濾材の流路の密度を増加させることは、流路の高さ（Ｊ）または流路の周期長さ（Ｄ１
）または両方を下げるという効果がある。その結果として、流路の大きさ（流路の大きさ
は、流路の断面積を言う）は、流路の密度の増加とともに減少する傾向がある。その結果
として、流路の大きさを小さくすると、濾材を通る圧力損失が増加する影響を持つ。一般
に、濾材を通る圧力損失について言うとき、濾材の第２面で測定された圧力に対して濾材
の第１面で決定される圧力差を言う。ここで、第1面と第２面は、一般に流路の対向端部
で提供される。所望の圧力損失を保持しながら、比較的高い流路の密度を持つ濾材を供給
するために、流路の長さを減らすことができる。流路の長さは、濾材の第１面から濾材の
第２面までの距離を言う。燃焼機関用空気を濾過するため使用可能な濾材の場合、短い長
さの流路は、約１２．７ｃｍ（５インチ）未満の流路（例えば、約２．５４ｃｍ（１イン
チ）～約１２．７ｃｍ（５インチ）、または約５．０８ｃｍ（２インチ）～約１０．１６
ｃｍ（４インチ））の流路を持つものとして特徴付けることができる。中程度の長さの流
路は、約１２．７ｃｍ（５インチ）～約２０．３２ｃｍ（８インチ）の長さを持つものと
して特徴付けることができる。長い長さの流路は、約２０．３２ｃｍ（８インチ）より長
い流路（例えば、約２０．３２ｃｍ（８インチ）～約３０．４８ｃｍ（１２インチ））を
持つものとしてを特徴付けることができる。
【００７３】
　流路の形状
　濾材積層体内で濾過用に利用可能な濾材の量を増加させるための別の技術は、表１で説
明されたような規格の流路の設計と比較して、濾過用に利用可能な濾材の量を増加させる
流路の形状を選択することを含む。濾過用に利用可能な濾材の量を増加させる流路の形状
を提供する１つの技術は、隣接するピーク間でリッジを形成することである。上記説明し
たように、隣接する複数のピークは、内部ピークと外部ピークとして特徴づけられ、内部
ピークと外部ピークは、ピークが対面濾材シートに向かう方向に面しているか、あるいは
対面濾材シートから離れる方向に面しているかどうかに依存する。図５ａ～図５ｃに濾過
性能を高めるための例示の流路の形状を示す。図５ａに示す流路の形状は、「低接触（lo
w contact）」流路の形状と呼ぶことができる。図５ｂと図５ｃに示された流路の形状は
、「ゼロ歪（zero strain）」と呼ぶことができる。一般に、「低接触」は、規格Ａと規
格Ｂの波形濾材と比べて波形濾材シートと対面濾材シートとの間の接触（例えば、マスキ
ング）の量を減少させて、対面濾材シート間の波形濾材シートの量を増やす能力をいう。
「ゼロ歪み」の名は、濾材上に好ましくないレベルの歪みを導入しないことにより、流路
の長さに沿ってテーパ状にする流路の形状の能力をいう。一般に、濾材中の好ましくない
レベルの歪み（または、伸張）は、濾材に亀裂を生じるひずみ量、または、より高いレベ
ルの歪みに耐えられる特別な濾材を使用するひずみ量をいう。一般に、約１２％より大き
い歪みに耐えられる濾材は、通常は、歪みの高いレベルに耐えられる特別な濾材と考えら
れ、約１２％までの歪みに耐えられる濾材よりも高価である。ゼロ歪みの波形濾材シート
は、さらに、波形濾材シートと対面濾材シートとの間での接触を減少する（例えば、マス
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キングを抑える）ようにすることができる。
【００７４】
　ここで、図５ａ～５ｃを参照すると、濾材１１０は、対面濾材シート１１１と対面濾材
シート１１３の間に波形濾材シート１１２を含み、濾材１２０は、対面濾材シート１２１
と対面濾材シート１２３の間に波形濾材シート１２２を含み、濾材１４０は、対面濾材シ
ート１４１と対面濾材シート１４３との間に波形濾材シート１４２を含む。波形濾材シー
ト１１２と対面濾材シート１１３との組合せを、波形濾材シート１１２が対面濾材シート
１１３の片側にだけ結合された濾材シート結合体１１７と呼び、波形濾材シート１２２と
対面濾材シート１２３との組合せを波形濾材シート１２２が対面濾材シート１２３の片側
にだけ結合された濾材シート結合体１３７と呼び、波形濾材シート１４２と対面濾材シー
ト１４３の組合せを波形濾材シート１４２が対面濾材シート１４３の片側にだけ結合され
た濾材シート結合体１４７と呼ぶ。濾材シート結合体１１７、１３７、または１４７を巻
くかまたは積層する場合、積層濾材では対面濾材シート１１１、１２１、または１４１は
、別の濾材シート結合体から、渦巻状濾材では同じ濾材シート結合体から提供される。
【００７５】
　濾材１１０、１２０、および１４０は、空気などの流体を洗浄するためのフィルタエレ
メントを供給するように配置することができる。フィルタエレメントは、渦巻状エレメン
トまたは積層エレメントとして配置することができる。一般に、渦巻状エレメントは、渦
巻状構造物を提供するために巻き付ける波形濾材シートと対面濾材シートとを含む。丸い
形状、ほぼ丸い形状、または競馬場の形状によって特徴付けられる形状を持つ渦巻状構成
物を提供することができる。一般に、積層構造物は、対面濾材シートに接着した波形濾材
シートを含む濾材の交互層を含む。図５ａ～５ｃに示される濾材１１０、１２０、および
１４０は、低接触とゼロ歪みの形状の波形濾材シートの断面形状を示すために、濾材を横
切って得られる断面図である。流路の長さに並んで伸びている断面形状を提供することが
できることが理解される。また、流路は、濾材がＺ型濾材積層体として機能するようにシ
ールすることができる。所望であれば、接着剤あるいは密封剤としてシールを提供するこ
とができる。
【００７６】
　図５ａでは、距離Ｄ１は、内部ピーク１１４の中点から外部ピーク１１６の中点まで測
定される。各周期長さＤ１に対してまたは濾材の長さＤ２に沿って２つの隆起部（リッジ
）１１８を持つ波形濾材１１０を示す。流路の長さの少なくとも一部に沿って伸びる２つ
の隆起部（リッジ）１１８が提供される。一般に、各隆起部（リッジ）１１８は、波形濾
材の比較的平らな部分１１８ａが、波形濾材の比較的急な部分１１８ｂと接触する一般領
域として特徴付けることができる。隆起部（リッジ）（例えば、ピークでないリッジ）は
、異なる傾斜の濾材部分の間の交線と考えることができる。隆起部（リッジ）は、その位
置で濾材を変形することにより形成することができる。濾材に圧力をかけて、隆起部（リ
ッジ）で濾材を変形することができる。濾材は、濾材に圧力をかけて隆起部（リッジ）で
濾材を変形させることができる。隆起部（リッジ）を形成する技術は、圧印加工、折り目
付け、曲げ、折り曲げを含む。好ましくは、隆起部（リッジ）は、濾材に圧力をかける波
形加工工程の間に圧印加工して、波形ロールが隆起部（リッジ）を形成することができる
。波形濾材シートと単一スペーサの濾材を形成するための例示の技術は、２００８年２月
４日に出願された米国特許庁に出願された米国特許出願第６１/０２５９９９号に記載さ
れている。米国特許出願第６１/０２５９９９号の開示全体は、引用により本明細書中に
合体される。ピークは、隆起部（リッジ）と呼ぶことができることが理解される。しかし
ながら、この開示の文脈では、「隆起部（リッジ）」は、隆起部（リッジ）が明確にピー
ク間に提供される場合、「ピークでない隆起部（リッジ）」を言うことを理解することが
できる。
【００７７】
　例示の波形濾材シート１１２に対して、波形濾材の比較的平らな部分１１８ａは、外部
ピーク１１５と隆起部（リッジ）１１８の間に伸びている波形濾材の一部として図５ａに
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見ることができる。外部ピーク１１５から隆起部（リッジ）１１８までの波形濾材の比較
的平らな部分１１８ａの平均角度は、４５°未満として特徴付けることができ、対面濾材
シート１１３に対して約３０°未満で提供することができる。内部ピーク１１６から隆起
部（リッジ）１１８に伸びている濾材のその一部として波形濾材の比較的急な部分１１８
ｂを特徴付けることができる。波形濾材の比較的急な部分１１８ｂは、内部ピーク１１６
から隆起部（リッジ）１１８まで伸びている濾材の一部として特徴付けることができる。
一般に、波形濾材の比較的急な部分１１８ｂの角度は、内部ピーク１１６と隆起部（リッ
ジ）１１８の間に伸びているとして特徴付けられる場合、４５°より大きく、対面濾材シ
ート１１３に対して約６０°より大きい。波形濾材の比較的平らな部分１１８ａと波形濾
材の比較的急な部分１１８ｂの間の角度差により、隆起部（リッジ）１１８の存在を特徴
付けることができる。波形濾材の比較的平らな部分１１８ａの角度と、波形濾材の比較的
急な部分１１８ｂの角度は、濾材部分の端部ポイントを形成するポイント間の平均角度と
して決定でき、この角度は対面濾材シートから測定することができることが理解すること
ができる。
【００７８】
　隆起部（リッジ）１１８は、波形濾材１２の形成の間に、圧印加工、折り目付け、曲げ
、または折り曲げによって、波形濾材シート１１２の長さに沿って、提供することができ
る。波形濾材１１２を形成する工程の間に隆起部（リッジ）１１８を付ける工程を設ける
ことは好ましいが、必ずしも必要ではない。例えば、隆起部（リッジ）１１８は、熱処理
、湿気処理またはその組合せによって付けることができる。さらに、隆起部（リッジ）１
１８は、圧印加工する、折り目を付ける、曲げる、または折り重ねることにより、隆起部
（リッジ）を付ける追加工程無しに、隆起部（リッジ）を形成することができる。また、
隆起部（リッジ）１１８を特徴付けるときに、波形濾材シートの外部ピーク１１５、１１
９と、波形濾材シートの内部ピーク１１６、１１４とを混同しないことである。隆起部（
リッジ）の存在を特徴付ける方法として、一般により平らな部分１１８ａと一般により急
な部分１１８ｂの特徴をあげることができる。一般に、より平らな部分１１８ａとより急
な部分１１８ｂとは曲線を示すと予想される。すなわち、より平らな部分１１８ａと、よ
り急な部分１１８ｂとは、特に、空気流などの流体が濾過中に濾材を通る場合は、完全に
平らではないと予想される。それにもかかわらず、濾材の角度は、隆起部（リッジ）から
対応する隣接するピークまで測定して、濾材のその一部の平均角度を提供することができ
る。
【００７９】
　図５ａで示される濾材形状を低接触の形状（low contact shape）と呼ぶ。一般に、低
接触の形状は、波形濾材シート１１２と対面濾材シート１１１の間の比較的低い接触領域
を言う。隆起部（リッジ）１１８を出現させることにより、ピーク１１５、１１９のマス
キングを低減することを補助する。隆起部（リッジ）１１８は、波形濾材シート１１２を
変形することにより出現し、その結果、ピーク１１５、１１９で濾材の内部応力を減少さ
せる。隆起部（リッジ）１１８がないと、波形濾材シート１１２中にある量の内部張力が
存在し、ピーク１１５、１１９でより大きい半径が形成され、それによりマスキングを増
加させる。その結果として、隆起部（リッジ）１１８の存在は、隣接するピーク間（例え
ば、ピーク１１５、１１４）に存在する濾材の量を増加させるのを助けるとともに、隆起
部（リッジ）がないときに、ピークで濾材を伸ばすかまたは平らにする波形濾材シート１
１２内の張力を、ある程度まで軽減することによりピーク（例えば、ピーク１１５）半径
を減少させるのを助ける。
【００８０】
　目視によって隆起部（リッジ）１１８の存在を検出することができる。図６は、波形濾
材が低接触形状を持つものとして特徴付けることができるフィルタエレメントの端部の写
真である。波形濾材の端部を見ても低接触の形状が存在することは、特に、明確でないが
、フィルタエレメントに切り込みを入れることにより、流路の長さに沿って伸びている隆
起部（リッジ）の存在を見ることができる。さらに、図７の写真によって示される技術に
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よって、隆起部（リッジ）が存在することを確認することができる。図７では、フィルタ
エレメントは、ダストが詰まっており、波形濾材シートが対面濾材シートから剥ぎ取られ
た波形濾材上の隆起部（リッジ）に対応する隆起部（リッジ）を持つダストケーキを見る
ことができる。一般に、ダストケーキ上の隆起部（リッジ）は、異なる平均角度を持つダ
スト表面の別の部分と交差する平均角度を持つダスト表面の一部を反映している。ダスト
表面のケーキの２つの部分の交点は、隆起部（リッジ）を形成する。流路を満たすために
濾材を充填するのに使用して流路中にダストケーキを提供するダストは、ＩＳＯのファイ
ンテストダストとして特徴付けることができる。
【００８１】
　ここで図５ａを参照すると、波形濾材シート１１２は、距離Ｄ２の間に２つの隆起部（
リッジ）１１８を含む。ここで、距離Ｄ２は、ピークの中点１１４からピーク１１６の中
点までの波形濾材シート１１２の長さをいい、隆起部（リッジ）はピーク１１４、１１５
、１１６、または１１９ではない。ピーク１１４、１１６は、内部ピークと呼び、ピーク
１１５、１１９は、外部ピークと呼ぶが、これらのピークは、追加的に対面濾材シートの
ピークとして特徴付けることができる。一般に、濾材は、渦巻きまたは積層などの異なる
構成で配置され、流路は、内向きと外向きの特徴が、対面濾材シートのピークとしてピー
クの特徴を使用するときに無視することができるように、特に、配置されると考えること
ができる。用語「内向きと外向き（internal and external）」の使用は、図に示されか
つ濾材シート結合体の一部として提供されるような流路を説明する時に都合がよい。
【００８２】
　各長さＤ２に沿って２つの隆起部（リッジ）１１８を持つ波形濾材シート１１２を提供
することができる。所望であれば、各周期長さＤ２に沿って１つの隆起部（リッジ）を持
つ波形濾材シート１１２を提供することができる。また、いくつかの周期が少なくとも１
つの隆起部（リッジ）を示す、いくつかの周期が２つの隆起部（リッジ）を示す、および
いくつかの周期は隆起部（リッジ）が無い、またはそれらの組合せの構成物を提供するこ
とができる。波形濾材シートは、隆起部（リッジ）の繰り返しパターンを持つものとして
提供することができる。隆起部（リッジ）の繰り返しパターンは、波状パターンが隆起部
（リッジ）の１つのパターンを示すことを意味する。隆起部（リッジ）のパターンは、隣
接するピークごと、１つおきに隣接するピークごと、または、３つおきに隣接するピーク
ごとのパターンであり、または隆起部（リッジ）の繰り返しパターンを示すような濾材の
波形パターンを理解することができる変形のパターンである。
【００８３】
　隆起部（リッジ）の存在の特徴は、隆起部（リッジ）が流路の長さに沿って存在するこ
とを意味すると理解すべきである。一般に、隆起部（リッジ）は、流路の長さ方向に沿っ
て充分な長さで提供されて、所望の性能を持つ濾材を提供する。隆起部（リッジ）が流路
の全長に伸びている場合に、例えば、流路の端部の影響により、隆起部（リッジ）は、流
路の全長に伸びていない可能性がある。この例の影響は、流路の端部における流路の封止
物（例えば、ダーツ）およびプラグ（栓）の存在を含んでいる。好ましくは、隆起部（リ
ッジ）は、流路の長さの少なくとも２０％の長さだけ伸びている。一例として、隆起部（
リッジ）は、流路の長さの少なくとも３０％の長さ、流路の長さの少なくとも４０％の長
さ、流路の長さの少なくとも５０％の長さ、流路の長さの少なくとも６０％の長さ、また
は流路の長さの少なくとも８０％の長さだけ伸びている。流路の端部は、何らかの方法で
閉じていてもよく、封止物により、濾材積層体を１面から見ると、隆起部（リッジ）の存
在を検出できるまたはできないかもしれない。従って、流路の長さに沿って伸びている隆
起部（リッジ）の存在の特徴は、隆起部（リッジ）が流路の全長に沿って伸びていなけれ
ばならないことを意味するものではない。また、隆起部（リッジ）は、流路の端部で検出
されないかもしれない。ここで図６の写真を注目すると、隆起部（リッジ）の存在は流路
の端部からある距離だけ入った濾材中に検出することができるので、流路の端部で、隆起
部（リッジ）の存在を検出することは難しい。
【００８４】
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　ここで図５ｂを参照すると、波形濾材１２０は、対面濾材シート１２１、１２３の間に
提供される波形濾材シート１２２を含む。波形濾材シート１２２は、内部ピーク１２４と
外部ピーク１２５の間に少なくとも２つの隆起部（リッジ）１２８、１２９を含む。長さ
Ｄ２に沿って、波形濾材シート１２２は、４つの隆起部（リッジ）１２８、１２９を含む
。濾材の一つの周期長さは、４つの隆起部（リッジ）を含む。隆起部（リッジ）１２８、
１２９は、対面濾材シートピークと呼ばれるピーク１２４、１２５、または１２６ではな
いことが理解される。波形濾材シート１２２は、隣接ピーク（例えば、ピーク１２５、１
２６）間に２つの隆起部（リッジ）１２８、１２９を持つように提供することができる。
また、波形濾材シート１２２は、隣接するピーク間に１つの隆起部（リッジ）がある、ま
たは隆起部（リッジ）がないようにすることができる。隣接するピーク間に２つの隆起部
（リッジ）がある必要はない。もしも隣接するピーク間に予め決められた間隔で隆起部（
リッジ）の代替物を持つことが好ましい場合には、ピーク間に隆起部（リッジ）がなくて
もよい。
【００８５】
　隆起部（リッジ）１２８は、波形濾材の比較的平らな部分１２８ａが波形濾材の比較的
急な部分１２８ｂと結合する領域として特徴付けられる。一般に、波形濾材の比較的平ら
な部分１２８ａは、隆起部（リッジ）１２８と１２９の間で対面濾材シート１２３に対し
て測定される角度が、一般に、４５°未満、好ましくは約３０°未満の角度を持つものと
して特徴付けられる。波形濾材の比較的急な部分１２８ｂは、ピーク１２６から隆起部（
リッジ）１２８で、対面濾材シート１２３に対して測定される角度が、一般に、４５°以
上、好ましくは約３０°以上の角度を持つものとして特徴付けられる。隆起部（リッジ）
１２９は、波形濾材の比較的平らな部分１２９ａと波形濾材の比較的急な部分１２９ｂの
交差する結果として提供される。一般に、波形濾材の比較的平らな部分１２９ａは、隆起
部（リッジ）１２８から隆起部（リッジ）１２９まで伸びている濾材の一部の角度に対応
している。一般に、波形濾材の比較的平らな部分１２９ａは、４５°未満、好ましくは約
３０°未満の傾斜を有するものとして特徴付けられる。波形濾材の比較的急な部分１２９
ｂは、隆起部（リッジ）１２９とピーク１２５の間に伸びている濾材の一部として特徴付
けられ、隆起部（リッジ）１２９とピーク１２５の間で、対面濾材シート１２３に対して
ある角度を持つものとして特徴付けられる。一般に、波形濾材の比較的急な部分１２９ｂ
は、４５°以上、好ましくは約６０°以上の角度を持つものとして特徴付けられる。
【００８６】
　ここで、図５ｃを参照すると、波形濾材１４０は、対面濾材シート１４１、１４３の間
に提供される波形濾材シート１４２を含む。波形濾材シート１４２は内部ピーク１４４と
外部ピーク１４５との間で少なくとも２つの隆起部（リッジ）１４８、１４９を含む。長
さＤ２に沿って、濾材１４０は４つの隆起部（リッジ）１４８、１４９を含む。一つの濾
材の周期長さは４つの隆起部（リッジ）を含む。隆起部（リッジ）１４８と１４９は、ピ
ーク１４４と１４５でないことが理解される。濾材１４０は、隣接するピーク（例えば、
ピーク１４４と１４５）の間に２つの隆起部（リッジ）１４８、１４９があるように提供
される。さらに、波形濾材シート１４０は、他の隣接しているピーク間で、１つの隆起部
（リッジ）、２つの隆起部（リッジ）が提供される、または隆起部（リッジ）無しで提供
される。各隣接するピーク間で、２つの隆起部（リッジ）があるという必要性は全くない
。隣接するピーク間を予め決められた間隔で、隆起部（リッジ）の代替物を持つことが好
ましい場合、ピーク間に隆起部（リッジ）がないことがあり得る。一般に、流路のパター
ンが繰り返しかつ隣接するピーク間で隆起部（リッジ）の存在を含む流路のパターンを提
供することができる。
【００８７】
　隆起部（リッジ）１４８、１４９は、波形濾材シートの比較的平らな部分が波形濾材シ
ートの比較的急な部分と結合する領域として特徴付けることができる。隆起部（リッジ）
１４８の場合、波形濾材シートの比較的平らな部分１４８ａは、波形濾材シートの比較的
急な部分１４８ｂと結合する。隆起部（リッジ）１４９の場合、波形濾材シートの比較的
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平らな部分１４９ａは、波形濾材シートの比較的急な部分１４９ｂと結合する。波形濾材
の比較的急な部分は、対面濾材シート１４３に対して濾材の一部として測定される場合、
４５°以上、好ましくは約６０°以上の角度を持つものとして特徴付けることができる。
比較的平らな部分は、対面濾材シート１４３に対して濾材の一部に対して４５°未満、好
ましくは約３０°未満の傾斜を有するものとして特徴付けることができる。
【００８８】
　波形濾材シート１４２の巻き付け角度は、波形濾材シート１２２の巻き付け角度より少
ないので、波形濾材シート１４２は波形濾材シート１２２を調整するより有利であると考
えられる。一般に、巻き付け角度は、ひだ付け工程で濾材を回転する角度の合計をいう。
波形濾材シート１４２の場合、濾材は、波形濾材シート１２２と比較してひだ付けの間の
巻き付けは少ない。その結果、波形濾材シート１４２を形成するためのひだ付けにおいて
、濾材に要求される引張り強度は、波形濾材シート１２２と比べて低いものである。
【００８９】
　波形濾材シート１１２、１２２、１４２は、ピークからピークまで比較的対称なものと
して示される。すなわち、波形濾材シート１１２、１２２、１４２に対し、流路は、隣接
するピーク間で同じ数の隆起部（リッジ）を持って繰り返す。隣接するピークは、ひだ付
き媒の体長さに沿って互いに並んでいるピークをいう。例えば、波形濾材シート１１２に
対して、ピーク１１４とピーク１１５は、隣接するピークと考えられる。しかしながら、
濾材の周期は、隣接するピーク間で同じ数の隆起部（リッジ）を持つ必要はない。この場
合の濾材は、非対称的であると特徴付けられる。すなわち、周期の１つの半分の上に隆起
部（リッジ）を有し、周期のもう１つの半分の上に隆起部（リッジ）を持たない濾材を調
整することができる。
【００９０】
　波形濾材の隣接するピーク間に単一の隆起部（リッジ）または複数の隆起部（リッジ）
を提供することによって、規格Ａや規格Ｂの流路などの先行技術の濾材に対して距離Ｄ２
を増加させることができる。１つの隆起部（リッジ）または複数の隆起部（リッジ）が存
在すると、例えば、規格Ａや規格Ｂの流路と比べて濾過に利用可能なより多くの濾材を提
供することが可能である。前に説明されたたわみ率の測定は、隣接するピーク間に提供さ
れた濾材量を特徴付けるために使用することができる。長さＤ２は、波形濾材シート１１
２、１２２、１４２の周期に対して、波形濾材シート１１２、１２２、１４２の長さとし
て画定される。波形濾材シート１１２の場合、距離Ｄ２は、下側ピーク１１４から下側ピ
ーク１１６までの波形濾材シートの長さである。この距離は、２つの隆起部（リッジ）１
１８を含む。波形濾材シート１２２の場合、下側ピーク１２４から下側ピーク１２６まで
の長さＤ２は、波形濾材シート１２２の距離である。この距離は少なくとも４つの隆起部
（リッジ）１２８、１２９を含む。一つまたはそれ以上の隆起部（リッジ）を隣接するピ
ーク間に提供することにより、隣接するピーク間での増加する濾材の量は、たわみ率によ
って特徴付けることができる。前に説明したように、規格Ｂおよび規格Ａの流路は、通常
は、それぞれ約３．６％と約６.３％のたわみ率を示す。一般に、図５ａに示される流路
設計などの低接触の流路は約６.２％～約８.２％までのたわみ率を示すことができる。好
ましくは、流路は、５．２％より大きく、好ましくは、６．５％より大きいたわみ率を示
す。図５ｂと図５ｃに示される流路設計では、約７.０％～約１６％のたわみ率を提供で
きる。所望であれば、たわみ％が約６.３％より大きい、または約８.３％より大きいたわ
み率を示す流路を持つ濾材積層体を提供することができる。
【００９１】
　図５ｂと図５ｃの濾材１２０と１４０では、追加の利点として、濾材中に歪みを生み出
さずに流路の長さに沿って流路をテーパ状にする能力を提供する。これにより、図５ｂと
図５ｃで示される流路の形状は、ゼロ歪みの流路の形状という。ここで図８と図９ａを参
照すると、テーパ状構成物の波形濾材シート１２２を示す。図９ａに、外形１２２ａから
外形１２２dまでテーパ状になっている波形濾材シート１２２を示す。テーパ状にした結
果として、波形濾材シートは、１２２ｂと１２２ｃとして示される外形を含む。波形濾材
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が１２２ａから１２２ｄまでテーパ状となると、隆起部（リッジ）１２８、１２９は、下
側ピーク１２６に近づき、上側ピーク１２５から離れる方向に動く。従って、波形濾材１
２２が１２２ａから１２２ｄまでテーパ状となると、波形濾材シート１２２と対面濾材シ
ート１２３との間の断面積は減少する。この断面積の減少に対応して、波形濾材シート１
２２によって形成される対応する流路と上側ピーク１２５に接触する対面濾材シートは、
断面積が増加する。さらに、テーパが１２２ａと１２２ｄで示される端部外形に向かって
移動すると、隆起部（リッジ）が一緒に合体するかまたは互いから識別可能でなくなる傾
向となることがわかる。１２２ａで示される外形は、低接触形状により似る傾向がある。
さらに、波形濾材が１２２ｄから１２２ａまでテーパ状となると、隆起部（リッジ）１２
８と隆起部（リッジ）１２９は上側ピーク１２５に近づくことがわかる。テーパ状でゼロ
歪の形状の場合、波形濾材シートは、流路の長さの少なくとも３０％、好ましくは、少な
くとも５０％を超える長さまで隣接するピーク間の複数の流路を持つものとして特徴付け
ることができる。
【００９２】
　波形濾材シート１２２が隆起部（リッジ）１２８、１２９を含む濾材１２０を使用する
利点は、過度の歪みを生み出すことなく流路をテーパ状にする能力と、１２％以上の歪み
を示さない濾材を使用する能力である。一般に、歪みは、
　歪み＝（（Ｄ２max－Ｄ２min）/Ｄ２min）×１００
の式で特徴付けられる。Ｄ２minは、濾材がほぐれたまたは歪みがないときの濾材距離を
言い、Ｄ２maxは裂ける直前の歪みのときの濾材距離を言う。亀裂無しで最大約１２％の
歪み量に耐えることができる濾材は、濾過産業で比較的一般的に使用されている。一般的
に使用される濾材は、セルロースベースのものとして特徴付ることができる。濾材が耐え
ることができる歪み量を増加させるために、合成ファイバを濾材に追加することができる
。その結果として、１２％以上の歪み量に耐えられる濾材を使用することは、比較的高価
となる。従って、濾材の歪みを最小にし、かつ１２％より多い歪み量を可能にする、高価
な濾材を使用せずに、流路をテーパ状とする流路の構成物を利用することは、好ましい。
【００９３】
　ここで図９ｂを参照すると、図５ｃの波形濾材シート１４２は、位置１４２ａから位置
１４２ｂまで、そして次に位置１４２ｃまで伸びるテーパ状の構成物として示される。流
路が、より小さい断面領域（波形濾材シート１４２と対面濾材シート１４３の間の領域）
までテーパ状となるので、隆起部（リッジ）１４８、１４９は、ピーク１４５に向かって
移動する。逆もまたいえる。すなわち、流路の断面領域が増加するので、隆起部（リッジ
）１４８、１４９は、ピーク１４４に向かって移動する。
【００９４】
　図５ａ～５ｃに例示された流路の形状は、規格Ａと規格Ｂの流路と比べてピークでマス
クされる濾材領域が減少するのを補助する。さらに、図５ａ～５ｃに例示される形状は、
規格Ａと規格Ｂの流路と比べて濾過に利用可能な濾材量が増加するのを補助する。図５ａ
では、対面濾材シート１１３から波形濾材１１２を見ると、隆起部（リッジ）１１８が凹
形である流路を提供することができることが理解される。対面濾材シート１１１の斜視図
から、隆起部（リッジ）１１８は、凸形を有する流路を提供することが理解される。ここ
で、図５ｂを参照すると、隆起部（リッジ）１２８、１２９は、ピークから隣接するピー
クまで波形濾材１２２のどちらの側からも凹形と凸状の両方を提供するこができることが
わかる。流路は、隆起部（リッジ）の存在からみて、実際に凹状または凸状でないことを
理解することができる。従って、隆起部（リッジ）は曲面に遷移部かまたは不連続部を提
供する。隆起部（リッジ）の存在を特徴付ける別の方法は、不連続が存在しない規格の流
路Ａと規格Ｂの濾材の曲部で不連続部を観測することである。また、図５ａ～５ｃと図９
ａ～９ｂで示された流路の形状は、いくらか誇張されていることを理解すべきである。す
なわち、波形濾材を形成した後に、濾材は、ある程度、垂れさがるかまたは曲がるように
濾材中に記憶されるかまたは変形するであろう。また、濾材を通過する流体（例えば、空
気）へ適用すると、濾材は歪む。その結果として、この記載に基づいて調整された実際の
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濾材は、図５ａ～５ｃと図９ａ～９ｂで示された図に沿って必ずしも正確に従うものでは
ない。
【００９５】
　所望であれば、図５ａ～５ｃに示される濾材シート結合体は、逆にすることができる。
例えば、濾材シート結合体１１７は、波形濾材シート１１２と対面濾材シート１１３とを
含む。所望であれば、濾材シート結合体は、波形濾材シート１１２と対面濾材シート１１
１を含むように構成することができる。所望であれば、同様に、図５ｂと図５ｃに示され
る濾材シート結合体を逆にすることができる。図５ａ～５ｃに示される濾材シート結合体
の特徴は、本発明を説明するために提供することができる。濾材シート結合体が図５ａ～
５ｃで示されるのと本質的に反対の方法で対面濾材シートに波形濾材シートを結合するこ
とによって調整できることを理解することができる。すなわち、波形濾材シートに流路を
付ける工程の後に、波形濾材シートは、波形濾材シートのどちらかの側部に対面濾材シー
トを結合することができる。
【００９６】
　流路の体積の非対称
　流路の体積の非対称は、上流側の体積と下流側の体積の間で、フィルタエレメントある
いはフィルタカートリッジ内の体積差をいう。上流側の体積は、濾過されていない流体（
例えば、空気）を受け入れる濾材の体積をいい、下流側の体積は、濾過された流体（例え
ば、空気）を受け入れる濾材の体積をいう。フィルタエレメントは、汚れた側と清浄な側
とを持つものとしてさらに特徴付けることができる。一般に、濾材の汚れた側は、濾過さ
れていない流体を受け入れる濾材の体積をいう。清浄な側は、汚れた側から濾過通路を通
過する濾過された流体を受け入れる濾材の体積をいう。清浄な側あるいは下流側の体積よ
り大きい汚れた側あるいは上流側の体積を有する濾材を提供することが好ましい場合があ
る。空気を濾過する場合、空気中の微粒子は汚れた側で堆積し、それにより、濾材の容量
は、汚れた側の体積によって決定されることが観測される。体積の非対称を提供すること
によって、汚れた空気を受け取るのに利用可能な濾材の体積を増加させ、それにより、濾
材積層体の容量を増加させることは可能である。
【００９７】
　上流側の体積と下流側の体積との差が１０％以上ある場合に、流路の体積が非対称な濾
材が存在する。流路の体積の非対称を持つ濾材は、非対称な体積の構成物を持つ濾材積層
体と呼ぶことができる。流路の体積の非対称は、
　体積の非対称＝（体積上流－体積下流）×１００／体積下流によって表現できる。好ま
しくは、体積の非対称を示す濾材は、約１０％以上、約２０％以上、３０％以上、および
、好ましくは、約５０％以上の体積の非対称を示す。流路の体積の非対称に対する例示の
範囲は、約３０％～約２５０％、および約５０％～約２００％を含む。一般に、上流側の
体積が下流側の体積より大きいことは好ましい。あるいはまた、下流側の体積に対して上
流側の体積を最小にするのが好ましい状況がある。例えば、安全エレメントの場合には、
濾材が満杯となり破壊が上流側フィルタエレメント中で起こったことを指示するものとし
て、比較的素早く流れを止めるように、比較的低い上流側の体積を有する安全エレメント
を提供することが好ましい。
【００９８】
　体積の非対称は、流路の断面を示す写真から流路の断面積を測定することによって計算
することができる。流路が通常パターンを形成する場合、この計測は流路の体積の非対称
をもたらす。流路が通常でない場合（例えば、テーパ状の場合）、濾材をいくつかに分け
て、内挿法または外挿法を使用して流路の体積の非対称を計算することができる。
【００９９】
　流路の設計は、濾過機能を向上する流路の非対称を供給するように調整することができ
る。一般に、流路の非対称は、上流側の体積と下流側の体積が異なるように、狭いピーク
と広いアーチ形の谷（トラフ）または逆の形状を有する流路をいう。対称形状の流路の例
は、ワグナー他の米国特許出願公開第２００３/０１２１８４５号によって提供される。
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米国特許出願公開第２００３/０１２１８４５号の開示は引用により本明細書に合体され
る。
【０１００】
　ここで、図１０ａと１０ｂを参照すると、非対称の流路の体積は、濾材１５０、１６０
に示される。ここで、図１０ａと図１０ｂは、例えば、通常のテーパ状でない濾材の断面
図である。濾材１５０は、対面濾材シート１５４、１５５の間に波形濾材シート１５２を
示す。波形濾材シート１５２は、波形濾材シート１５２と対面濾材シート１５５によって
画定される体積よりも波形濾材シート１５２と対面濾材シート１５４の間でより大きい体
積を提供するように構成されている。上流側の体積または汚れた側の体積を最大にするこ
とが好ましい場合、得られる波形濾材シート１５２と対面濾材シート１５４の間の領域に
よって画定される体積は、上流側の体積、または、汚れた側の体積として提供することが
できる。濾材１６０は、対面濾材シート１６４と対面濾材シート１６５の間に波形濾材シ
ート１６２を示す。波形濾材シートは、波形濾材シート１６２と対面濾材シート１６５の
間でより大きい体積を提供するように構成されている。所望であれば、流路シート１６２
と対面濾材シート１６５の間の領域は、上流側の体積あるいは汚れた側の体積として特徴
付けることができる。
【０１０１】
　非対称な体積の構成物を持つ濾材は、通常の流路あるいはテーパ状の流路の存在から得
ることができる。また、比較的に対称のテーパ状の流路を持つ濾材（例えば、それぞれの
方向に比較的同じ程度にテーパ状になっている流路）は、非対称な体積の構成物でない濾
材（１０％未満の非対称の体積）を提供することができる。従って、テーパ状の流路が存
在するあるいは存在しないことは、非対称な体積の構成物が存在するまたは存在しないこ
とを暗示しないし、意味もしない。通常の流路の構成物（例えば、テーパ状でない）を持
つ濾材は、非対称な体積の構成物であるかもしれないし、そうでないかもしれない。
【０１０２】
　濾材積層体中の流路が通常の流路とテーパ状の流路の両方である濾材積層体を提供する
ことができる。例えば、流路の長さに沿って、長さの一部がテーパ状の流路であり、長さ
の一部が通常の流路であるような流路を提供することができる。例示の構成物は、例えば
、流路が１面から予め決められた位置までテーパ状であり、次に、別の予め決められた位
置まで通常の形状であり、次に、テーパ状であるような、テーパ状－まっすぐ－テーパ状
の構成物を含む。テーパ状－まっすぐ－テーパ状の構成物の存在は、非対称の体積を供給
するのを補助するために使用することができ、かつ充填と圧力損失を取り扱うのを補助す
るために使用することができる。
【０１０３】
　ダーツ付き流路
　図１１～１８は、カーブした波形パターンを持つ流路の端部を閉じる（封止）技術を例
示する。この技術はダーツ付けと呼ばれ、流路をダーツ付ける一般的な技術は、２００６
年７月２７日に発行された米国特許出願公開第２００６/０１６３１５０号に記載されて
いる。米国特許出願公開第２００６/０１６３１５０号の全体は、引用により本明細書に
合体される。
【０１０４】
　本発明に基づく濾材で流路を封止するために使用できる例示のダーツ付け技術は、図１
１～図１８に示されている。図１１～１８に提供されるダーツ付け技術は、先行技術の濾
材の内容を示すが、このダーツ付け技術は、本発明に基づく波形濾材に適用できる。例え
ば、図５ａ～５ｃで示される波形濾材は、図１１～１８に示される技術によりダーツ付け
できる。
【０１０５】
　一般に、ダーツ付けは、波形濾材シート２０４を対面濾材シート２０６に固定するため
に単一フェーサビード１９０を用いた後で、封止するために行われる。一般に、米国特許
出願公開第２００６/０１６３１５０号に記載されているように、刻み目を付けるまたは
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ダーツを付けるホイールは、図１１～１３に示される流路２００を形成するのに使用でき
、折り曲げホイールは、図１４～１８に示されている流路２００を形成するために使用す
ることができる。図１１～１３に示されているように、ダーツ付きホイールは、刻み目を
付けるまたは逆さにすることにより上側ピーク２０４の部分２０２を変形させる。用語「
逆にする（inverting）」とその変形により、上側ピーク２０４に刻み目を付けるまたは
対面濾材シート２０６に向かう方向の内側に曲げることを意味する。図１２はダーツ付け
ホイールによって生み出される逆部２１０の中央に沿った断面図である。逆部２１０は、
ダーツ付け工程の結果として生み出される１組のピーク２１２、２１４の間である。ピー
ク２１２、２１４は、一緒に流路のダブルピーク２１６を形成する。流路のダブルピーク
２１６のピーク２１２，２１４は、逆にする前の上側ピーク２０４の高さより短い高さで
ある。図１３は、ダーツ付けホイールと係合せず、それにより変形されていない流路２０
０の部分で流路２００の断面を示す。図１３でわかるように、流路２００の部分は元の形
状を保持する。
【０１０６】
　図１２に示された流路のダブルピーク２１６は、本質的に対称である１組のピーク２１
２、２１４を形成するために、上側ピーク２０４のインデンティング（へこみ）を示すが
、ダーツ付けの正確な位置は中心から外れてもよいことを理解すべきである。インデンテ
ィングまたはダーツ付けホイールのタイミングと濾材の柔軟性の結果として、ピーク２１
２，２１４は、異なる大きさを持ってもよいし、ピーク２１２，２１４の相対的な大きさ
は、流路から流路へ濾材を通して変更することができる。
【０１０７】
　ここで、図１４～１８に注目する。図１４～１８は、折り曲げホイールと係合した後の
ダーツ付け部１９８の部分を示す。図１８は断面図でダーツ付け部１９８の端面図を特に
示している。折り目構成物２１８は、４つの折り目２２１a、２２１ｂ、２２１ｃ、２２
１ｄを持つダーツ付き流路（darted flute）２２０を形成することが理解できる。折り目
構成物２１８は、対面濾材シート６４に固定される平らな第１層２２２を含む。第２層２
２４は第１層２２２に対して押し付けられて示される。第２層２２４は好ましくは第１層
２２２の対向する外側端部を折り曲げて形成される。
【０１０８】
　また図１８を参照すると、２つの折り返しまたは折り目２２１ａ、２２１ｂは、一般に
「上側の、内側に向けられた」折り返しまたは折り目と本明細書で呼ぶ。この文脈で、用
語「上側」は、折り目２２０が図１１の方向で見るとき、折り目が全体の折り目２２０の
上側にあることを意味する。用語「内側に向けられた」は、各折り目２２１ａ、折り目２
２１ｂの折り目ラインがもう片方の方向に向けられることを意味する。
【０１０９】
　また図１８を参照すると、２つの折り返しまたは折り目２２１ａ、２２１ｂは、一般に
「上側の、内側に向けられた」折り返しまたは折り目と本明細書で呼ぶ。この文脈で、用
語「上側」は、折り目２２０が図１１の方向で見るとき、折り目が全体の折り目２２０の
上側にあることを意味する。用語「内側に向けられた」は、各折り目２２１ａ、折り目２
２１ｂの折り目ラインがもう片方の方向に向けられることを意味する。
【０１１０】
　この文脈で使われる用語「上側」と「下側」は、図１８の配向において、特に折り目２
２０をいう。すなわち、折り目１２０が使用のために実際の製品中に配向される場合、別
の方向を示すことを意味しない。
【０１１１】
　図１８の特徴とレビューに基づいて、この開示において図１８による好ましい通常の折
り目構成物２１８は、少なくとも２つの「上側の内側に向かう折り目」を含む構成物であ
ると考えられる。これらの内側に向かう折り目はユニークであり、折り曲げが隣接する流
路上にかなりの食い込みを引き起こさない総合的な構成物を提供するのを補助する。これ
らの２つの折り目は、折り目の先端２１２、２１４から図１８の互いに向う方向からの部
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分をもたらす。
【０１１２】
　また、第３層２２８は、第２層２２４に対して押しつけられているのがわかる。第３層
２２８は、第３層２２８の対抗する内側端部２３０から折り曲げられて形成される。ある
好ましい実施例では、対面濾材シート２０６は、折り目構成物２１８から対向する端部に
沿って波形濾材シート１９６に固定される。
【０１１３】
　折り目の構成物２１８を見る別の方法は、波形シート１９６のピーク２０４と谷（トラ
フ）２０５を交互にする幾何学的形状に関する。第１層２２２は逆さのピーク２１０を含
む。第２層２２４は、好ましい構成物では、逆さのピーク２１０に対して折り曲げられる
方向に折り曲げられるダブルピーク２１６に対応する。第２層２２４に対応する逆さピー
ク２１０とダブルピーク２１６は隆起部（リッジ）２０４の反対側の谷（トラフ）２０５
の外側にあることに注意すべきである。図示された実施例において、２つピーク２１６の
折り曲げられた端部２３０、２３１から伸びている第３層がある。
【０１１４】
　図１５～１７は異なる部分の流路２００の形状を示している。図１７は流路２００の変
形していない部分を示している。逆さのピーク２１０が対面濾材シート２０６（図１８）
に係合しているところからもう存在しない点（図１７）まで伸びている逆さピーク２１０
を図１５と図１６で見ることができる。図１５と図１６では、逆さピーク２１０は対面濾
材シート２０６から異なる長さで間隔をあけて配置されている。
【０１１５】
　図１８に示される流路の封止（閉鎖）は、比較的対称のピーク２１２、２１４を形成す
るために、上側ピーク２０４のダーツ付けから得られる封止を示すが、上側のピーク２０
４のインデンティングが中心から外れた位置で起こる場合、得られる封止が異なるように
見えることを理解すべきである。得られる封止は、図１８に示される封止ほど対称的でな
いかもしれない。折り目構成物は、折り目の先端の１つだけが折り重なるようにして提供
してもよい。
【０１１６】
　図１１～１８に基づくダーツを提供するために使用する工程は、「中央の刻み目付け（
center indenting）」、「逆さ中央（center inverting）」、「中央のダーツ付け（cent
er darting）」または「中央の変形（center deformation）」と呼ばれる。また、この文
脈で用語「中央」によって、刻み目またはダーツ付けホイールに係合した刻み目または逆
さピークが関連する上側ピーク８０の頂点または中央で起こることを意味する。変形また
は刻み目は、隆起部（リッジ）の中央から３ｍｍ以内で起こる限り、通常は、本明細書で
は中央の刻み目と考えられる。ダーツ付けの文脈において、用語「折り目（crease）」「
折り目（fold）」、または「折り目ライン」は、濾材の部分間を密封剤または接着剤と共
にまたは無しに濾材積層体を折り曲げることによって形成される端部を示すことを意味す
る。
【０１１７】
　図１１～１８の内容で説明された封止技術は、図１８で示されるような流路の封止をも
たらすることができるが、ダーツ付けの間、濾材の柔軟性と濾材の移動速度の結果により
、刻み目の工程は、波形シート１９６の頂点またはピークで正確に起こらない可能性があ
る。その結果として、折り目の先端２１２、２１４は、対称として示されない。実際、折
り目の先端２１２、２１４の１つは、片方のチップが折り曲げられる間、いくらか平らに
される。また、ある流路設計では、刻み目工程をスキップすることが好ましい。例えば、
流路は、十分に小さい高さ（Ｊ）を持ち、流路は、刻み目を入れる工程を必要とせずに繰
り返し折り目パターンを提供するために加圧されて閉じることができる。
【０１１８】
　プラグ長さと流路の高さ
　Ｚ型濾材積層体は、濾材の入口面から出口面まで伸びている流路を有するものとして特
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徴付けられる。流路の第１部分は入口流路として特徴付けられ、流路の第２部分は出口流
路として特徴付けられる。入口流路は、出口面またはその近くでプラグ（栓）またはシー
ルとともに提供される。また、出口流路は入口面またはその近くでプラグまたはシールと
ともに提供される。もちろん、この構成物の代替手段は可能である。例えば、シールまた
はプラグは、入口面または出口面上にまたは隣接して提供する必要はない。シールまたは
プラグは、所望ならば、入口面または出口面から離れた方向に提供することができる。シ
ールまたはプラグとして熱溶融接着剤を使用する場合、プラグは、規格Ｂの流路では、通
常は、少なくとも約１２ｍｍの長さを有する。プラグ長さは、エレメントの表面からプラ
グの内側表面まで測定して得ることができる。出願人は、プラグ長さを減少することによ
って、充填容量の増加、低い初期圧力損失、濾過のために使用することができる表面積の
増加、濾過用エレメントのために必要となる濾材の量の低減、またはそれらの組合せを含
む濾材の好ましい特性を提供することが可能であることを見いだした。約１０ｍｍ未満、
好ましくは約８ｍｍ未満、約７ｍｍ未満、より好ましくは約６ｍｍ未満であるプラグ長さ
を提供することは好ましい。プラグ長さを減少させることは、流路の長さが比較的短いよ
うな状況（例えば、約１２．７ｃｍ（５インチ）未満の流路の長さ）に対して、性能を増
加することができる。比較的長い流路の長さ（例えば、２０．３２ｃｍ（８インチ）より
大きい）のプラグ長さを減少することは、より短い流路の長さを持つ濾材のプラグ長さを
減少することと比較すると、性能を高めるために有効でないかもしれない。より短い長さ
の流路、例えば、約１２．７ｃｍ（５インチ）（例えば、約５．０８ｃｍ（２インチ）～
約１０．１６ｃｍ（４インチ））未満の長さを持つ流路に対し、プラグ長さを約７ｍｍ未
満あるいは約６ｍｍ未満まで減少させると、性能を高めることができる。プラグ長さは、
平均プラグ長さと呼ぶことができ、第１の複数の流路をシールしているプラグの平均プラ
グ長さとして、または、第２の複数の流路をシールしているプラグの平均プラグ長さまた
は両方として測定することができる。すなわち、平均プラグ長さは、濾材積層体の面の１
つまたはその近くに存在するプラグを減少することができる。平均プラグ長さが、濾材積
層体内の全てのシールに対して平均プラグ長さであるという必要性はない。すなわち、流
路の第１部分の平均プラグ長さは、流路の第２部分の平均プラグ長さと異なることができ
る。所望であれば、平均プラグ長さは、シールの全て（例えば、複数の第１流路と複数の
第２流路）の平均プラグ長さとして提供することができる。
【０１１９】
　プラグ長さを低減するための例示の技術は、対面濾材シートに波形濾材シートを保持す
る密封材または接着剤を含む単一フェーサのエッジをトリミングしてプラグ長さを減少す
ることである。すなわち、製造の間の単一フェーサの幅は、単一フェーサの幅がプラグの
長さを減少するためにトリミングするという理解で、必要より長くすることができる。さ
らに、プラグ長さは、濾材の１面か両面をトリミングすることによって減少することがで
きる。プラグ長さを低減するための代替技術は、短い長さを持つシールまたはプラグを提
供するために増粘剤または高粘度の密封剤を使用することである。
【０１２０】
　得られる濾材に対する所望の流路の高さまたは大きさに依存して、流路の高さ（Ｊ）を
選択することができる。濾材の使用条件は、所望の流路の高さ（Ｊ）の選択に依存するこ
とができる。本発明の濾材を使用するフィルタエレメントを、汎用フィルタエレメントの
代用品として使用する場合、例えば、規格Ｂの縦溝流流路では、高さＪは、約０．１９１
ｃｍ（０.０７５インチ）～約０．３８１ｃｍ（０.１５０インチ）であり得る。本発明の
濾材を使用するフィルタエレメントを、汎用フィルタエレメントの代用品として使用する
場合、例えば、規格Ａの縦溝流流路では、高さＪは、約０．３８１ｃｍ（０.１５インチ
）～約０．６３５ｃｍ（０.２５インチ）であり得る。
【０１２１】
　例示の濾材の定義
　空気濾過用の応用に対して、特に、内燃機関の空気流を濾過するために、Ｚ型濾材積層
体を有用に使用する場合、濾材の定義は、濾材がダストを充填する容量を最大にするか、
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圧力損失を最小にするか、または容量と圧力損失の両方を好ましいレベルにするかに依存
しながら、選択することができる。ダスト充填容量は、濾材の寿命すなわち使用期間と言
うことができる。時には、濾材を取り替える前に、所望の寿命期間を示すことができる濾
材を設計することは、好ましいことである。あるいはまた、ある状況下では、所望の圧力
損失の範囲内で作動することができる濾材を設計することは、より好ましいかもしれない
。濾材に対する様々な定義を選択することは、特別な環境と特別なエアクリーナに対する
濾材を定義するための柔軟性が提供される。さらに、濾材の様々な定義を選択することに
より、特別の環境に適合するようなエアクリーナを設計する際の柔軟性を持たせることが
可能となる。
【０１２２】
　以下に記載する例示の濾材は、前に「低接触」あるいは「ゼロ歪み」として説明した流
路の形状を持つものと持たないものを供給することができる。波形濾材のピーク間に１つ
または複数の尾根（リッジ）を提供することは濾材の必要要件ではないが、性能を高める
ために当てにすることができる。
【０１２３】
　第１の例示の濾材は、ダストの充填容量を最大にするように、選択することができる。
流路の密度は、規格Ｂの濾材から調製された流路の密度よりも大きいように選択すること
ができる。例えば、少なくとも約５．４３流路／ｃｍ２（３５.０流路／インチ2）の流路
の密度を持つ濾材を提供することができる。ここで、流路の密度は、
　ρ＝チャンネルの数（開いたおよび閉じたチャンネル）／（２×Ｚ型濾材積層体の断面
積）
で計算することができる。チャンネルの数は、濾材の断面でかつ濾材の断面積を決定する
位置での流路を計数することにより決定される。好ましくは、流路の密度は、６．９８流
路／ｃｍ２（４５流路／インチ2）、あるいは約７．７５流路／ｃｍ２（５０流路／イン
チ2）であり得る。流路の密度の増加により引き起こされる圧力損失を抑えるために、流
路の長さを減少することができる。例えば、１２．７ｃｍ（５インチ）未満の流路の長さ
を持つ濾材を提供することができる。流路の長さが比較的短い場合、濾過に利用可能な濾
材量を増加させるために、比較的短いプラグ長さを提供することができる。例えば、約７
ｍｍ未満、好ましくは、約６ｍｍ未満の長さを持つプラグを提供することができる。さら
に、濾材の流路の非対称な体積を調整することができる。例えば、濾材の流路の非対称な
体積は、上流側の体積が下流側の体積よりも少なくとも１０％だけ大きいようにすること
ができる。好ましくは、流路の非対称な体積は、３０％より大きい、好ましくは、５０％
より大きいものであり得る。少なくとも約２.７、好ましくは、少なくとも約３.０の流路
の幅対高さの比を持つ波形濾材を提供することができる。
【０１２４】
　第２の例示の濾材は、所望の長寿命を提供するために、選択することができる。第２の
例示の濾材は、中くらいの流路の長さを持つことができる。例えば、流路の長さは、約１
２．７ｃｍ（５インチ）～約２０．３２ｃｍ（８インチ）であり得る。第２の例示の濾材
は、テーパなしで提供することができ、かつ、ほぼ規格Ｂの濾材の流路の密度である約５
．２７流路／ｃｍ２（３４流路／インチ2）の流路の密度を持つものを提供することがで
きる。第２の例示の濾材は、約２.７より大きく、好ましくは、約３.０より大きい流路の
幅対高さの比を持つものを提供することができる。さらに、第２の例示の濾材は、２０％
より大きい、好ましくは、３０％より大きい流路の非対称な体積を持つものを提供するこ
とができる。
【０１２５】
　第３の例示の濾材は、濾材が所望の低い圧力損失を示すようなものを提供することがで
きる。第３の例示の濾材は、約５．２７流路／ｃｍ２（３４流路／インチ2）未満、好ま
しくは、約３．８８流路／ｃｍ２（２５流路／インチ2）未満の比較的低い流路の密度を
持つことができる。さらに、濾材の流路の長さは、中位の長さまたは長い長さであり得る
、少なくとも約１２．７ｃｍ（５インチ）の長さを持つことができる、約１５．２４ｃｍ
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（６インチ）～約３０．４８ｃｍ（１２インチ）の長さを持つことができる。流路が非対
称な体積を持つまたは持たない第３の例示の濾材を提供することができる。流路の非対称
な体積を提供するとき、濾材は約３０％より大きい、または約７０％より大きい流路の非
対称な体積を持つことができる。流路は、テーパ状としてまたは非テーパ状として提供す
ることができる。
【０１２６】
　第４の例示の濾材は、所望レベルのダスト充填容量と所望の圧力損失とのバランスを供
給することができる。比較的長い流路を持つ第４の例示の濾材を供給することができる。
例えば、濾材の流路の長さは、約２０．３２ｃｍ（８インチ）～約３０．４８ｃｍ（１２
インチ）であり得る。テーパ状であるなしにかかわらず第４の例示の濾材を供給すること
ができる。
【０１２７】
　フィルタエレメント
　ここで、図１９～図２８を参照して、濾材積層体を含むフィルタエレメントを説明する
。濾材積層体は、本明細書に記載された特徴に基づいておよび例示の濾材の定義に基づい
て提供することができる。本明細書に特徴付けらたような濾材を受け入れるために図１９
～図２８で図示されたフィルタエレメントをどのようにも変更することができることが理
解される。例えば、巻き付けまたは積層した濾材を提供することができる、記載されたよ
うな流路の長さと流路の密度を持つ濾材を提供することができる。さらに、図１９～図２
８で図示されるフィルタエレメントは、一般に、空気を濾過するために使用することがで
きるので、空気の濾過用エレメントとして特徴付けられる。
【０１２８】
　濾材積層体は、例えば、その開示が引用により本明細書に合体される米国特許第６,３
５０,２９１号、米国特許出願第２００５/０１６６５６１号、および国際特許出願公開第
２００７/０５６５８９号に記載されたように、半径方向シールを含むフィルタエレメン
トの一部として供給できる。例えば、図１９を参照すると、フィルタエレメント３００は
、濾材シート結合体を巻いた濾材積層体３０２として提供することができ、かつ、第１面
３０４と第２面３０６を含む濾材積層体３０１を含むことができる。フレーム３０８は、
濾材積層体３１０の第１端部上に提供され、第１面３０４を超えて伸びることができる。
また、フレーム３０８は、第１面３０４を超えて伸びる周辺部３１２と支持材３１４に階
段または減少部を含むことができる。シール部材３１６は支持材３１４上に提供される。
フィルタエレメント３０１がハウジング３２０中に挿入されると、シール部材３１６は、
ハウジングシール表面３２２に係合してシールを提供し、濾過されていない空気が濾材積
層体３００を迂回しないようにする。シール部材３１６は、半径方向にハウジングシール
表面３２２と係合してシールを提供するシール表面３１７を含むので、半径方向シールと
して特徴付けすることができる。さらに、フレーム３０８は、濾材積層体のクロスブレー
スあるいは支持体構造物３２４を含む。支持体構造物３２４は、フレーム３０８を支え、
空気濾材積層体３００のはめ込みを減少するように補助することができる。アクセスカバ
ー３２４は、ハウジング３２０中でフィルタエレメント３００の囲いを提供することがで
きる。
【０１２９】
　濾材積層体は、半径方向シール構成物上に変形を持つフィルタエレメントの一部として
供給することができる。図２０に示されるように、シール３３０は、フレーム３３２を濾
材積層体３３４に保持するのを補助することができる。図１９に示されるように、フレー
ム３０８は濾材積層体３０１に接着剤で取付けることができる。図２０に示されるように
、フレーム３３２は、第１面３３６に隣接して提供され、シール３３０は、追加の接着剤
を使用せずに、濾材積層体３３４上に支持材３３２を保持するように提供することができ
る。シール３３０は、第１端部３４０で濾材積層体３３４の外部表面上にかつシール支持
材３３８の両側に沿って伸びている、オーバモールドシールとして特徴付けることができ
る。
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【０１３０】
　濾材積層体は、その全体の開示が引用により本明細書中に合体される米国特許第６,２
３５,１９５号によるフィルタエレメントの一部として提供することができる。ここで図
２１を参照すると、フィルタエレメント３５０は、長方形または競馬場の形状と、濾材積
層体の外部に外接する端部に取り付けられた軸方向のピンチシール３５４とを持つ、巻き
付けられた濾材積層体３５２を含む。示される軸方向ピンチシール３５４は、濾材積層体
の第１面３５６と第２面３５８の間に提供される。軸方向ピンチシール３５４は、基部３
６０とフランジ部３６２とを含む。基部３６０は濾材積層体への取り付けのために提供す
ることができる。フランジ部３６２は、２つの表面の間にはさまれてシールを形成する。
表面の１つは、フィルタエレメント３５０を含むハウジングの表面であり得る。さらに、
フランジ部３６２をはさむ他の構造は、ハウジング中に提供されるアクセスカバーあるい
は別の構造であり、濾過されていない空気が濾材積層体を迂回せずに濾材積層体を通過す
るようにシールを維持するのを助ける。フィルタエレメント３５０は、第１面３５６から
軸方向に延びているハンドル３６４を含むことができる。所望であれば、第２面３５８か
ら軸方向に伸びているハンドルを提供することができる。ハンドル３６４は、人がハウジ
ングからフィルタエレメント３５０を引きだすかまたは取り外すのを可能にする。
【０１３１】
　ここで図２２～２４を参照すると、フィルタエレメントは参照番号４００で示される。
フィルタエレメント４００は、巻き付けた濾材積層体４０２、ハンドル構成物４０４、お
よびシール構成物４０６を含む。フィルタエレメントの構造物の詳細は、米国特許第６,
３４８,０８４号に記載され、その全体の開示は引用により本明細書に合体する。前に記
載した濾材シート結合体は、フィルタエレメント４００を調製するために使用することが
できる。
【０１３２】
　ハンドル構成物４０４は、中央ボード４０８、ハンドル４１０、およびフック構造物４
１２を含む。濾材シート結合体は、ハンドル４１０が濾材積層体４０２の第１面４１４か
ら軸方向に伸びるように、中央ボード４０８の周囲に巻き付けられている。フック構成物
４１２は、濾材積層体４０２の第２面４１６から伸びている。ハンドル４１０は、オペレ
ータがハウジングからフィルタエレメント４００を取り外すのを可能にする。フック構造
物４１２は、クロスブレースまたは支持体構造物４２０への取り付け具を提供する。フッ
ク構造物４１２は、クロスブレースまたは支持体構造物４２０と係合するフック部材４２
２、４２４を含む。クロスブレースまたは支持体構造物４２０は、第２面４２６から伸び
かつシール支持体部材４３２を含むシール支持体構造物４３０の一部として提供すること
ができる。シール４３４は、フィルタエレメント４００とハウジングの間にシールを供給
するために、シール支持材部材４３２上に提供することができる。シールが半径方向の対
面シール面４３６とハウジングシール面の接触の結果としてシーリングを提供する場合、
シール４３４は、半径方向シールとして特徴付けることができる。
【０１３３】
　濾材積層体は、その全体の開示が引用により本明細書中に合体される米国特許第６,３
４８,０８５号に示されるガスタービンシステムの一部として提供することができる。例
示のガスタービン用濾過エレメントは、図２５の参照番号４５０で示される。フィルタエ
レメント４５０は、第１フィルタエレメント４５２と第２フィルタエレメント４５４とを
含み得る。第２フィルタエレメント４５４は、安全フィルタエレメントと呼ばれる。メイ
ン・フィルタエレメント４５２は、前に本明細書で記載されたように濾材積層体として提
供することができる。濾材積層体は、濾材シート結合体を巻き付けた結果として、または
、濾材シート結合体の積層の結果として、提供することができる。第１フィルタエレメン
ト４５２と第２フィルタエレメント４５４は、スリーブ部材４６０中に固定される。スリ
ーブ部材４６０は、シール４６４を含むフランジ４６２を含む。取り付け時に、フィルタ
エレメント４５０は、濾過されていない空気がフィルタエレメント４５０を迂回しないよ
うに十分なシールを提供するように、シール４６４が十分なシールを提供するように、支
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持材４６６に隣接してかつ適所にクランプ２００によってフランジ４６２とシール４６４
が支えられるように提供することができる。
【０１３４】
　濾材積層体を利用することができる別のフィルタエレメントは、その全体の開示が引用
により本明細書に合体される米国特許第６,６１０,１２６号に記載されている。ここで、
図２６を参照すると、フィルタエレメント５００は、濾材積層体５０２、半径方向シール
構成物５０４、およびダストシール構成物５０６を含む。フィルタエレメント５００は、
エアクリーナハウジング５１０中に提供され、フィルタエレメント５００の下流に、安全
または二次フィルタエレメント５１２を含むことができる。また、アクセスカバー５１４
はエアクリーナハウジング５１０を囲むために提供することができる。エアクリーナハウ
ジング５１０とアクセスカバー５１４は、ダストシール構成物５０６がピンチシールとし
て特徴付けられるようにダストシール構成物５０６をはさむことができる。
【０１３５】
　濾材積層体は、その開示が引用により本明細書に合体される国際特許出願公開第２００
６/０７６４７９号と国際特許出願公開第２００６/０７６４５６号に基づく積層濾材積層
体として提供することができる。ここで図２７を参照すると、フィルタエレメントは、積
層されブロック化された濾材積層体６０２を含む参照番号６００で示される。積層されブ
ロック化された濾材積層体６０２は、長方形または直角（標準）の平行四辺形濾材積層体
として特徴付けることができる。濾材積層体６０２の対向する端部をシールするために、
側部パネル６０４、６０６が配置される。側部パネル６０４、６０６は、それぞれ積層さ
れた濾材シート結合体の先端部と末端部を閉じる。濾材積層体６０２は、対抗する流れ面
６１０と流れ面６１２を持つ。流れ面６１０と流れ面６１２との間に流路が提供されず、
空気が濾材積層体６０２の濾材を通過して濾過される必要がないことが指摘される。周辺
部の周囲ハウジングシールリング６１４は、空気フィルタエレメント６００中に配置され
る。図示された特定のシールリング６１４は、軸方向ピンチシールリングである。所望で
あれば、保護シートまたはパネルを濾材積層体表面６２０と６２２上に提供することがで
きる。
【０１３６】
　濾材積層体は、その全体の開示が引用により本明細書中に合体される国際特許出願公開
第２００７/１３３６３５号に基づく積層濾材積層体として提供することができる。ここ
で、図２８を参照すると、フィルタエレメントは参照番号６５０で示される。フィルタエ
レメント６５０は、第１入口面、この場合、入口面６５４と、対抗する第２出口面、この
場合、出口面６５６を有する積層Ｚ型濾材積層体６５２を含む。さらに、フィルタエレメ
ント６５０は、上側側部６６０と、下側側部６６２と、対向する側部端部６６４と側部端
部６６６とを含む。一般に、積層Ｚ型濾材積層体６５２は、対面濾材シートに固定された
波形濾材シートを含む濾材シート結合体の細長片の１つまたはそれ以上の積層体を含む。
細長片は、傾いた配置で提供することができる。細長片は、入口面６５４と出口面６５６
との間に流路が伸びた状態で構成される。図示されたフィルタエレメント６５０は、２つ
の積層された濾材積層体６７０と濾材積層体６７２を含む積層されたＺ型フィルタ濾材積
層体を含む。シール部材６８０は濾材積層体中に成形加工することができる。
【０１３７】
　例示の図１９～２８を考慮すると、空気濾材積層体は、増強された性能を提供し、次に
様々なハウジング構成物中で使用できるフィルタエレメントを形成するために、様々な構
成物に提供できることが理解される。
【０１３８】
　実施例
　様々な流路設計を含む濾材を持つフィルタエレメントは、濾材性能のモデリングソフト
ウェアを使用して比較された。フィルタエレメントは、この実施例示のために製造されて
試験されなかった。代わりに、フィルタエレメントとフィルタエレメントコンポーネント
の寸法、フィルタエレメントとフィルタエレメントコンポーネントの性質と特徴、使用条
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入力された。濾材性能のモデリングソフトウェアは、実際のドナルドソン会社の濾材のテ
ストランに基づいて確認された。コンピュータソフトウェアのモデリングの結果は、約１
０％以内の誤差を有すると予想される。異なる濾材設計の代替物を評価する目的のために
、約１０％以内の誤差値は、モデリングソフトウェアがいろいろな設計オプションを評価
できるのに十分低いものであると信じられている。コンピュータモデリングソフトウェア
のために、選択されたダストは、ＳＡＥとして特徴付けられる。
【０１３９】
　表２～表８は、フィルタエレメントの特徴とコンピュータで得られる結果を含む。表で
は、濾材の性能モデルソフトウェアを使用して評価されたエレメントの大きさが特定され
る。エレメントの大きさは、エレメントの総合的な大きさを言う。
【０１４０】
　各表で特徴付けられたフィルタエレメントは、最後に特定された寸法に対応する深さま
たは流路の長さを有する積層されたエレメントである。例えば、表２（ａ）では、エレメ
ントは、流路の長さが１２．７ｃｍ（５インチ）であり、２０．３２ｃｍ（８インチ）×
３０．４８ｃｍ（１２インチ）の大きさである。エレメント１に対し、流路種類は規格Ｂ
として特徴付けられる。エレメント２、３では、エレメントの体積を比較的一定に保ちな
がら、エレメントの形状を変えた。エレメント４から始まる流路種類は、規格Ｂと考える
ことができず、弓形－フラット－弓形として特徴付けられる。弓形－フラット－弓形は、
一般に、波形濾材シートの内部ピークと外部ピークを形成する弓形、内部ピークと外部ピ
ークを接続する濾材の比較的平らな部分を持つ流路の形状を示している。エレメント１７
～１９に対して、流路種類は低接触として特徴付けることができる。低接触の形状は、一
般に、図５（ａ）で示される。
【０１４１】
　表２～８のフィルタエレメントは、流路の密度、非対称な体積、流路の幅/高さ比、流
路の高さ、流路のピッチ、プラグの長さ、および濾材の厚さによって、さらに特徴付けら
れる。この情報の結果として、コンピュータモデリングソフトウェアは、初期の圧力損失
、３０．４８ｃｍ（１２インチ）水柱圧力損失までのＳＡＥ微細充填、体積、および要求
された濾材の面積について計算する。これらの値は、濾材を通る規定流量に対して決定さ
れる。さらに、表は、基準フィルタとの比較を含んでいる。一般に、表に対する基準フィ
ルタは、その表の第１に記載されたエレメントを示す。その結果として、性能変化は、設
計変更の結果として、異なるエレメント間で評価することができる。
【０１４２】
　表２～表８のデータによって示される一般的な教示は、フィルタエレメントの設計にお
ける多くの変更によって実質的に性能を向上させることができるということである。さら
に、１つの変更は、複数の変更と比べて大きな改良を提供するというわけではない。
【０１４３】
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【表２ａ】

【０１４４】
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【表２ｂ】

【０１４５】
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【表３ａ】

【０１４６】
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【表３ｂ】

【０１４７】
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【表４ａ】

【０１４８】
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【表４ｂ】

【０１４９】
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【表５ａ】

【０１５０】
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【表５ｂ】

【０１５１】
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【表６ａ】

【０１５２】
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【表６ｂ】

【０１５３】
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【表７ａ】

【０１５４】
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【表７ｂ】

【０１５５】
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【表８ａ】

【０１５６】
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【表８ｂ】

【０１５７】
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　上記の明細書、実施例、およびデータは、本発明の濾材およびフィルタエレメントの製
造および使用について完全な記載を供給する。本発明の多くの実施例は、本発明の趣旨と
範囲から逸脱せずに成することができるので、本発明は、本明細書の以下に添付した特許
請求の範囲にある。
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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月7日(2015.5.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　濾材積層体であって、
　（ａ）波形濾材シートと、対面濾材シートと、前記波形濾材シートと前記対面濾材シー
トとの間に伸びていてかつ前記濾材積層体の第１面から前記濾材積層体の第２面まで伸び
ている流路長を持っている複数の流路と、を含む濾材シート結合体の複数の層と、
　（ｂ）前記濾材積層体の前記第１面または前記第２面のうちの１つの面へ流入し、前記
濾材積層体の前記第１面または前記第２面のうちの他の面へ流出する流体が、濾材を通過
して前記流体を濾過するように、前記複数の流路の第１部分に流入しようとする濾過され
ていない流体に対して閉じている前記複数の流路の第１部分と、前記複数の流路の第２部
分から流出しようとする濾過されていない流体に対して閉じている前記複数の流路の第２
部分と、
を有し、
　（ｃ）前記複数の流路は、１２．７ｃｍ（５インチ）未満の流路の平均長さを持ち、
　（ｄ）前記濾材積層体は、下記式による流路の密度（ρ）が、少なくとも５．４３流路
／ｃｍ２（３５.０流路／インチ２）を示し、
ρ＝チャンネルの数（開いたおよび閉じたチャンネル）／（２×Ｚ型濾材積層体の断面積
）
ここで、前記チャンネルの数は計数されたものであり、前記Ｚ型濾材積層体の断面積は測
定されたものであることを特徴とする濾材積層体。
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