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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外面を有する空気フィルター材料と前記外面周囲に置かれ、使用者の輪郭に接触し覆う
ように順応した通気性フィルタークロージャーを含む顔面マスクであって、前記フィルタ
ークロージャーは静電特性を有する通気性物質から作られ、前記フィルタークロージャー
は使用者の顔面と空気フィルター材料との間に圧縮可能なガスケットを形成し低い圧力降
下を有し、前記輪郭で空気フィルター材料をバイパスする呼吸に適した空気は、前記フィ
ルタークロージャーを通り抜けて使用者に達し、濾過される、顔面マスク。
【請求項２】
　前記フィルタークロージャーが、そこに組み込まれた活性剤を含む、請求項１記載の顔
面マスク。
【請求項３】
　前記フィルタークロージャーが、多孔質誘電担体を含む、請求項１または２記載の顔面
マスク。
【請求項４】
　前記前記フィルタークロージャー材料が、不織材料である、請求項１～３いずれか１項
記載の顔面マスク。
【請求項５】
　前記多孔質誘電担体が、繊維状三次元マトリックス構造を有する繊維系材料である、請
求項３記載の顔面マスク。
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【請求項６】
　前記多孔質誘電担体が開放気泡マトリックス構造を有するスポンジ状材料である請求項
３記載の顔面マスク。
【請求項７】
　前記活性剤が、金属および化合物からなる群より選択される、請求項２記載の顔面マス
ク。
【請求項８】
　前記活性剤が、ヨウ素化樹脂である、請求項７記載の顔面マスク。
【請求項９】
　外面を有する空気フィルター材料と前記外面周囲に置かれ、使用者の輪郭に接触し覆う
ように順応した通気性フィルタークロージャーを含む顔面マスクであって、前記フィルタ
ークロージャーは静電特性を有する通気性物質とそこに組み込まれた活性剤から作られ、
前記フィルタークロージャーは使用者の顔面と空気フィルター材料との間に圧縮可能なガ
スケットを形成し低い圧力降下を有し、前記で輪郭空気フィルター材料をバイパスする呼
吸に適した空気は、前記フィルタークロージャーを通り抜けて使用者に達し、濾過される
、顔面マスク。
【請求項１０】
　前記フィルタークロージャーが、多孔質誘電担体を含む、請求項９記載の顔面マスク。
【請求項１１】
　前記フィルタークロージャー材料が、不織材料である、請求項９または１０記載の顔面
マスク。
【請求項１２】
　前記多孔質誘電担体が、繊維状三次元マトリックス構造を有する繊維系材料である、請
求項１０記載の顔面マスク。
【請求項１３】
　前記多孔質誘電担体が開放気泡マトリックス構造を有するスポンジ状材料である、請求
項１０記載の顔面マスク。
【請求項１４】
　前記活性剤が、金属および化合物からなる群より選択される、請求項９記載の顔面マス
ク。
【請求項１５】
　前記活性剤が、ヨウ素化樹脂である、請求項９記載の顔面マスク。
【請求項１６】
　前記繊維質マトリックス構造が、前記三次元マトリックス構造中に捕捉されように形成
される、請求項１２記載の顔面マスク。
【請求項１７】
　前記活性剤が、繊維系材料とかみあっている、請求項１２記載の顔面マスク。
【請求項１８】
　前記不織材料が、ナイロン、ポリエチレンおよびポリプロピレンからなる群より選ばれ
るポリマー繊維を含む、請求項４または１１記載の顔面マスク。
【請求項１９】
　前記活性剤が、制生物剤および/または殺生物剤である、請求項２または９記載の顔面
マスク。
【請求項２０】
　前記活性剤が、銀、銅、ハロゲン化樹脂および活性炭からなる群より選ばれる、請求項
２または９記載の顔面マスク。
【請求項２１】
　前記活性剤が、アルミニウム、バリウム、ホウ素、カルシウム、クロム、銅、鉄、マグ
ネシウム、マンガン、モリブデン、ニッケル、鉛、カリウム、ケイ素、ナトリウム、スト
ロンチウムおよび亜鉛からなる群より選ばれる、請求項２または９記載の顔面マスク。
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【請求項２２】
　前記活性剤が、Ｎ－メチルピペラジン、水酸化カリウム、塩化亜鉛、塩化カルシウムお
よび炭酸ナトリウムと重炭酸ナトリウムの混合物からなる群より選ばれる化学物質である
、請求項２または９記載の顔面マスク。
【請求項２３】
　前記繊維系材料が、そこを横切る静電荷を含み、前記静電荷は、前記繊維系材料の表面
を横切る電位を生成することができる、請求項５または１２記載の顔面マスク。
【発明の詳細な説明】
【発明の概要】
【０００１】
　関連出願に対するクロスリファレンス
　本出願は、それぞれ、２００２年９月１６日、２００２年１２月１９日および２００３
年３月２８日に出願された米国仮出願第６０／４１１，００６、６０／４３４，５２６お
よび６０／４５８，８００に対する優先権の利益を主張し、それぞれの内容は、その全体
が本明細書に参照により含まれている。
【０００２】
　連邦の援助による研究開発に関する宣言
　該当せず。
【０００３】
　コンパクトディスク上の配列の列挙、表またはコンピュータープログラムの表示の付録
に対する参照
　該当せず。
【０００４】
　発明の分野
　本発明は、静電的に荷電したフィルター媒体に関し、より具体的には、活性剤が加入さ
れた静電的に荷電した媒体およびその製造方法に関する。
【０００５】
　発明の背景
　先行技術のフィルター法には、例えば、機械的ろ過－フィルター媒体の孔より大きい粒
子の物理的保持；静電的ろ過－粒子を殺傷／不活性化することなしにフィルター内の繊維
に粒子を付着させること；および１９９９年１１月９日に本発明者に発行された、「ヨウ
素／樹脂消毒剤を用いた空気の消毒」という表題の米国特許第５，９８０，８２７号に教
示されクレームされたろ過が含まれる。生成物が入り組んだ経路を有する媒体に含まれる
とき、改善されたヨウ素化樹脂ろ過が、薄い媒体の中で起こることが測定されている。微
生物／毒素を遠回りの経路を通過させることにより微生物／毒素は最終的に殺傷／不活性
化される。遠回りの経路を提供するための１つの方法は、不織布媒体を用いることである
。
【０００６】
　「３次元マトリックス構造における粒子の不動化のための方法」という表題の公開され
た米国特許出願第２００１００４５３９８において、まず不織材料を製造した後、米国特
許第５，６３９，４５２号（’４５２特許）において開示されているもののようなヨウ素
化樹脂を、活性剤が樹脂（「トリオシン」樹脂）に進入するようにフィルターの細孔を開
く高脈動真空ポンプによりアルコールまたは不完全溶媒を用いて加える。’４５２特許の
内容は、本明細書に全体として参照により組み込まれる。
【０００７】
　米国特許第６，３４６，１２５号は、非静電的に荷電された不織材料に水性抗微生物剤
を含ませることを教示する。具体的には、この’１２５特許は、非静電的に荷電された不
織布に水性抗微生物剤を加入させるための特定の方法を記載する。しかしながら、静電特
性がないと、微生物が汚染除去のために抗微生物剤と十分な接触時間を有するように不織
布はより厚いものでなければならない。
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【０００８】
　米国特許第５，９５２，０９２号は、化学的に活性の粒子を有する不織布を教示する。
しかしながら、この特許は、本発明におけるような静電的基材を用いることを教示しない
。
　不織布エレクトレットおよびその製造方法は当該技術において公知である。例えば、米
国特許第５，４０９，７６６号は、長時間にわたり、高温で高湿の条件で塵埃収集の可能
なポリマー組成物で形成されたモノフィラメントで構成されたエレクトレット状態の不織
布を記載する。この不織布を製造する方法、および不織布で作られたフィルター空気マス
キング材料も開示されている。しかしながら、この先行技術の系は、抗微生物／抗毒素特
性を提供しない。したがって、不織布の中にとらわれているけれども、微生物／毒素は、
滅菌されていないし、不活性化されていない。一旦不織布の静電特性が消失するか材料が
飽和するならば、微生物／毒素は、大気に放出され戻される。
【０００９】
　静電的に荷電したフィルターは、例えば、顔面マスクに用いられることが知られている
。両方について、顔の密封の問題の１つは、周知であり、産業が対処することを試みてき
た限界を表している。この問題は、ヒトまたは構造の１つの形態学的な物理的構造から次
のものに対し、差異が、１００％気密シールを作り出すことが困難であるような広範囲の
幾何学的変動を発生させるという事実に存在する。顔面マスクについては、密封を作り出
すことの困難は、顔面の大きさと形態の範囲のために皮膚とマスクとの間で起こる。例え
ば、接着剤シール、平坦で広いシール、および弾力性の材料のシールを用いることのよう
な様々の異なる技術的手段が試行されてきた。産業界は、気密シールを作り出すことにつ
いてその精力を傾けてきたが、しかしながら、実際に発生する圧力差は空気をシールと皮
膚の間の間隙に入れ、このようにして空気フィルター材料を迂回させる。本発明の静電フ
ィルターは、圧力差を最小化させ、そうして空気を間隙を通して流入しないようにするよ
うにスポンジ性または他の通気性不織材料で作られ得る。さらにそれは、使用者と顔面マ
スクとの間に閉鎖を生み出すために用いられるガスケットを静電フィルターのような低い
圧力降下を有し、それに含まれている活性剤の利点の付加を有する薄いフィルターから効
果的に作らせる。
【００１０】
　高圧力降下媒体の使用を教示する他の公知の先行技術には、ＨＥＰＡフィルターの機械
的ろ過が含まれる。しかしながら、本発明の圧力降下は、ＨＥＰＡフィルターのみの場合
よりほぼ５０％から９０％低い。フィルターはさらに、成長力のあるバクテリア、胞子、
およびウイルスを通過の際に殺傷する材料を含む。それらは空気流からろ過され、殺傷さ
れる。加えて、本発明は、自己滅菌性であり、これは、通過した空気をろ過するのみなら
ず、フィルター上に捕捉されたバクテリアを殺傷することを意味する。それゆえ、媒体は
、使用者と外部の空気の両方を保護する。
【００１１】
　先行技術に欠点があれば、エレクトレットを有することは有益であり、このことは公知
の解決法に対してより優れた特性を有する。本発明は、活性剤を有し、誘電体である基材
を備える。
【００１２】
　本発明は、先行技術の前述の問題を克服する。具体的には、本発明の１側面によれば、
活性剤が加入された静電的に荷電した不織媒体がここに提供される。この革新的な媒体は
、先行技術の解決策より有効に微生物および／または毒素を根絶することが可能であり、
また、自己滅菌し得る。
【００１３】
　加えて本発明は、活性剤が加入された静電的に荷電したフィルター媒体を作る方法も提
供する。基材は様々な方法に従って製造され得る。活性剤は様々の方法に従って含まれ得
る。静電的電荷は様々の方法に従って提供され得る。それらの全ては本明細書に記載され
ているかまたは当該技術において公知である。
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【００１４】
　実質的により少ない活性剤がそれぞれのフィルターについて用いられるので、効果を維
持しながらもコストは減少する。加えて、本発明の増強された静電フィルターは、活性剤
と静電特性について付加的な性能を提供する。
【００１５】
　本発明の上記側面に加えて、付加的な側面、特徴および利点が添付の図面と合せて以下
の記述により、より良く理解されるようになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本明細書で提示される教示による本発明の代表的な態様のいくつかの側面を描写
する。
【図２】静電的に帯電した基材の代表的な態様を描写する。
【図３】静電的に帯電した基材の代表的な態様を描写する。
【図４】不織媒体に活性剤を加入させるための代表的な態様を描写する。
【図５】本発明のＢＧ胞子に対するろ過膜についての１態様の実験データを例示する図表
。
【図６】本発明のＢＧ胞子に対するろ過膜についての１態様の実験データを例示する図表
。
【図７】ＭＳ２ウイルスに対する異なるろ過膜の性能についての試験結果を示す図表。
【図８】ＭＳ２ウイルスに対する異なるろ過膜の性能についての試験結果を示す図表。
【図９】ＭＳ２ウイルスに対する異なるろ過膜の性能についての試験結果を示す図表。
【００１７】
　本発明の詳細な説明
　以下の記載は、本発明の例示的な態様を記述する。ここで提供される本発明について記
述された態様は、単に例示目的であり、限定をせず、単に例として提供されていることが
当業者には明らかであろう。この記載において開示される全ての特徴は、別段の特別な言
及がなければ、同一か同様の目的を与える別の特徴により置換され得る。それゆえ、改良
についての多数の他の態様は、本明細書で規定される本発明の範囲およびその均等の範囲
にあることが企図されている。
【００１８】
　本発明は、活性剤が加入された基材を包含する静電的に帯電したフィルター媒体を提供
する。
【００１９】
　フィルター媒体
　本発明のフィルター媒体は、（１）基材、（２）それに加入された活性剤および（３）
静電的電荷を含む。
【００２０】
　基材
　基材は、誘電特性を有するか、または誘電特性を有するようにさせられうるものであり
、活性剤が含まれることが可能であるいずれかの材料を含む。
【００２１】
　具体的な態様において、基材は、繊維質マトリックス構造を有する繊維系材料であり得
る。それは、連続気泡マトリックス構造を有するスポンジ状の材料であり得る。その材料
は、可撓性でも非可撓性でもあり得る、等。
【００２２】
　上述のように、１つの態様において、基材は、不織布である。不織布は、紡糸され、布
に織られているのではなく、互いに結合しているタイプの布帛である。それは、摩擦また
は接着により結合する方向性をもってかまたは無作為に配向した繊維の、工場生産された
シート、マット、ウエブまたはバットであり得る。それは、布帛のタイプの形態を取り得
る。図１は、不織布の代表的な態様として提供される。
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【００２３】
　別態様において、基材は、ポリマー繊維を含む異なる毛羽の不織布であり得る。例えば
、ポリマーは、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステルなどまたはフィ
ルター基材にとって適切ないずれか他のポリマーであり得る。加えて、基材は、ポリマー
繊維以外の材料でも作られ得る。
【００２４】
　不織材料は、高効率粒子空気フィルター（すなわち、ＨＥＰＡフィルター）にとって適
切なタイプのものであり得る。適切な不織材料は、テクノール・エックス・アン・プロバ
ンス・セデックス０３フランス（カナダ特許第１，２４３，８０１号を参照されたい）か
ら入手し得る。別の適切な材料はまた、ミネソタ・マイニング＆マニュファクチュアリン
グ社（３Ｍ）からも入手し得る。不織材料は、所望の活性剤を捕捉する（すなわち物理的
に）ことが可能なマトリックスを提供するような形態で形成されるように３次元構造を有
する。例えば、不織材料が繊維に基づくものであるならば、不織材料を構成する繊維は、
所望の活性剤を捕捉することが可能な繊維質マトリックス構造を提供するような形態で存
在し、分布し得る。不織材料は、微小構造を有し得る。１つの具体的な態様において、活
性剤は、所望の不織材料の３次元（例えば、ウエブ）マトリックス構造により捕捉される
のに適切なサイズを有する。
【００２５】
　別の基材は、最終的に紙系フィルター媒体に形成されるガラス繊維およびセルロースの
ような繊維をさらに含み得る。活性剤のための担体として機能し得、誘電特性を有するか
または誘電特性を付与することができるいずれの基材も本発明にとって適切な基材である
。ガラス繊維のような強力な誘電特性を有しない基材が用いられるときは、基材の誘電特
性を向上させるための添加剤が提供され得る。本発明は不織材料に限定されない。他の適
切な基材には、スポンジ状材料または発泡体が含まれ得る。
【００２６】
　活性剤
　本発明の活性剤は、例えば、抗微生物剤、抗毒素などであり得る。抗微生物剤は、静菌
剤および／または殺菌剤であり得る。静菌剤は、細菌胞子、ウイルス、真菌などの全部ま
たは一部の生長を阻害する（生物活性粒子を有する）物質であり、殺菌剤は、細菌胞子、
ウイルス、真菌などの全部または一部を殺傷する物質である。好ましくは、殺菌剤は、上
記のように、’４５２特許について上述されているもののようなヨウ素化樹脂粒子を含む
。他の適切な活性剤には、銀、銅、抗微生物剤が付着したゼオライト、ハロゲン化樹脂、
および例えば活性炭、他の金属および他の化学物質を含む当該技術において公知である微
生物／毒素を減殺する／不活性化することが可能な薬剤が含まれる。例えば、適切な金属
および／または化学物質の非限定的なリストは以下のとおりである。
【００２７】
　代表的な金属
　アルミニウム
　バリウム
　ホウ素
　カルシウム
　クロム
　銅
　鉄
　マグネシウム
　マンガン
　モリブデン
　ニッケル
　鉛
　カリウム
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　ケイ素
　ナトリウム
　ストロンチウム
　亜鉛
　代表的な化合物
　Ｎ－メチルピペラジン
　水酸化カリウム
　塩化亜鉛
　塩化カルシウム
　炭酸ナトリウムと重炭酸ナトリウムの混合物
　抗微生物剤に対する明細書中の参照は、読解の容易のために用いられ、限定を意味しな
い。
　静電的電荷
　活性剤が加入されたフィルター媒体は、また、静電的に荷電している。したがって、媒
体の表面をよぎって電位が存在し、いくつかの例において荷電粒子の移動経路を変更する
ように、媒体に導入された荷電粒子を引き付け、および／またははじき得る電場を作り出
している。
【００２８】
　図２～３は、静電的に荷電した媒体の代表的例を提供する。本発明の静電的に荷電した
フィルター媒体は、例えば、単一層または多層であり得る。それぞれの層は、個別に荷電
され得る。単層媒体は、一方の側で正の荷電を有し、他方の側で負の荷電を有し得る。多
層媒体の１例は、２層媒体である。好ましくは、２層媒体が用いられ、その２層媒体は、
２つの層を含み、それぞれが一方の側で正に荷電し、他方の側で負に荷電し、その２層が
空気空間により分離され、その２層の一方の負の側が他層の正の側に最近接するようにそ
の２層が配向されている。この２層態様において、空気空間は、静電的に荷電したフィル
ター媒体の正味の誘電率を増加させる。
【００２９】
　好ましくは、長時間電荷を維持するために、高い誘電率が提供される。例えば、上記の
空気空間において用いられ得るように空気は良好な誘電率を提供する。したがって、本発
明は、濡れているときまたは湿度の高い環境においてさえ有効であり得る。
【００３０】
　得られる媒体は、活性剤が付着しているか含浸しており、静電的電荷を有する絶縁性担
体である。本発明による媒体は、異なる厚さ、密度および圧力降下をもって製造され得る
。本明細書で記載される媒体は、例えば、衣服、外傷手当て材、空気フィルター、シェル
ター、ライナーおよび一般的にいずれかのフィルター材料に用いられ得る。
【００３１】
　製造方法
　本発明は、さらに、活性剤が加入された静電的に荷電したフィルター媒体を製造する方
法も提供する。基材それ自体は、溶融ブロー、紡糸ブロー、エアレイ、カーティングなど
のような様々の既存の方法に従って製造され得る。
【００３２】
　活性剤を加入させる方法
　ポリプロピレンを用いる先行技術の加入方法は、粒子が繊維に落下することを防ぐため
に長い時間固体粒子を保持するために繊維に粘着性を維持させるためにポリエチレンの使
用を必要とする。本発明においては、’４５２特許に開示されるヨウ素化樹脂のような活
性剤は、繊維中に物理的に捕捉され得る。したがって、活性剤は、媒体に加入されるため
に繊維に付着する必要はない。
【００３３】
　本発明において、活性剤は、様々の方法にしたがって基材に加入させることができる。
例えば、混合および溶融プロセスのための高められた温度および高められた圧力での溶融
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における活性剤の液体乳化、または加工処理の間の不織布繊維の押し出し後の活性剤のス
プレーによる加入である。
【００３４】
　図４に示される好ましい態様において、ポリプロピレン粒子のようなポリマー粒子が、
押出し機を通して押し出しされる。押し出しされた繊維は、さまざまの厚さと長さのもの
である。繊維が押し出しされるとき、繊維は、収集ウエブに向けて落下する。所望の活性
剤は、得られる繊維の押し出し点に近接した位置で雲（cloud）として提供される。その
「雲」は、繊維がいまだ準液体準固体状態にある間に冷却中の繊維を包む。１態様におい
て、活性剤粒子は、０．２ミクロンから０．５ミリメートルまでの範囲を取り得る。しか
しながら、当業者は、より小さいかより大きい粒子サイズを有する活性剤を用い得る。活
性剤粒子は、収集ウエブ上の繊維によりかみ合わせられ、捕捉されるように定着し、集ま
る。活性剤が加入された繊維が収集ウエブに落下した後、得られた媒体は、公知の方法に
よりメッシュに形成される。加えて、雲は、蒸気、微細な乾燥ダスト、霧化もしくはエア
ロゾル化粒子を含む様々の物理的状態で存在し得る。有利には、雲の加入は室温で起こり
得るし、粒子の包含もまた室温で起こり得る。さらに、厚さ、長さ、および圧力は、得ら
れる媒体の機械的特性を規定する。
【００３５】
　上記態様のための適切な溶融ブローシステムは、ニュージャージー州ヒルサイドのアキ
ュレート・プロダクツ社により提供されるアキュウエブ（Accuweb）である。
【００３６】
　フィルター媒体に活性剤を加入させる様々の他の方法が本発明にとって適切である。第
１に、例えば、公開された米国特許出願番号２０００１００４５３９８Ａ１に開示される
方法を用いる。第２に、活性剤の中に毛髪状押し出し繊維のベールを浸漬し（浸漬するた
めにアルコールを用い）、次いで、圧力と温度によりフェルトを作り出す。第３に、押出
し機のホッパー内で混合される活性剤とともに製造される固体ポリマー顆粒を取り出し、
混合物を作り、ついでこれを微細な毛髪状ベールに押し出す。次いで、フェルトを、温度
と圧力をかけるプロセスを通して形成する。第４に、ポリマーのような基材を毛髪状物質
に押出し、これに、押し出し後に、活性剤を固体でスプレーする。活性剤は、エアロゾル
のように気化し得る。第５に、活性剤を、布帛が加圧されているときに不織布に注入また
はスプレーすることができる。第６に、活性剤が加入されたシートを作るために、フィラ
メントのベールをカーティングし、得られる媒体を活性剤と混合する。第７に、活性剤を
不織媒体上に堆積させ、その後、活性剤を媒体全体に含浸させるために媒体をニードルパ
ンチする。他の方法を用いることもできる。
【００３７】
　本発明の別態様において、ポリマー顆粒は、押し出しの前にダスト形態で活性剤ととも
に押出し機のホッパー内に配置される。このようにして、活性剤は、溶融前にホッパー内
で混合される。２つの成分は、フェルトを作るために用いられる薄い「毛髪」状繊維を形
成するために混合され、加熱され、ついで押し出しされる。活性剤が加入した上記態様で
得られた毛髪状繊維は、ベール状のウールである。基材は、用いられるポリマーに応じて
透明であり得るであろう。加えて、活性剤が加入した得られるポリマー繊維は、水で処理
し、加圧し、次いで加熱してフェルトを形成することができる。他の態様において、活性
剤が加入された得られるポリマー繊維は、エアレイ、真空レイ、ウォーターレイ等するこ
とができる。
【００３８】
　本明細書で具体的に記載されていないけれども、基材に活性剤を加入させる他の従来の
または公知の方法は、本発明のために適切である。したがって、この時点では、基材には
活性剤が加入されている。
【００３９】
　静電的に帯電させる方法
　活性剤が加入された基材は、静電的な電荷を備えている。電荷は、コロナ、ニードルパ
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ンチ、化学処理、いずれか他の公知の電荷誘発系または方法、または前述のいずれかの組
み合わせを用いることにより誘発され得る。ニードルパンチは強い摩擦を作り出し、そう
して電荷を与える。
【００４０】
　具体的な態様において、静電的に荷電した不織布を作るために、フェルトのような形成
された媒体は、完全に荷電するまで約２５Ｋｖスローパスのコロナ系に配置される。得ら
れた材料は、約６ヶ月ないし２年間その電荷を保持する。
【００４１】
　静電フィルター媒体の操作
　操作に際し、汚染された空気または流体流は、本発明の静電的に荷電したフィルター媒
体を用いるフィルターに導入される。空気／流体流は、圧力勾配によりフィルター媒体を
通して押出され得るか引き出され得る。流れは、フィルター要素により除去または処理さ
れるべき様々のサイズの汚染粒子を含み得る。流れがフィルター媒体に近づくとき、汚染
粒子はフィルター媒体との接触にもたらされ、流れから除去され、またはこの出願の別の
部分で記載されている活性剤により処理されるようにフィルター媒体を通して方向付けら
れる。このことはフィルターの特性を通して達成され、フィルターは粒子をしてフィルタ
ー要素を通る入り組んだ経路を通過させ、このようにして、汚染物質が活性剤と接触する
時間を増加させる。この長くなった接触時間は、流れの中の粒子の処理における活性剤の
効果を高める。
【００４２】
　粒子が通過する入り組んだ経路は、フィルター要素の基材の付加された静電特性および
不織特性の結果である。フィルター要素の静電的特性については、汚染物質粒子の入り組
んだ経路は、粒子の極性的性質に起因し得る。極性分子は、中性的に荷電し、またサイズ
も大きい。大きなサイズのために、汚染物質は磁気モーメントを有し、それは、電界に供
されるとき、汚染粒子をその経路から方向転換させる。
【００４３】
　加えて、汚染粒子の入り組んだ経路は、フィルター基材の不織布特性に起因する。不織
基材は、流れのための直接的で連続的な経路を通過させないためにこのことが達成される
。代わりに、不織特性のために、材料の単一の細孔が基材を通過する連続経路を形成しな
い基材が多孔質材料により作られる。それゆえ、流れと流れにより運ばれる粒子は、基材
を通して連続的に方向転換させられる。したがって、フィルターを通る移動時間は長くな
り、活性剤への暴露は高まる。
【００４４】
　付加的な用途
　本発明は、現存する不織布と一致する方式でもまた用いられ得る。様々の製品における
使用には、耐久性の製品と使い捨ての製品の両方が含まれる。例えば、不織布は、おむつ
、生理用品、成人失禁用品、ワイプ、ベッドのライニング、自動車用品、マスク、空気ろ
過材、水ろ過材、体液ろ過材、家事用品およびジオテキスタイルのような製品において用
いられ得る。本明細書に記載される媒体は、例えば、衣服、外傷手当て材、空気フィルタ
ー、シェルター、およびライナーとしてもまた用いられ得る。付加的な用途には、静電フ
ィルターおよび抗微生物または解毒フィルターのための当該技術において公知のものが含
まれる。
【００４５】
　具体的な態様において、活性剤を有するか有さない本発明によるフィルター媒体は、ク
ロージャーとして用いられ得るか、顔面マスクおよびＨＶＡＣのような製品のためのエア
フィルターのためのフィルタークロージャーを作るために用いることができる。本発明に
よれば、静電特性を有する基材および活性剤が加入された静電材料で作られたクロージャ
ー材料が提供され、その場合材料は３次元構造の高ロフト（１態様においてほぼ１”の厚
さ）通気性材料であり、いわゆる気密性接合を作らないようにマスクまたはエアフィルタ
ーの周りに配置され、しかし、代わりに、フィルター特性を有する透過性クロージャーを
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提供するために異なる幾何学的表面の全ての輪郭を実質的に被覆する通気性のクロージャ
ーを作る。このアプローチは、フィルターにクロージャーを作り、それにより不完全なフ
ィットにより引き起こされる間隙を通ってマスクを迂回する空気はなおクロージャーを通
過し、ろ過される。加えて、「弾力性のある」クロージャーとは反対に、気密性のアプロ
ーチでは不利である圧力差は本発明者のアプローチでは有意義になる。というのは、最も
抵抗の少ない経路を通過する空気は、代わりに、マスクのフィルター材料を通過するであ
ろうからである。顔面マスクまたは他のタイプのフィルターを閉鎖するこの方法は、また
、不織フィルター要素を同じ特性を有する通気性発泡体で置換しても達成され得る。した
がって、先行技術の顔面マスクはクロージャーで空気流を遮断することを試みるけれども
、本発明のマスクは、空気をそこに通過させるガスケットとして機能し、上述の’４５２
特許で開示されるヨウ素化樹脂のような有効な活性剤により空気流中に存在する胞子、ウ
イルス、細菌、真菌その他を殺傷する。加えて、マスクを適所に保持するためのストラッ
プの使用は、顔面のほとんど全体に適合するように本発明のガスケットを圧縮する。
【００４６】
　実験データ
　本発明のフィルター媒体のある態様を現存する静電フィルターと比較する実験を行った
。それぞれの試験は、空気を異なる汚染物質で処理するために同じ環境で実施した。提供
される実験データをそれらの試験の間集めた。それぞれの試験において、汚染物質は、制
御された量でチャンバに導入し、４つのラインに供給した。ラインの２つは、’４５２特
許によるヨウ素化樹脂を加入した静電的に荷電したフィルターを含む本発明によるフィル
ターを含んでいた。第３のラインは、トランスウエブ（Transweb）として知られる静電的
に荷電したフィルターを含んでいた。このフィルターは、抗微生物特性を有さないか、ま
たはいずれか他のタイプの活性剤を含まない。そして、第４のラインは、フィルターを有
さない対照として提供され、対照チャンバに入る汚染物質の量が対照チャンバを出て行く
汚染物質の量と等しいことを確認するために用いられた。
【００４７】
　図５～６は、本発明の代表的な態様のある種の特徴を例示する実験データを記載する。
実験番号ＡＦ２７６は、３０、６０、１２０、１８０、２４０、３００および３６０分間
のろ過についてＢＧ胞子に対する異なるろ過膜の性能を記述する。ＢＧ胞子は、平均的な
ヒトに疾病を引き起こすためには、約８，０００から３０，０００胞子の量で存在しなけ
ればならない。３０、６０、１２０、１８０、２４０、３００および３６０分間の試験に
ついて図５～６において見られ得るように、本発明のフィルターは、空気流からのＢＧ胞
子の１００％減少を達成した。
【００４８】
　図５～６において見られるように、本発明の静電フィルターは、それらの試験でトラン
スウエブと本質的に同一または同様の正味の効果を達成する。しかしながら、提供される
重要な利点は、本発明は、フィルターに胞子を単に保持させるのではなく、胞子を滅菌す
るということである。したがって、本発明とは違い、もしトランスウエブが使用者により
取り扱われ、皮膚に接触するならば、汚染が起こるであろう。本発明は、フィルターが衛
生的であることを維持する。
【００４９】
　ここで図７～９の実験ＡＦ２７０の結果に目を転じると、３０、６０、１２０、１８０
、２４０、３００および３６０分間のろ過についてのＭＳ２ウイルスに対する異なるろ過
膜の性能についての試験結果が示される。１から１０００ウイルスの範囲のウイルス量は
、平均的なヒトに疾病を引き起こすであろう。したがって、１つのウイルスの存在でさえ
、ヒトに疾病を引き起こし得る。３０、６０、１２０、１８０、２４０、３００および３
６０分間の試験のそれぞれについて図７～９において見られ得るように、本発明のフィル
ターは、空気流からのＭＳ２ウイルスの１００％減少を達成した。しかしながら、トラン
スウエブは、ＭＳ２ウイルスについて１００％減少を達成しないし、流出空気流中で１０
００ないし１００００のウイルスユニットが見出され得る。ＭＳ２ウイルスにより汚染さ
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れた空気に対するトランスウエブの使用は、所望の結果を達成しないであろう。したがっ
て、図５～６について上述された滅菌特性の利益に加えて、図７～９において見られ得る
ように、本発明は、長時間ＭＳ２のようなウイルスに対してより有効に防御する。本発明
とは違って、ほんの少量のウイルス（１から１０００）がヒトを汚染するので、トランス
ウエブは、それらのウイルスから使用者を有効に防御しない。
　むすび
　ここで、本発明の１以上の代表的態様を記載してきたけれども、前述の事項は、単に例
示であり、限定はせず、単に例として提示されてきたことが当業者には明らかであろう。
この明細書（特許請求の範囲、要約、および図面を含む）において開示される全ての特徴
は、別段の特別の言及がない限り、同じ目的、等価または同様の目的を果たす別の特徴に
より置換され得る。それゆえ、その追加および修正の多数の他の態様は、特許請求の範囲
およびその均等により規定される本発明の範囲に当てはまると思料される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】 【図８】
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