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(57)【要約】
【課題】暖房、空調、および換気（ＨＶＡＣ）システム
で用いるための電子空気浄化器、ならびに関連方法およ
びシステムを提供する。
【解決手段】
　一実施形態では、電子空気浄化器（１００、２００、
３００）は、多孔質の連続気泡造および導電性の内部（
１２５、３２５）を有する収集材料を有する１つ以上の
収集電極（１２２、３２２）を含む。収集材料は、空気
流路内の荷電粒子状物質を収集および受容するように構
成される。一定期間後、使用された収集材料は、個々の
収集電極（１２２、３２２）から取り外され、新しい収
集材料と交換される。
【選択図】　図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広平面導体と、
　前記広平面導体に対して平行な方向において該広平面導体の第１の側上に配設された第
１の広平面収集器と、
を具え、前記第１の広平面収集器は、高電気抵抗を有する連続気泡構造を含むことを特徴
とする静電集塵器電極。
【請求項２】
　前記第１の広平面収集器は、前記広平面導体に付着されたことを特徴とする請求項１記
載の静電集塵器電極。
【請求項３】
　前記広平面導体の前記第１の側とは反対の第２の側上に配設された、高抵抗連続気泡発
泡材料を含む第２の広平面収集器をさらに具えたことを特徴とする請求項２記載の静電集
塵器電極。
【請求項４】
　前記第２の広平面収集器は、前記広平面導体に付着されたことを特徴とする請求項３記
載の静電集塵器電極。
【請求項５】
　前記広平面導体は、導電フィルムをさらに具えたことを特徴とする請求項４記載の静電
集塵器電極。
【請求項６】
　前記広平面導体は、導電インクをさらに具えたことを特徴とする請求項４記載の静電集
塵器電極。
【請求項７】
　前記広平面導体は、金属グリッド、導電エポキシ樹脂、および前記収集器電極を通じて
分配された複数の導電粒子のうちの少なくとも１をさらに具えたことを特徴とする請求項
４記載の静電集塵器電極。
【請求項８】
　静電集塵器用の電極アセンブリであって、
　平行かつ離間して向けられた２つ以上の広平面収集器電極
を具え、前記広平面収集器電極は、
　　　　第１の広平面導体と、および、少なくとも、
　　　　前記第１の広平面導体に対して平行な方向において該第１の広平面導体の第１の
側上に配設された第１の広平面収集器と、
をさらに含み、前記第１の広平面収集器は、高電気抵抗を有する連続気泡構造を含むこと
を特徴とする静電集塵器用の電極アセンブリ。
【請求項９】
　前記２つ以上の広平面収集器電極に付着されたフレームをさらに具えたことを特徴とす
る請求項８記載の静電集塵器用の電極アセンブリ。
【請求項１０】
　前記広平面収集器電極の前記第１の広平面導体は、前記フレームの導電部に電気的に接
続されたことを特徴とする請求項９記載の静電集塵器用の電極アセンブリ。
【請求項１１】
　前記広平面収集器電極は、前記第１の広平面導体の前記第１の側とは反対の第２の側上
に配設された、高抵抗連続気泡発泡材料を含む第２の広平面収集器をさらに具えたことを
特徴とする請求項１０記載の静電集塵器用の電極アセンブリ。
【請求項１２】
　前記広平面収集器電極に平行でかつ交互に配設された複数の反発する電極をさらに具え
たことを特徴とする請求項１１記載の静電集塵器用の電極アセンブリ。
【請求項１３】
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　前記広平面収集器電極は、前記第１の広平面導体とは異なる電気抵抗率を有しかつ前記
第１の広平面導体に電気的に接続された第２の導電体をさらに具えたことを特徴とする請
求項１２記載の静電集塵器用の電極アセンブリ。
【請求項１４】
　前記第２の導電体の電気抵抗率は、前記第１の広平面導体の電気抵抗率よりも低いこと
を特徴とする請求項１３記載の静電集塵器用の電極アセンブリ。
【請求項１５】
　前記広平面収集器は、メラミン発泡体を含むことを特徴とする請求項１４記載の静電集
塵器用の電極アセンブリ。
【請求項１６】
　前記１つ以上の広平面収集器電極は、消毒材料をさらに含むことを特徴とする請求項１
５記載の静電集塵器用の電極アセンブリ。
【請求項１７】
　前記反発する電極は、広平面であり、かつ、該反発する電極の中間部の幅よりも広い端
部を含むことを特徴とする請求項１６記載の静電集塵器用の電極アセンブリ。
【請求項１８】
　前記広平面導体は、導電フィルムをさらに具えたことを特徴とする請求項１１記載の静
電集塵器用の電極アセンブリ。
【請求項１９】
　前記広平面導体は、導電インクをさらに具えたことを特徴とする請求項１１記載の静電
集塵器用の電極アセンブリ。
【請求項２０】
　前記広平面導体は、金属グリッド、導電エポキシ樹脂、および前記収集器電極を通じて
分配された複数の導電粒子のうちの少なくとも１をさらに具えたことを特徴とする請求項
１１記載の静電集塵器用の電極アセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１２年５月１５日に出願された出願中の米国特許仮出願第６１／６４７
，０４５号の利益を主張し、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、概して、静電フィルタならびに関連システムおよび方法を用いて気体流を浄
化することに関する。具体的には、いくつかの実施形態は、連続気泡構造を有する収集材
料で裏打ちされた収集電極を有する暖房、空調、および換気（ＨＶＡＣ）システムで用い
るための電子空気浄化器を対象とするが、これらまたは類似の実施形態は、工業用静電集
塵器および／または静電濾過の他の形態における他のタイプの気体のための浄化システム
に使用される。
【背景技術】
【０００３】
　最も一般的なタイプの住宅または商業用ＨＶＡＣ空気フィルタは、粒子が機械的に空気
から除去される（１つ以上の繊維と接触し、繊維に付着するか、またはそれによって阻止
されるかのいずれか）ように、空気が通過する（例えば、空調機器のフィルタ、ＨＥＰＡ
フィルタなど）気流に実質的に垂直に配置された繊維フィルタ媒体（ポリエステル繊維、
ガラス繊維、または超極細繊維などから作成される）を利用し、これらのフィルタのうち
のいくつかは、粒子が繊維と接触し、かつそれに付着されたままである可能性を高めるよ
うに静電的に帯電（使用中に受動的に、または製造中に能動的のいずれかで）される。
【０００４】
　空気フィルタの別の形態は、電子空気浄化器（ＥＡＣ）として既知である。従来のＥＡ
Ｃは、１つ以上のコロナ電極と、気流に実質的に平行である１つ以上の平滑な金属収集電
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極板とを含む。コロナ電極は、フィルタの中で受容された気流内の空気分子をイオン化す
るコロナ放電をもたらす。イオン化された空気分子は、正味荷電を気流内の近くの粒子（
例えば、粉塵、泥、汚染物質など）に付与する。荷電粒子は、その後、収集電極板のうち
の１つに静電的に引き付けられ、それによって空気が収集電極板を通過するときに気流か
ら除去される。十分な量の空気がフィルタを通過した後、収集電極は、粒子および粉塵の
層を堆積することができ、最終的に浄化される必要がある。浄化間隔は、例えば、３０分
から数日まで様々である。さらに、粒子が収集電極の外面上にあることにより、多くの粒
子が互いに引き付けることによって凝集し、それによってコレクタ板への正味引き付けを
減少させる場合に特に、気流の力が荷電粒子を収集電極に引き付ける電気力を超えるため
、気流内に再同伴される。このような凝集および再同伴は、気流に下流および実質的に垂
直に配置された媒体の最終濾過器の使用を必要としてもよく、それによって気流抵抗を増
加させる。従来のＥＡＣの別の欠点は、コロナワイヤが動作中に酸化または他の沈着によ
って汚染される可能性があり、それによってそれらの有効性を低下させ、頻繁な浄化を必
要とすることである。さらに、コロナ放電は、例えば、オゾン等のかなりの量の汚染物質
を生成する可能性があり、これは、気流抵抗を増加させる気流に実質的に垂直に配置され
た活性炭フィルタの実装を必要とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　繊維状媒体フィルタがオゾンを生成しないが、それらは通常、粒子の堆積により定期的
に浄化および／または交換される必要がある。さらに、繊維状媒体フィルタは、気流に実
質的に垂直に配置され、気流抵抗を増加させ、フィルタにわたって有意な静圧差を引き起
こし、これは、より多くの粒子がフィルタ内に堆積または収集されるときに増加する。Ｈ
ＶＡＣシステムの様々な構成要素にわたる圧力降下は、それが気流を遅くするか、または
システムを通って空気を移動させるために必要とされるエネルギーの量を増加させるかの
いずれかであるため、機械的な空気系の設計者および操作者の絶え間ない関心である。し
たがって、ＨＶＡＣシステム内に取り付けた後、浄化および／または交換の間の比較的長
い間隔ならびにフィルタにわたる比較的低い圧力降下を可能にする空気フィルタの必要性
が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明では、暖房、空調、および換気（ＨＶＡＣ）システムで用いるための電子空気浄
化器、その方法、およびシステムが開示される。一実施形態では、電子空気浄化器（１０
０、２００、３００）は、多孔質の連続気泡構造および導電性の内部（１２５、３２５）
を有する収集材料を有する１つ以上の収集電極（１２２、３２２）を含む。収集材料は、
空気流路内の荷電粒子状物質を収集および受容するように構成される。一定期間後、使用
された収集材料は、個々の収集電極（１２２、３２２）から取り外され、新しい収集材料
と交換される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１Ａ】本発明の一実施形態に従って構成されたＥＡＣの後部等角図である。
【図１Ｂ】図１ＡのＥＡＣの側面等角図である。
【図１Ｃ】図１ＡのＥＡＣの前面等角図である。
【図１Ｄ】図１ＡのＥＡＣの裏面図である。
【図１Ｅ】線１Ｅに沿った図１Ａの上面断面図である。
【図１Ｆ】図１Ｅの一部分の拡大図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態に従って構成されたＥＡＣの概略上面図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態に従って構成された反発電極の概略上面図である。
【図２Ｃ】本発明の一実施形態に従って構成された反発電極の概略上面図である。
【図３】本発明の一実施形態に従って構成された空気フィルタの一部分の概略上面図であ
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る。
【図４Ａ】本発明の一実施形態に従う、第１の構成および第２の構成でそれぞれ示される
イオン化段の側面図である。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態に従う、第１の構成および第２の構成でそれぞれ示される
イオン化段の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明は、概して、静電フィルタならびに関連システムおよび方法を用いて気体流を浄
化することに関する。本発明の一実施形態では、電子空気浄化器（ＥＡＣ）は、吸気口と
、排気口と、これらの間の空洞とを有する筐体を含むことができる。吸気口と排気口との
間の空気フィルタ内に位置決めされた電極アセンブリは、複数の第１の電極（例えば、収
集電極）と、複数の第２の電極（例えば、反発電極）とを含むことができ、両方とも気流
に実質的に平行に構成される。第１の電極は、多孔質の導電性の連続気泡構造（例えば、
メラミン発泡体）を有する材料で作成された第１の収集部を含むことができる。いくつか
の実施形態では、第１および第２の電極は、電極アセンブリ内に交互の列で配列されても
よい。第１の電極は、第１の電位で動作するように構成されてもよく、第２の電極は、第
１の電位とは異なる第２の電位で動作するように構成されてもよい。さらに、いくつかの
実施形態では、ＥＡＣはまた、吸気口の少なくとも近位で空洞内に配設されたコロナ電極
を含むことができる。
【０００９】
　本発明の別の実施形態では、空気を濾過する方法は、コロナ電極が気流から空気分子の
少なくとも一部分をイオン化するように位置決めされるように、空気流路内に配列された
複数のコロナ電極を用いて電場を作り出すことを含むことができる。本方法はまた、コロ
ナ電極から離間された複数の第１の電極で第１の電位をかけることと、第１の収集部で、
イオン化された空気分子に電気的に結合された粒子状物質を受容することとを含むことが
できる。この態様では、第１の電極の各々は、連続気泡の導電性の多孔質媒体を含む対応
する第１の収集部を含むことができる。
【００１０】
　本発明のさらに別の実施形態では、吸気口と、排気口と、空洞とを有する筐体を有する
ＥＡＣは、空洞内に配設されたイオン化段と、収集段とを含むことができる。イオン化段
は、例えば、吸気口を通って空洞に入る空気中の分子をイオン化し、かつ空気中の微粒子
を帯電するように構成されてもよい。収集段は、例えば、空洞を通る気流と概して平行な
外面を有する１つ以上の収集電極と、連続気泡構造を有する第１の材料で作成された第１
の収集部とを含むことができる。いくつかの実施形態では、例えば、ＥＡＣはまた、収集
段内の反発電極を含むことができる。他の実施形態では、例えば、第１の材料は、例えば
、メラミン発泡体等の連続気泡の多孔質媒体を含むことができる。いくつかの他の実施形
態では、第１の材料はまた、消毒材料および／または汚染低減材料を含むことができる。
【００１１】
　本発明の様々な実施形態の十分な理解を提供するために、ある特定の具体的な詳細が以
下の説明および図１Ａ～図４Ｂに記載される。電子空気浄化器および関連装置としばしば
関連付けられる周知の構造およびシステムを記載する他の詳細は、本発明の様々な実施形
態の説明を不必要に不明瞭にすることを避けるために以下の技術に記載されなかった。し
たがって、当業者であれば、本発明が追加の要素とともに他の実施形態を有することがで
き、または本発明が図１Ａ～図４Ｂを参照して以下に示され、記載される特徴のうちのい
くつかがない場合に他の実施形態を有することが理解される。
【００１２】
　図１Ａは、電子空気浄化器１００の後部等角図である。図１Ｂ、図１Ｃ、および図１Ｄ
は、空気浄化器１００のそれぞれの側面等角図、前面等角図、および裏面図である。図１
Ｅは、図１Ａに示される線１Ｅに沿った空気浄化器１００の上面断面図である。図１Ｆは
、図１Ｅの一部分の拡大図である。図１Ａ～図１Ｆを参照すると、空気浄化器１００は、
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筐体１０２内に配設されたコロナ電極アセンブリまたはイオン化段１１０と、収集電極ア
センブリまたは収集段１２０とを含む。筐体１０２は、吸気口１０３と、排気口１０５と
、この吸気口とこの排気口との間の空洞１０４とを含む。筐体１０２は、第１の側面１０
６ａ、上面１０６ｂ、第２の側面１０６ｃ、後面部１０６ｄ、裏面１０６ｅ、および前面
部１０６ｆ（図１Ｃ）を含む。表面１０６ａ～ｆの部分は、図１Ａ～図１Ｆにおいて見や
すさのために隠される。図解された実施形態では、筐体１０２は、略矩形の固体形状を有
する。しかしながら、他の実施形態では、筐体１０２は、任意の好適な形状（例えば、立
方体、六角柱、円筒等）を構築するか、または別の方法でそれらに形成される。
【００１３】
　イオン化段１１０は、吸気口１０３の少なくとも近位で筐体１０２内に配設され、複数
のコロナ電極１１２（例えば、導電ワイヤ、ロッド、プレート等）を備える。コロナ電極
１１２は、第１の端子１１３と第２の端子１１４との間のイオン化段内に配列される。複
数の個々の開孔またはスロット１１５は、個々のコロナ電極１１２を受容し、それを第２
の端子１１４に電気的に結合することができる。複数の励振電極１１６は、コロナ電極１
１２と吸気口１０３との間に位置決めされる。第１の端子１１３および第２の端子１１４
は、コロナ電極１１２と励振電極１１６との間に比較的高い電位差（例えば、５ｋＶ、１
０ｋＶ、２０ｋＶ等）を有する電場を生成するように電源（例えば、高電圧電源）に電気
的に接続される。一実施形態では、例えば、コロナ電極１１２は、＋５ｋＶで動作するよ
うに構成されるが、励振電極１１６は、接地で動作するように構成される。しかしながら
、他の実施形態では、コロナ電極１１２および励振電極１１６の両方は、任意の数の好適
な電位で動作するように構成される。さらに、図解された実施形態のイオン化段１１０は
、コロナ電極１１２を含むが、他の実施形態では、イオン化段１１０は、イオン化分子の
任意の好適な手段（例えば、レーザー、エレクトロスプレーイオナイザ、サーモスプレー
イオナイザ、ソニックスプレーイオナイザ、化学イオナイザ、量子イオナイザ等）を含む
ことができる。さらに、図１Ａ～１Ｆの図解された実施形態では、励振電極１１６は、コ
ロナ電極１１２の第２の直径を超える（例えば、約２０倍より大きい）第１の直径を有す
る。しかしながら、他の実施形態では、第１の直径および第２の直径は、任意の好適な大
きさである。
【００１４】
　収集段１２０は、イオン化段１１０と排気口１０５との間の空洞内に配設される。収集
段１２０は、複数の収集電極１２２と、複数の反発電極１２８とを含む。図１Ａ～１Ｆの
図解された実施形態では、収集電極１２２および反発電極１２８は、収集段１２０内に交
互の列で配列される。しかしながら、他の実施形態では、収集電極１２２および反発電極
１２８は、任意の好適な配列で収集段１２０内に位置決めされてもよい。
【００１５】
　収集電極１２２の各々は、第２の外面１２３ｂに対向する第１の外面１２３ａを有する
第１の収集部１２４と、これらの間に配設された内部導電部１２５とを含む。第１の外面
１２３ａおよび第２の外面１２３ｂのうちの少なくとも１つは、吸気口１０３を介して空
洞１０４に入る気体（例えば、空気）の流れと概して平行であるように配列されてもよい
。第１の収集部１２４は、粒子状物質（例えば、０．１ミクロン～１ｍｍ、０．３ミクロ
ン～１０ミクロン、０．３ミクロン～２５ミクロン、および／または１００ミクロン～１
ｍｍの第１の寸法を有する粒子）を受容、収集、および受容するように構成されてもよく
、例えば、連続気泡多孔質材料または媒体、例としてメラミン発泡体（例えば、ホルムア
ルデヒド－メラミン－重亜硫酸ナトリウムコポリマー）、メラミン樹脂、活性炭、網状発
泡体、ナノ多孔質材料、熱硬化性ポリマー、ポリウレタン、ポリエチレン等を含むことが
できる。連続気泡多孔質材料の使用は、例えば、従来の電子空気浄化器に見出される平滑
な金属電極と比較して、収集電極１２２の有効な表面積の大幅な増加（例えば、１０倍の
増加、１０００倍の増加など）につながる。さらに、連続気泡多孔質材料は、材料内の粒
子状物質（粉塵、泥、汚染物質など）を受容および収集することができ、それによって外
面１２３ａおよび１２３ｂ上の粒子状物質の堆積を減少させ、ならびに多孔質材料（例え
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ば、約１ミクロン～約１０００ミクロン、約２００ミクロン～約５００ミクロン、約１４
０ミクロン～約１８０ミクロン等）内の気泡の第１の寸法の大きさに基づいて収集された
微粒子から形成する凝集体の最大の大きさを限定する。いくつかの実施形態では、連続気
泡多孔質材料は、例えば、火花（例として、コロナ電極１１２のうちの１つからのコロナ
放電）からの火災の危険性を減少させるように不燃性材料で作成される。いくつかの実施
形態では、連続気泡多孔質材料はまた、高抵抗率（例えば、１ｘ１０7Ω－ｍ、１ｘ１０9

Ω－ｍ、１ｘ１０11Ω－ｍなど以上）を有する材料から作成されてもよい。第１の収集部
１２４内の高抵抗率材料（例えば、１０2Ｏｈｍ－ｍ超、１０2～１０9Ｏｈｍ－ｍなど）
を使用することは、例えば、コロナ電極と収集電極１２２との間のコロナ放電、または収
集電極１２２と反発電極１２８との間にわたる火花の可能性を減少させる。いくつかの実
施形態では、第１の収集部１２４はまた、揮発性有機化合物（例えば、オゾン、ホルムア
ルデヒド、塗料ガス、ＣＦＣ、ベンゼン、塩化メチレン等）を減少および／または中和す
るために選択される消毒材料（例えば、ＴｉＯ2）および／または材料（例えば、ＭｎＯ2

、熱酸化剤、触媒酸化剤等）を含むことができる。他の実施形態では、第１の収集部１２
４は、例えば、０．１ｎｍ～１０００ｎｍに及ぶ孔径を有する１つ以上のナノ多孔質膜お
よび／または材料（例えば、酸化マンガン、ナノ多孔質金、ナノ多孔質銀、ナノチューブ
、ナノ多孔質シリコン、ナノ多孔質ポリカーボネート、ゼオライト、シリカエーロゲル、
活性炭、グラフェン等）を含むことができる。いくつかのさらなる実施形態では、第１の
収集部１２４（例えば、上記のナノ多孔質材料のうちの１つ以上を含む）は、収集電極１
２２内に堆積された粒子状物質の組成物を検出するように構成されてもよい。これらの実
施形態では、第１の収集部１２４にわたって電圧がかけられてもよく、様々なタイプの粒
子状物質は、例えば、中を通過するイオン電流の変化を監視することによって検出されて
もよい。対象の粒子（例えば、毒素、有害な病原体など）が検出される場合、空気浄化器
１００に結合された施設制御システム（図示せず）の操作者は警告される。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、第１の収集部１２４は、実質的に剛性材料で作成されてもよ
い。これらの実施形態のうちのいくつかでは、弾性または他の張力に基づいた取り付け部
材は、空洞内の第１の収集部１２２４を固定するのに必要ではない。例えば、これらの実
施形態の材料の剛性は、空洞内で垂直方向にそれ自体を実質的に支持するのに十分である
。これらの実施形態のうちのいくつかでは、内部導電部１２５は、収集電極１２２内に含
まれず、材料自体が必要な電荷を帯びるのに十分に導電性である。係る実施形態では、材
料は、前述の導電材料または組成物のうちの１つ以上を含むことができる。
【００１７】
　図１Ｆを参照すると、内部導電部１２５は、第１の収集部１２４の反対側の層間に挟ま
れ、かつ接着剤（例えば、シアノアクリレート、エポキシ樹脂、および／または別の好適
な結合剤）によってそれに付着された導電面またはプレート（例えば、金属板）を含むこ
とができる。しかしながら、他の実施形態では、内部導電部１２５は、例えば、収集電極
１２２にわたって分配された金属板、金属グリッド、導電フィルム（例として、金属化さ
れたＭｙｌａｒフィルム）、導電エポキシ樹脂、導電インク、および／または複数の導電
粒子（例として、炭素粉末、ナノ粒子等）などの任意の好適な導電材料または構造を含む
ことができる。結合構造または端子１２６は、収集電極１２２の各々の内部導電部１２５
を電源（図示せず）に結合することができる。同様に、結合構造または端子１２９は、反
発電極１２８の各々を電源（図示せず）に結合することができる。収集電極１２２は、例
えば、電源に接続されるとき、反発電極１２８の第２の電位とは異なる第１の電位で動作
するように構成されてもよい。さらに、個々の収集電極１２２内では、内部導電部１２５
は、個々の収集電極の第１の外面１２３ａまたは第２の外面１２３ｂのいずれかより高い
電位で動作するように構成される。いくつかの実施形態では、例えば、内部導電部１２５
は、第１の収集部１２４の第２の導電率を超える第１の導電率を有するように構成されて
もよい。したがって、第１の外面１２３ａおよび／または第２の外面１２３ｂは、内部導
電部１２５で第２の電位未満の第１の電位を有することができる。第１の電位と第２の電
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位との間の差は、例えば、内部導電部１２５に向かって第１の収集部１２４に荷電粒子を
引き付けることができる。いくつかの実施形態では、例えば、外面１２３ａおよび１２３
ｂは、第１の導電率より低い第２の導電率を有する。
【００１８】
　動作中、空気浄化器１００は、コロナ電極１１２、励振電極１１６、収集電極１２２、
および反発電極１２８に結合された電源（図示せず）から電力を受信することができる。
個々のコロナ電極１１２は、例えば、高電圧（例えば、１０ｋＶ、２０ｋＶ等）を受信し
、個々のコロナ電極１１２の近位に電流をもたらし、励振電極１１６および／または収集
電極１２２に向かって流れるイオンを放出することができる。コロナ放電は、吸気口１０
３を通って筐体１０２および空洞１０４に入る流入する気体（例えば、空気）中の気体分
子（例えば、空気分子）をイオン化することができる。イオン化された気体分子は、イオ
ン化段１１０から収集段１２０に向かって流れる流入する粒子状物質と衝突し、それを帯
電させると、気体中の粒子状物質（例えば、粉塵、灰、病原体、胞子等）は、収集電極１
２２に電気的に引き付けられ、それ故にそれに電気的に結合される。反発電極１２８は、
電位の差および／または反発電極１２８と収集電極１２２との間の電荷の差により、反発
するか、または別の方法で電荷粒子状物質を隣接する収集電極１２２に向けることができ
る。図２Ｂおよび２Ｃを参照してさらに詳細に後述されるように、反発電極１２８はまた
、電荷粒子状物質を隣接する収集電極１２２に空気力学的に向けるための手段を含むこと
ができる。
【００１９】
　コロナ電極１１２、収集電極１２２、および反発電極１２８は、互いに対して任意の好
適な電位または電圧で動作するように構成される。いくつかの実施形態では、例えば、コ
ロナ電極１１２、収集電極１２２、および反発電極１２８はすべて、第１の電荷を有する
ことができるが、第１、第２、第３、および第４の電圧をそれぞれ有するように構成され
てもよい。第１と第２と第３と第４の電圧との間の差は、１つ以上の電荷粒子（例えば、
電荷粒子状物質）がイオン化段１１０を通って経路を決定することができる。例えば、収
集電極１２２および励振電極１１６は接地されてもよいが、コロナ電極は、例えば、４ｋ
Ｖ～１０ｋＶの電位を有してもよく、反発電極１２８は、例えば、６ｋＶ～２０ｋＶの電
位を有してもよい。さらに、収集電極１２２の部分は、他の部分に対して異なる電位を有
することができる。例えば、１つ以上の個々の収集電極１２２では、内部導電部１２５は
、対応する第１の外面１２３ａまたは第２の外面１２３ｂとは異なる電位（例えば、より
高い電位）を有することができ、それによって収集部１２４内に電場を生じる。
【００２０】
　当業者が理解するように、内部導電部１２５と対応する第１の外面１２３ａおよび／ま
たは第２の外面１２３ｂとの間の電位差は、隣接する反発電極１２８から流れるイオン電
流の一部分によって引き起こされてもよい。このイオン電流Ｉｉが比較的高い電気抵抗Ｒ

por（例えば、２０メガオーム～２ギガオーム）を有する多孔質材料（例えば、収集部１
２４）を流れると、それは、オームの法則Ｖdif＝ＩｉｘＲporによって記載されるある特
定の電位差Ｖdifを生じる。この電位差は、多孔質材料の本体内に電場Ｅを生じる。この
電場Ｅ内の電荷粒子（例えば、粒子状物質）は、下記によって記載される電場Ｅのクーロ
ン力Ｆの対象となる。
【００２１】
　　Ｆ＝ｑ＊Ｅ、　　式中、ｑは、粒子の電荷である。
【００２２】
　この力Ｆ下で、電荷粒子は、それがとどまる多孔質材料（例えば、収集部１２４）深部
に浸透することができる。したがって、電荷粒子状物質は、収集電極１２２の内部導電部
１２５に向けられ、および／またはそれに反発されるだけではなく、個々の収集電極１２
２の第１の収集部１２４の中に受容、収集、および／または吸収される。結果として、粒
子状物質は、外面１２３ａおよび１２３ｂに堆積および／または付着するだけではなく、
代わりに第１の収集部１２４の中に受容および収集される。



(9) JP 2017-70949 A 2017.4.13

10

20

30

40

50

【００２３】
　いくつかの実施形態では、例えば、多孔質材料の抵抗率は、イオン電流が内部導電部１
２５に流れることを可能にするある特定の抵抗率を有する（すなわち、わずかに導電性で
あるべきである）。これらの実施形態では、例えば、多孔質材料は、収集電極と反発電極
との間の火花放電を防ぐように数メガオーム程度の抵抗を有することができる。
【００２４】
　他の実施形態では、電場Ｅの強度は、多孔質材料（例えば、収集部１２４）内の気泡の
相対的な大きさに応じて調節可能である。当業者が理解するように、収集部１２４の中に
粒子を吸収するために必要とされる電場Ｅは、気泡の大きさに比例する。例えば、電場Ｅ
の強度は、収集部１２４の気泡が第１の大きさ（例えば、約１５０ミクロンの粒径）を有
するときに第１の値を有することができる。電場Ｅの強度は、収集部１２４の気泡がその
中に堆積されたより大きい粒径を保持するように第２の大きさ（例えば、約４００ミクロ
ンの粒径）を有するときに第２の値（例えば、第１の値より大きい値）を有することがで
きる。
【００２５】
　上述されるように、収集電極１２２の内部導電部１２５は、個々の収集電極１２２の第
１の外面１２３ａまたは第２の外面１２３ｂのいずれかとは異なる電位で動作するように
構成される。したがって、電荷粒子状物質は、収集電極１２２の内部導電部１２５に向け
られ、および／またはそれに反発されるだけではなく、個々の収集電極１２２の第１の収
集部１２４の中に受容、収集、および／または吸収される。結果として、粒子状物質は、
外面１２３ａおよび１２３ｂに堆積および／またはそれに付着するだけではなく、代わり
に第１の収集部１２４の中に受容および収集される。上記に説明されるように、第１の収
集部１２４内の連続気泡多孔質材料の使用は、連続気泡多孔質媒体（例えば、金属板を含
む収集電極）を有しない実施形態と比較して、個々の収集電極１２２の収集表面積の大幅
な増加（例えば、１０００倍超）をもたらすことができる。さらに、収集電極１２２が筐
体１０２に入る気体流に概して平行に配列されるため、気体中の粒子状物質は、気流が向
けられる繊維状媒体を有する従来のフィルタ（例えば、ＨＥＰＡフィルタ）と比較して、
空気浄化器１００にわたって最小圧力降下で除去される。
【００２６】
　空気浄化器１００の使用期間後、粒子状物質は、個々の収集電極の第１の収集部１２４
を飽和させることができる。いくつかの実施形態では、収集電極１２２は、取り外し可能
（および／または使い捨て可能）であるように構成され、異なる収集電極１２２で交換さ
れる。他の実施形態では、収集電極１２２は、使用または飽和された第１の収集部１２４
が新しくきれいな第１の収集部１２４によって交換されるように内部導電部１２５から取
り外され、廃棄されるように構成されてもよく、それによって内部導電部１２５を廃棄せ
ずに連続的に使用されるための収集電極１２２を一新する。本技術の１つの特徴は、収集
電極１２２を交換または一新することが金属で全体または実質的に作成された電極を交換
するより費用効率が高いことが予期されることである。さらに、収集電極１２２またはこ
の第１の収集部１２４の交換性および廃棄性は、システム自体から収集された病原体およ
び汚染物質を除去することを容易にし、頻繁な浄化の必要性を最小限にすることが予期さ
れる。さらに、本技術は、導電性流体を収集電極１２２に追加する必要なく、商業的ＨＶ
ＡＣシステム内の小粒子の濾過および／または浄化を可能にする。
【００２７】
　図２Ａは、電子空気浄化器２００の概略上面図である。図２Ｂおよび図２Ｃは、本技術
の１つ以上の実施形態に従って構成された反発電極２２８の上面図である。図２Ａ～図２
Ｃをともに参照すると、例えば、空気浄化器２００は、収集段２２０と、複数の閃光部２
３０とを備える。個々の閃光部２３０は、空気および／または粒子状物質が収集電極１２
２のうちの１つに隣接して流れることなく収集段２２０を通過することを防ぐように収集
段２２０の両側に配設される。収集段２２０は、複数の反発電極２２８をさらに含む。反
発電極２２８は各々、近位部２６１と、遠位部２６２と、これらの間の中間部２６３とを
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有する。近位部２６１に配設された第１の突起部２６４ａおよび遠位部２６２に配設され
た第２の突起部２６４ｂは、例えば、隣接する収集電極１２２に向かって電荷粒子（例え
ば、気体流中の粒子状物質）を電気的に反発させるように構成される。さらに、第１の突
起部２６４ａおよび第２の突起部２６４ｂはまた、空気力学的に誘導するか、または別の
方法で気体流中の粒子状物質を隣接する収集電極１２２に向けるように構成されてもよい
。
【００２８】
　図２Ｂに示されるように、第１の突起部２６４ａは、第１の幅Ｗ1を有することができ
、第２の突起部２６４ｂは、第２の幅Ｗ2を有することができる。図２Ｂの図解された実
施形態では、第１の幅Ｗ1および第２の幅Ｗ2は、概して同じである。しかしながら、他の
実施形態では、第１の幅Ｗ1は、第２の幅Ｗ2とは異なる（例えば、それ未満である）。さ
らに、図２Ｂに図解される実施形態では、第１の突起部２６４ａおよび第２の突起部２６
４ｂは、概ね円形を有する。しかしながら、図２Ｃに示されるように、第１の突起部２６
６ａおよび第２の突起部２６６ｂは、代わりに概して矩形を有することができる。さらに
、他の実施形態では、突起部は、任意の好適な形状（例えば、三角形、台形など）を有す
ることができる。
【００２９】
　図２Ａを再び参照すると、空気フィルタ２００は、イオン化段１１０と吸気口１０３と
の間の筐体１０２内に配設された接地段２３６をさらに含む。接地段２３６は、イオン化
段１１０に対して接地電位で動作するように構成される。接地段２３６はまた、物体（例
えば、操作者の手または指）が空気フィルタに入ることを防ぐように物理的障壁としての
役割を果たすことができ、それによって挿入された物体への損傷および／または電気ショ
ックを防ぐ。接地段２３６は、例えば、複数の開孔を有する金属グリッド、メッシュ、シ
ート等を含むことができる。いくつかの実施形態では、例えば、接地段２３６は、指が空
洞１０４に入ることを防ぐように約１／２インチ～１／８インチ（例えば、１／４インチ
）の開口部、穴、および／または開孔を含むことができる。しかしながら、他の実施形態
では、接地段２３６は、任意の好適な大きさの開口部を含むことができる。
【００３０】
　ある特定の実施形態では、電源（図示せず）に接続された１つ以上の占有または近接セ
ンサ２３８が、追加の安全機能として吸気口１０３の近位に配設されてもよい。物体（例
えば、操作者の手）を検出すると、近接センサ２３８は、例えば、イオン化段１１０およ
び／または収集段１２０への電力を自動的に停止するように構成される。いくつかの実施
形態では、近接センサ２３８はまた、挿入された物体の検出の際に施設制御システム（図
示せず）を警告するように構成される。
【００３１】
　ある特定の実施形態では、流体分配器、ネブライザ、または噴霧構成要素２３９は、吸
気口１０３の少なくとも近位に配設されてもよい。噴霧構成要素２３９は、エーロゾルま
たは液体２４０（例えば、水）を空気フィルタ２００に入る気体流の中に運ぶように構成
される。液体２４０は、空洞１０４に入り、収集段２２０に向かって分配される。収集段
２２０では、液体２４０は、第１の収集部１２４によって吸収される。当業者が理解する
ように、液体２４０（例えば、水）は、第１の収集部１２４の第１の電気抵抗率を調節お
よび変更することができる。いくつかの実施形態では、例えば、制御システムおよび／ま
たは操作者（図示せず）は、収集電極１２２と反発電極２２８との間の電流を監視するこ
とができる。例えば、電流が所定の閾値（例えば、１マイクロアンペア）を下回る場合、
噴霧構成要素２３９は、液体２４０を収集段２２０に向かって運ぶように手動または自動
的に作動される。他の実施形態では、例えば、噴霧構成要素２３９は、第１の収集部１２
４内の１つ以上の材料の有効性を高めるように作動される。例えば、二酸化チタンは、濡
れているときに病原体（例えば、バクテリア）を殺すのにより有効である。
【００３２】
　図３は、本技術の一実施形態に従って構成された空気フィルタ３００の概略上面図であ
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る。図３の実施形態では、空気フィルタ３００は、複数のコロナ電極３１２（例えば、図
１Ａのコロナ電極１１２に類似する）を有するイオン化段３１０を含む。空気フィルタ３
００は、反発電極２２８（図２Ａ～図２Ｃ）と複数の収集電極３２２とを含む収集段をさ
らに含む。個々の収集電極３２２の近位部３５１は、第１の外面３２３ａと反対側の第２
の外面３２３ｂとの間の第１の導電部３２５を含む。第１の外面３２３ａおよび第２の外
面３２３ｂは、空気フィルタ３００を通る気流方向に概して平行な収集段３２０内に位置
決めされる。第１の外面３２３ａおよび第２の外面３２３ｂの少なくとも一部分は、例え
ば、第１の連続気泡の多孔質材料（例えば、メラミン発泡体または他の好適な材料）を含
む第１の収集部３２４（例えば、図１Ａの第１の収集部１２４に類似する）を含むことが
できる。
【００３３】
　個々の収集電極３２２の近位部３５１は、第２の収集部３５２と、第２の導電部３５４
とを含む。いくつかの実施形態では、例えば、第２の収集部３５２は、例として高い抵抗
率（例えば、１ｘ１０9Ω－ｍ超）を有する第２の材料（例えば、メラミン発泡体等）を
含むことができ、動作中にコロナ電極３１２からの火花または別の放電を防ぐことができ
る。しかしながら、他の実施形態では、第２の収集部３５２は、例えば、励振電極および
／または収集電極として構成される。第２の導電部３５４は、電荷粒子を収集電極３２２
にさらに引き付けることができる。第２の導電部３５４（例えば、管または任意の他の好
適な形状）は、第１の収集部３２４の第１の材料の第１の電気抵抗率とは異なる第２の電
気抵抗率を有する第２の導電材料（例えば、金属、炭素粉末、および／または任意の他の
好適な導体）を含むことができる。第１の収集部３２４および第２の導電部３５４は、異
なる電気抵抗率を有するが、他の実施形態では、それらは、概して同じ電位を有すること
ができる。いくつかの実施形態では、同じ電位で異なる電気抵抗率の材料を有することは
、コロナ電極３１２と収集電極３２２との間にわたる火花を低下させることが予期される
。
【００３４】
　図４Ａおよび図４Ｂは、本技術の一実施形態に従って第１の構成および第２の構成にそ
れぞれ示されるイオン化段４１０の側面図である。図４Ａおよび図４Ｂをともに参照する
と、イオン化段４１０は、複数の電極４１２（例えば、図１Ａのコロナ電極１１２）を含
む。電極４１２の各々は、電極４１２の外面に沿って堆積された物質（例えば、酸化副生
成物、二酸化ケイ素等）を浄化および／または除去するように構成された浄化装置４７０
を含む。図解された実施形態では、浄化装置４７０は、中を通るボア４７６を有する中央
部４７４の周囲に円周方向に配列された複数のプロペラのブレード４７２を含む。ボア４
７６は、浄化するか、または別の方法で対応する電極４１２に係合するように構成された
内面４７７を含む。
【００３５】
　イオン化段４１０は、空気流路内（例えば、図１Ａの空気浄化器１００の筐体１０２内
）に位置決めされるように構成される。空気がイオン化段４１０を通って移動すると、気
流は、ブレード４７２を押し上げ、電極４１２に沿って上方に浄化装置４７０を上昇させ
る。浄化装置４７０が電極４１２に沿って摺動可能に上昇すると、内面４７７は、電極４
１２に係合し、それによって堆積された物質の少なくとも一部分を除去する。浄化装置４
７０が電極４１２の最上方に達すると、移動可能な留め具４８０が浄化装置４７０に係合
することができ、それによって電極４１２のさらなる上昇を妨げる（図４Ｂ）。気流が実
質的に停止すると、例えば、浄化装置４７０は、図４Ａに示される位置に戻ることができ
、それによって浄化装置４７０が電極４１２を浄化し続けることを可能にする。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、例えば、留め具４８０は、最初に第１の構成（例えば、例と
して図４Ａに示されるような垂直な構成）である葉の形状（または正方形、矩形等の任意
の他の好適な形状）を有することができる。気流の力に応じて、留め具４８０は、第１の
構成から第２の構成（例えば、例として図４Ｂに示されるような実質的に水平な構成）に
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移動することができる。浄化装置４７０が電極４１２の最上方に達すると、その回転は、
留め具４８０によって妨げられる（図４Ｂ）。留め具４８０は、気流がその上に適切な押
す力または揚力を維持する限り、第２の構成にとどまることができる。しかしながら、気
流が停止すると、留め具４８０は、第１の構成に戻り、それによって浄化装置４７０を解
放し、浄化装置４７０が図４Ａに示される最初の位置に戻ることを可能にし、別の浄化サ
イクルのための十分な気流を受容するまでそこにとどまる。
【００３７】
　本発明の開示は、以下の態様（１～２９）のうちの１つ以上によって定義される。
【００３８】
　１．空気フィルタであって、
　吸気口と、排気口と、これらの間の空洞とを有する筐体と、
　吸気口と排気口との間の電極アセンブリであって、この電極アセンブリが複数の第１の
電極および複数の第２の電極を含み、第１の電極が内部の第１の導電部と、空洞を通る気
流と概して平行な外面とを含み、第１の電極が第１の多孔質材料を含む第１の収集部をさ
らに含む、電極アセンブリと、
を備えたことを特徴とする空気フィルタ。
【００３９】
　２．第１の多孔質材料は、連続気泡構造を有する、ことを特徴とする前記１に記載の空
気フィルタ。
【００４０】
　３．第１の電極および第２の電極は、電極アセンブリ内に交互の列で配列され、第１の
電極は、第１の電位を有し、第２の電極は、第１の電位とは異なる第２の電位を有する、
ことを特徴とする前記１に記載の空気フィルタ。
【００４１】
　４．吸気口の少なくとも近位で空洞内に配設された第１のコロナ電極をさらに備える、
ことを特徴とする前記１に記載の空気フィルタ。
【００４２】
　５．個々の第１の電極は、第１のコロナ電極に少なくとも隣接する近位端部領域を含み
、第１の電極のうちの少なくともいくつかは、近位端部上に配設された第１の収集部と第
２の収集部との間の第２の導電部を含む、ことを特徴とする前記５に記載の空気フィルタ
。
【００４３】
　６．第２の導電部は、第１の材料の第１の電気抵抗率より低い第２の電気抵抗率を有す
る第２の材料を含む、ことを特徴とする前記５に記載の空気フィルタ。
【００４４】
　７．第２の収集部は、第２の電気抵抗率を超え、第１の電気抵抗率とは異なる第３の電
気抵抗率を有する、ことを特徴とする前記６に記載の空気フィルタ。
【００４５】
　８．第１の材料は、メラミン発泡体を含む、ことを特徴とする前記１に記載の空気フィ
ルタ。
【００４６】
　９．第１の収集部は、消毒材料および汚染低減材料のうちの少なくとも１つをさらに含
む、ことを特徴とする前記１に記載の空気フィルタ。
【００４７】
　１０．第２の電極は、第１の端部と、第２の端部と、これらの間の中間部とを含み、第
１の端部および第２の端部のうちの少なくとも１つは、中間部の第２の幅を超える第１の
幅を有する突起部を含む、ことを特徴とする前記１に記載の空気フィルタ。
【００４８】
　１１．第１のコロナ電極は、ワイヤを含み、空気フィルタは、ワイヤ上の第１の位置か
らワイヤ上の第２の位置へ摺動可能に移動するように構成された浄化装置をさらに備える
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、ことを特徴とする前記４に記載の空気フィルタ。
【００４９】
　１２．浄化装置は、中を通ってワイヤを受容するように構成された中央ボアを有するプ
ロペラを備え、ボアは、第１のコロナ電極に係合するように構成された内面を含む、こと
を特徴とする前記１１に記載の空気フィルタ。
【００５０】
　１３．浄化装置は、第２の位置の近位に配設された留め具を備え、留め具は、気流に応
じて第１の構成と第２の構成との間で交互になるように構成され、第２の構成の留め具は
、気流がないとき、浄化装置を第１の位置に戻させる、ことを特徴とする前記１２に記載
の空気フィルタ。
【００５１】
　１４．空気を濾過する方法であって、
　空気流路内に配列されたイオナイザであって、気流から空気分子の少なくとも一部分を
イオン化するように位置決めされる、イオナイザを用いて電場を作り出すことと、
　イオナイザから離間された複数の第１の電極で第１の電位をかけることであって、個々
の第１の電極は、
　　第１の電位で動作するように構成された第１の導電部と、
　　第１の導電部に取り外し可能に結合され、かつ多孔質媒体を含む、第１の収集部と、
　　空気流路の主要方向に実質的に平行な第１の表面であって、第１の電位とは異なる電
位を有する、第１の表面と、を含む、第１の電位をかけることと、
　第１の収集部で、イオン化された気体分子に電気的に結合された粒子状物質を受容する
ことと、
を含むことを特徴とする方法。
【００５２】
　１５．多孔質媒体は、水がないとき、導電性であることが可能な材料で作成される、こ
とを特徴とする前記１４に記載の方法。
【００５３】
　１６．多孔質媒体は、連続気泡構造を有する多孔質材料を含む、ことを特徴とする前記
１４に記載の方法。
【００５４】
　１７．第１の電極に平行かつそれから離間された複数の第２の電極で第２の電位をかけ
ることをさらに含み、第２の電位は、第２の電極が隣接する第１の電極へ粒子状物質を反
発させるように第１の電位とは異なる、ことを特徴とする前記１４に記載の方法。
【００５５】
　１８．コロナ電極を自動的に浄化することをさらに含み、コロナ電極のうちの少なくと
も１つは、気流に応じてコロナ電極に沿って摺動可能に移動するように構成された浄化装
置を含み、浄化装置は、中を通ってコロナ電極のうちの１つを受容するように構成された
中央ボアを有するプロペラを備え、ボアは、コロナ電極に係合するように構成された内面
を含む、ことを特徴とする前記１４に記載の方法。
【００５６】
　１９．静電集塵器であって、
　吸気口と、排気口と、空洞とを有する筐体と、
　吸気口の少なくとも近接する空洞内のイオン化段であって、吸気口を介して空洞に入る
空気中の気体分子をイオン化するように構成される、イオン化段と、
　イオン化段と排気口との間の空洞内の収集段であって、収集段が、空洞を通る気流と概
して平行な外面を有する複数の収集電極と、連続気泡構造を有する第１の多孔質媒体を含
む第１の収集部とを含み、収集電極がイオン化された気体分子に電気的に結合された粒子
状物質を受容し、収集するように構成される、収集段と、
を備えることを特徴とする静電集塵器。
【００５７】
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　２０．多孔質媒体は、導電材料で作成される、ことを特徴とする前記１９に記載の方法
。
【００５８】
　２１．多孔質媒体は、連続気泡構造を有する多孔質材料を含む、ことを特徴とする前記
１９に記載の方法。
【００５９】
　２２．収集段で複数の反発電極をさらに備え、反発電極は、隣接する収集電極へ粒子状
物質を反発させるように構成される、ことを特徴とする前記１９に記載の静電集塵器。
【００６０】
　２３．収集電極は、第２の材料で作成された第２の収集部をさらに含む、ことを特徴と
する前記１９に記載の静電集塵器。
【００６１】
　２４．第１の多孔質媒体は、メラミン発泡体を含み、第２の材料は、活性炭を含む、付
記２３に記載の静電集塵器。
【００６２】
　２５．収集電極の外面は、第１の材料と、揮発性有機化合物を破壊するように構成され
た材料との組み合わせを含む、ことを特徴とする前記１９に記載の静電集塵器。
【００６３】
　２６．収集電極の外面は、第１の材料と消毒材料との組み合わせを含む、ことを特徴と
する前記１９に記載の静電集塵器。
【００６４】
　２７．吸気口とイオン化段との間の電気的に接地された空気浸透可能な段をさらに備え
る、ことを特徴とする前記１９に記載の静電集塵器。
【００６５】
　２８．吸気口とイオン化段との間に配設された第１の近接センサをさらに備え、近接セ
ンサは、吸気口の少なくとも近位で物体を検知した際に、イオン化段への電力を停止する
ように構成される、ことを特徴とする前記１９に記載の静電集塵器。
【００６６】
　２９．収集電極は、内部導電部を含み、内部導電部は、収集電極の外面で第２の電位と
は異なる第１の電位を有する、ことを特徴とする前記１９に記載の静電集塵器。
【００６７】
　本発明の実施形態の上記の詳細な説明は網羅的ではなく、または本発明を上記に開示さ
れる緻密な形態に限定するものでもない。本発明の特定の実施形態およびその実施例は例
示の目的で上述されるが、当業者が認識するように、様々な等価の修正が本技術の範囲内
で可能である。例えば、ステップが所定の順で提示されるが、代替の実施形態が異なる順
でステップを実行してもよい。本明細書に記載される様々な実施形態はまた、さらなる実
施形態を提供するために組み合わせられてもよい。
【００６８】
　さらに、用語「または」は、２つ以上の項目の一覧を参照して他の項目から排他的な単
一の項目のみを意味することを明示的に限定されない限り、このような一覧の「または」
の使用は、（ａ）一覧における任意の単一の項目、（ｂ）一覧における項目のすべて、ま
たは（ｃ）一覧における項目の任意の組み合わせを含むこととして解釈されるべきである
。文脈が許可する場合、単数または複数の用語もまた、複数または単数の用語をそれぞれ
含むことができる。加えて、用語「含む」は、あらゆる多数の同じ特徴および／または追
加のタイプの他の特徴が除外されないように、少なくとも列挙される特徴（複数可）を含
むことを意味するために全体にわたって使用される。特定の実施形態が例示の目的で本明
細書に記載されたが、本発明から逸脱することなく、その様々な修正がなされることが理
解されよう。さらに、本発明のある特定の実施形態と関連付けられた利点がそれらの実施
形態の文脈で記載されたが、他の実施形態もこのような利点を示すことができ、必ずしも
すべての実施形態が本技術の範囲内に入るようにこのような利点を示す必要があるとは限
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らない。したがって、本発明の開示および関連技術は、本明細書に明示的に示されないか
、または記載されない他の実施形態を包含することができる。
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