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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）第１面を形成する第１組のひだの折り目および第２面を形成する第２組のひだの
折り目を有するろ過媒体であり、前記第１組のひだの折り目および前記第２組のひだの折
り目の間に往復配置されて広がるろ過媒体、
を含むひだ付きろ過媒体であって、
　（ｂ）前記第１組のひだの折り目および前記第２組のひだの折り目の間に広がる前記ろ
過媒体の少なくとも一部分が、第１の溝流路のピークおよび第２の溝流路のピークを形成
する溝流路を含み、この溝流路は、前記第１組のひだの折り目から前記第２組のひだの折
り目に向かう方向に延びており、
　（ｃ）前記第１の溝流路のピークまたは前記第２の溝流路のピークの少なくともいずれ
かが、その溝流路のピークに相対的に鋭いピークである明確な先端部を有し、かつ、
　（ｄ）前記ひだ付きろ過媒体における溝流路の少なくとも２５％が、溝流路の隣接ピー
クの間の少なくとも１つの隆起部（リッジ）であって、前記第１組のひだの折り目および
前記第２組のひだの折り目の間の前記溝流路の長さの少なくとも２５％に沿って延びる少
なくとも１つの隆起部（リッジ）を含み、
　前記ろ過媒体が、前記溝流路が少なくとも１０％の媒体断面積の非対称を有するような
少なくとも１つの断面を有する、ひだ付きろ過媒体。
【請求項２】
　前記第１組のひだの折り目から前記第２組のひだの折り目に延びる前記溝流路の少なく
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とも一部分が、少なくとも１．０５のＤ２／Ｄ１値を含み、但し、Ｄ１は前記溝流路の幅
であり、Ｄ２は前記溝流路の幅に対応する媒体の長さである、請求項１に記載のひだ付き
ろ過媒体。
【請求項３】
　前記ろ過媒体が、この媒体の一方の側の容積がこの媒体のもう一方の側の容積よりも少
なくとも１００％だけ大きくなるような媒体の非対称容積配置を呈する、請求項１に記載
のひだ付きろ過媒体。
【請求項４】
　前記ひだ付きろ過媒体における溝流路の少なくとも５０％が、溝流路の隣接ピークの間
の少なくとも１つの隆起部（リッジ）であって、前記第１組のひだの折り目および前記第
２組のひだの折り目の間の前記溝流路の長さの少なくとも５０％に沿って延びる少なくと
も１つの隆起部（リッジ）を含む、請求項１に記載のひだ付きろ過媒体。
【請求項５】
　前記溝流路が、前記第１面または前記第２面のいずれかに対して約６０°～約１５０°
の角度で延びる、請求項１に記載のひだ付きろ過媒体。
【請求項６】
　前記溝流路が、前記第１面または前記第２面のいずれかに対して約８５°～約９５°の
角度で延びる、請求項１に記載のひだ付きろ過媒体。
【請求項７】
　前記溝流路は、幅対高さのアスペクト比が２～１０の範囲内である、請求項１に記載の
ひだ付きろ過媒体。
【請求項８】
　前記ひだ付きろ過媒体における溝流路の少なくとも２５％が、溝流路の隣接ピークの間
の少なくとも２つの隆起部（リッジ）であって、前記第１組のひだの折り目および前記第
２組のひだの折り目の間の前記溝流路の長さの少なくとも２５％に沿って延びる少なくと
も２つの隆起部（リッジ）を含む、請求項１に記載のひだ付きろ過媒体。
【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、米国を除くすべての国を指定国とする出願人である米国企業のＤｏｎａｌｄ
ｓｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ．、および、米国のみを指定国とする出願人である米国
民のＧａｒｙ　Ｊ．　Ｒｏｃｋｌｉｔｚの名義において、ＰＣＴ国際特許出願として２０
０９年７月２４日に出願されたものであり、２００８年７月２５日に出願された米国仮特
許出願第６１／０８３，７８５号に対する優先権を主張する。この米国仮特許出願第６１
／０８３，７８５号の内容は、参照によって本願に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、ひだ付きろ過媒体、ひだ付きろ過媒体パック、フィルタエレメント、および
流体ろ過方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　空気および液体のような流体の流れはその中に汚染材料を同伴している。多くの例にお
いて、この汚染材料の幾分かまたはすべてを流体の流れからろ過することが望ましい。例
えば、自動車または発電機器用のエンジンへの空気の流れ、ガスタービン装置への空気お
よびガスの流れ、種々の燃焼炉への空気およびガスの流れ、および熱交換器（例えば加熱
および空調用）への空気およびガスの流れは、多くの場合ろ過されるべき粒子状の汚染物
質を同伴している。また、エンジン潤滑装置、液圧装置、クーラント装置および燃料装置
における液体の流れも、ろ過されるべき汚染物質を同伴している可能性がある。このよう
な装置においては、選択された汚染材料を流体から除去すること（あるいはその含有濃度
を低減すること）が望ましい。汚染物質低減用として、多様な流体フィルタ（気体または
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液体フィルタ）が開発されてきた。しかし、全般的に、改善も継続して探求されている。
【０００４】
　ひだ付きろ過媒体は多年にわたって使用されてきたものであり、気体および液体のろ過
を含む流体のろ過用途に広く採用されている。ひだ付きろ過媒体は、媒体を前後に折り畳
むことによって、所与の容積において相対的に大きい媒体表面積を提供するので、相対的
に小さい容積内に大量の媒体を配置することが可能である。
【０００５】
　ひだ付き媒体は、パネル型フィルタおよび円筒型フィルタを含む多くの形状および形体
に構成できる。パネル型フィルタにおいては、ひだ付き媒体は、通常、平面状の形体また
はパネル型形体に広がっている。この形体は、第１組のひだの折り目（ひだの先端とも呼
ばれる）から形成されるひだ付き媒体の第１面と、第２組のひだの折り目（ひだの先端と
も呼ばれる）から形成されるひだ付き媒体の第２面とを有する。ひだの折り目によって形
成される第１および第２面は一般的に平行である。流体は、１つの面を通ってパネル型フ
ィルタに流入し、もう一方の面を通ってパネル型フィルタから流出する。
【０００６】
　円筒型フィルタにおいては、ひだ付き媒体は、一般的に筒型に形成される。この場合、
ひだ付き媒体の第１面（第１組のひだの折り目によって形成される）が内面を創成し、ひ
だ付き媒体の第２面（第２組のひだの折り目によって形成される）が外面を形成する。空
気ろ過用の円筒型フィルタの場合は、空気は、通常外面から内面に向けてフィルタエレメ
ントに流入する（時に逆方向流れフィルタと呼称されるものにおいてはこの逆である）。
【０００７】
　ひだ付き媒体パックは、多くの場合、フィルタ媒体の連続的なウェブまたはロールされ
たウェブから形成され、ひだは媒体の機械方向に対して横方向に形成される。この媒体の
機械方向というのは、一般的に、媒体が連続する方向のことである。従って、３次元の網
目構造を構成するために、ひだの折り目は、通常、媒体の機械方向または媒体が連続する
方向に対して横方向である。一般的に、第１組のひだの折り目が媒体の第１面を形成し、
第２組のひだの折り目が媒体の第２面を形成する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　ひだ付きフィルタ媒体を含むフィルタエレメントを設計するための１つの重要な問題点
は、所与の容積内部におけるひだの個数が増大するにつれて、先行技術のひだ付き媒体に
ついては、好ましくないレベルの流体流れの抑制が生じる可能性があるという点である。
この流れの抑制は、ひだが相互に近接し過ぎて、ろ過の間に相互に干渉する時に生じる。
例えば、先行技術のひだ付き媒体構造の場合、ひだが一緒に近接し過ぎる可能性があるの
で、流体がひだ間の領域に流入することが難しくなるのである。この抑制のために、いく
つかの先行技術のひだ付きフィルタにおいては、媒体表面に沿って浅い連続円弧状の隆起
部分を有する非平坦面を創成するように、媒体を修正している。また場合によっては、こ
の連続円弧を創成するように媒体にエンボス加工を施す。この浅い連続円弧は、媒体を波
形ローラのニップを通すことによって形成できる。この非平坦面を有するひだが互いに押
し付けられるので、媒体上の隆起部分が、流体流れを支援するチャンネルを形成して、ひ
だ表面間の流体流れを維持するのに役立つのである。
【０００９】
　本発明は、部分的には、ひだの折り目の間に延びる溝流路（溝流路の例は例えば以下に
述べる図５ａおよび図５ｂに断面で示される）を含むひだ付きろ過媒体およびろ過媒体の
プリーツパックに関する。この溝流路は、ろ過媒体内に形成される３次元構造であって、
ひだの表面に沿う有利な流体径路を提供し、媒体を通り抜ける流体の有利な流れを可能に
し、効率的な汚染物質の除去をもたらす。このため、溝流路を含むひだ付き媒体が、特定
の条件の下でろ過性能の改善をもたらすように構造化される。
【００１０】
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　溝流路を含むひだ付き媒体の利点として、例えば、媒体の一体性および性能を保持しな
がら媒体表面間の接触を低減できる点、上流側および下流側部分に異なる開面積または開
容積を有する媒体パック（これによっていくつかの媒体配置の性能を変えることができる
）を構成できる点、ろ過性能を保持しながら高いひだの計数を備え得る点、および／また
は、相対的に小型で効率的なフィルタエレメントを作製できる点、が挙げられる。
【００１１】
　さらに具体的には、特定の実施形態においては、本発明の教示に従って作製される溝流
路付き媒体は、媒体を通り抜ける流体の効率的な流れを促進しながら、ひだ付き媒体の層
間のマスキングを大幅に低減できる。媒体に形成される溝流路は、通常、ピークを有して
おり、そのピークにおいて、各溝流路は、一般的に同様にピークを備えた溝流路を有する
反対側のひだ表面と接触し得る。いくつかの実施形態においては、溝流路のピークは、溝
流路の部分長さまたは全長に沿って相互に接触するであろうが、別の実施態様においては
、溝流路のピークは、他の溝流路または溝流路のピークと接触しないであろう。
【００１２】
　この溝流路のピークは、通常、ひだ間のマスキングを低減する鋭い半径または明確な先
端部によって特徴付けられる。本明細書で用いるマスキングという用語は、媒体シート間
の近接面積であって媒体を横切る実質的な圧力差が欠落している面積部分のことを言う。
一般的には、マスキングは、もう一方の媒体シートまたは流れの境界表面に非常に近接し
ているかまたは接触している媒体の箇所において経験されるものである。この非常な近接
は、その箇所において、媒体を通り抜ける流れに対する抵抗になる。その結果、マスクさ
れた媒体は、ろ過媒体のろ過性能に有用ではなくなる。
【００１３】
　従って、ろ過に有用なろ過媒体の量を増大させるためにマスキングを低減することが望
ましい。マスキングを低減すると、ろ過媒体プリーツパックのダスト貯留容量が増大し、
所与の圧力損失に対してろ過媒体を通り抜ける流体のスループットが増大し、および／ま
たは、所与の全流体流量に対するろ過媒体プリーツパックの圧力低下が低減する。本発明
の教示に従って作製されるひだ付き媒体の溝流路は、媒体のマスキングの低減を可能にす
るが、このマスキングの低減は、大部分、本明細書で述べるような、溝流路のピークの創
成と、その形状および箇所の変更との結果として得られるものである。例えば、本発明の
いくつかの実施形態においては、溝流路は、隣接溝流路の一般断面形状を超えて延びる先
端部を有する。
【００１４】
　いくつかの実施形態においては、溝流路のさらに別の特定の構造態様が、溝流路の全長
または部分長さに沿って延びる隆起部（リッジ）を含む。本明細書で用いる隆起部（リッ
ジ）という用語は、一般的に、溝流路の部分長さまたは全長に沿う媒体における明確な曲
がり部、折り目あるいは変形部のことを言う。さらに具体的には、隆起部（リッジ）は、
溝流路付き媒体の断面形状内部において、実質的に異なる傾斜を有する媒体部分間の遷移
領域とすることができる。この遷移は、通常比較的突然である。正規の使用法の下では、
隆起部（リッジ）は、他の隣接ひだの隆起部（リッジ）と接触しない。正規の使用法の下
では、隆起部（リッジ）は、ピークの間に生起するがピークではない。隆起部（リッジ）
は、溝流路の断面積のカスタマイズおよび最適化を可能にすることによって、媒体パック
を通る流体流れおよびろ過の効率を増進し、特定の容積内部の媒体の量を増大させ、反対
側の媒体表面上の溝流路との間のマスキングを低減する補助手段になる。ひだ付き媒体に
おいて隆起部（リッジ）を用いることによって、実際、マスキングを減少させながら、有
効なまたは使用可能な媒体量を増大させる結果が得られる。
【００１５】
　いくつかの特定の実施形態においては、ろ過媒体プリーツパックが、ろ過媒体プリーツ
パックにおけるひだの上流側および下流側において異なるチャンネル形状および異なる開
容積を備えた溝流路を有するように構成される。これは、本明細書においてプリーツパッ
クの容積の非対称と呼称される知的所有権である。このプリーツパックの容積の非対称は
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、いくつかの実施形態においては、汚染材料の貯留と流れとろ過とを促進できる。プリー
ツパックの容積の非対称は、特に、浅いプリーツパックを有するフィルタ形体における性
能改善に役立つ。
【００１６】
　ここで、本発明の特定の実施態様を詳しく説明する。いくつかの実施形態においては、
本発明に従って作製されるひだ付きろ過媒体パックは、第１面を形成する第１組のひだの
折り目と、第２面を形成する第２組のひだの折り目とを含む。ひだ付きろ過媒体は、第１
面および第２面の間に往復配置されて広がっている。第１面および第２面の間に広がるろ
過媒体の少なくとも一部分は、第１面から第２面までの少なくとも一部の長さに延びる溝
流路を含む。この溝流路は、通常、溝流路の部分長さまたは全長に沿って延びる明確な溝
流路のピークを有する。この溝流路のピークは、通常、相対的に鋭く、マスキングの低減
を可能にする特性を有する。
【００１７】
　ピークは鋭いが、多くの実施態様においては、ピークは、それでもなお、きつく曲げら
れた外側表面を含み、時には、半径を有する円弧またはベンドに近付いている。相対的に
鋭いピークを設けることによって、媒体表面間の接触および／または近接の面積を低減す
ることができ、マスキングの減少がもたらされる。ろ過中、ろ過媒体は、通常、圧力を受
けて変形するであろう。相対的に鋭いピークは、媒体表面間の接触の低減を継続でき、こ
れによってマスキングの低減に関する利点をさらに継続する結果をもたらす。
【００１８】
　上記のように、いくつかの実施形態においては、ひだ付きろ過媒体パックにおける溝流
路の多くは、溝流路の隣接ピークの間に少なくとも１つの隆起部（リッジ）をも含む。こ
の隆起部（リッジ）は、第１組のひだの折り目および第２組のひだの折り目の間の溝流路
の長さの少なくとも一部分に沿って延びている。本発明に従って作製される溝流路の隆起
部（リッジ）は、溝流路に沿って連続または不連続とすることが可能である。例えば、本
発明のいくつかの実施態様においては、隆起部（リッジ）はすべての溝流路の全長に沿っ
て存在するであろう。多くの場合、各溝流路の長さに沿って延びる２つ以上の隆起部（リ
ッジ）を設けることが望ましい可能性がある。この場合、１つ以上の隆起部（リッジ）が
溝流路のピークの両側に設けられる。
【００１９】
　しかし、遥かに少ない個数の隆起部（リッジ）または延長範囲が遥かに少ない隆起部（
リッジ）を有する適切な溝流路を設けることも可能である。例えば、いくつかの実施態様
においては、ひだ付きろ過媒体パックにおける溝流路の少なくとも２５％が、溝流路の隣
接ピークの間に少なくとも１つの隆起部（リッジ）を有し、その隆起部（リッジ）は、第
１組のひだの折り目および第２組のひだの折り目の間の溝流路の長さの少なくとも２５％
に沿って延びている。別の方式として、いくつかの実施態様においては、ひだ付きろ過媒
体パックにおける溝流路の少なくとも２５％が、溝流路の隣接ピーク間に少なくとも１つ
の隆起部（リッジ）を含み、その隆起部（リッジ）は、第１組のひだの折り目および第２
組のひだの折り目の間の溝流路の長さの少なくとも５０％に沿って延びている。いくつか
の実施態様においては、ひだ付きろ過媒体パックにおける溝流路の少なくとも５０％が、
溝流路の隣接ピーク間に少なくとも１つの隆起部（リッジ）を含み、その隆起部（リッジ
）は、第１組のひだの折り目および第２組のひだの折り目の間の溝流路の長さの少なくと
も５０％に沿って延びていることが理解されるであろう。
【００２０】
　さらに別の設計も考えることができ、本発明の範囲内に入る。例えば、いくつかの実施
態様においては、ひだ付きろ過媒体パックにおける溝流路の少なくとも２５％が、溝流路
の隣接ピーク間に複数の隆起部（リッジ）を有し、その隆起部（リッジ）は、第１組のひ
だの折り目および第２組のひだの折り目の間の溝流路の長さの少なくとも１０％に沿って
延びている。いくつかの実施態様においては、ひだ付きろ過媒体パックにおける溝流路の
少なくとも５０％が、溝流路の隣接ピーク間に配置される少なくとも１つの隆起部（リッ
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ジ）であって、第１組のひだの折り目および第２組のひだの折り目の間の溝流路の長さの
少なくとも１０％に沿って延びる隆起部（リッジ）を有する。いくつかの実施態様におい
ては、ひだ付きろ過媒体パックにおける溝流路の少なくとも１０％が、溝流路の隣接ピー
ク間の少なくとも１つの隆起部（リッジ）であって、第１組のひだの折り目および第２組
のひだの折り目の間の溝流路の長さの少なくとも１０％に沿って延びる隆起部（リッジ）
を含むことが理解されるであろう。
【００２１】
　さらに別の方式として、いくつかの実施態様においては、ひだ付きろ過媒体パックにお
ける溝流路の２５％未満が、溝流路の隣接ピーク間に少なくとも１つの隆起部（リッジ）
を有し、その隆起部（リッジ）は、第１組のひだの折り目および第２組のひだの折り目の
間の溝流路の長さの２５％未満に沿って延びている。いくつかの実施態様においては、ひ
だ付きろ過媒体パックにおける溝流路の２５％未満が、溝流路の隣接ピーク間に少なくと
も１つの隆起部（リッジ）を含み、その隆起部（リッジ）は、第１組のひだの折り目およ
び第２組のひだの折り目の間の溝流路の長さの５０％未満に沿って延びている。いくつか
の実施態様においては、ひだ付きろ過媒体パックにおける溝流路の５０％未満が、溝流路
の隣接ピーク間に少なくとも１つの隆起部（リッジ）を含み、その隆起部（リッジ）は、
第１組のひだの折り目および第２組のひだの折り目の間の溝流路の長さの５０％未満に沿
って延びていることが理解されるであろう。
【００２２】
　本発明の１つの利点は、代表的には溝流路の高さ、溝流路の幅、溝流路の鋭いピーク、
および場合によって溝流路に沿う１つ以上の隆起部（リッジ）を含む溝流路の幾何学的形
状によって、大量の全媒体表面積をろ過媒体プリーツパックの中に包含させ、かつ、プリ
ーツパック内のマスクされた全表面積を低減することが可能になる点である。これは、フ
ィルタエレメントの寸法を増大させることなく、フィルタ性能を増進させる可能性をもた
らす。本発明の溝流路の設計によって、マスキングを実際に低減しながら媒体を増大させ
ること、すなわち、優れた性能の結果をもたらす組み合わせが可能になる。
【００２３】
　溝流路の幾何学的形状に関して、いくつかの実施形態においては、第１組のひだの折り
目から第２組のひだの折り目に延びる溝流路の少なくとも一部分が、１．０より大きい、
多くの場合少なくとも１．０５の、さらに頻繁には少なくとも１．１のＤ２／Ｄ１値を含
む。但し、Ｄ２（例えば図５ａに示される）は１つの溝流路の幅に対応する媒体表面の長
さであり、Ｄ１は溝流路の幅（例えば図５ａに示される）である。いくつかの実施態様に
おいては、Ｄ２／Ｄ１は少なくとも１．１５であり、別の実施態様では少なくとも１．２
０である。Ｄ２／Ｄ１値が高くなることは、所与の溝流路の幅に沿って設けられる媒体の
量が増大することを示している。いくつかの実施態様においては、Ｄ２／Ｄ１は、１．３
０、１．４０、または１．５０より大きい。典型的なＤ２／Ｄ１の範囲として、例えば、
１．０５～２．０、１．１０～１．７５、および１．２０～１．５０が含まれる。
【００２４】
　媒体に形成される溝流路は、通常、その高さ（例えば図５ａに示されるＪ）より大きい
幅（例えば図５ａに示されるＤ１）を有する。この幅対高さのアスペクト比は（Ｄ１／Ｊ
）として特徴付けることができる。ほとんどの実施態様において、幅対高さのアスペクト
比は、少なくとも約２．０、一般的には少なくとも２．１、さらに典型的には少なくとも
２．２、多くの場合少なくとも２．３、そして場合によっては少なくとも３．０である。
いくつかの実施態様においては、幅高さ比は２．４より大きい。一般的に適切なＤ１／Ｊ
比は、１０未満、さらに典型的には８未満、多くの場合６未満であろう。適切なＤ１／Ｊ
比は、１より大きく、さらに多くの場合１．５より大きく、通常２より大きい。他の適切
なＤ１／Ｊ比として、例となる実施態様においては、４より大きい、６より大きい、ある
いは８より大きい値が含まれる。従って、Ｄ１／Ｊ比の適切な範囲としては、２～１０、
４～８、および５～７が含まれるが、これに限定されるわけではない。しかし、いくつか
の実施態様においては、極端に低いＤ１／Ｊ比を有する溝流路を用いることが可能である
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（但し、このような溝流路は一般的に製造が難しい）。例えば、１未満、０．７５未満、
および０．５０未満のＤ１／Ｊ比が可能である（図４ｃ参照）。いくつかの実施態様にお
いては、非常に高いＤ１／Ｊ値または非常に低いＤ１／Ｊ値を含む溝流路が、１．１５～
２．０の値に近いＤ１／Ｊを含む溝流路よりも良好な性能を有する。このようなＤ１／Ｊ
の比の適切な範囲には、２～８および０．０７５～０．５００が含まれる。
【００２５】
　溝流路の３次元構造は、流体の流れに対する媒体の上流側および下流側の開容積を規定
すると共に、（ダストのような）汚染物質が蓄積する空間を規定する。いくつかの実施形
態においては、ろ過媒体が、媒体の一方の側の開容積が媒体のもう一方の側の開容積より
も大きくなるような媒体の容積の非対称を呈する。これらの容積は、プリーツパックの上
流側の面から下流側の面に広がることができる。
【００２６】
　本明細書で用いる媒体容積の非対称という概念は、一般的に、溝流路のピークによって
画定される大きい方の媒体容積の小さい方の媒体容積に対する媒体容積比をその尺度とす
る（図９参照。以下に説明する）。いくつかの実施態様、但しすべてではない実施態様に
おいて、大きい方の媒体容積が上流側の媒体開容積に相当し、小さい方の媒体容積が下流
側の媒体開容積に相当する（使用中、開容積はダストのような汚染物質を蓄積することが
できる）。いくつかの実施態様においては、媒体は、１％より大きい、３％より大きい、
５％より大きい、または１０％より大きい媒体容積の非対称を示すであろう。例となる媒
体構造は、１５％より大きい、２０％より大きい、５０％より大きい、７５％より大きい
、１００％より大きい、１５０％より大きい、および２００％より大きい媒体容積の非対
称を示す。適切な媒体容積の非対称の範囲として、例えば、１％～３００％、５％～２０
０％、５０％～２００％、１００％～２００％、および１００％～１５０％が含まれる。
【００２７】
　媒体容積の非対称に加えて、媒体は、媒体断面積の非対称をも示すことができる。これ
は、媒体の断面積に基づいて計算される。断面積の非対称は、多くの場合媒体容積の非対
称の差異に通じることが理解されるであろうが、必ずしも常にそうではない。それは、媒
体のそれぞれの側の合計容積が等しくなるような累積効果を有するように、断面積をひだ
の長さに沿って変化させることができるからである。
【００２８】
　断面積の差異は、溝流路の設計の幾何学的形状によって調整される。多くの場合、溝流
路に沿う隆起部（リッジ）の存在、個数および形状が、断面積の非対称の量に大きく影響
し、かつ、多くの場合これを決定する。断面積の差異をもたらす溝流路の幾何学的形状は
、溝流路を通る流れの特性に大きく影響する可能性がある。溝流路の相対的な断面積を変
化させると、その面積部分における媒体パックの上流側部分および下流側部分の断面積の
変化がもたらされる。本発明は、フィルタ性能を改善するため、媒体容積の非対称および
断面積の非対称のカスタマイズを可能にする。
【００２９】
　いくつかの実施形態においては、媒体は、媒体の一方の側が同じ媒体片の反対側よりも
少なくとも１パーセント大きい断面積を有するような断面積の非対称を有するであろう。
多くの場合、媒体を横切る断面積の差異は、３％より大きい、５％より大きい、あるいは
１０％より大きいであろう。例となる媒体構造は、１５％より大きい、２０％より大きい
、５０％より大きい、７５％より大きい、１００％より大きい、１５０％より大きい、お
よび２００％より大きい媒体断面積の非対称を示す。適切な媒体断面積の非対称の範囲と
して、例えば、１％～３００％、５％～２００％、５０％～２００％、１００％～２００
％、および１００％～１５０％が含まれる。
【００３０】
　本発明のいくつかの実施態様のもう１つの側面は、媒体うねり率（ｍｅｄｉａ－ｃｏｒ
ｄ　ｐｅｒｃｅｎｔａｇｅ）を決定するために、媒体のうねり長さ（ｃｏｒｄ　ｌｅｎｇ
ｔｈ：ＣＬ）を包含する。うねり長さは、１つのピークの中心点から隣接するピークの中
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心点までの直線距離（例えば、図５ａの隣接するピーク１０１、１０２参照）を言う。媒
体の厚さの影響を最小化するために、うねり長さに対する測定は、媒体内部の中心点から
決定される。媒体うねり率は次式から算定できる。
【数１】

【００３１】
　溝流路付き媒体の隣接するピークの間に単一または複数の隆起部（リッジ）を設けるこ
とによって、先行技術の媒体に比べて、距離Ｄ２を増大させることができ、その結果とし
て、媒体うねり率が増大する。１つまたは複数の隆起部（リッジ）が存在することによっ
て、例えば隆起部（リッジ）を含まないひだ付き媒体に比べて、ろ過に利用可能なより多
くの媒体を有するろ過媒体を提供することが可能になる。これは、マスキングを低減する
鋭い溝流路のピークと組み合わせた場合、特に価値がある。
【００３２】
　媒体うねり率の測定によって、隣接するピークの間に設けられる媒体の量を特徴付ける
ことができる。例となる実施形態においては、媒体うねり率は１％より大きく、代替的に
は、２％、３％、４％、または５％より大きい。いくつかの実施態様においては、媒体う
ねり率は７．５パーセントまたは１０パーセントより大きい。媒体うねり率の適切な範囲
として、例えば、０．１％～１５％、０．５％～１０％、および１％～５％が含まれる。
媒体うねり率は、必ずしも常に溝流路の全長に沿って同じではないであろう。従って、本
発明のいくつかの実施態様においては、溝流路の少なくとも２５％が、溝流路の長さの５
０％に沿って、少なくとも１％の媒体うねり率を呈する。別の実施態様においては、溝流
路の少なくとも２５％が、溝流路の長さの５０％に沿って、少なくとも２％、３％、４％
または５％の媒体うねり率を呈する。
【００３３】
　上記のように、溝流路のピークは、通常、ピーク間のマスキングを低減する鋭い半径ま
たは明確な先端部によって特徴付けられる。この明確な先端部は、溝流路の一般断面形状
から延び出ることができて、隣接媒体のマスキングを実質的に低減する溝流路のピークに
おける突起部を創成する。所与の溝流路のピークは形状においていくつかの変形態を有し
、必ずしも完全な円弧を形成する必要はないことが理解されるであろうが、いくつかの実
施態様においては、溝流路のピークにおける半径にほぼ等しい間隔を特定しかつ測定する
ことがなお可能である。この半径は、溝流路の内側において測定され、有効内半径として
計算される。この有効内半径は、以下に提示される開示に従って測定可能であり、一般的
には、４ミリメートル未満、さらに多くの場合２ミリメートル未満、頻繁には１ミリメー
トル未満、場合によっては０．５ｍｍ未満であろう。いくつかの実施態様においては、特
に大きな溝流路用としては、さらに大きな半径を用いることも可能である。明瞭な、ある
いは測定可能な半径を有しない溝流路でも、それが、隆起部（リッジ）の存在、媒体の非
対称容積などのような本明細書に記載する他の特徴を含むものであれば、本開示の範囲内
になお含まれることがさらに理解されるであろう。
【００３４】
　ひだ付きろ過媒体パックは、気体物質または液体物質であり得る流体のろ過に用いるこ
とができる。ろ過媒体を用いてろ過し得る典型的な気体物質は空気であり、ろ過媒体を用
いてろ過し得る典型的な液体物質には、水、オイル、燃料および液圧流体が含まれる。ろ
過媒体パックは、成分の少なくとも一部分を被ろ過流体から分離または除去するために用
いることができる。この成分は、汚染物質、あるいは、除去または分離の目標となる他の
材料であり得る。典型的な汚染物質および除去の目標となる材料には、固体、液体、気体
またはこれらの組み合わせとして特徴付けられるものが含まれる。汚染物質または除去の
目標となる材料には、粒子状物質、非粒子状物質、またはこれらの混合物を含めることが
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できる。除去の目標となる材料には、媒体によって捕捉可能な化学種を含めることができ
る。成分および汚染物質の除去に関する言及は、完全な除去または分離、あるいは部分的
な除去または分離に関するものであることが理解されるべきである。
【００３５】
　フィルタエレメントも本発明に従って提供される。このフィルタエレメントは、溝流路
を有する媒体を組み込んでいる。ひだ付きろ過媒体パックおよびシールを含むことができ
るフィルタエレメントが提供される。このシールは、被ろ過流体が、媒体パックの１つの
面から流入し、媒体パックのもう一方の面から流出する結果としてこのろ過媒体パックを
通り抜けるように、ろ過媒体パックに対して配置される。このシールは、ひだ付きろ過媒
体パックに直接取り付けるか、あるいはシールサポートを介して間接的に取り付けること
ができる。また、このシールは、ハウジングおよびフィルタエレメント間のシールを提供
するために、ハウジングと係合するように設けることが可能であり、軸方向シール、ラジ
アルシール、あるいは軸方向およびラジアルシールの組み合わせとして設けることができ
る。クリンプシール、ピンチシールおよび他の多くの型式のシールも可能である。
【００３６】
　流体のろ過方法も本発明に従って提供される。この方法は、未ろ過の流体をひだ付きろ
過媒体パックの第１面または第２面に流入させ、ひだ付きろ過媒体パックの第１面または
第２面のもう一方から流出させることによって、流体を、フィルタエレメントの部品とし
て設けられるひだ付きろ過媒体パックを通過させるステップを含む。ひだ付きろ過媒体パ
ックを通り抜ける流体の流れは、直線型通過流れとして特徴付けることができる。
【００３７】
　本発明の上記の要約は、開示される本発明の各実施形態を記述するように意図されたも
のではない。これは、以下の［発明を実施するための形態］並びに引き続く［特許請求の
範囲］の目的である。
【００３８】
　本発明は、本発明の種々の実施形態の、添付の図面に関連付けられた以下の詳細説明を
考察することによってさらに完全に理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】先行技術のひだ付きろ過媒体パックの斜視図である。
【図２】図１の先行技術のひだ付きろ過媒体パックの部分的な断面斜視図である。
【図３】図１の先行技術の媒体パックのろ過媒体の一部分の拡大概略断面図である。
【図４ａ】本発明の原理によるろ過媒体の拡大概略断面図である。
【図４ｂ】図４ａの別の形体の拡大概略断面図である。
【図４ｃ】図４ａのさらに別の形体の拡大概略断面図である。
【図５ａ】本発明の原理によるろ過媒体の拡大概略断面図である。
【図５ｂ】図５ａの別の形体の拡大概略断面図である。
【図５ｃ】図５ａのさらに別の形体の拡大概略断面図である。
【図５ｄ】図５ａの形体の寸法を明示する。
【図６】本発明の原理によるひだ付きろ過媒体パックの一部分の端部斜視図である。
【図７】図６のろ過媒体パックの一部分の反対側の斜視図である。
【図８】図７のろ過媒体パックの上面の平断面図である。
【図９】本発明の原理によるろ過媒体の拡大概略断面図である。
【図１０ａ】図９のろ過媒体を含むろ過媒体パックの一部分の拡大概略断面である。
【図１０ｂ】図９のろ過媒体を含むろ過媒体パックの一部分の拡大概略断面である。
【図１１ａ】本発明の原理によるろ過媒体パックの一部分の拡大概略断面図である。
【図１１ｂ】本発明の原理によって製造されたろ過媒体パックの一部分の拡大走査断面像
である。
【図１２】本発明の原理によるひだ付きパネル型ろ過媒体パックの第１面の斜視図である
。
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【図１３】図１２のひだ付きパネル型ろ過媒体パックの第２面の斜視図である。
【図１４】図１２のろ過媒体パックの一部分の斜視図であって、このろ過媒体パックを通
る流体の流れを示す。
【図１５ａ】本発明の原理によるひだ付きパネル型ろ過媒体パックの第１面の斜視図であ
る。
【図１５ｂ】図１５ａのひだ付きパネル型ろ過媒体パックの第２面の斜視図である。
【図１６ａ】本発明の原理による溝流路の拡大走査断面像であって、溝流路の有効内半径
を測定する方法を示す。
【図１６ｂ】本発明の原理によるろ過媒体パックの一部分の拡大走査断面像であって、溝
流路の有効内半径を測定する方法を示す。
【図１７】本発明の原理による円筒型ろ過媒体パックの一部分の斜視図である。
【図１８】図１７の円筒型ろ過媒体パックの一部分の斜視図であって、このろ過媒体パッ
クを通る流体の流れを示す。
【図１９】１つのタイプのパネル型フィルタエレメントの概略斜視図である。
【図２０】１つのタイプの円筒型フィルタエレメントの概略斜視図である。一部分が分解
図になっている。
【図２１】図２０のフィルタエレメントの側面図である。一部分が分解図になっている。
【図２２】１つのタイプの円錐型フィルタエレメントの概略側面図である。
【図２３】１つのタイプの部分円錐型または湾曲パネル型フィルタエレメントの概略斜視
図である。
【図２４】図２３のフィルタエレメントの線２４－２４に沿う断面図である。
【図２５】実施例において報告されるデータを示すグラフである。
【図２６】実施例において報告されるデータを示すグラフである。
【図２７】実施例において報告されるデータを示すグラフである。
【図２８】実施例において報告されるデータを示すグラフである。
【図２９】種々のパネル型フィルタの相対的性能を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　これらの図面は、本発明の一般的な表現と考えられるべきであるが、本発明のすべての
実施形態を包含するようには描かれておらず、また、必ずしも一定のスケールで描かれて
いないことが認められるであろう。また、本発明に従って作製される媒体は全体として種
々の変形態を呈することが理解されるであろう。
【００４１】
　本発明は種々の修正を加えやすく、また代替的形態を取りやすいが、その細目が具体例
および図面によって示されており、以下それを詳細に説明する。しかし、本発明は、記述
される特定の実施形態に限定されないと理解されるべきであり、逆に、本発明の本質およ
び範囲に含まれる修正態、等価物および代替物を包含することが意図されている。
【００４２】
　ひだ付きろ過媒体、ひだ付きろ過媒体パック、ひだ付きろ過媒体パックを含むフィルタ
エレメント、および流体のろ過方法が提供される。
【００４３】
　「ひだ付きろ過媒体パック」という語句は、ろ過媒体を、折り曲げ加工、ひだ折り加工
、あるいは他の方式で成型加工することによって３次元の網目構造に構成または成型され
た媒体パックのことを言う。ひだ付きろ過媒体パックは、さらに簡単に、媒体パックと呼
称できる。ひだ付きろ過媒体パックは、シールおよびシールサポートを含むフィルタエレ
メントに見られる他の特徴要素と、任意選択的に組み合わせることができる。一般的に、
ひだ付きろ過媒体パックは、第１面を形成する第１組のひだの折り目と、第２面を形成す
る第２組のひだの折り目とを有するろ過媒体を含み、ろ過媒体は、第１組のひだの折り目
および第２組のひだの折り目の間に往復配置されて広がっている。特定のいくつかの実施
形態においては、本明細書に記述する「面」は、実質的に凹凸であるかまたは不規則であ
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り、かつ、平面状または非平面状であり得ることが理解されるであろう。
【００４４】
　ひだの折り目は、一般的に、ろ過媒体を折り曲げ加工またはひだ折り加工する結果とし
て形成される。折り目は、通常、媒体の機械方向に対して横方向に形成されるが、それは
要件ではない。折り目は、機械方向に対して横方向の角度とは異なる角度で形成すること
が可能である。媒体の機械方向とは、一般的に媒体が連続する方向を言う。
【００４５】
　例となる実施形態においては、ひだ付きろ過媒体パックは、第１組のひだの折り目の結
果として形成される第１面と、第２組のひだの折り目の結果として形成される第２面と、
さらに、第１面から第２面への方向（または第２面から第１面への方向）に延びる溝流路
とを含む。この溝流路はろ過媒体に形成される３次元構造であって、この構造によって、
ひだの表面に沿う有利な流れの径路が提供され、媒体を通り抜ける流体の有利な流れが可
能になり、汚染物質が効率的に除去される。溝流路を含むひだ付き媒体は、このように、
特定条件の下でろ過性能の改善をもたらすように構造化されている。
【００４６】
　第１面は、一般的に、ひだ付きろ過媒体の流入側または流出側であり、第２面は、ろ過
媒体の流入側または流出側のもう一方である。例えば、未ろ過流体は第１面からひだ付き
ろ過媒体パックに流入でき、ろ過流体は第２面を通ってひだ付きろ過媒体パックから流出
でき、その逆もあり得る。
【００４７】
　ろ過媒体の第１面から第２面への方向または第２面から第１面への方向に延びる溝流路
は、一般的に、第１面または第２面に平行でない方向を向いている。多くの実施態様にお
いて、ひだ付き媒体の面の間の方向に延びる溝流路は、第１面または第２面に対して垂直
に、あるいは第１面または第２面に対してほぼ垂直に配列されるであろう。
【００４８】
　流体が、垂直でない角度で第１面または第２面に向かって流れているか否かに応じて、
第１の流れ面または第２の流れ面に対して垂直でない角度で延びる溝流路を有することが
有利であり得る。ひだ付きろ過媒体パックの第１面または第２面に対して垂直でない角度
の溝流路を設けることによって、その溝流路の角度を調整することにより、流体がひだ付
きろ過媒体パックに流入する前に方向転換する必要なく流体の流れをより良好に受け入れ
るように、ひだ付きろ過媒体パック内への流体の流れを強化することが可能になる。媒体
パックの第１面および第２面は、平行または非平行とすることができる。溝流路が延びる
角度は、第１面、第２面、または第１面および第２面の両者に対して測定できる。
【００４９】
　従って、溝流路は、それが第１面および第２面に垂直に延びるように形成することが可
能であり、あるいは、第１面または第２面に対して０°より大きいが１８０°より小さい
角度で延びるように設けることが可能である。溝流路が、面に対して０°または１８０°
の角度で延びる場合は、流体が、溝流路からひだ付きろ過媒体パックに流入することが困
難になる。一般的に、流体は、溝流路から流入することによってひだ付きろ過媒体パック
に流入することが望ましい。
【００５０】
　いくつかの実施態様においては、溝流路は、面に対して約８５°～９５°の角度で、別
の実施態様においては面に対して約６０～１５０°の角度で、さらに別の実施態様におい
ては面に対して約７０～１１０°の角度で延びるであろう。溝流路は、第１面または第２
面への垂線の約６０°以内の角度で延びるように設けることが望ましい。一般的に、この
範囲は、第１面または第２面に対して約３０°～約１５０°の角度に相当する。さらに、
溝流路は、第１面または第２面への垂線の約５°以内の角度（第１面または第２面に対し
て約８５°～約９５°の角度に相当する）で延びるように設けることが可能である。溝流
路は、第１面または第２面に対して垂直（９０°）に延びるように設けることができ、そ
れが望ましい。
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【００５１】
　媒体の形成において、媒体の制限寸法は通常媒体の幅である。それは、媒体を製造する
機械が幅方向において制限されるからである。媒体の長さは、媒体が切断されるかあるい
は媒体が終了するまで連続とすることができる。この連続する方向は、媒体の長さに沿う
媒体の方向を指している。横方向は、一般的に、媒体の幅を横切る媒体の方向を言う。ひ
だ付き媒体は、一般的に、機械方向に対して横方向に形成されるひだまたは折り目を含む
ので、ひだの個数を所要に応じて調整できる。ひだまたは折り目は、通常、媒体がそれ自
体の上に交互に折り返される（例えば往復配置）ように横方向に形成され、第１面と、第
２面と、第１面および第２面の間の媒体の広がり部分とを有するフィルタエレメントが形
成される。一般的に、被ろ過流体は、ろ過媒体パックの第１面および第２面のいずれかに
流入し、第１面および第２面のもう一方の方から流出する。
【００５２】
　溝流路付き媒体は、所要の溝流路の形状を形成する任意の技法によって調製できる。従
って、本発明は、溝流路形成の特定の方法には限定されない。しかし、溝流路の幾何学的
形状と、溝流路付け加工およびひだ折り加工される媒体とに応じて、特定の方法の成功度
が異なるであろう。高いセルロース含有量を有する乾媒体は、相対的に非伸張性であり、
数パーセントを超えて伸張されるだけで断裂しやすい。対照的に、高い合成物質含有量を
有する媒体は、多くの場合伸張性が大きい。両方のタイプの媒体が、本発明での使用に適
している。特定の寸法および形状の溝流路、一般的には相対的に短くかつ幅広の溝流路の
成型加工には、波形ローラを使用できる。波形加工される媒体と言うのは、媒体を、２つ
の溝流路ローラの間に、例えば、それぞれが結果として得られる媒体の溝流路を創成する
のに適した表面形状を有する２つのローラ間のニップまたは噛み込みに通すことによって
得られる溝流路構造を有する媒体のことである。
【００５３】
　溝流路の高さを高くしたい場合は、媒体を本質的に折り畳み加工もしくはひだ折り加工
して溝流路を形成する方法を用いることが望ましいであろう。一般的に、ひだ折り（例え
ば折り畳み）による溝流路の成型加工は、微小ひだ折り加工（ｍｉｃｒｏｐｌｅａｔｉｎ
ｇ）と呼称できる。このひだが、媒体パックの面を形成するより大きなひだまたは折り目
よりも遥かに小さいからである。従って、溝流路を成型するこのような微小ひだ折り加工
法は、ひだ付きろ過媒体パックの第１面および第２面をもたらすようなひだの折り目を形
成するひだ折り加工もしくは折り畳み加工と混同するべきではない。溝流路を形成するた
めに微小ひだ折り加工によって媒体を折り畳み加工する技法の例として、折り目付け（ス
コーリング）、および、折り目を創成する圧力の利用が含まれる。以上から、ろ過媒体を
、まず溝流路を形成するように微小ひだ折り加工し、引き続いてひだ折り加工して、第１
面および第２面を有するひだ付きろ過媒体パックを形成することが可能である。
【００５４】
　図１～３を参照すると、先行技術による一般化されたひだ付きろ過媒体パックが、図１
の参照番号１０で示されている。ひだ付きろ過媒体パック１０は、国際公開第２００５／
０８２４８４号パンフレットによるひだ付きろ過媒体パックとして特徴付けることができ
る。図１のひだ付きろ過媒体パック１０は、媒体１２（図２参照）をひだ折り加工して得
られる３次元の網目構造１１として提供される。この媒体１２のひだ折り加工は、第１面
１５を形成する第１系列の折り目１４と、第２面１７を形成する第２系列の折り目１６と
を生成するように行われる。
【００５５】
　一般的に、媒体は、それ自体の上に折り返されて（往復配置されて）、第１系列の折り
目１４および第２系列の折り目１６を構成する。媒体１８の広がり部分は、第１系列の折
り目１４および第２系列の折り目１６の間に設けられる。使用中、側面２０および２２は
シールできる。その結果、第１面１５または第２面１７のいずれかに流入する流体は、第
１面１５または第２面１７のもう一方から流出し、その他の点では、流体がフィルタエレ
メントから流出する前に媒体を通り抜ける結果としてろ過される。側面２１および２３（
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例えば頂部および底部）も必要であればシールできる。
【００５６】
　図１は第１面１５を示しているが、第２面１７も第１面１５と同様に見える（但し、非
対称の溝流路断面積を有する媒体が異なる第１面および第２面１５、１７を有する場合を
除いて）。一般的に、第１系列の折り目１４および第２系列の折り目１６をひだの折り目
と称することができ、第１系列の折り目１４および第２系列の折り目１６はほぼ同じに見
える。ひだの折り目１４および１６の間には、媒体１８の広がり部分が広がっている。第
１面１５に向かって流れる流体は、一般的に、対向する媒体表面２４および２６の間に流
入する。媒体表面２４および２６の間の面積は開口２５として特徴付けることができる。
流体は、続いて、媒体１２を通り抜け、媒体表面２８および３０の間の下流側の開口２９
（図２に示される）から、そして第２面１７から流出する。媒体表面２８および３０の間
の面積は下流側の開口２９と呼称できる。
【００５７】
　開口２５および２９は、両者共図２に示されているが、図２は、ひだの折り目が記入さ
れていないひだ付きろ過媒体１２の一部分の表現である。図１～３は、ひだの折り目の実
際の形状を示すことなく、一般化または様式化されたひだの折り目１４、１６を示してい
ることが理解されるであろう。また、すべての媒体表面２４、２６、２８、３０、あるい
はすべての開口２５および２９に番号が付されているわけではなく、このような表面およ
び開口の若干の例にのみ番号が付されていることも理解されるであろう。
【００５８】
　参照番号２４および２６は、上流側または下流側のような媒体１２の一方の側に対応す
る（この場合、図２に示すように、媒体表面２４は上面を指し、媒体表面２６は底面を指
している）ことが理解されるべきである。同様に、参照番号２８および３０は、下流側ま
たは上流側のような媒体１２のもう一方の側を指している（この場合、図２に示すように
、ひだの表面または媒体表面２８は上面を指し、媒体表面３０は底面を指している）。媒
体１２はひだ折り加工されているので、媒体の片面が上流側を形成し、媒体のもう一方の
側が下流側を形成する。例えば、参照番号２４および２６が媒体の上流側を指すことがで
きるが、その場合は、参照番号２８および３０は媒体の下流側を指すことになる。参照番
号２４および２６は異なる媒体表面を指しているが、それらは両者共、媒体の上流側また
は下流側のいずれかにある。同様に、参照番号２８および３０は異なる媒体表面を指して
いるが、それらは両者共、媒体の上流側または下流側のいずれかにある。流体のほとんど
の部分はろ過される前に媒体の表面間を流れることが予想されるが、流体の幾分かは、ひ
だの折り目を通り抜けて流れることが予想される。
【００５９】
　ここで図３をさらに参照すると、媒体１２が断面で表現されており、連続円弧を描く隆
起部分３４を示している。媒体１２に関しては、連続円弧３４を特徴付けるために特定の
寸法を取り上げることができる。例えば、距離Ｄ１は、連続円弧３４によって規定される
隆起部分の下側の間隔を定める。距離Ｄ１は、同じ側の円弧のピーク４０および４２の媒
体１２の中心点３６および３８間の間隔として取ることができる。
【００６０】
　距離Ｄ２は、同じ側のピーク４０および４２の媒体１２の中心点３６および３８間の、
同じ距離Ｄ１上の隆起部分３４に対する媒体表面長さを規定する。距離Ｊは、媒体１２の
最低点から最高点までの、媒体１２の厚さＴを含めた高さを規定する。距離Ｊは、ピーク
４０の最低点４４から隣接する反対側のピーク４８の最高点４６まで、Ｄ１を規定する線
に垂直に測定される。
【００６１】
　図１～３の一般化されたひだ付きろ過媒体パックは、媒体パックの一方の側の容積が媒
体パックのもう一方の側の容積とほぼ同じであるような対称な媒体容積配置を有するとし
て特徴付けることができる。この対称な容積は、現在のろ過媒体製造において通常行われ
ている方式である。一般的な対称容積配置が図２に表現されている。この場合、開口２５
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の断面積は開口２９の断面積に等しい。対称な容積配置の結果として、媒体パックの１つ
の面は、媒体パックのもう一方の面とほぼ同じに見える。
【００６２】
　フィルタ寿命を延長するための１つの技法は、ひだ付きろ過媒体パックにおけるろ過媒
体量の増大である。ひだ付き媒体における媒体量を増大させるための１つの技法は、所与
の容積当たりのひだの個数を増やすことである。所与の容積当たりのひだの個数が増大す
るにつれて、ひだの側面は互いに近接してくる。特に、流体流れの圧力があると、隣接す
るひだが互いに接触し、それによってひだ間の流体流れが制限される傾向が生じる。この
種の制限はろ過性能を低下させる。
【００６３】
　図１～３の媒体１２は、流体が第１面１５および第２面１７を経由してひだ付きろ過媒
体に流入しそれから流出することを可能にするために、媒体表面の若干の分離を設けてい
るが、一方では、媒体１２においては、媒体表面２４および２６間および／または媒体表
面２８および３０間の接触の結果としてのマスキングが生じやすい。一般的に、マスキン
グは、多くの場合、媒体がもう一方の媒体シートに近接する結果、その箇所において媒体
を通り抜ける流れに抵抗が生じるような媒体箇所に生じる。その結果、マスクされた媒体
はろ過に対する有用性が制限され、マスクされた媒体は媒体の実質的な損失と考えること
ができる。図３に示す媒体１２の場合、（例えば）ピーク４０、４２および４８は相対的
に丸められており、媒体表面２４および２６と媒体表面２８および３０とが接触する時に
、接触面積部分および接触部分に十分近接する範囲は、マスキングを蒙る傾向があり、ろ
過に利用可能な媒体表面積に寄与しない。
【００６４】
　所与の溝流路に沿ってマスキングを受ける特定面積は相対的に小さくても、フィルタエ
レメント全体に及ぶ被マスク媒体の合計量はかなりの量になる可能性がある。フィルタエ
レメントにおける被マスク媒体量を低減すると共に、一方では同時に、溝流路の幾何学的
形状を修正してろ過に利用し得る媒体量を増やすことが可能である。マスキングを低減す
ることによって、フィルタエレメントの性能もしくは寿命を増大すること、あるいは、同
じ性能またはフィルタ寿命を維持しながらフィルタエレメントの寸法を低減することが可
能になる。一般的に、所与のフィルタエレメント寸法においてフィルタエレメント寿命を
延長すること、あるいは、所与のフィルタエレメント性能に対してフィルタエレメント寸
法を低減することは、ろ過媒体性能の向上と言うことができる。
【００６５】
　ここで図４ａ～４ｃおよび図５ａ～５ｄを参照すると、本発明に従って構成される種々
の溝流路の設計が示されている。これらの溝流路の設計は、マスキングを低減し、それに
よってろ過媒体性能を向上させるように計画されたものである。図４ａ～４ｃおよび図５
ａ～５ｄは、一般的に、マスキングを低減するように形状化されたピークを形成するため
に利用可能なろ過媒体用の溝流路の設計の例を模式的に表現している。
【００６６】
　相対的に鋭いピークを設けることによって、媒体表面間により鋭い可能接触点が形成さ
れる結果として、面シート間の接触面積が低減される。ろ過中は、ろ過媒体が圧力を受け
て変形することが予想される。相対的に鋭いピークを設けることによって、ろ過中に変形
の結果としてマスクされる媒体の量が、鋭さの程度が低いピークに比べて少なくなるであ
ろう。
【００６７】
　相対的に鋭いピークを呈する溝流路付き媒体を生成するための代表的な技法には、曲げ
加工、折り曲げ加工、または、相対的に鋭い端部を形成するに十分な方法で溝流路付き媒
体に折り目付けする加工が含まれる。相対的に鋭いピークを形成する可能性は多くの因子
によって左右されるが、媒体自体の組成、および、曲げ、折り曲げまたは折り目付け加工
に用いる処理機器がその因子に含まれる。一般的に、相対的に鋭いピークを形成する可能
性は、媒体の破断強度および厚さと、媒体が伸びる繊維あるいは開裂または切断に抵抗す
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る繊維のいずれを含有しているかとに左右される。溝流路の成型加工中、ろ過媒体の開裂
、切断または他の損傷を避けることが必要である。
【００６８】
　図４ａ～４ｃにおいては、典型的な溝流路付き媒体５０、６０および７０の断面図が示
されている。媒体５０、６０および７０は、トラス形状と呼称できる溝流路５２、６２お
よび７２を含む。一般的に、Ｄ１は溝流路の幅である。媒体５０における溝流路の幅Ｄ１
は、同じ側のピーク５４および５６の間の距離と規定される。媒体６０に対しては、溝流
路の幅Ｄ１は、同じ側のピーク６４および６６の間の距離と規定され、媒体７０に対して
は、溝流路の幅Ｄ１は、同じ側のピーク７４および７６の間の距離である。溝流路の幅Ｄ
１は、媒体５０、６０および７０の厚さを横切る中心点から測定される。Ｄ２の値は、Ｄ
１に対する値と同じ点から測定される、溝流路の幅の上の媒体の長さである。
【００６９】
　溝流路の高さＪは、隣接するピークの最も外側の点間の高さ距離として、所与の溝流路
に対してＤ１を規定する線に垂直に測定される。例えば、媒体５０に対する溝流路の高さ
Ｊは、ピーク５６の最も外側の点からピーク５８の最も外側の点まで測定される。媒体６
０に対する溝流路の高さＪは、ピーク６６の最も外側の点からピーク６８の最も外側の点
まで測定され、媒体７０に対する溝流路の高さＪは、ピーク７６の最も外側の点からピー
ク７８の最も外側の点まで測定される。媒体５０に対しては、ピーク５４、５６、５７お
よび５８を、相対的に鋭いピークを有するとして特徴付けることができる。同様に、媒体
６０および７０に対しては、ピーク６４、６６、６７、６８、７４、７６、７７および７
８を、相対的に鋭いピークを有するとして特徴付けることができる。媒体５０、６０およ
び７０における対向ピークを相対的に鋭いピークとして特徴付けることが可能であるが、
マスキングの低減から利益を得るためには、必ずしもすべてのピークが相対的に鋭いもの
である必要はない。例えば、マスキングの低減は、媒体の片側のみの溝流路のいくらかま
たはすべてに相対的に鋭いピークを設けることによって実現できる。
【００７０】
　例えば、図４ａの媒体５０は、一連の第１ピーク５１と一連の反対側の第２ピーク５３
とを有するとして特徴付けることができる。第１ピーク５１または第２ピーク５３は、マ
スキング低減の利点をもたらすために相対的に鋭くすることができる。同様に、媒体６０
は、第１系列のピーク６１と反対側の第２系列のピーク６３とを含み、媒体７０は、第１
系列のピーク７１と反対側の第２系列のピーク７３とを含む。マスキングを低減するため
に、媒体６０および７０は、第１組のピーク６１および７１、または第２組のピーク６３
および７３、あるいはその両者に相対的に鋭いピークを有することができる。第１組のピ
ーク５１、６１および７１と、第２組のピーク５３、６３および７３との両者に鋭いピー
クを設けることによって、マスキングの低減を実現することが望ましい。
【００７１】
　ここで図５ａ～５ｃを参照すると、溝流路付き媒体シート１００、１２０および１４０
の断面図が示されている。図５ａ～５ｃは、条件に合うすべての溝流路の幾何学的形状の
一定のスケールによる図としては意図されておらず、単に実施態様の例を示すものである
ことが留意されるであろう。図５ａにおいては、溝流路の幅Ｄ１は、ピーク１０２の中心
点からピーク１０４の中心点まで測定される。代替的に、溝流路の幅Ｄ１を、ピーク１０
１の中心点からピーク１０３の中心点まで測定できる。
【００７２】
　溝流路付き媒体１００は、各溝流路の幅Ｄ１に対して、または媒体長さＤ２に沿って、
２つの隆起部（リッジ）１０８を有するように表現されている。この隆起部（リッジ）１
０８は、溝流路の長さの少なくとも一部分に沿って延びている。一般的に、各隆起部（リ
ッジ）１０８は、溝流路付き媒体の相対的に平坦な部分１０８ａが溝流路付き媒体の相対
的に急傾斜の部分１０８ｂに接合する一般的領域として特徴付けることができる。「隆起
部（リッジ）」という用語の使用は、ピークとは見做されない媒体部分を指すように意図
されている。すなわち、隆起部（リッジ）はピーク間に設けることができ、非ピークと見



(16) JP 5932962 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

做すことができる。隆起部（リッジ）は、異なる傾斜の媒体部分間の交差線と見做すこと
ができる。いくつかの実施態様においては、隆起部（リッジ）の外観が媒体それ自体の不
規則性によって多少とも不明瞭になるかもしれないことに留意することが肝要である。隆
起部（リッジ）は、その箇所における媒体の変形の結果として形成できる。媒体は、媒体
に圧力を加えることによって隆起部（リッジ）において変形できる。
【００７３】
　溝流路付きシート１００の例の場合は、図５ａにおいて、溝流路付き媒体の相対的に平
坦な部分１０８ａが、ピーク１０１および隆起部（リッジ）１０８の間に広がる溝流路付
き媒体の一部分として見られる。溝流路付き媒体の相対的に急傾斜の部分１０８ｂは、ピ
ーク１０２から隆起部（リッジ）１０８に広がる部分として特徴付けることができる。隆
起部（リッジ）は、溝流路付き媒体の成型加工において、媒体を、溝流路付きシートの長
さに沿って、折り目付け加工、曲げ加工、折り曲げ加工、圧印加工、あるいは他の方式で
操作処理する結果として形成できる。溝流路付き媒体の成型ステップの間に、隆起部（リ
ッジ）を設けるステップを取ることが望ましいが、必ずしも必須ではない。隆起部（リッ
ジ）は、例えば熱処理または湿気処理、あるいはそれらの組み合わせによって設けること
が可能である。さらに、隆起部（リッジ）は、隆起部（リッジ）を設けるための付加的な
ステップなしに、折り目付け加工、曲げ加工または折り曲げ加工によって形成することも
可能である。
【００７４】
　隆起部（リッジ）の特徴形成は、溝流路のピークと混同するべきではない。一般的に平
坦な部分１０８ａおよび一般的に急傾斜の部分１０８ｂの特徴形成は、隆起部（リッジ）
１０８の存在を特徴付ける方策として意図されている。一般的に、平坦な部分１０８ａお
よび急傾斜の部分１０８ｂはなんらかの曲線を呈することがあり得る。すなわち、平坦な
部分１０８ａおよび急傾斜の部分１０８ｂは、特に、空気または液体のような流体がろ過
中に媒体を通り抜けて流れる時に、完全には平面状でないことが予期される。
【００７５】
　図５ａに示す媒体の隆起部（リッジ）１０８の存在は、ピーク１０１および１０２にお
けるマスキングを低減させるのに役立つ。隆起部（リッジ）１０８は、溝流路付きシート
１００の成型加工の結果として存在し、その結果、ピークにおける媒体の内部応力を低減
する。隆起部（リッジ）１０８が存在しなければ、溝流路付きシート１００における内部
引張力のレベルが増大する可能性が高い。これは、溝流路付きシートがピークにおいてよ
り大きな半径を形成する結果を惹起するであろう。隆起部（リッジ）１０８の存在は、隣
接するピーク（例えばピーク１０１および１０４）の間に存在する媒体量を増大させるの
に役立ち、かつ、溝流路付きシート１００内部の引張力をある程度緩和する結果として、
ピーク１０４を鋭くするのに役立つ。この内部引張力は、隆起部（リッジ）がなければ、
ピークにおいてそのシートを膨張または平坦化させる可能性があるのである。
【００７６】
　隆起部（リッジ）１０８の存在は目視観察によって認めることができる。隆起部（リッ
ジ）の存在は溝流路の端部を見ても特に明瞭ではないかもしれないが、フィルタエレメン
トに切り込めば、溝流路の長さに沿って延びる隆起部（リッジ）の存在を見ることができ
る。さらに、隆起部（リッジ）の存在は、フィルタエレメントにダストを載荷する技法に
よって確認できる。この場合、溝流路付きシートを剥がして、溝流路付き媒体上の隆起部
（リッジ）に合致する隆起部（リッジ）を有するダストのケーキを露出させることができ
る。ダストケーキ表面の２つの部分の交差が隆起部（リッジ）を形成する。一例としての
実施態様においては、溝流路内部にダストのケーキを形成するために溝流路に充満させる
媒体載荷用のダストは、ＩＳＯの微粒試験用ダスト（Ｆｉｎｅ　ｔｅｓｔ　ｄｕｓｔ）と
して特徴付けることができる。
【００７７】
　溝流路付きシート１００は、各長さＤ２に沿って２つの隆起部（リッジ）１０８を有す
るように構成できるが、必要であれば、溝流路付きシート１００を、各周期長さＤ２に沿
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って単一の隆起部（リッジ）を有するように構成することも可能であり、また、溝流路の
いくつかが少なくとも１つの隆起部（リッジ）を備え、いくつかの溝流路は２つの隆起部
（リッジ）を備え、いくつかの溝流路は隆起部（リッジ）を有しない形体、あるいは、こ
れらの任意の組み合わせを含む形体を有するように構成することも可能である。
【００７８】
　図５ａを再度参照すると、溝流路付きシート１００は、距離Ｄ２の上に２つの隆起部（
リッジ）１０８を含んでいる。但し、距離Ｄ２は、ピーク１０２の中心点からピーク１０
４の中心点までの溝流路付きシート１００の長さを指しており、隆起部（リッジ）はピー
クではない。溝流路のピーク１０１および１０３は第１の側の隣接ピークと呼称でき、ピ
ーク１０２および１０４は第２の側の隣接ピークと呼称できる。当然ながら、特定の側の
ピークを第１の側のピークと呼称し、他方の側のピークを第２の側のピークと呼称するこ
とは任意であって、望ましければ逆も可能である。
【００７９】
　ピークは、簡単に、ピーク、同じ側のピーク、第１の側の隣接ピークまたは第２の側の
隣接ピークと呼称できる。一般的に、「同じ側の隣接ピーク」の呼称は、周期を規定する
のに使用し得るピークを指している。「同じ側の」という規定のない「隣接ピーク」の呼
称は、互いに隣り合うが異なる方向に向くピークを指している。隣接ピークは、溝流路の
高さを記述するのに用いることができる。ピークのこの呼称は、図に示す媒体のような溝
流路付き媒体の記述に便利である。
【００８０】
　溝流路付きシートは、溝流路パターンを繰り返すプロセスによって作製される場合、溝
流路の繰り返しパターンを有するとして特徴付けることができる。溝流路の繰り返しパタ
ーンは、媒体の全幅にわたって（例えば横方向に）、溝流路のパターンが繰り返されるこ
とを意味する。例えば、すべての溝流路が隣接ピーク間に１つの隆起部（リッジ）を呈す
ることができる。すべての溝流路が隣接ピーク間に２つの隆起部（リッジ）を呈すること
ができるパターンもあり得る。さらに、隆起部（リッジ）が、いくつかの溝流路の隣接ピ
ーク間には存在するが、他の溝流路の隣接ピーク間には存在しないようなパターンもあり
得る。例えば、１周期が単一の隆起部（リッジ）または２つの隆起部（リッジ）を呈する
ことができ、続く周期は、隆起部（リッジ）なし、あるいは単一または２つの隆起部（リ
ッジ）を呈することができ、さらに引き続く溝流路は、隆起部（リッジ）なし、あるいは
単一または２つの隆起部（リッジ）を呈することができる、などである。通常、パターン
はある点においてそれ自体を繰り返す。このようないくつかの周期内には３個以上の隆起
部（リッジ）があることになろう。
【００８１】
　隆起部（リッジ）の存在という特徴付けは、隆起部（リッジ）が溝流路の長さに沿って
存在することを意味すると理解されるべきである。一般的に、隆起部（リッジ）は、所要
の性能を得るのに十分な長さのものとして、溝流路に沿って設けることができる。隆起部
（リッジ）は溝流路の全長に及ぶことができるが、例えば、ひだ折り加工または折り曲げ
加工のような溝流路の末端処理の影響の結果として、隆起部（リッジ）が溝流路の全長（
溝流路長さの１００％）には及ばない可能性もある。
【００８２】
　隆起部（リッジ）は、溝流路長さの少なくとも１０％、さらに典型的には溝流路長さの
２５％に延びることが望ましい。例えば、隆起部（リッジ）は、溝流路長さの少なくとも
３０％、溝流路長さの少なくとも４０％、溝流路長さの少なくとも５０％、溝流路長さの
少なくとも６０％、あるいは溝流路長さの少なくとも８０％に延びることができる。この
ような隆起部（リッジ）は、溝流路の長さに沿って連続的にまたは非連続的に延びること
ができる。また、隆起部（リッジ）は、溝流路に沿って均等に分布させることができ、あ
るいは、溝流路の長さに沿って不均等に配置することが可能である。例えば、特定の実施
形態においては、媒体パックの上流側または下流側の面のいずれかの付近で、溝流路がよ
り多くまたはより少ない隆起部（リッジ）を有するように分布配分された溝流路を備える
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ことが望ましい場合がある。
【００８３】
　しかし、すべての隣接するピーク間に１つまたは２つの隆起部（リッジ）が存在するこ
と、あるいは、繰り返しパターンがあることという要件はない。本発明の利益は、少なく
ともいくらかの溝流路が隣接ピーク間に少なくとも１つの隆起部（リッジ）を呈するよう
な溝流路を設けることによって得ることが可能である。いくつかの実施態様においては、
溝流路の少なくとも２５％が、隆起部（リッジ）の存在の利益を実現するために隣接ピー
ク間に少なくとも１つの隆起部（リッジ）を呈する。溝流路の少なくとも５０％が、溝流
路の各隣接ピーク間に少なくとも１つの隆起部（リッジ）を呈することがさらに望ましく
、それが溝流路の１００％であればなお一層望ましい。
【００８４】
　図５ｂを参照すると、溝流路付き媒体１２０が、隣接するピーク１２４および１２５の
間に２つの隆起部（リッジ）１２８および１２９を含む。媒体１２０は、長さＤ２に沿っ
て、４個の隆起部（リッジ）１２８および１２９を含む。図示の実施形態においては、媒
体の単一の周期長さが４個の隆起部（リッジ）を含んでいる。隆起部（リッジ）１２８お
よび１２９はピーク１２４、１２５または１２６ではないことが理解されるべきである。
媒体１２０は、隣接ピーク（例えばピーク１２５および１２６）間に２つの隆起部（リッ
ジ）１２８および１２９があるように構成できる。この場合も、パターンを設けることが
できる。図５ｂに示すパターンの場合は、各隣接ピーク間に２つの隆起部（リッジ）があ
り、各周期に４個の隆起部（リッジ）が設けられる。代替的な繰り返しパターンにおいて
は、パターンがパターンのどこかで隣接ピーク間に少なくとも１つの隆起部（リッジ）の
生起を含む限り、隣接ピーク間に任意個数（例えば０、１つ、２つまたはそれより多く）
の隆起部（リッジ）を設けることができる。図５ｂに示す望ましい実施形態においては、
各隣接ピーク間に２つの隆起部（リッジ）がある。隆起部（リッジ）１２８は、媒体の相
対的に平坦な部分１２８ａが溝流路付き媒体の相対的に急傾斜の部分１２８ｂに接合する
領域として特徴付けることができる。
【００８５】
　隆起部（リッジ）１２９は、溝流路付き媒体の相対的に平坦な部分１２９ａと、溝流路
付き媒体の相対的に急傾斜の部分１２９ｂとが交差する結果として形成できる。溝流路付
き媒体の相対的に急傾斜の部分１２９ｂは、隆起部（リッジ）１２９およびピーク１２５
の間に広がる溝流路付き媒体の一部分として、かつ、（例えば）隆起部（リッジ）１２９
およびピーク１２５の間の角度を有するとして特徴付けることができる。ピーク１２５は
溝流路付き媒体の平坦な部分１２９ａの上に延びている。従って、ピーク１２５は、隣接
する溝流路付き媒体１２９ａからの明確な突起部を示す。
【００８６】
　ここで図５ｃを参照すると、溝流路付き媒体１４０は、隣接するピーク１４４および１
４５の間に少なくとも２つの隆起部（リッジ）１４８および１４９を含む。媒体１４０は
、長さＤ２に沿って、４個の隆起部（リッジ）１４８および１４９を含む。媒体の単一の
周期長さが４個の隆起部（リッジ）を含むことができる。隆起部（リッジ）１４８および
１４９はピーク１４４、１４５および１４６ではないことが理解されるべきである。媒体
１４０は、隣接ピーク（例えばピーク１４４および１４５）間に２つの隆起部（リッジ）
１４８および１４９があるように構成できる。さらに、溝流路付きシート１４０は、他の
隣接するピークの間に１つの隆起部（リッジ）または２つの隆起部（リッジ）があるよう
に、あるいは隆起部（リッジ）なしに構成できる。
【００８７】
　各隣接ピーク間に２つの隆起部（リッジ）があることという要件はない。隆起部（リッ
ジ）の存在を交互にするか、あるいは、隆起部（リッジ）を隣接ピーク間の所々に設ける
ことが望ましい場合は、ピーク間に隆起部（リッジ）が欠落していることも可能である。
一般的に、溝流路のパターンは、その溝流路のパターンが、繰り返されかつ隣接ピーク間
に隆起部（リッジ）の存在を含む場合に設けることができる。
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【００８８】
　隆起部（リッジ）１４８および１４９は、溝流路付きシートの相対的に平坦な部分が溝
流路付きシートの相対的に急傾斜の部分に接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の場合は、溝流路付きシートの相対的に平坦な部分１４８ａが溝
流路付きシートの相対的に急傾斜の部分１４８ｂに接合し、隆起部（リッジ）１４９の場
合は、溝流路付きシートの相対的に平坦な部分１４９ａが溝流路付きシートの相対的に急
傾斜の部分１４９ｂに接合する。従って、溝流路付き媒体１４０は、鋭いピーク１４５お
よび１４６を有する。
【００８９】
　溝流路付きシート１００、１２０および１４０は、ピークからピークまで比較的対称な
ものとして示されている。すなわち、媒体１００、１２０および１４０については、隣接
ピーク間に同じ個数の隆起部（リッジ）を有する溝流路が繰り返される。隣接ピークとい
うのは、溝流路付き媒体の長さに沿って互いに隣り合うピークのことを言う。例えば、溝
流路付き媒体１００については、ピーク１０１および１０２が隣接ピークと見做され、ピ
ーク１０２および１０４は、同じ側の隣接ピークと見做すことができる。しかし、媒体の
１周期が、隣接ピーク間に同じ個数の隆起部（リッジ）を有する必要はなく、媒体を、こ
の方式で非対称として特徴付けることが可能である。すなわち、媒体を、周期の一方の半
分に１つの隆起部（リッジ）を有し、周期のもう一方の半分には隆起部（リッジ）を具備
しないように調製することが可能である。
【００９０】
　隆起部（リッジ）（例えば１０８、１２８、１２９、１４８および１４９）の存在を設
けるもう１つの利点は、この隆起部（リッジ）が媒体における応力の低減に役立ち、それ
によってより鋭いピークが形成されるという点である。一般的に、隆起部（リッジ）が形
成されなければ、媒体内により大きな引張力またはメモリが生じ、それによってピークの
幅が広くなってマスキングの程度が高くなる可能性がある。ろ過媒体に溝流路付け加工す
る際にろ過媒体に隆起部（リッジ）を導入することによって、相対的に鋭いピークを創成
しかつその維持を助けることが容易になり、マスキングが低減される。
【００９１】
　ろ過媒体の面積を維持しながら、マスキングを低減する、あるいは、マスキングの程度
が相対的に低いひだ付き媒体を形成するもう１つの技法は、所与の容積におけるひだ付き
面間の可能な接触箇所数を低減することである。一般的に、可能な接触箇所とは、１つの
媒体表面上の溝流路のピークと、隣接する媒体表面上の対応する溝流路のピークとの間の
可能な接触箇所を意味する。これを実施する１つの技法は、溝流路の幅高さ比の増大また
は低減である。溝流路の開渠の幅高さ比は、溝流路の周期長さＤ１の溝流路の高さＪに対
する比である。溝流路の幅高さ比は次式によって表現できる。
　　　　　溝流路の幅高さ比＝Ｄ１／Ｊ
溝流路の周期長さＤ１および溝流路の高さＪのような測定距離は、（ひだの折り目形成の
結果としての溝流路の変形のため）各端部における溝流路長さの２０％を除いた溝流路の
長さに沿う、ろ過媒体についての平均値として特徴付けることができる。すなわち、距離
Ｄ１およびＪは、溝流路の端部が通常ひだ折り加工の結果として変形しているので、溝流
路の端部から離れた位置で測定できる。ひだの折り目において計算される溝流路の幅高さ
比は、ひだの折り目から離れた位置の溝流路の幅高さ比を表現しない可能性が高い。この
ため、溝流路の幅高さ比は、溝流路の端部近傍の溝流路長さの最終部分の２０％を除いた
溝流路長さ全体にわたる平均値として測定できる。非テーパ化溝流路を備えた媒体のよう
な「標準的な」媒体については、溝流路の周期長さＤ１および溝流路の高さＪは、溝流路
の長さに沿って相対的に一定であり得ることが予期される。相対的に一定であるとは、ひ
だの折り目が幅高さ比に影響する可能性がある各端部の２０％の長さを除く溝流路の長さ
全体にわたって、溝流路の幅高さ比が約１０％の範囲内で変化し得ることを意味する。
【００９２】
　テーパ化された溝流路を有する媒体のような「非標準の」媒体の場合は、溝流路の幅高
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さ比は、溝流路の全長にわたって変化できるか、あるいは、ほぼ同じままであることがで
きる。非標準媒体のもう１つの例として、溝流路の少なくとも一部分が、溝流路の全長に
わたって変化する溝流路高さ（Ｊ）を有する媒体が含まれる。溝流路の高さまたは幅が溝
流路の全長にわたって変化する溝流路を設ける利点は、隣接媒体表面間の可能な接触を少
なくしてマスキングを低減する可能性である。
【００９３】
　ここで図４ａ～４ｃを参照すると、媒体５０、６０および７０は種々の溝流路の幅高さ
比を示している。一定のスケールで図示されていると見做すと、媒体５０の溝流路の幅高
さ比は約２．５であり、媒体６０の溝流路の幅高さ比は約５．８であり、媒体７０の溝流
路の幅高さ比は約０．３４である。一般的に、好ましい溝流路は、約１～約８、好ましく
は約１．５～約７．５、さらに好ましくは約２～約５の幅高さ比を呈する。媒体パックの
寿命を向上させるために、２より大きい、約２．５より大きい、あるいは、３より大きい
溝流路の幅高さ比が望ましい。いくつかの実施態様においては、溝流路の幅高さ比が４よ
り大きい。
【００９４】
　溝流路の幅高さ比に類似の特性であって溝流路を理解するための有意義な手段になり得
るもう１つの特性は、「開渠の幅高さ比」である。一般的に、開渠の幅高さ比は次式に従
って決定できる。
　　　　　開渠の幅高さ比＝Ｄ１／Ｃ
この式において、Ｃは開渠の溝流路の高さであって、溝流路の高さ（Ｊ）から媒体の厚さ
（Ｔ）を差し引いたものである。この開渠の幅高さ比は、媒体の厚さに基づいていないの
で、有利な特性である。図４ａ～４ｃの媒体５０、６０および７０の場合は、開渠の幅高
さ比を、それぞれ、２．８２、５．８３および０．３６と計算できる。トラス形状の溝流
路の場合は、溝流路が２より大きい開渠の幅高さ比を呈することが望ましい場合が多い。
媒体性能を強化するためには、一般的に、約２．２５より大きい、約２．５より大きい、
約２．７５より大きい、あるいは、３より大きい開渠の幅高さ比を形成することが望まし
い。開渠の幅高さ比は、約１０より小さい、約９．５より小さい、約９より小さい、約８
．５より小さい、約８より小さい、約７．５より小さい、あるいは、６より小さいことが
望ましい。例としての実施態様においては、開渠の幅高さ比は２～７、３～６、あるいは
４～５である。
【００９５】
　媒体の厚さが、幅高さ比および開渠の幅高さ比に及ぼす影響を示すために、図５ｄに注
目してみる。図５ｄに示す媒体１５０の場合は、幅高さ比は２．１であると計算でき、開
渠の幅高さ比は２．７５であると計算できる。
【００９６】
　ろ過媒体の性能を強化するためにはマスキングの低減が望ましいが、ろ過媒体性能のも
う１つの強化策は、所与の容積におけるろ過に利用可能な媒体面積量の増大である。図５
ａ～５ｃに示す媒体形状は、所与の容積内に存在する媒体表面積量を向上させる技法を示
している。媒体うねり率は、溝流路の形体が、所与の容積において媒体表面積が強化され
たろ過媒体パックをどのように構成し得るかを測るのに役立ち得る。媒体うねり率はうね
り長さ（ＣＬ）の測定を必要とする。
【００９７】
　うねり長さＣＬおよび媒体長さＤ２の間の関係は、媒体うねり率として特徴付けること
ができる。媒体うねり率は次式によって決定できる。
【数２】

【００９８】
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　溝流路付き媒体の隣接するピーク間に単一または複数の隆起部（リッジ）を設けること
によって、距離Ｄ２を、先行技術の媒体に比較して増大させることができる。１つまたは
複数の隆起部（リッジ）が存在する結果として、例えば、隆起部（リッジ）を含まないひ
だ付き媒体に比べて、ろ過に利用可能なより多くの媒体を有するろ過媒体を提供すること
が可能になる。媒体うねり率の測定は、隣接ピーク間に配備される媒体量を特徴付けるの
に用いることができる。長さＤ２は、溝流路付きシート１００、１２０および１４０の一
周期における溝流路付きシート１００、１２０および１４０の長さとして定義される。溝
流路付きシート１００の場合は、距離Ｄ２は、ピーク１０２からピーク１０４までの溝流
路付きシートの長さである。この距離は２つの隆起部（リッジ）１０８を含む。溝流路付
きシート１２０の場合は、長さＤ２は、ピーク１２４からピーク１２６までの溝流路付き
シート１２０の距離である。この距離は４個の隆起部（リッジ）１２８および１２９を含
む。溝流路付きシート１４０の場合は、長さＤ２は、ピーク１４４からピーク１４６まで
の溝流路付きシート１４０の距離である。この距離は４個の隆起部（リッジ）１４８およ
び１４９を含む。
【００９９】
　隣接ピーク間に１つ以上の隆起部（リッジ）を設ける結果として隣接ピーク間のろ過媒
体が増大することは、媒体うねり率によって特徴付けることができる。例として、先行技
術によるひだ付き媒体（例えば図１～３に示す媒体）は、通常、約０．０９％～約０．８
９％の媒体うねり率を呈する。本発明に従って作製される溝流路の場合は、媒体うねり率
は、約１％より大きく、約１．５％より大きく、そして約２％より大きくすることができ
る。いくつかの実施態様においては、媒体うねり率は３％より大きく、場合によっては４
％より大きい。いくつかの実施態様においては、媒体うねり率が５％を超え得る。媒体う
ねり率は一般的に約２５％より小さく、さらに典型的には約２０％より小さい。
【０１００】
　ろ過に利用可能なろ過媒体の量を増大させるもう１つの技法として、媒体パックの溝流
路密度の増大が含まれる。溝流路密度とは、ろ過媒体パックにおけるろ過媒体の断面積当
たりの溝流路の個数のことを言う。溝流路密度は、溝流路の高さＪ、溝流路の周期Ｄ１、
および媒体の厚さＴを含むいくつかの因子によって変化する。溝流路密度は、媒体パック
溝流路密度と呼称でき、ひだの最大計数値（ｐｌｅａｔ　ｃｏｕｎｔ　ｍａｘｉｍｕｍ：
ＰＣＭａｘ）において決定される。ＰＣＭａｘは、溝流路を変形することなくパネルを製
造し得るひだの最大計数濃度である。一般的に、ＰＣＭａｘは、溝流路の変形の結果とし
て性能に影響が及ぶ前に、所与の容積内に配置し得るひだの最大個数のことを言う。これ
は、モデル化されたパネル型形体においては、隣接する媒体面上の溝流路のピークがほぼ
その全長に沿って接触するであろうことを意味している。パネル型フィルタについては、
ＰＣＭａｘひだ濃度は１／（２Ｊ）に等しい。フィルタエレメントに対する媒体パックの
溝流路密度（ρ）の計算式は次式である。
【数３】

【０１０１】
　フィルタエレメントの溝流路密度は、フィルタエレメントの断面積において開かれてい
る溝流路および閉じられている溝流路を含む溝流路の個数を計数して、その計数値を、溝
流路の個数が決定された位置におけるフィルタエレメントの断面積の２倍で割ることによ
って計算できる。一般的に、標準的な媒体の場合には、溝流路密度は、流入側の面から流
出側の面まで、逆の場合も同様に、フィルタエレメントの長さ全域にわたって相対的に一
定のままであることが予期される。
【０１０２】
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　媒体断面積というのは、媒体の断面積のことであって、必ずしもフィルタエレメントの
断面積ではないことが理解されるべきである。フィルタエレメントは、ハウジングと係合
するように考えられた外装またはシールを有することができ、これによってフィルタエレ
メントの断面積は媒体の断面積よりも大きくなる。さらに、媒体の断面積というのは、媒
体パックの有効な面積を言うのであって、ろ過に有用でない媒体パックの部分（例えばシ
ールで覆われた面積）を含まない。
【０１０３】
　一般的に、媒体パックの溝流路密度を高めると、ある容積の媒体内部の媒体の表面積を
増大する傾向がもたらされ、従って、ろ過媒体の負荷容量が増大する傾向が得られる。そ
の結果、媒体の溝流路密度を増大すると、媒体の負荷容量を強化する効果が得られるが、
媒体の溝流路密度の増大は、他の因子が同じままであるとすると、媒体を通り抜ける場合
の圧力低下が高くなる影響が生じる可能性がある。
【０１０４】
　ろ過媒体の溝流路密度を高めることは、溝流路の高さ（J）または溝流路の周期長さ（
Ｄ１）、あるいはその両者を低減する結果になる可能性がある。その結果、溝流路密度が
増大するにつれて溝流路の寸法（溝流路の寸法というのは溝流路の断面積を言う）が縮小
する傾向が生じる。また、その結果、溝流路の寸法が小さくなって、ろ過媒体パックを横
切る圧力低下が高くなる結果が生じる。媒体パックを横切る圧力低下というのは、媒体パ
ックの第２面で測定される圧力に対する、媒体パックの第１面で決定される圧力差を意味
する。この場合、第１面および第２面は通常媒体パックの反対側に設けられる。媒体パッ
クを横切る圧力低下は溝流路密度および溝流路の長さに部分的に依存している。
【０１０５】
　比Ｄ２／Ｄ１も、例えば図１～３によるひだ付き媒体と比べてより多いろ過媒体が存在
することを示す指標として用いることができる。一般的に、図１～３による先行技術のひ
だ付き媒体は、１．００４～１．０３５のＤ２／Ｄ１比を呈すると見做すことができる。
本発明による媒体パックは、１．０４より大きいＤ２／Ｄ１比を有するように形成するこ
とが可能である。溝流路がトラス形状を呈するろ過媒体パックの場合は、Ｄ２／Ｄ１の比
を１．０５～１．３５、好ましくは１．１～１．３にすることができる。いくつかの実施
態様においては、Ｄ２／Ｄ１の比を１．０５～１．５０にすることができる。
【０１０６】
　ここで図６～８を参照すると、媒体が図５ａに示す溝流路形状を有するひだ付きろ過媒
体パックが、参照番号２００で示されている。ひだ付きろ過媒体パック２００は、機械方
向２０４および横方向２０６を有する媒体２０２を含む。媒体は、第１系列のひだの折り
目２０８および第２系列のひだの折り目２１０（図８参照）を形成するように折り込まれ
ており、媒体２０２は、第１組のひだの折り目２０８および第２組のひだの折り目２１０
の間に往復配置されて広がっている。媒体２０２は溝流路２２０を含み、溝流路２２０は
相対的に鋭いピーク２２２および２２４を含む。溝流路２２０は、さらに、隣接ピーク（
例えばピーク２２２および２２４）間に設けられる隆起部（リッジ）２２６を含む。
【０１０７】
　ひだ付きろ過媒体パック２００は、開口２３６をその間に形成する媒体表面２３２およ
び２３４と、開口２４２をその間に形成する媒体表面２３８および２４０とを含む。ひだ
付きろ過媒体パック２００は、第１組のひだの折り目２０８および開口２３６を含む第１
面２５０を有するとして特徴付けることができる。ひだ付きろ過媒体パック２００は、さ
らに、第２組のひだの折り目２１０および開口２４２を含む第２面２５２を有するとして
特徴付けることができる。従って、空気は、第１面２５０における開口２３６からひだ付
きろ過媒体パック２００に流入し、媒体２０２を通り抜けてろ過され、続いて、第２面２
５２における開口２４２を経由してひだ付きろ過媒体パック２００から流出する。特定の
条件においては、流体を、第２面２５２からひだ付きろ過媒体パックに流入させ、第１面
２５０を経てひだ付きろ過媒体パック２００から流出させることが有利であり得る。
【０１０８】
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　例えば図１～３によるひだ付きろ過媒体パックに比べて、ひだ付きろ過媒体パック２０
０からは多くの利点がもたらされる。例えば、ひだ付きろ過媒体パック２００は、媒体表
面間の可能な接触箇所数を制限することに寄与する所要の幅高さ比を呈する。媒体表面間
の可能な接触箇所数を制限または低減することによって、マスキングが低減される可能性
が生じ、それによって、所与の容積内に、ろ過に利用可能なより多くの媒体が存在する結
果がもたらされる。さらに、ひだ付きろ過媒体パック２００は、図５ａに示す溝流路形状
に合致する溝流路形状を備えている。すなわち、溝流路形状は隆起部（リッジ）２２６の
存在を可能にする。隆起部（リッジ）２２６を設けることによって、溝流路は相対的に高
い媒体うねり率を有する。媒体うねり率を高めることによって、例えば図１～３に示すひ
だ付きろ過媒体パックに比べて、所与の容積内により多くの媒体を配備できる。さらに、
図５ａに示す溝流路形状に合致する溝流路形状を備えたひだ付きろ過媒体パック２００を
設けることによって、ピーク（あるいはピークの少なくとも一部分）を相対的に鋭くする
ことができる。相対的に鋭い半径が形成される結果として、媒体表面間の接触によって惹
起されるマスキングを低減できる。さらに、ひだ付きろ過媒体パック２００は、媒体容積
の非対称（媒体の非対称容積とも呼称される）および媒体断面積の非対称をも提供する。
【０１０９】
　媒体容積の非対称または媒体断面積の非対称が存在すると、図４ａ～４ｃに示すトラス
形状および図１～３に示す先行技術のひだ付き媒体とは異なる溝流路形状が表現されるこ
とを理解できる。図５ａ～５ｃに示す溝流路形状は、媒体容積の非対称および媒体断面積
の非対称を提供し得る典型的な溝流路である。
【０１１０】
　図６～８によるひだ付きろ過媒体パック２００の別の利点は、それが、相対的に少量の
ひずみにしか関わり得ない媒体を利用できるという点である。それは、ひだの折り目が、
媒体の全体の長さを相対的に一定に保持しかつひずみを低減するように形成されるからで
ある。一般的に、相対的に少量のひずみしか許容し得ない媒体には、ひずみが僅か３％よ
り大きくなると破壊する傾向を有する媒体が含まれる。例えば、セルロースの含有量が高
く、低温かつ乾状態の媒体がそうである場合が多い。湿潤で暖かい媒体でも、ひずみが、
いくつかの媒体については約８％より、他の媒体においては約１０％より、あるいは、時
には約１２％より大きくなると、破壊する傾向を有する場合が多いであろう。従って、い
くつかの実施態様においては、高いセルロース含有量を有する媒体に対して、本発明の溝
流路設計を用いることができる。いくつかの実施形態においては、セルロース含有量が１
００％またはその近傍である。他の実施態様においては、セルロース含有量は、９０％、
８０％、７０％、６０％または５０％より高い。
【０１１１】
　図８に示すように、第１組のひだの折り目２０８および第２組のひだの折り目２１０の
間の機械方向の距離は、横方向２０６全域において一定である。これによって、媒体上の
全体ひずみが相対的に小さいひだの折り目の形体を得ることが可能になり、その結果、ろ
過媒体パックに使用し得る媒体を、いくつかの実施態様においては約８％より大きい、他
の実施態様においては約１０％より大きい、あるいは、さらに他の実施態様においては約
１２％より大きいひずみには耐えることができない媒体として特徴付けることができる。
しかし、高度のひすみに耐えることができる媒体も本発明の種々の実施態様において使用
可能であることが理解されるであろう。
【０１１２】
　一般的に、媒体容積の非対称は、ひだ付きろ過媒体パックの上流側および下流側の間の
容積の非対称のことを言い、この容積の非対称は、媒体パック内部における充填配置によ
って惹起される容積の非対称よりも、むしろ媒体の溝流路形成配置によって惹起される容
積の非対称に基づいて計算される。媒体断面積の非対称は、それが、溝流路の長さに沿う
ある１点に取られた媒体の断面に基づくという点を除いて、同様の方法で計算される。
【０１１３】
　「媒体容積の非対称」という語句が意味するところをさらに理解するために、図９～１
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０ｂを参照する。図９の場合は、媒体２５０は、第１の理論平面２５２と第２の理論平面
２５４との間を上下するように示されている。媒体容積の非対称というのは、媒体パック
に対する理論平面２５２および２５４の間において、媒体２５０の一方の側における、媒
体２５０のもう一方の側に比べた容積の差異のことを言う。理論平面２５２および２５４
を特徴付ける１つの方法は、媒体２５０がひだ折り加工されかつ十分に充填されて、図１
０ａに示すように、ピーク２５６および２５８が反対側の媒体表面と接触していると見做
すことである。
【０１１４】
　媒体容積の非対称は、媒体パック内部における充填配置よりもむしろ媒体の溝流路形成
配置によってもたらされる。媒体の一方の側の開かれた断面積（図９、面積２５７）を、
媒体の１つの表面から、その媒体の同じ側の溝流路のピークによって規定される線まで広
がっているものとして見ることができる。この面積は、その媒体の反対側の表面と、反対
側の溝流路のピークによって規定される線とによって画定される媒体のもう一方の側の開
かれた断面積（図９、面積２５９）よりも大きい。これらの断面積が、媒体の所与の断面
における媒体断面積の非対称を規定する。
【０１１５】
　続いて、プリーツパックの上流側の面から下流側の面まで延びる断面積の非対称が上流
側容積および下流側容積を特徴付け、それが、媒体容積の非対称を特徴付ける。溝流路の
ピークがひだの折り目からひだの折り目まで延びる場合または延びない場合のプリーツパ
ックの場合であって、ひだの折り目間の媒体がほとんど湾曲しておらず実質的に平坦であ
るプリーツパックの場合（ひだの折り目間の媒体における溝流路の断面の重心が平面に載
るプリーツパックの場合）は、上流側の媒体容積を、上流側の媒体表面と、ひだの折り目
におけるその隣接表面と、ひだの折り目の中心線に対して溝流路のピーク上に形成される
凸面の外被とによって閉囲される容積であると見ることができる。下流側の媒体容積は、
下流側の媒体表面と、ひだの折り目におけるその隣接表面と、ひだの折り目の中心線に対
して溝流路のピーク上に形成される凸面の外被とによって閉囲される容積であると見るこ
とができる。媒体の容積比は、この上流側の媒体容積の下流側の媒体容積に対する比であ
る。
【０１１６】
　図１０ａに示すひだの充填配置は、所与の容積において溝流路が相互に歪め合わないよ
うなひだの最大個数を表しているので、ひだの最大計数値（ＰＣＭａｘ）として特徴付け
ることができる。図１０ａにおいては、媒体２５０の断面図が示されているが、この媒体
２５０は、それ自体の上に前後にひだ折りされている。媒体容積の非対称のこの計算に基
づくと、図１０ａに示す媒体配置に対する媒体容積の非対称の値は、図１０ｂに示す媒体
配置に対する媒体容積の非対称と同じである。図１０ｂにおいては、媒体２５０はひだ折
りされているが、ピーク２５６および２５８は接触していない。従って、媒体容積の非対
称の定義が、媒体がひだ折りされてひだ付きろ過媒体パックに形成される時に存在し得る
媒体表面間の可能な分離を考慮している。
【０１１７】
　理論平面２５２および２５４は統計的なピークの最大値に基づいて決定される。逸脱し
たものは計算から排除される。例えば、高くなり過ぎるかまたは低過ぎるピークで、ろ過
媒体の充填密度に大きくは影響しないピークが時に存在することがあるが、このようなピ
ークは理論平面２５２および２５４の計算目的には考慮されない。さらに、時には、容積
の非対称を高めるために、ピークを飛ばして設ける場合、あるいは、平均溝流路の高さよ
り遥かに低い高さで形成する場合があり得ることが理解されるべきである。このような場
合には、低減されたひだの高さは充填密度の計算には影響しないであろう。一般的に、充
填密度は、図１０ａに示すように媒体表面のピークが丁度接触した場合に、所与の容積内
に配備され得るひだの個数を言う。
【０１１８】
　「媒体容積の非対称」を計算する利点は、媒体の容積（上流側容積および下流側容積）
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を媒体に基づいて計算でき、その結果が、フィルタエレメントの実際の上流側および下流
側容積とは異なる可能性があるという点である。例えば、媒体を、ピークが本質的に丁度
相互に接触するパネルとして配置できるが、そのような場合は、フィルタエレメントの上
流側容積および下流側容積は「媒体容積の非対称」の計算と整合するべきである。
【０１１９】
　しかし、別の方式として、媒体を、ピークが相互に接触しない形体に配置できる。例え
ば、パネル型フィルタエレメントにおいて媒体表面を相互に十分分離すること、あるいは
円筒型フィルタエレメントの場合が典型例となるが、媒体表面を相互に分離することが可
能であり、このような場合には、フィルタエレメントにおける容積の非対称は、「媒体容
積の非対称」の計算とは異なることが予期される。従って、「媒体容積の非対称」の計算
を用いることは、ろ過媒体パックに対する容積の非対称（または容積の対称）の計算を、
媒体それ自体に基づいて、かつ、媒体がフィルタエレメント内にどのように配置または充
填されるかには関係なく、基準化するための技法である。値をもつことができるもう１つ
の計算は、フィルタエレメントにおける実際の容積の非対称である。フィルタエレメント
における実際の容積の非対称というのは、エレメントの上流側およびエレメントの下流側
の間の容積の差異から得られる容積の非対称のことを言う。媒体の配置（例えば、パネル
型または円筒型）がこの値に影響し得る。
【０１２０】
　媒体断面積の非対称も、フィルタエレメントを調査することによって計算できるが、断
面積は、ひだの折り目から離れて測定することが望ましい。従って、例えば、媒体断面積
を、ひだの折り目から溝流路高さの３倍を除いた距離にわたる溝流路長さに沿って取るこ
とができる。媒体断面積の非対称をひだの折り目から離れて計算する理由は、媒体断面積
の非対称の計算に対するひだの折り目の影響を避けるためである。さらに、媒体断面積の
非対称は溝流路の長さに沿って変化する場合があり得ることが理解されるべきである。こ
の変化は溝流路のテーパの結果である可能性がある。
【０１２１】
　媒体断面積の非対称に関しては、媒体の断面積が、通常、媒体のそれぞれの側における
非対称を示すであろう。図１０ａに示すように、断面は、断面積２５３の断面積２５５と
の非対称を示している。
【０１２２】
　溝流路の３次元構造は、流体の流れに対する開かれた容積と共に、（ダストのような）
汚染物質が蓄積する空間をも規定する。いくつかの実施形態においては、ろ過媒体は、媒
体の一方の側における容積が媒体のもう一方の側における容積よりも大きくなるような媒
体容積の非対称を呈する。一般的に、媒体容積の非対称は、溝流路を含むひだ付きろ過媒
体の上流側および下流側の間の容積の非対称のことを言う。媒体容積の非対称は、媒体パ
ック内部における充填配置よりもむしろ媒体の溝流路形成配置によってもたらされる。
【０１２３】
　ここで図１１ａおよび図１１ｂを参照すると、ろ過媒体パックの一部分の概略的な断面
図が、図１１ｂにおける走査断面像と共に図１１ａに示されている。図１１ａでは、媒体
４５０の断面図が示されているが、この媒体４５０は、それ自体の上に前後にひだ折りさ
れている。図示の実施形態においては、ピーク４５６および４５８は接触している。各ピ
ーク４５６、４５８は、溝流路４６０、４６２が隣接する部分から延びている。図示の実
施形態においては、各溝流路は隆起部（リッジ）４６４、４６８を含む。図１１ｂでは、
ピーク４５６および４５８が、周囲の溝流路の一般断面形状を超えて延びる先端部を含む
ことが観察されるであろう。図示の実施形態においては、溝流路の一般断面形状は、部分
４６０、４６２によって特徴付けられるが、ピーク４５８はこの一般断面形状から上方に
突き出ている。例えば、図１～３の先行技術の媒体は、（例えば、但し制限なしに）図５
ｂ、図１１ａおよび図１１ｂに表現される方式で隣接媒体の上部に突き出るピークを有し
ていないことが観察されるであろう。
【０１２４】
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　本発明に従って構成される媒体の断面走査写真が図１１ｂに示されており、それは、そ
れ自体の上に前後にひだ折りされた媒体４５０の断面図をも示している。図示の実施形態
においては、ピーク４５６および４５８は接触しており、各溝流路は、隆起部（リッジ）
４６４、４６８を含む。図１１ｂから、媒体パックが、本発明の範囲から逸脱することな
く変化できることを示し得ることが認められるであろう。すなわち、図１１ｂの媒体パッ
クは、図１１ａに図示された媒体パックの実際の実施態様を示す。
【０１２５】
　ここで図１２～１４を参照すると、ろ過媒体パックが参照番号３００で示されている。
このろ過媒体パックは、第１面３０４（図１２参照）を形成するひだの折り目３０２と、
第２面３０８（図１３参照）を形成するひだの折り目３０６とを含む。媒体表面３１０お
よび３１２は、それらが接触しないように互いに分離されており、媒体表面３１４および
３１６は互いに分離されているので、それらは接触しない。媒体表面３１０および３１２
の間には開口３２０が設けられ、媒体表面３１４および３１６の間には開口３２２が設け
られる。図１４に示すように、第１面３０４における開口３２０を通る流体流れは、流体
のろ過をもたらす媒体を通り抜け、続いて、第２面３０８におけるもう１つの開口３２２
から流出する。
【０１２６】
　フィルタエレメントまたはフィルタカートリッジは、長期使用可能なフィルタエレメン
トとして提供できる。本明細書における「長期使用可能な（ｓｅｒｖｉｃｅａｂｌｅ）」
という用語は、ろ過媒体を含むフィルタエレメントであって、対応するエアクリーナから
周期的に取り外して交換できるフィルタエレメントを指していることを意味している。長
期使用可能なフィルタエレメントまたはフィルタカートリッジを含むエアクリーナは、そ
のフィルタエレメントまたはフィルタカートリッジの取り外しおよび交換が可能なように
構成される。一般的に、エアクリーナはハウジングおよびアクセスカバーを含むことがで
き、そのアクセスカバーによって、使用済みフィルタエレメントの取り外しと、新規の、
または清浄化された（再生された）フィルタエレメントの装着とが可能になる。
【０１２７】
　パネル型に形成されるひだ付きろ過媒体パックは、そのひだ付きろ過媒体上の面が平行
であれば、「直線型通過流れ形体」として、あるいはその変形名称によって呼称できる。
例えば、パネル型の形態で提供されるフィルタエレメントは、一般的に流入面および流出
面を有することができるが、その場合、流れは、一般的に同じ直線型通過方向においてフ
ィルタエレメントに流入しかつそれから流出する。いくつかの例においては、一般的に、
それぞれの面を、両者が互いに平行な平坦面または平面状にすることができる。しかし、
これとは異なる変形態、例えば非平面状の面もいくつかの用途においては可能である。
【０１２８】
　別の方式として、流入面および流出面を、各面が平行にならないように互いに角度をも
って構成することが可能である。さらに、フィルタエレメントは、非平面状の面を有する
ろ過媒体パックを含むことができ、非平面状の面はもう一方の面に平行でないと見做すこ
とができる。ろ過媒体パックのための典型的な非平面状の面として、円筒型配置または円
錐型配置に形成されるろ過媒体パックの内側表面および外側表面を構成する面が含まれる
。ろ過媒体パックのためのもう１つの典型的な非平面状の面として、媒体表面が、首尾一
貫性のないまたは不規則なひだの深さ（例えば、１つのひだの深さが別のひだの深さと異
なる）を有するろ過媒体パックがある。流入流れの面（時に「端部」と呼称される）を第
１面または第２面のいずれかと呼称でき、流出流れの面（時に「端部」と呼称される）を
第１面または第２面のもう一方と呼称できる。
【０１２９】
　パネル型に形成されるひだ付きろ過媒体を含むフィルタエレメントに見られる直線型通
過流れ形体は、例えば、米国特許第６，０３９，７７８号明細書に記載されるタイプの円
筒型形体に配置されるひだ付きろ過媒体を含む円筒型フィルタエレメントとは対照的であ
る。この円筒型フィルタエレメントにおいては、流れは、一般的に、フィルタエレメント
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を通り抜ける際に実質的に方向転換する。すなわち、米国特許第６，０３９，７７８号明
細書によるフィルタエレメントにおいては、流れは、円筒の側面を通って円筒型フィルタ
カートリッジに流入し、続いて方向転換して、前方流れ装置においては円筒型フィルタの
端部を通って流出する。逆方向流れ装置においては、流れは、端部から円筒型フィルタカ
ートリッジに流入し、続いて方向転換して円筒型フィルタカートリッジの側部から流出す
る。このような逆方向流れ装置の例が、米国特許第５，６１３，９９２号明細書に示され
ている。ひだ付きろ過媒体を含むフィルタエレメントのもう１つのタイプとして、ろ過媒
体パックが円錐形態に配置される円錐型フィルタエレメントを挙げることができる。
【０１３０】
　ここで図１５ａおよび図１５ｂを参照すると、ひだ付きろ過媒体パックが参照番号３５
０で示されている。このろ過媒体パック３５０においては、媒体表面３５２および３５４
は接触しており、媒体表面３５６および３５８も接触している。ろ過媒体パック３５０の
ひだの折り目は、折り目の実際の構造を示さずに一般化された様式で表現されていること
が注目されるであろう。ひだの折り目の実際の構造のより詳細な表現は、（例えば）図１
４に示されている。
【０１３１】
　一般的に、図１５ａのひだ付きろ過媒体パック３５０は、ひだの密度が理論的な最大値
（ＰＣＭａｘ）になっている事例的な形態で示されており、対向するひだ上の溝流路のピ
ークがひだの全深さに沿って接触している。このため、所与の容積内におけるひだの個数
が最大になり、それによって、所与の容積内における媒体量が最大になる。図１５ａおよ
び図１５ｂに表現されるように、媒体表面３５２および３５４は開口３６０を示し、媒体
表面３５６および３５８は開口３６２を示しており、これらの開口両者が、媒体容積の非
対称および媒体断面積の非対称を表している。容積の非対称を設ける利点は、大きい方の
容積を汚染側の容積として、あるいは所要に応じて清浄側の容積として構成し得る点にあ
る。大きい方の容積を汚染側に構成すると、フィルタエレメントをパネル型フィルタに構
成した場合に、フィルタエレメントの寿命を延長できる。汚染側容積または上流側におけ
る媒体は、通常、粒子状物質がケーキ状に堆積する媒体部分である。例えば容積の非対称
を創成することによって上流側の容積を増大すると、寿命の延長によって、媒体パックの
性能の向上が可能になる。
【０１３２】
　前記のように、溝流路のピークは、通常、鋭い半径、または、ひだ間のマスキングを低
減する明確な先端部によって特徴付けられる。溝流路のピークは、必ずしも完全な円弧を
形成するのではなく形状において種々の変形態を有することが理解されるであろうが、い
くつかの実施態様においては、ほぼ半径に相当する距離を特定して測定することがなお可
能である。以下の開示に従って測定できるこの半径（局所有効内半径）は、一般的には４
ミリメートルより小さく、さらに多くの場合２ミリメートルより小さく、頻繁には１ミリ
メートルより小さく、さらに場合によっては０．５ｍｍより小さいであろう。大型の溝流
路に対しては、さらに大きい半径が適切な場合もある。明確な、または測定可能な半径を
有することができない溝流路も、それが、本明細書に記載する他の特徴、例えば、隆起部
（リッジ）の存在、媒体の非対称容積などの特徴を含む場合は、本開示の範囲内に包含さ
れることがさらに理解されるであろう。
【０１３３】
　先行技術の媒体における例としての半径ｒが図３に示されている。本発明に関しては、
半径ｒは、種々の実施形態に対して、図４ａ、図４ｂ、図４ｃ、図５ａ、図５ｂおよび図
５ｃに示されている。特に図５ｃを参照すると、溝流路付き媒体１４０を、相対的に鋭い
半径と見做し得るピーク１４５における半径ｒ１を有するように構成でき、かつ、相対的
に鋭い半径と見做し得るピーク１４６における半径ｒ２を設けることができる。半径ｒ１

およびｒ２は同じものまたは異なるものにすることができる。さらに、相対的に鋭い半径
のｒ１またはｒ２の一方のみを設けることによっても、マスキングを低減する利点は実現
可能である。
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【０１３４】
　図１６ａおよび図１６ｂは、実際のろ過媒体上において決定される半径の例を示す。半
径は、例えば、局所有効内半径と呼ばれる測定量を用いる方法によって測定できる。局所
有効内半径は、所与の溝流路の先端部、ピークまたは隆起部（リッジ）における外側の最
小曲率半径から溝流路の平均媒体厚さを差し引いたものとして定義される。外側の最小曲
率半径は、所与の溝流路の先端部、ピークまたは隆起部（リッジ）の断面の最も外側の表
面を辿って形成される曲線に適合する接触円の最少曲率半径である。参考のため、十分に
滑らかな平面曲線上の所与の点における接触円というのは、その中心が内側の法線上にあ
り、かつ、その曲率が、その点における所与の曲線の曲率に等しい円である。局所有効内
半径の測定の図解例が図１６ａおよび図１６ｂに示されている。
【０１３５】
　別の方式においては、（特定の実施形態に対して）受け入れ可能な半径の記述に用いる
ことができる公式が、溝流路の幅（Ｄ１）および媒体の厚さ（Ｔ）に基づいている。相対
的に鋭い半径として特徴付けることができるピークにおける半径の記述に使用し得る公式
の例は、（Ｄ１－２Ｔ）／８である。但し、溝流路の幅Ｄ１は約１ｍｍより大きくかつ約
４ｃｍより小さい。厚さ（Ｔ）は、約０．１２７ｍｍ（０．００５インチ）より大きくか
つＤ１の１／２より小さい。相対的に鋭い半径は、約（Ｄ１－２Ｔ）／１６より小さい半
径を有することが望ましい。
【０１３６】
　ここで図１７および図１８を参照すると、円筒型配置４０２のろ過媒体パックの一部分
が参照番号４００で示されている。このろ過媒体パックは、第１面４０４および第２面４
０６を含む。円筒型配置４０２に対して、第１面４０４を円筒型配置の内側表面と見做す
ことができ、第２面４０６を円筒型配置の外側表面と見做すことができる。第１面４０４
は、相対的に大きい開口４０５を有するように構成でき、第２面４０６は、相対的に小さ
い開口４０７を有するように構成できる。ろ過媒体パック４０２に空気が流される場合、
第２面４０６におけるひだの間に、増大した間隔が提供される。そのため、図１７および
図１８に示す配置の場合、汚染空気が第２流れ面４０６からろ過媒体パックに流入し、第
１流れ面４０４を経由してろ過媒体パックから流出すると有利であり得る。
【０１３７】
　ろ過媒体パックに空気を流すことによって、媒体表面間の増大した分離と（マスキング
がない結果として）増大した媒体面積とを汚染空気受け入れ用として構成でき、かつ、相
対的に大きい容積を下流側または清浄側の容積として構成することが可能になるので、流
体が僅かな制限しか受けずにろ過媒体パックから流出できる。円筒型配置４０２の結果と
して、（媒体の非対称容積として計算される）相対的に大きい容積を、内側表面に開かれ
た側に設けることができ、相対的に小さい容積を、外側表面に開かれた側に設けることが
できる。
【０１３８】
ろ過媒体
　ろ過媒体は、セルロース繊維、合成繊維、ガラス繊維またはこれらの組み合わせを含有
する不織繊維材料を含む、相対的に可撓性のある媒体であって、多くの場合その中に樹脂
を含み、時には付加的な材料で処理された媒体として構成できる。１つの例としてのろ過
媒体は、セルロース系のろ過媒体であって、湿潤でかつ暖かければ開裂することなく約１
２％までのひずみを許容し得るが、乾状態でかつ低温であればより低いひずみ率（いくつ
かの媒体の場合は３％程度の低ひずみ率）で破断すると見られるろ過媒体として特徴付け
ることができる。ろ過媒体は、許容し得ない媒体損傷を受けることなく、種々の溝流路形
状またはパターンに溝流路付け加工でき、かつ、ひだ付きろ過媒体を形成するようにひだ
折り加工できる。さらに、ろ過媒体は、使用中に、その溝流路付き形体を維持するような
性質のものであることが望ましい。上記の約１２％より大きいひずみを許容し得るいくつ
かのろ過媒体も入手可能であり、そのような媒体を本発明に従って利用できるが、このタ
イプの媒体は、相対的に多量の合成繊維を組み込む必要があるので、通常、遥かに高価で
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ある。
【０１３９】
　溝流路付け過程において媒体に非弾性的変形が惹起され、これによって、媒体がその当
初形状に戻ることが防止される。しかし、成型変位が解除されると、溝流路は、時に部分
的にスプリングバックして、生じた伸張および曲げの一部分のみを回復する場合がある。
また、媒体は樹脂を含有することができる。溝流路付け過程の間、媒体を加熱して樹脂を
軟化させることができ、樹脂が冷却されると、溝流路付けされた形状の維持に役立つ。
【０１４０】
　例えば、米国特許第６，９５５，７７５号明細書、同第６，６７３，１３６号明細書お
よび同第７，２７０，６９３号明細書に従って、ろ過媒体の片面または両面に微細な繊維
材料を装着することが可能である。これらの明細書の内容は、参照によって、その全体が
本願に組み込まれる。一般的に、微細な繊維は高分子微細繊維（マイクロファイバおよび
ナノファイバ）と呼称でき、ろ過性能を改善するために媒体上に装着できる。媒体上に微
細繊維を存在させることによって、所定のろ過特性を実現しながら重量または厚さが低減
された媒体の提供が可能になる。従って、媒体上に微細繊維を装着することによって、ろ
過性能の向上、より薄い媒体の使用、あるいはその両者が可能になる。微細繊維として特
徴付けられる繊維は、約０．００１ミクロン～約１０ミクロンの直径、約０．００５ミク
ロン～約５ミクロンの直径、あるいは約０．０１ミクロン～約０．５ミクロンの直径を有
することができる。微細繊維を形成するのに使用し得る代表的な材料として、ポリ塩化ビ
ニリデン、ポリビニルアルコールポリマー、ポリウレタン、および、ナイロン６、ナイロ
ン４、６、ナイロン６、６、ナイロン６、１０のような種々のナイロンを含むコポリマー
、並びにそれらのコポリマー、ポリ塩化ビニル、ＰＶＤＣ、ポリスチレン、ポリアクリロ
ニトリル、ＰＭＭＡ、ＰＶＤＦ、ポリアミド、およびこれらの混合物が含まれる。
【０１４１】
　ひだ付きろ過媒体の性能強化はいくつかの技法に拠ることができる。この技法は、パネ
ル型フィルタ配置で用いられるひだ付きろ過媒体と、円筒型または円錐型フィルタ配置で
用いられるひだ付きろ過媒体とに対して適用可能である。ひだ付きろ過媒体がパネル型フ
ィルタ配置と円筒型または円錐型フィルタ配置とのいずれに使用するように意図されてい
るかに応じて、異なる選好が選択され得る。本開示の観点から見て、パネル型フィルタ配
置用として特定の選好がより望ましい場合と、円筒型フィルタ配置用として特定の選好が
より望ましい場合とが理解されるであろう。
【０１４２】
　従って、選好の特定は、パネル型フィルタ配置および円筒型フィルタ配置の両者に対す
る選好を反映するようには意図されていないことが理解されるべきである。さらに、選好
は、円筒型フィルタ配置が、前方流れ配置（汚染空気が円筒の外側表面からろ過媒体パッ
クに流入する場合）または逆方向流れろ過媒体パック（汚染空気がろ過媒体パックの内側
表面からろ過媒体パックに流入する場合）のどちらに特徴付け得る配置として意図されて
いるかによって変化し得ることが理解されるべきである。
【０１４３】
フィルタエレメント
　以下に述べるフィルタエレメントは、本発明に従って構成される例として提示されるも
のであり、本発明の教示に従って作製されるエレメント設計をすべて包含するようには意
図されていない。むしろ、当業者は、多様な代替的エレメントが、本開示の範囲内および
特許請求の範囲内において構成され得ることを理解するであろう。図１９に、パネル型フ
ィルタ３００が表現されている。このパネル型フィルタ３００は、ひだの折り目３０２を
含む形体にひだ折り加工された媒体３０１を含む。また、図示のパネル３００はフレーム
構造３１０を含み、このフレーム構造３１０はその上にシール装置３１２を有する。シー
ル装置３１２は、一般的に、パネル型フィルタ３００が配置されるハウジングまたは他の
構造物とのシールを形成するように構成される。パネル型フィルタ３００は、さらに、パ
ネル型フィルタ配置３００の片面を横切る支持グリッド３１４を含む。
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【０１４４】
　図１９に示すパネル型フィルタからパネル型フィルタの種々の変形態が生じるが、一般
的にその特徴は類似している。その特徴としては、平行な複数のひだ、パネル型フィルタ
内部に固定されたシール装置、および、１つの平面内の１組のひだの折り目３１６と別の
平面内の第２組のひだの折り目３１８とを含む長方形の形体、が含まれる。（ひだの端部
または反対側の端部３２０は、必要であれば、シーラントによって、あるいは、型材もし
くはフレーム内に納めることによって閉止できる。）図１９には表現されていないが、多
くの場合、ひだ付き媒体における溝流路が、ひだの折り目３１６および３１８にほぼ垂直
に（他の非垂直方向も想定されるが）延びるであろう。従って、溝流路は、ひだの折り目
３１６からひだの折り目３１８の方向に延びることができる。
【０１４５】
　他の配置においては、ひだ付き媒体が、開かれた中心領域の回りに構成または配置され
る。このようなフィルタ配置の例が図２０および図２１に表現されている。図２０にはフ
ィルタ配置３３０が表現されている。フィルタ配置３３０は、第１および第２端部キャッ
プ３３２および３３４を含み、ひだ付き媒体３３６がその間に延びている。ひだ付き媒体
３３６のひだは、通常、端部キャップ３３２および３３４の間の方向に延びている。図２
０の特定のフィルタ配置３３０は外側ライナー３４０を有しており、図では、その１箇所
が、ひだを見るために取り除かれている。（通常、ひだはライナー３４０を通してみるこ
とができるが、便宜上、配置３３０はそのようには表現されていない。）図示の外側ライ
ナー３４０は展伸金網を含むが、プラスチックのそれを含む種々多様な外側ライナーを使
用できる。いくつかの例においては、外側ライナーは全く使用されない。配置３３０の側
面図である図２１にも注目すると、端部キャップ３３２および３３４が示されており、ま
た、ひだの折り目３３６が、外側ライナー３４０と同様に示されている。図２０の特定配
置３３０の場合は、ひだの方向に垂直な方向は、一般的にフィルタ配置３３０の円周であ
り、それが両側矢印３４２で指示されている。
【０１４６】
　図示の特定のフィルタ配置３３０は一般的に円筒型であるが、他の方式も可能である。
通常、エレメント３３０のようなエレメントは、この例では端部キャップ３３２に相当す
る開かれた端部キャップと、同じくこの例では端部キャップ３３４に相当する閉じられた
端部キャップとを有するが、他の方式も可能である。端部キャップに言及する場合に用い
る「開かれた」という用語は、開かれた中心開口３４４を有する端部キャップであって、
フィルタ配置３３０の内部空間３４６と外部との間において、空気が媒体３３６を通り抜
けることなく流れることを可能にするような端部キャップを指すことを意味する。閉じら
れた端部キャップは、対照的に、開口を有しない端部キャップである。溝流路は、図示さ
れていないが、通常、ひだ付き媒体３３６の外側のひだの折り目から、内側容積３４６に
向かってエレメントの内部に垂直（またはほぼ垂直）の方向に配置されるであろう。しか
し、溝流路は、外側のひだの折り目に垂直に延びる必要は必ずしもないことが理解される
であろう。
【０１４７】
　端部キャップ３３２および３３４用として種々の装置が開発されてきた。端部キャップ
は、媒体に対して成型加工された高分子材料を含むことができる。代替的に、端部キャッ
プは、適切な接着剤またはポッティング剤で媒体に固定された金属の端部キャップまたは
他の予備成型された端部キャップを含むものでもよい。図示の特定の端部キャップ３３２
および３３４は成型端部キャップであり、それぞれ圧縮可能な発泡ポリウレタンを含む。
端部キャップ３３２は、使用中エレメント３３０をハウジング内にシールするためのハウ
ジングシール３５０と共に示されている。図示のシール３５０は内側のラジアルシールで
あるが、外側のラジアルシールおよび軸方向シールも可能である。
【０１４８】
　エレメントは、端部キャップ３３２および３３４の間に、図２０に示すように媒体３３
０の内側に沿って延びる内側のライナー３５２を含むことができるが、いくつかの配置に
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おいては、このようなライナーはオプションである。内側ライナーは、使用する場合は、
展伸金網または多孔金属板のような金属、あるいはプラスチックにすることができる。
【０１４９】
　外側および内側のひだの折り目によって規定される外側の円筒表面および内側の円筒表
面間の距離は、一般的にひだの深さとして言及される。（類似の距離は図１９のパネル型
フィルタあるいは図２２の円錐型フィルタにおけるひだの深さである。）
【０１５０】
　図２０および図２１に表現される配置を、本明細書では、時に、「円筒型に構成された
」媒体を用いる「円筒型配置」として、あるいは同様の特徴付けによって言及する。筒形
の媒体を利用するすべてのフィルタ配置が円筒に構成されるわけではない。この一例が図
２２に示されている。図２２を参照すると、フィルタ配置４００は、ひだ折り加工された
媒体４０２の広がり部分を含み、ひだの方向は矢印４０４の方向に延びている。フィルタ
配置４００は、若干円錐状になっており広幅の端部４０６と狭い端部４０８とを有する。
広幅の端部４０６に端部キャップ４０７が配置され、狭い端部４０８に端部キャップ４０
９が配置される。円筒型配置の場合と同様に、種々の開かれた端部キャップおよび閉じら
れた端部キャップを用いることができる。図示の特定の例においては、端部キャップ４０
７が開かれたキャップ、端部キャップ４０９が閉じられたキャップである。
【０１５１】
　フィルタ配置４００は、端部キャップ４０７および４０９の間に延びる外側の支持スク
リーン４１０を含む。特定の配置４００は内側の支持スクリーンを含んでいないが、それ
を使用することも可能である。フィルタエレメント４００は、図示の例では軸方向シール
であるシール装置４１２を含むが、内側または外側のラジアルシールも可能である。エレ
メント４００は、ハウジングに装着するための非連続ネジ方式の装着装置４１４を含む。
配置４００は、その全体が、２００３年１０月２３日に出願された国際出願ＰＣＴ／ＵＳ
２００３／３３９５２号明細書に詳細に記述されており、その内容は、参照によって本願
に組み込まれる。
【０１５２】
　ここで図２３および図２４を参照すると、フィルタ配置が参照番号５００として示され
ている。フィルタ配置５００は、１つのタイプの円錐型フィルタエレメントおよび／また
は１つのタイプのパネル型フィルタエレメントと見做すことができる。フィルタ配置５０
０は、第１面５０２および第２面５０４を有するように示されており、ひだ付き媒体５０
６は第１面５０２および第２面５０４の間に広がっている。本明細書の記述に従って構成
される溝流路は、通常、第１および第２面５０２、５０４の間の方向に配置される。第１
面５０２はスクリーン５０３を含み、第２面５０４はスクリーン５０５を含む。フィルタ
エレメント５００は、第１側部５１０と第２側部５１２と第１端部５１４と第２端部５１
６とを含む。第１側部５１０および第２側部５１２は、ひだ付き媒体５０６の側部のシー
ルに役立つポッティング材料５２０と、エレメント５００がエアクリーナ内に配置された
場合に、流体が媒体５０６を迂回するのを防止するシール５２２とを含む。第１端部５１
４および第２端部５１６はひだ付き媒体の面の端部をシールする。また、この両端部は、
エレメント５００をエアクリーナ内部に配列するのに役立つガイドピン５３０を含む。
【０１５３】
　図示のフィルタエレメント５００は、半径Ｒ１が半径Ｒ２と異なるので円錐型と見做す
ことができる。一般的に、半径Ｒ１は第１側部５１０における半径を指し、半径Ｒ２は第
２側部５１２における半径を指す。フィルタエレメント５００は円錐型の構造を有するよ
うに示されているが、半径Ｒ１およびＲ２が同じであることも可能であり、その場合は、
フィルタエレメントは、部分的な円筒型配置に、あるいは代替的に、湾曲したパネル型配
置にきわめて似ている。
【０１５４】
　フィルタエレメントは、種々のハウジング構成において利用可能であり、また所要に応
じて、周期的に交換または清浄化または刷新できる。空気ろ過の場合は、ハウジングは、
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エンジンの吸気、タービンの吸気、ダスト捕集、および、暖房および空調を含む種々の空
気清浄化または処理の用途のためのエアクリーナの一部として設けることができる。液体
ろ過の場合には、ハウジングを、例えば、水、オイル、燃料および液圧流体のための清浄
化または処理用の液体クリーナの一部とすることができる。
【実施例】
【０１５５】
　以下の実施例は、本開示の説明に役立つように提示されるものであり、本開示に関する
制限と見做されるべきではない。
【０１５６】
　ひだ付き媒体を有するフィルタエレメントを、フィルタ性能モデル化ソフトウェアを用
いて比較した。表現された実施例についてフィルタエレメントを構成して試験したわけで
はない。その代わりに、フィルタエレメントおよびフィルタエレメント構成要素の寸法、
フィルタエレメントおよびフィルタエレメント構成要素の性質および特性、使用条件、並
びに、被ろ過空気の特性のような変数を、フィルタ性能をモデル化するコンピュータプロ
グラムに入力した。フィルタ性能モデル化ソフトウェアは、相対的なフィルタエレメント
の設計性能に関する指針を提供するように想定されているが、実際のフィルタ性能は変化
するであろうことが予想される。
【０１５７】
　各実施例について、コンピュータプログラムへの入力に用いた変数を確認特定した。エ
ンジン吸気用の粒子状物質除去空気フィルタの場合、多くのパラメータの内の２つを、潜
在性能を評価する際の代表的なものとして考慮した。この２つは、初期圧力低下および装
置の寿命である。装置の寿命は、フィルタエレメントが、所定の限界圧力低下までにダス
トを貯留し得る容量（例えば、２５インチ水柱高さの最終圧力低下までのグラム容量）で
ある。本明細書に記載する実施例における汚染物質としてダストを用いているが、本発明
の教示に従って作製されるフィルタエレメントは、通常、ダスト以外の多くの汚染物質を
除去すること、従って、ダストは、例示および比較目的のための事例的汚染物質としての
み用いられていることが理解されるであろう。
【０１５８】
　実施例は、１つのフィルタエレメント設計の性能を別のフィルタエレメント設計と比較
するが、その場合、それらのフィルタエレメント設計がモデル化されており、フィルタエ
レメントにおける設計パラメータを一定に保持して、その後、１つの設計パラメータを一
度に変化させた。
【０１５９】
　以下の実施例については、モデル化されたひだ付きパネル型フィルタエレメントの寸法
は幅１０インチ×幅１０インチ×深さ１．５インチであった。媒体は、Ｍｉｎｎｅｓｏｔ
ａ州Ｂｌｏｏｍｉｎｇｔｏｎに本社を置くＤｏｎａｌｄｓｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ
．の多くのひだ付き媒体エンジンエアフィルタ製品に見られる代表的製品のセルロース媒
体として一定に保持した。媒体は０．０１３２インチの厚さ（Ｔ）を有すると特徴付けら
れる。さらに、モデル化されたフィルタエレメントに対する空気の容積流量を一定に保持
し、モデル化されたフィルタエレメントに供給するダストのタイプをＩＳＯ微粒（ＩＳＯ
　Ｆｉｎｅ）とした。異なる実施例においては、いくつかのパラメータを一定に保持し、
他のパラメータを以下に示すように変化させた。
【０１６０】
　媒体パックの性能は、選択された試験条件と、選択された媒体および配置とに応じて変
化することが理解されるべきである
【０１６１】
実施例１
　この実施例は、特定の溝流路形状について、溝流路の充填密度がフィルタの初期圧力低
下およびフィルタ寿命に及ぼす影響を評価するようにモデル化された。溝流路は、図２５
に示すように、ろ過媒体の連続する１８０°の連結円弧から形成される。この例の場合、
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　　　Ｔは、媒体の厚さ（０．０１３２インチと選択された）であり、
　　　Ｊは、溝流路の高さであり、
　　　Ｄ１は、溝流路の幅であり、
　　　Ｄ２は、溝流路の幅に対応する媒体の長さであり、
　　　Ｃは、溝流路の深さ（ＪからＴを差し引いたもの）であり、
　　　Ｒは、溝流路の形状評価の基準になる溝流路の内半径（この半径は隣接ピークにつ
いても同じである）である。
【０１６２】
　再記すると、ＰＣＭａｘは、溝流路を変形することなくパネルを製造し得るひだの最大
計数濃度である。一般的に、ＰＣＭａｘは、溝流路の変形の結果として性能に影響が及ぶ
前に、所与の容積内に配置し得るひだの最大個数のことを言う。これは、モデル化された
パネル型形体においては、隣接する媒体面上の溝流路のピークがほぼその全長に沿って接
触するであろうことを意味している。パネル型フィルタについては、ＰＣＭａｘひだ濃度
は１／（２Ｊ）に等しい。これは、フィルタに対する空気の容積流量が固定された場合、
Ｊが変化すると、ひだの計数が変化して、媒体面積および媒体面速度（ろ過媒体を通り抜
ける空気流れの平均速度）が変化するであろうことを意味している。
【０１６３】
　この実施例は、ＰＣＭａｘと、毎分４８９．７立方フィート（ｃｆｍ）のフィルタエレ
メント容積流量とにおいてモデル化されたもので、上流側（汚染側）の媒体パック容積が
下流側（清浄側）の媒体パック容積に等しいものであった。溝流路は、１８０°円弧－円
弧の溝流路として特徴付け得る形状を有すると仮定されているが、これは、媒体が１つの
ピークから曲線を描いていくと、媒体は隣接するもう１つのピークまで続けて曲線を描き
、その曲線間に直線部分はないことを意味している。半径（Ｒ）は、この円弧－円弧の溝
流路形状を維持する最大半径と言うことができる。結果を表１に報告し、かつ、図２５に
おいて黒丸（●）としてグラフに表現している。さらに、溝流路形状の小規模表現を、対
応する黒丸に沿って図２５に示している。
【０１６４】
　表１および図２５から明らかなように、半径が減少すると、Ｊが減少し、Ｄ１も減少し
、ＰＣＭａｘは増大する。モデル化された媒体および条件においては、初期圧力低下が低
い場合の最良のフィルタ寿命の１つは、Ｊ値が０．０６４インチで、Ｒが０．０１９イン
チである場合にもたらされる。従って、Ｒ値が低いことは、一般的に好ましい初期圧力低
下とフィルタ寿命とに相当する。
【０１６５】
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【表１】

【０１６６】
実施例２
　この実施例は、溝流路の高さ（Ｊ）および溝流路の幅（Ｄ１）を固定して半径（Ｒ）を
変化させた場合の影響を示すために導入されたものである。
【０１６７】
　この実施例においては、Ｊは０．０８３インチに一定に保持され、Ｄ１は０．１４イン
チに一定に保持されたので、ＰＣＭａｘも一定であった。汚染側容積は清浄側容積に等し
かった（すなわち、媒体容積の非対称なし）。第１の溝流路形状は、実施例１において提
示した設計の１つに基づいて選択した。半径が変化するにつれて、溝流路の設計は、実施
例１に示した円弧－円弧形状から離れて、媒体の平坦な領域によって分離される２つの円
弧によって特徴付けられる円弧－平坦部－円弧形状であって連続的に鋭くなるピークを有
する形状に移っていく。溝流路の隣接ピークにおける半径は同じであるとしてモデル化し
た。この実施例の結果を表２に報告し、かつ、図２６において黒ダイヤ（◆）としてグラ
フに表現している。さらに、溝流路形状の小規模表現を、対応する黒ダイヤに沿って図２
６に示している。
【０１６８】
　半径（Ｒ）が減少するにつれて、初期圧力低下が低減し、寿命が増大する。一般的に、
半径が小さい方が望ましい。この実施例は、鋭い溝流路のピークと、低減された媒体マス
キングとの値を示している。
【０１６９】
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【表２】

【０１７０】
実施例３
　この実施例は、溝流路の幅（Ｄ１）を変化させた場合の影響を示すために提示される。
溝流路の形状は、０．０８３インチの高さ（Ｊ）、０．０１０インチの半径（Ｒ）および
０．１４インチの溝流路の幅（Ｄ１）を有する表２の溝流路形状から始まる。溝流路の高
さおよび半径は一定に保持されているが、溝流路の幅を変化させた。この実施例の結果を
表３に報告し、かつ、図２７において黒三角（▲）としてグラフに表現している。さらに
、溝流路形状の簡単化した断面を図２７に示している。
【０１７１】
　一般的に、この実施例においては、溝流路の幅（Ｄ１）が増大するにつれて、初期圧力
低下が低減し、寿命が短縮し、比Ｄ２／Ｄ１が減少する。溝流路の高さおよび半径に対し
て溝流路の幅（Ｄ１）を増大することは、低い初期圧力低下をもたらすには役立つが、こ
の実施例においては、フィルタ寿命は低下することが示された。
【０１７２】

【表３】

【０１７３】
実施例４
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　この実施例は媒体容積の非対称の影響を示す。溝流路の形状を、円弧－平坦部－円弧の
溝流路形状から図５ａに示すものに類似の溝流路形状に変化させた。全体的に、溝流路の
高さ（Ｊ）と溝流路の幅（Ｄ１）とピークの半径（Ｒ）とを一定に保持した。すなわち、
Ｊは０．０８３インチに、Ｄ１は０．１４インチに、Ｒは０．０１インチに、それぞれ一
定に保持した。媒体パックは、６．０４　１／インチのＰＣＭａｘに維持した。さらに、
Ｌの値を０．０３インチに一定に保持した。図５ａに見られるように、円弧および平坦部
によって数学的に定義される本発明の１つの実施態様による形状の場合、Ｌは、Ｄ１によ
って規定される線に平行な溝流路の長さ距離であって、ピーク１０３における媒体の外側
表面から隆起部（リッジ）１０８の接線までの距離である。値Ｈは、Ｌの測定に用いる位
置点の間の高さの差異を言う。この実施例においてはＨを変化させた。
【０１７４】
　結果を表４に示し、かつ、図２８においてプラス符号（＋）としてグラフに表現してい
る。さらに溝流路の形状も示している。媒体容積の非対称が変化するにつれて、フィルタ
寿命も変化するが、モデル化された最良のフィルタ寿命は、１５７％から１７４％の媒体
容積の非対称を有する媒体において生じている。媒体の形体が異なれば結果も異なるであ
ろうこと、しかしまた、媒体容積の非対称がフィルタ寿命改善のための重要な機構であり
得ることが理解されるであろう。
【０１７５】
【表４】

【０１７６】
実施例５
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　この実施例は実施例２の繰り返しである。但しこの実施例の場合、異なる点から始まっ
ている。再記すると、この実施例は、溝流路の高さ（Ｊ）および溝流路の幅（Ｄ１）を固
定して半径（Ｒ）を変化させた場合の影響を示すものである。この実施例の場合、溝流路
の高さ（Ｊ）は０．０６４インチであり、溝流路の周期長さ（Ｄ１）は０．１０インチで
あり、ＰＣＭａｘは７．８０　１／インチである。
【０１７７】
　この実施例の結果を表５に示し、かつ、図２８において黒四角（■）としてグラフに表
現している。比較のため、実施例２の結果を中空四角（□）としてプロットした。この実
施例は、半径が減少するとフィルタ寿命が増大することを示している。この実施例も、鋭
い溝流路のピークと低減された媒体マスキングとの価値を示している。
【０１７８】
【表５】

【０１７９】
実施例６
　この実施例は実施例３に準拠して行われたが、この実施例では、溝流路の高さ（Ｊ）は
０．０６４インチであり、Ｒは０．０１インチであり、ＰＣＭａｘは７．８０　１／イン
チである。この実施例も、同様に、溝流路の幅（Ｄ１）を変化させた場合の影響を示すも
のとして提示される。
【０１８０】
　この実施例の結果を表６に示し、かつまた、図２８において黒三角（▲）としてグラフ
に表現している。比較のため、実施例３の結果を８方向「星印」としてプロットした。こ
の実施例も、溝流路の幅が増大すると、フィルタ寿命および初期圧力低下が低減すること
を示している。
【０１８１】
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【表６】

【０１８２】
実施例７
　この実施例は実施例４に準拠して行われたが、この実施例では、溝流路の高さ（Ｊ）は
０．０６４０８９インチであり、溝流路の幅（Ｄ１）は０．１０１８インチであり、ＰＣ
Ｍａｘは７．８０１６５１　１／インチであり、Ｒは０．０１インチであり、Ｌは０．０
２３インチである。Ｈは変化可能にした。この場合も、溝流路の形状を、円弧－平坦部－
円弧の溝流路形状から図５ａに示すものに類似の溝流路形状に変化させた。
【０１８３】
　この実施例の結果を表７に示し、かつ、図２８において黒ダイヤ（◆）としてグラフに
表現している。比較のため、実施例４の結果を「プラス符号」としてプロットした。この
実施例も、媒体容積の非対称がフィルタ寿命改善のための重要な機構であり得ることを示
している。
【０１８４】
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【表７】

【０１８５】
　ここで図２９を参照すると、媒体の２つの事例的形体に関する試験からのダスト負荷性
能が表現されており、ダスト負荷（ＩＳＯ微粒ダストのグラム数）がエレメントを横切る
圧力差に対してプロットされている。エレメント１は我々の現在の最良の従来型波形媒体
から構成されたものであり、一方、エレメント２は、本発明による溝流路付き媒体を用い
て構成されている。図２９から明らかなように、本発明に従って構成される媒体は、ダス
ト負荷における大幅な改善を示している。
【０１８６】
　以上の規定内容は本発明の完全な記述を提供する。本発明の多くの実施形態が本発明の
本質および範囲から逸脱することなく構成され得るので、本発明は、添付の特許請求の範
囲に表現される。
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