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(57)【要約】
本発明は、高温で使用しても濾過する空気が漏れること
がなく、さらに、高温下でも発塵量が少ない高温用フィ
ルタを提供する。高温用フィルタ（１）は、ガラス繊維
から形成されたフィルタ濾材であって、凹凸状に折り曲
げられたフィルタ濾材（２）と、折り曲げられたフィル
タ濾材（２）の隙間に挿入される波形に折り曲げられた
セパレータ（４）と、フィルタ濾材（２）とセパレータ
（４）とを収容するステンレス鋼製のフレーム（６）と
、フレームに塗布され、前記フィルタ濾材の端部が浸漬
されて固化されるセラミックス材料であって、線膨脹係
数が前記ステンレス鋼と同じになるように調整されたセ
ラミックス材料で形成されたエンドシール（８）とを備
える。セパレータ（４）は、フィルタ濾材（２）を形成
するガラス繊維と同じ材料で形成するのが好ましい。セ
パレータ（４）に代えて、フィルタ濾材（２）の表面に
スペーサ（１４）を配置してもよい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス繊維から形成されたフィルタ濾材であって、凹凸状に折り曲げられたフィルタ濾
材と；
　前記折り曲げられたフィルタ濾材の隙間に挿入される波形に折り曲げられたセパレータ
と；
　前記フィルタ濾材と前記セパレータとを収容するステンレス鋼製のフレームと；
　前記フレームに塗布され、前記フィルタ濾材の端部が浸漬されて固化されるセラミック
ス材料であって、線膨脹係数が前記ステンレス鋼と同じになるように調整されたセラミッ
クス材料で形成されたエンドシールとを備える；
　高温用フィルタ。
【請求項２】
　前記セパレータが、前記フィルタ濾材を形成するガラス繊維と同じ材料で形成された；
　請求項１に記載の高温用フィルタ。
【請求項３】
　ガラス繊維から形成されたフィルタ濾材であって、凹凸状に折り曲げられたフィルタ濾
材と；
　前記フィルタ濾材の表面に前記フィルタ濾材を形成するガラス繊維と同じ材料を用いて
形成されたスペーサと；
　前記フィルタ濾材と前記スペーサとを収容するステンレス鋼製のフレームと；
　前記フレームに塗布され、前記フィルタ濾材の端部が浸漬されて固化されるセラミック
ス材料であって、線膨脹係数が前記ステンレス鋼と同じになるように調整されたセラミッ
クス材料で形成されたエンドシールとを備える；
　高温用フィルタ。
【請求項４】
　前記エンドシールが、３ｍｍを超え５ｍｍ以下の厚さである；
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の高温用フィルタ。
【請求項５】
　前記フィルタ濾材が、ＭＩＬ規格Ｑ１０１の試験において、３０００Ｐａ以上８０００
Ｐａ以下のはっ水性を有する；
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の高温用フィルタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高温空気を濾過するのに適したフィルタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　高温環境下で無塵・無菌の環境を作り出すためのＨＥＰＡ（High Efficiency P articu
late Air）フィルタは一般に、微細なガラス繊維を用いて紙状にした濾材を凹凸状に折曲
し、その折り返しの間隙にステンレス箔またはアルミニウム箔を波形に折曲したセパレー
タを挿入して形成されている。フィルタ濾材とセパレータは、ステンレス鋼製のフレーム
に収容されるのが一般的である。
【０００３】
　このようなフィルタでは、フィルタ濾材をフレームの上下のシール剤に浸漬して固化し
たエンドシールを用いる。しかし、高温ではエンドシールとステンレス鋼製フレームとの
熱膨張の違いから、エンドシールが破損し、濾過する空気が漏れるという問題を生ずる。
そこで、エンドシールにてフィルタ濾材を平板に固定し、該平板とフレームとの間に緩衝
材を配置することが提案されている（特開２０１２－９１０７１号公報参照）。
【０００４】
　しかし、フレームとフィルタ濾材との間に緩衝材を配置しても、温度変化の繰り返しに
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より緩衝材が塑性変形し、その結果、フレームとフィルタ濾材との間に隙間を生じ、濾過
する空気が漏れるという問題がある。
【０００５】
　また、このようなフィルタにおいては、高温空気を濾過するときに、フィルタ濾材とセ
パレータとの熱膨張差により両者がこすれ、粉塵を生ずるという課題がある。そこで、下
流側セパレータの山の頂縁部にセラミックス接着剤を塗布し、下流側セパレータとフィル
タ濾材との接触をなくして、粉塵を減少することが提案されている（特開２００５－１３
７９６号公報参照）。
【０００６】
　セラミックス接着剤を塗布して下流側セパレータとフィルタ濾材との接触をなくすこと
により、発塵量は低減されるものの、さらなる低減を求める要求がある。なお、セラミッ
クスは耐熱性に優れることはよく知られている。しかし、エンドシールに用いるにはフレ
ームとの熱膨張の違いの問題があり、熱膨張の違いによりセラミックスに亀裂や破損を生
じてシール性が維持できなくなることが知られている。
【０００７】
　そこで、本発明は、高温で使用してもフィルタ性能を維持するシール性を有し、さらに
、高温下でも発塵量が少ない高温用フィルタを提供することを課題とする。
【発明の開示】
【０００８】
　上記課題を解決するために、例えば図１に示すように、本発明の第１の態様に係る高温
用フィルタ１は、ガラス繊維から形成されたフィルタ濾材であって、凹凸状に折り曲げら
れたフィルタ濾材２と；折り曲げられたフィルタ濾材２の隙間に挿入される波形に折り曲
げられたセパレータ４と；フィルタ濾材２とセパレータ４とを収容するステンレス鋼製の
フレーム６と；フレーム６に塗布され、前記フィルタ濾材２の端部が浸漬されて固化され
るセラミックス材料であって、線膨脹係数が前記ステンレス鋼と同じになるように調整さ
れたセラミックス材料で形成されたエンドシール８とを備える。
【０００９】
　このように構成すると、エンドシールがフレームを構成するステンレス鋼と同じ線膨脹
係数を有しているため、セラミックスとステンレス鋼製フレームとの熱膨張の違いを生ず
ることがなく、エンドシールのセラミックスに亀裂や破損を生ずることがなく、フィルタ
性能を維持するシール性が保たれる。
【００１０】
　本発明の第２の態様に係る高温用フィルタは、例えば図１に示すように、第１の態様に
係る高温用フィルタ１において、セパレータ４が、フィルタ濾材２を形成するガラス繊維
と同じ材料で形成される。このように構成すると、フィルタ濾材とセパレータとの熱膨張
差により両者がこすれることがなく、発塵量を低減することができる。
【００１１】
　本発明の第３の態様に係る高温用フィルタは、例えば図３に示すように、ガラス繊維か
ら形成されたフィルタ濾材であって、凹凸状に折り曲げられたフィルタ濾材２と；フィル
タ濾材２の表面にフィルタ濾材２を形成するガラス繊維と同じ材料を用いて形成されたス
ペーサ１４と；フィルタ濾材２とスペーサ１４とを収容するステンレス鋼製のフレーム６
と；フレーム６に塗布され、フィルタ濾材２の端部が浸漬されて固化されるセラミックス
材料であって、線膨脹係数がステンレス鋼と同じになるように調整されたセラミックス材
料で形成されたエンドシール８とを備える。このように構成すると、エンドシールのセラ
ミックスに亀裂や破損を生ずることがなく、フィルタ性能を維持するシール性が保たれる
。また、スペーサがフィルタ濾材２を形成するガラス繊維と同じ材料を用いて形成される
ので、フィルタ濾材とスペーサとの熱膨張差により両者がこすれることがなく、発塵量を
低減することができる。
【００１２】
　本発明の第４の態様に係る高温用フィルタは、例えば図１に示すように、第１ないし第
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３のいずれかの態様に係る高温用フィルタ１において、エンドシール８が、３ｍｍを超え
５ｍｍ以下の厚さである。このように構成すると、エンドシールが３ｍｍを超え５ｍｍ以
下の厚さであるので、フィルタ濾材を浸漬して固化し易い。
【００１３】
　本発明の第５の態様に係る高温用フィルタは、例えば図１に示すように、第１ないし第
４のいずれかの態様に係る高温用フィルタ１において、フィルタ濾材２が、ＭＩＬ規格Ｑ
１０１の試験において、３０００Ｐａ以上８０００Ｐａ以下のはっ水性を有する。このよ
うに構成すると、フィルタ濾材が適度なはっ水性を有するので、フィルタ濾材をエンドシ
ール用のセラミックス材料に浸漬して、セラミックス材料を固化し易い。
【００１４】
　本発明によれば、エンドシールがフレームを構成するステンレス鋼と同じ線膨脹係数を
有しているため、セラミックスとステンレス鋼製フレームとの熱膨張の違いを生ずること
がなく、エンドシールのセラミックスに亀裂や破損を生ずることがなく、フィルタ性能を
維持するシール性が保たれる高温用フィルタを提供することができる。さらに、セパレー
タまたはスペーサを、フィルタ濾材を形成するガラス繊維と同じ材料で形成することがで
きるので、フィルタ濾材とセパレータまたはスペーサとの熱膨張差によるこすれをなくす
ことが可能となり、発塵量を低減することができる。
【００１５】
　本発明は以下の詳細な説明により更に完全に理解できるであろう。しかしながら、詳細
な説明および特定の実施例は、本発明の望ましい実施の形態であり、説明の目的のために
のみ記載されているものである。この詳細な説明から、種々の変更、改変が、当業者にと
って明らかだからである。
　出願人は、記載された実施の形態のいずれをも公衆に献上する意図はなく、開示された
改変、代替案のうち、特許請求の範囲内に文言上含まれないかもしれないものも、均等論
下での発明の一部とする。
　本明細書あるいは請求の範囲の記載において、名詞及び同様な指示語の使用は、特に指
示されない限り、または文脈によって明瞭に否定されない限り、単数および複数の両方を
含むものと解釈すべきである。本明細書中で提供されたいずれの例示または例示的な用語
（例えば、「等」）の使用も、単に本発明を説明し易くするという意図であるに過ぎず、
特に請求の範囲に記載しない限り本発明の範囲に制限を加えるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の実施形態のセパレータタイプの高温用フィルタの一部を欠いて
示す斜視図である。
【図２】図２は、フィルタ濾材の端部がエンドシールによりフレームに固着されることを
説明するための図で、（ａ）は図１におけるＸ断面図、（ｂ）は図１におけるＺ断面図で
あり、セパレータは省略している。
【図３】図３は、本発明の実施形態のミニプリーツタイプの高温用フィルタの一部を欠い
て示す斜視図である。
【図４】図４は、実施例についての温度の変化と発塵量との関係を示すグラフで、（ａ）
は粒子径が０．５μｍ以上の粒子の発塵量を、（ｂ）は粒子径が０．３μｍ以上の粒子の
発塵量を示す。
【図５】図５は、アルミ製のセパレータを用いた比較例についての温度の変化と発塵量と
の関係を示すグラフで、粒子径が０．３μｍ以上の粒子の発塵量を示す。
【図６】図６は、ステンレス鋼製のセパレータを用いた比較例についての温度の変化と発
塵量との関係を示すグラフで、（ａ）は粒子径が０．５μｍ以上の粒子の発塵量を、（ｂ
）は粒子径が０．３μｍ以上の粒子の発塵量を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。なお、各図において、
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互いに同一または相当する装置には同一符号を付し、重複した説明は省略する。図１は、
本発明の実施形態の高温用フィルタ１の一部を欠いて示す斜視図である。
【００１８】
　高温用フィルタ１は、ガラス繊維から形成されたフィルタ濾材２を凹凸状に折り曲げ、
凹凸状に折り曲げられたフィルタ濾材２の隙間にセパレータ４を挿入する、いわゆるセパ
レータタイプフィルタである。典型的には、ＨＥＰＡフィルタである。フィルタ濾材２は
、典型的には耐熱性の微細ガラス繊維から形成される。図１中、矢印は濾過する空気の流
れを示す。なお、フィルタ濾材２を変えることにより、ＵＬＰＡ（Ultra Low Penetratio
n Air）フィルタや中性能のフィルタとして製作することも可能である。
【００１９】
　セパレータ４は、フィルタ濾材２を形成するのと同じガラス繊維材料を用い、波形に折
り曲げられた板状に形成される。折り曲げられた波形のセパレータ４を、フィルタ濾材２
の凹凸状に折り曲げられた隙間に挿入して、フィルタ濾材２の凹凸状に折り曲げられた形
状を保つ。
【００２０】
　フィルタ濾材２とセパレータ４は、ステンレス鋼製のフレーム６内に収容される。フレ
ーム６は、濾過する空気が流れる面（Ｚ方向の面）を除いて、フィルタ濾材２とセパレー
タ４の周囲を囲む。なお、フレーム６には、濾過する空気が流れる面の左右（Ｘ方向）の
端を覆うサイドシール（不図示）が設けられ、両側での空気の漏れを防止する。また、フ
レーム６を補強するためにフレーム６の左右または上下を連結するフラットバー（不図示
）を設けてもよい。
【００２１】
　図２に示すように、フィルタ濾材２の上下（図１中のＹ方向）端は、エンドシール８に
てフレーム６に固着される。図２は、フィルタ濾材２の上下方向の端部がエンドシール８
によりフレーム６に固着されることを説明するための図で、（ａ）は図１におけるＸ断面
図、（ｂ）は図１におけるＺ断面図である。なお、見やすさのために、セパレータ４の図
示は省略している。図２では、フィルタ濾材２は、フレーム６に接するまでの長さとされ
ているが、フィルタ濾材２の端部はフレーム６に接するまで長くなくてもよい。
【００２２】
　エンドシール８は、その線膨脹係数がフレーム６を構成するステンレス鋼の線膨脹係数
と同じになるように調整したセラミックス材料をフレーム６の上下面内側に塗布して形成
する。ここで、ステンレス鋼の線膨脹係数と同じ線膨脹係数とは、高温用フィルタ１の使
用温度において、フレーム６とエンドシール８との熱膨張の違いにより、エンドシール８
が損傷を受けない程度に近似した線膨脹係数を指し、ステンレス鋼の線膨脹係数の±１０
％以内であればよく、好ましくは±５％以内、さらに好ましくは±３％以内である。エン
ドシール８の線膨脹係数の調整は、市販のセラミックス材料を混合することで行うことが
できる。例えば、アルミナ（線膨脹係数８×１０－６／℃）懸濁液とシリカ（線膨脹係数
１３×１０－６／℃）懸濁液とを混合する。他のセラミックス材料を混合してもよい。フ
レーム６をＪＩＳ　ＳＵＳ４３０鋼のようなフェライト系ステンレス鋼で構成した場合に
は、ステンレス鋼の線膨脹係数は１０．４×１０－６／℃であるので、エンドシール８の
線膨脹係数を１１．４×１０－６／℃～９．４×１０－６／℃とする。
【００２３】
　エンドシール８は、１ｍｍ以上７ｍｍ以下の厚さに形成するのがよい。１ｍｍ未満の厚
さでは、フィルタ濾材２の端部を固定できず、空気がフィルタ濾材２で濾過されずに漏れ
て流れてしまう可能性がある。好ましくは、２ｍｍ以上の厚さであり、さらに好ましくは
３ｍｍを超える厚さである。３ｍｍを超える厚さであると、信頼性をよくフィルタ濾材２
を固着することができる。また、７ｍｍより厚く形成すると、不経済であり、かつ、セラ
ミックス材料が乾燥しにくく、表面だけが固化した後に内部の水分により表面が発泡して
しまうこともある。よってエンドシール８の厚さは、７ｍｍ以下とするのがよい。より好
ましくは６ｍｍ以下であり、さらに好ましくは５ｍｍ以下である。５ｍｍ以下であれば、
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セラミックス材料が適切に乾燥される。
【００２４】
　エンドシール８を形成するには、先ず凹凸状に折り曲げられたフィルタ濾材２の隙間に
セパレータ４を挿入する。次に、フレーム６の上下面の一方の面の内側に、線膨脹係数を
調整したセラミックス材料を塗布する。そして、セパレータ４を挿入したフィルタ濾材２
の上下方向の端部をセラミックス材料に浸漬する。所定時間経過後、セラミックス材料が
固まったならば、フレーム６の上下面の他の面の内側に線膨脹係数を調整したセラミック
ス材料を塗布し、セパレータ４を挿入したフィルタ濾材２の上下方向の他の端部をセラミ
ックス材料に浸漬する。セラミックス材料を乾燥させ、固化させて、例えば９０℃および
１５０℃に加熱し、エンドシール８を形成する。このようにエンドシール８を形成するこ
とにより、フィルタ濾材２はフレーム６に固着される。なお、セパレータ４を予めフィル
タ濾材２の隙間に挿入せず、フィルタ濾材２がエンドシール８を介してフレーム６に固着
された後にセパレータ４をフィルタ濾材２の隙間に挿入してもよい。また、フィルタ濾材
２とセパレータ４とをフレーム６内の所定の位置に配置した後に、セラミックス材料を塗
布して、エンドシール８を形成してもよい。このように、フィルタ濾材２の端部の回りに
セラミックス材料を塗布する場合も、フレーム６に塗布されたセラミックス材料にフィル
タ濾材２を浸漬すると言う。
【００２５】
　ここで、フィルタ濾材２のはっ水性とセラミックス材料との関係について説明する。上
述のとおりに、フィルタ濾材２の端部をセラミックス材料に浸漬して、セラミックス材料
を乾燥し固化させる。そのため、はっ水性が高すぎるとセラミックス材料中の水分をはじ
いて、セラミックス材料とのなじみが悪くなり、フィルタ濾材２とエンドシール８との間
に空隙ができることがある。そのために、フィルタ濾材２のはっ水性は、ＭＩＬ規格Ｑ１
０１（アメリカ軍Quality Assurance Directorate「Instruction Manual for the Instal
lation, Operation and Maintenance of Indicator, Water-Repellency, Q101」）の試験
において、１０，０００Ｐａ以下であることが好ましい。さらに好ましくは８，０００Ｐ
ａ以下であり、８，０００Ｐａ以下であれば、フィルタ濾材２はセラミックス材料とよく
なじみ、フィルタ濾材２とエンドシール８との間に空隙ができることはない。また、はっ
水性が低すぎると、フィルタ濾材２がセラミックス材料中の水分を吸いすぎて、セラミッ
クス材料中の水分が不均一になり、結果としてむらのあるエンドシール８となってしまう
。そのために、ＭＩＬ規格Ｑ１０１の試験において、３，０００Ｐａ以上であることが好
ましい。
【００２６】
　次に、高温用フィルタ１の作用について説明する。図１に示すように、高温用フィルタ
１に濾過する高温の空気を流す。空気の温度としては５００℃の高温まで使用可能である
。エンドシール８がセラミックスで形成されているので、高温での使用が可能である。ま
た、フレーム６とエンドシール８との線膨脹係数が同じであるので、熱膨張の差によりエ
ンドシール８のセラミックスに亀裂や破損を生ずることがなく、フィルタ性能を維持する
シール性が保たれる。なお、フィルタ濾材２とフレーム６との熱膨張の差は、ガラス繊維
から形成されたフィルタ濾材２が伸び縮みすることで吸収する。しかし、フィルタ濾材２
が伸び縮みする量は限られているので、フレーム６は、ステンレス鋼でも線膨脹係数の小
さなフェライト系ステンレス鋼で構成されるのが好ましい。
【００２７】
　また、フィルタ濾材２とセパレータ４とが同じガラス繊維で形成されているので、高温
にさらされても熱膨張に差がなく、両者がこすれて発塵することがない。
【００２８】
　次に、図３を参照して、ミニプリーツタイプの高温用フィルタ１０について説明する。
なお、ミニプリーツタイプの高温用フィルタ１０は、セパレータ４を有さずに、フィルタ
濾材２の表面にスペーサ１４を配置する点でセパレータタイプの高温用フィルタ１とは異
なるが、他は同じでよい。セパレータタイプの高温用フィルタ１では、凹凸状に折り曲げ
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られたフィルタ濾材２の隙間にセパレータ４を挿入することにより、フィルタ濾材２同士
が接触せず、空気の流れる空間を形成する。ミニプリーツタイプの高温用フィルタ１０で
は、フィルタ濾材２の表面にスペーサ１４を配置して凹凸状に折り曲げることにより、フ
ィルタ濾材２同士が接触せず、空気の流れる空間を形成する。
【００２９】
　高温用フィルタ１０では、フィルタ濾材２の表面にフィルタ濾材２を形成するガラス繊
維と同じ材料で形成したスペーサ１４を配置する。例えば、フィルタ濾材２に用いるガラ
ス繊維で形成された板を幅３ｍｍ程度の帯状に切断し、フィルタ濾材２の表面に配置する
。スペーサ１４の厚みは、用途により異なるが、０．５～１．５ｍｍ程度とするのが一般
的であり、好ましくは、０．５～０．８ｍｍとする。スペーサ１４は、フィルタ濾材２の
高温用フィルタ１０として組み立てられた際の上下方向（図３の上下方向）に数列配置す
るのが一般的であるが、これには限定されない。そして、フィルタ濾材２をスペーサ１４
と共に、凹凸状に折り曲げる。なお、高温用フィルタ１用のフィルタ濾材２の凹凸状と比
べて、凹凸の頂部での幅が狭く、三角波のような形状であってもよい。
【００３０】
　高温用フィルタ１０では、スペーサ１４がフィルタ濾材２と同じガラス繊維材料で形成
されているので、高温にさらされても熱膨張に差がなく、両者がこすれて発塵することが
ない。
【実施例】
【００３１】
　本発明による高温用フィルタで発塵が抑えられることを確認するために、実施例として
の高温用フィルタに流す空気の温度を変化させて、その時に発生する粒子を測定した。ま
た、比較例として、従来用いられているアルミ製およびステンレス鋼製のセパレータを用
いた高温用フィルタでも同様の測定を行った。
【００３２】
　濾過する空気は、ＵＬＰＡで予め除塵した後、ファンにて常温（２０℃）で０．７ｍ３

／分の流量で送風した。その空気をヒータで加熱し、加熱後の空気を高温用フィルタで濾
過した。空気の温度は、実施例では常温から４００℃まで上昇させ、常温に戻した。比較
例では常温から３５０℃まで上昇させ、常温に戻した。なお、３５０℃のときの体積流量
は１．４９ｍ３／分となる。高温用フィルタで濾過される前の空気中に含まれる粒子の数
と、高温用フィルタで濾過された後の空気中に含まれる粒子の数を、パーティクルカウン
タ（Lighthouse社製SOLAIR3100+）で計測し、高温用フィルタでの発塵を測定した。
【００３３】
　本発明の高温用フィルタは、外形寸法で、横（Ｘ方向）２０３ｍｍ、高さ（Ｙ方向）２
０３ｍｍ、奥行き（Ｚ方向）１００ｍｍのミニプリーツタイプのＨＥＰＡフィルタである
。スペーサは０．７ｍｍ厚、３ｍｍ幅とした。比較例として用いた高温用フィルタは、セ
パレータタイプのＨＥＰＡフィルタであり、外形寸法が横（Ｘ方向）２０３ｍｍ、高さ（
Ｙ方向）２０３ｍｍ、奥行き（Ｚ方向）１５０ｍｍのアルミ製のセパレータを用いたフィ
ルタと、外形寸法が横（Ｘ方向）６１０ｍｍ、高さ（Ｙ方向）６１０ｍｍ、奥行き（Ｚ方
向）１５０ｍｍのステンレス鋼製のセパレータを用いたフィルタである。
【００３４】
　温度の変化と発塵量との関係を、実施例については図４に示す。比較例については図５
にアルミ製セパレータを用いたフィルタの結果を、図６にステンレス鋼製セパレータを用
いたフィルタの結果を示す。図４および図６において、（ａ）は粒子径が０．５μｍ以上
の粒子の発塵量を、（ｂ）は粒子径が０．３μｍ以上の粒子の発塵量を示し、図５は粒子
径が０．３μｍ以上の粒子の発塵量を示す。なお各図で、縦軸は２８．３リットル（１立
方フィート）当りの発塵粒子数、および温度（℃）を、横軸は経過時間（分）を示す。
【００３５】
　図４～６からも明らかなように、本発明による高温用フィルタでは、従来型の高温用フ
ィルタに比べて、濾過する空気の温度が変化しても、発塵量は少ない。図５に示すアルミ
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製セパレータを用いたフィルタでは、空気の温度を３５０℃に上昇させると、０．３μｍ
以上の粒子は最高で２８．３リットル当り約４０，０００個子の発生が測定された。空気
温度の上昇と下降を２回行っても、最高の発塵量に変動は見られなかった。図６に示すス
テンレス鋼製セパレータを用いたフィルタでは、空気の温度を３５０℃に上昇させると、
０．５μｍ以上の粒子は最高で２８．３リットル当り約１００個、０．３μｍ以上の粒子
は最高で２８．３リットル当り約２５０個の発塵が測定された。セパレータをステンレス
鋼製とすることにより、アルミ製のセパレータを用いる場合に比べ、大きく発塵量は減少
した。アルミの線膨脹係数２３×１０－６／℃に比しステンレス鋼の線膨脹係数は１０．
４×１０－６／℃と小さくなったためと考えられる。しかし、図４に示す本発明による高
温用フィルタでは、空気の温度を４００℃に上昇させても、０．５μｍ以上の粒子はほと
んど測定されず、０．３μｍ以上の粒子でも最高で２８．３リットル当り約１０個の発塵
しか測定されなかった。以上の通りに、本発明による高温用フィルタでは、発塵が極めて
抑制されることが確認された。
【００３６】
　本明細書および図面で用いた符号をまとめて示す。
１、１０　高温用フィルタ
２　フィルタ濾材
４　セパレータ
６　フレーム
８　エンドシール
１４　スペーサ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(10) JP WO2016/185511 A1 2016.11.24

10

20

30

40

【国際調査報告】



(11) JP WO2016/185511 A1 2016.11.24

10

20

30

40



(12) JP WO2016/185511 A1 2016.11.24

10

20

30

40



(13) JP WO2016/185511 A1 2016.11.24

10

20

30

40



(14) JP WO2016/185511 A1 2016.11.24

10

フロントページの続き

(72)発明者  村田　有司
            東京都渋谷区渋谷２丁目１５番１号日本ケンブリッジフィルター株式会社内
Ｆターム(参考) 4D019 AA01  BA04  BC13  BD01  CA02  CB01  CB04  CB06 
　　　　 　　  4D058 JA14  JB05  JB46  KA01  KA08  KA23  KA25  KA27 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

