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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の流体処理パック、第１の排水媒体、第２の排水媒体を備えるクロスフロー操作の
為に適合された流体処理要素であって、
　前記第１の流体処理パックは、第１の長さ方向端部、第２の長さ方向端部、流体処理媒
体を含むプリーツ付き合成体を有し、
　前記第１の排水媒体は、前記流体処理媒体の第１の側面に配置され、前記流体処理要素
の長さ方向に延びる平行なストランドを有するメッシュを含み、前記メッシュの表面に概
ね平行な方向の低い縁方向流れ抵抗を有し、
　前記第２の排水媒体は、前記流体処理媒体の第２の側面に配置され、前記長さ方向の端
部に密封され、流体が前記第１の排水媒体へ前記第１の長さ方向端部を通って流れること
が可能であるが前記第２の排水媒体へは流れることができないようになっており、
　前記プリーツ付き合成体が複数の軸方向に伸びるプリーツを有しており、前記プリーツ
の各々が頂部と底部と一対の脚部とを有しており、各プリーツの脚部はそのプリーツの前
記頂部において互いに連結されるとともにそのプリーツの底部において隣接するプリーツ
の脚部に連結されており、
　前記流体処理要素は、処理されるべきプロセス流体が前記プリーツ付き合成体の前記第
１の排水媒体内を前記流体処理要素の長さ方向に前記流体処理媒体の前記第１の側面に沿
って伸びる流路と、前記プリーツ付き合成体の前記第２の排水媒体を通って伸びる透過水
の為の流路とを画成し、
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　前記排水媒体が、前記流体処理媒体の第１の側面および第２の側面にプリーツ状に設け
られており、処理される流体が、前記第１の排水媒体の長さ方向端部からのみ流入する、
前記流体処理要素。
【請求項２】
　前記プリーツ付きの流体処理パックは、円筒構成を有し、前記第１の排水媒体は、前記
流体処理媒体の半径方向内部側面上にある、請求項１に記載の流体処理要素。
【請求項３】
　前記プリーツ付きの流体処理要素は、少なくとも１つのクッション層を含み、前記クッ
ション層は、前記流体処理媒体と、前記第１の排水媒体及び前記第２の排水媒体の一つと
の間に配置されている、請求項１または２に記載の流体処理要素。
【請求項４】
　前記プリーツ付きの流体処理パックの中心に配置されたコアを更に備える、請求項１～
３のいずれか一項に記載の流体処理要素。
【請求項５】
　第１の流体処理パック、第１のメッシュ層、第２のメッシュ層を備えるクロスフロー操
作の為に適合された流体処理要素であって、
　前記第１の流体処理パックは、第１の長さ方向端部、第２の長さ方向端部、流体処理層
を含むプリーツ付き合成体を有し、
　前記第１のメッシュ層は、前記流体処理層の第１の側面に配置され、
　前記第２のメッシュ層は、前記流体処理層の第２の側面に配置され、
　前記プリーツ付き合成体が複数の軸方向に伸びるプリーツを有しており、前記プリーツ
の各々が頂部と底部と一対の脚部とを有しており、各プリーツの脚部はそのプリーツの前
記頂部において互いに連結されるとともにそのプリーツの底部において隣接するプリーツ
の脚部に連結されており、
　前記第２のメッシュ層は、前記長さ方向の端部に密封され、流体が前記第１のメッシュ
層へ前記第１の長さ方向端部を通って流れることが可能であるが前記第２のメッシュ層へ
は流れることができないようになっており、
　前記流体処理要素は、処理されるべきプロセス流体が前記プリーツ付き合成体の前記第
１のメッシュ層内を前記流体処理要素の長さ方向に前記流体処理媒体の前記第１の側面に
沿って伸びる流路と、前記プリーツ付き合成体の前記第２のメッシュ層を通って伸びる透
過水の為の流路とを画成し、
　前記メッシュ層が、前記流体処理媒体の第１の側面および第２の側面にプリーツ状に設
けられており、処理される流体が、前記第１のメッシュ層の長さ方向端部からのみ流入す
る、前記流体処理要素。
【請求項６】
　前記プリーツ付きの流体処理パックは、円筒構成を有し、前記第１のメッシュ層は、前
記流体処理媒体の半径方向内部側面上にある、請求項５に記載の流体処理要素。
【請求項７】
　前記プリーツ付きの流体処理要素は、少なくとも１つのクッション層を含み、前記クッ
ション層は、前記流体処理媒体と、前記第１のメッシュ層及び前記第２のメッシュ層の一
つとの間に配置されている、請求項５または６に記載の流体処理要素。
【請求項８】
　前記プリーツ付きの流体処理パックの中心に配置されたコアを更に備える、請求項５～
７のいずれか一項に記載の流体処理要素。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【関連出願との相互参照】
本出願は、1998年９月９日に出願された合衆国暫定出願60/099,663の優先権を主張するも
のであり、この暫定出願の開示をその全体について参考のため本書に記載してある。
【０００２】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、一般に濾過および一つの流体から他の流体に物質を移すような、流体処理要素
および流体処理方法に、特に、終端モードおよびクロスフロー・モードの双方で動作でき
るフィルタ要素に関する。本発明は、流体処理要素を掃除する方法にも関係している。
【０００３】
【従来の技術】
終端処理と言われている一つの通常の流体処理では、処理しようとする流体を流体処理要
素に導入し、流体の全体または実質的に全部を濾過しようとするまたは他の場合処理しよ
うとする流体処理要素の流体処理媒体を通過させている。クロスフロー濾過と言われてい
る別の通常の形式の流体処理では、処理しようとする流体を流体処理要素に導入し、流体
処理要素の流体処理媒体の表面に沿って流している。表面に沿う流体のこの流れを普通、
クロスフローと言っている。流体の一部だけが濾過しようとする、または他の場合処理し
ようとする流体処理媒体を通過するが、残りの流体は、流体処理媒体を通過せずに流体処
理要素から排出される。
【０００４】
処理のため要素に導入される流体を普通、プロセス流体と言い、流体処理媒体を通過する
流体を普通、浸透流体と言うが、流体処理媒体を通過せずに流体処理要素から排出される
流体を普通、保持流体と言う。流体処理媒体の表面に沿う流体のクロスフローは、流体処
理媒体に隣接する流体の中に流体剪断力を発生し、このため流体処理媒体に粒子が蓄積す
る速さが小さくなる。
【０００５】
これら各形式の流体処理方法には長所および短所がある。或るクロスフロー処理または濾
過では、粒子が流体処理媒体の表面に、終端処理よりゆっくり蓄積するので、クロスフロ
ー・モードで動作する流体処理要素では通常、掃除または取り替えを必要とするまでの有
効寿命が終端処理モードで動作する流体処理より長い。他方、クロスフロー・モードで動
作する流体処理要素では、流体処理要素に導入される流体の多量が保持流体として流体処
理要素から出るので、終端モードで動作する流体処理要素の場合より大きい体積の流体が
必要である。
【０００６】
更に、クロスフロー流体処理要素では、流体処理媒体に粒子が蓄積しないようにする適切
な流体剪断力を生ずるのに一定のクロスフロー速度が必要であるから、終端流体処理要素
より高い流れ速度が必要である。これらの理由で、クロスフロー流体処理要素を採用して
いる流体処理装置は普通、終端流体処理要素を採用しているものより複雑であり、小体積
の流体を低流速で処理したい情況には適していない。
【０００７】
前述の説明は、クロスフローの長所ばかりでなく終端処理モードの長所をも示すことがで
きる流体処理要素の必要性が存在していることを示している。更に、流体処理中に粒子が
付着するフィルタ要素のような流体処理要素を掃除する方法の必要性が存在する。
【０００８】
更に、流体の処理で、たとえば、流体内のガスを溶解するかまたは除去する際に、一定の
問題が生ずる。たとえば、ガスを流体内で泡立たせることによるような、ガスを溶解する
通常の方法では、得られる溶液に小さい気泡が入っている。このような溶液は、たとえば
、半導体の製造における、厳しい純度が必要な一定の用途には不向きである。シリコン・
ウェーハの掃除に考えられる流体、特にオゾン処理水、オゾン処理硫酸、または弗化水素
酸の水溶液のような、腐食性または活性流体には、通常の方法で調製するとき、ウェーハ
に付着して半導体の品質または性能に悪影響を与えることがある泡が入っている。更に、
散布モードで動作するような通常の方法は、液体の移転に低速のまたは不十分なガスまた
は溶解速さしか与えない。
【０００９】
したがって、流体の処理のための、たとえば、液体中のガスの溶解または除去のためのシ
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ステムまたは装置の必要性が存在する。更に、腐食性流体に耐える流体処理要素の必要性
が存在する。更に、劣化しない、またはプロセス流体内に汚染物を放出しない流体処理要
素の必要性が存在する。したがって、抽出可能物が皆無のまたは実質的に皆無の流体処理
要素の必要性が存在する。
【００１０】
本発明のこれらのおよび他の長所の他、本発明の他の特徴は、本書に示した本発明の説明
から明らかになるであろう。
【００１１】
【発明の概要】
本発明は、クロスフロー・モードまたは終端モードのいずれかで動作して、両動作モード
の長所から利益を得ることができるようにする流体処理要素を提供する。本発明はまた、
流体処理に利用できる大きい表面積を有する流体処理要素を提供する。本発明は更に、そ
れを通る多様な流路を備えることができる流体処理要素を提供する。
【００１２】
本発明は別に、クロスフローを行なう流体のエネルギを大幅に減少せずに一つ以上の別の
流体処理要素と直列に接続できるクロスフロー流体処理に適する流体処理要素を提供する
。本発明はまた、クロスフローにより掃除できる流体処理要素を提供する。
【００１３】
本発明は更に、本発明に従うハウジングおよび流体処理要素を含む、多様な流体処理アセ
ンブリを提供する。本発明は更に、クロスフローにより流体を処理する方法を提供する。
本発明は別に、クロスフローにより流体処理要素を掃除する方法を提供する。
【００１４】
本発明の一局面によれば、流体処理要素は、第１および第２の長さ方向端面を有し且つ第
１および第２の面を有する流体処理層を備えている流体処理パック、および流体処理層の
第１の面上にあって流体処理パックの長さより短く、流体が第１の長さ方向端面を通って
流体処理層の第１の面にある流体処理パックに流入しないようにする封止用ストリップ、
を備えている。
【００１５】
本発明の他の局面によれば、流体処理要素は、流体処理媒体が入っている中空流体処理パ
ック、および流体処理パックに囲まれ、流体がコアの内部と流体処理パックの長さの少な
くとも50％にわたり連続している流体処理パックとの間を流れることができない行き止ま
りの領域を有するコア、を備えている。
【００１６】
本発明のなお他の局面によれば、クロスフロー濾過に適応している流体処理要素が、流体
処理層、流体処理層の第１の面に設置された第１の網目層、および流体処理層の第２の面
に設置された第２の網目層、を備えており、流体処理要素が、処理しようとするプロセス
流体が第１の網目層の内側を流体処理要素の長さ方向に通過する流路および第２の網目層
を通過して浸透するための流路を形成している。
【００１７】
本発明の更に他の局面によれば、流体処理アセンブリは、プロセス流体室、浸透流体室、
および保持流体室を有するハウジング、およびハウジング内に設置され、半径方向内面お
よび半径方向外面を有するひだ付き流体処理層を備えている円筒形流体処理要素、を備え
ており、流体処理要素は、プロセス流体室と保持流体室との間を流体処理層の半径方向内
面に沿って流体処理要素の長さ方向に流体処理要素を通過する第１の流路、およびプロセ
ス流体室と浸透流体室との間で流体処理層を通過する第２の流路を形成している。
【００１８】
本発明の更に他の局面によれば、流体処理要素は、流体がそれを通って流体処理パックの
長さ方向に流れることができ、且つ流体処理要素の中空中心を囲んでいる流体処理パック
、および中空中心に設置され、中空中心を通って流体処理要素の長さ方向に流れる流体流
を部分的に制限するための流れ制限部、を備えている。
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【００１９】
本発明の別の局面によれば、流体処理装置は、中空中心および第１および第２の長さ方向
の端を有し且つ中空中心を囲み、流体処理媒体が入っている流体処理パックを備えている
第１の流体処理要素を備えており、第１の流体処理要素は、第１の端と第２の端との間で
流体処理パックを貫く第１の流路、および第１の端と第２の端との間で中空中心を貫き、
流体処理パックを迂回する第２の流路、および中空中心に設置され、中空中心を通って流
体処理要素の長さ方向に流れる流体流を部分的に制限するための流れ制限部、を形成して
おり、流体処理装置は更に、第１の流体処理要素と直列に接続され、第１の流体処理要素
の第１および第２の流路に沿って移動する流体を受けるようになっている第２の流体処理
要素であって第２の流体処理要素の流体処理パックを通過する第１の流路を形成している
第２の流体処理要素、を備えている。
【００２０】
本発明の他の局面によれば、流体処理要素は、流体処理媒体が入っている流体処理パック
、および流体処理パックを囲み、流体が流体処理要素の長さ方向に流れることができるよ
うにする一方、流体処理パックを迂回する迂回通路を備えており、迂回通路は、流体処理
要素の第１の長さ方向の端に入口を、および流体処理要素の第２の長さ方向の端に出口を
有し、迂回通路の内部は、入口と出口との間で流体処理パックから絶縁されている。
【００２１】
本発明の更に他の局面によれば、流体処理装置は、流体処理媒体が入っている流体処理パ
ック、流体処理パックを囲む第１の部材、および第１の部材を囲み、第１の部材と第２の
部材との間に、それを通して流体が流体処理パックを迂回しながら第１の流体処理要素の
長さ方向に流れることができる迂回通路を形成する第２の部材、を備えている第１の流体
処理要素、および第１の流体処理要素と直列に接続されて流体処理パックおよび第１の流
体処理要素の迂回通路を通過する流体を受けるようにする第２の流体要素、を備えている
。
【００２２】
本発明の別の局面によれば、流体処理装置は、第１および第２の面を有する疏水性ガス多
孔膜を備えた円筒形流体処理要素を備えており、流体処理要素は、膜の第１の面に流体処
理要素の長さ方向に第１の流路、および膜の第２の面に流体処理要素の長さ方向に第２の
流路を形成しており、流体処理装置は更に、第１の流路に流体的に接続されて溶解ＣlＯ2

の入っている水溶液を流体処理要素に供給するためのＣlＯ2発生器、および第２の流路に
流体的に接続されたＣlＯ2を受ける流体源、を備えている。
【００２３】
本発明の他の局面によれば、流体処理アセンブリは、ハウジングを備え、該ハウジングは
、第１から第４までの管シートを有し且つ管シートによりハウジングの長さ方向に第１室
、第１の管シートと第２の管シートとの間に設置され、第１の管シートにより第１室から
分離されている第２室、第２の管シートと第３の管シートとの間に設置された第３室、第
３の管シートと第４の管シートとの間に設置された第４室、および第４の管シートにより
第４室から分離されている第５室に分割され、各室は室とハウジングの内部との間を連絡
する流体ポートを備えており、流体処理アセンブリは更に、第２室に設置されて、第１お
よび第２の管シートにある開口により第１室および第３室と流体的に連絡している少なく
とも一つの流体処理要素、および第４室に設置されて、第３および第４の管シートにある
開口により第３室および第５室と流体的に連絡している少なくとも一つの流体処理要素、
を備えている。
【００２４】
本発明の更に他の局面によれば、流体処理要素は、軸方向に延長するひだを有し且つ、流
体処理層、流体処理層の第１の面にある第１の排液層、および流体処理層の第２の面にあ
る第２の排液層、を備えたひだ付き複合体、を備えている流体処理パック、流体処理パッ
クの第１の長さ方向の端を封止する第１の開放端キャップおよび流体処理パックの第２の
長さ方向の端を封止する第２の開放端キャップ、および流体処理パックに囲まれ、第１お
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よび第２の開放端、コアの第１の開放端に隣接し、行き止まりの内端を有する第１の孔明
き領域、およびコアの第２の開放端に隣接し、行き止まりの内端を有する第２の孔明き領
域を備え、流体がコアの外面でのみ孔明き領域間を流れることがてきるコアを備えている
。
【００２５】
本発明の他の局面によれば、流体処理要素は、半径方向内面および半径方向外面および中
空中心を有する流体処理層、プロセス流体が流体処理層の半径方向外面には流入できるが
流体処理層の半径方向内面には流入できない第１の長さ方向の端、および封止されて流体
が長さ方向端面を通って流れないようにする長さ方向端面を有する第２の長さ方向の端、
を備えているひだ付き流体処理パック、および流体処理パックを囲み、流体が、流体処理
パックの第２の長さ方向の端に近い領域を除き、流体処理パックと流体処理要素の外部と
の間で流体処理要素の半径方向に流れないようにする管、を備えている。
【００２６】
本発明のなお他の局面によれば、流体処理要素は、流体がそれを通して流体処理パックに
流入できる二つの長さ方向端面を有する中空ひだ付き流体処理パック、流体処理パックを
囲み、流体が長さ方向端面間で流体処理要素の外部から流体処理パックに流入しないよう
にする流体不浸透性部材、流体処理要素の第１の長さ方向の端を流体処理ハウジングの管
シートに対して封止する封止部材、流体処理パックの中空中心と連絡し、流体処理パック
の長さ方向端面の一つから外方に突出する管、および流体処理ハウジングの管シートに対
して管を封止する封止部材、を備えている。
【００２７】
本発明の更に他の局面によれば、流体処理アセンブリは、第１および第２の管シート、第
１の管シートに隣接する第１室、第１の管シートと第２の管シートとの間にあって第１の
管シートにより第１室から分離されている第２室、および第２の管シートに隣接し、第２
の管シートにより第２室から分離されている第３室を備えている流体処理ハウジング、お
よび第２室に設置され、それを通って流体が流れることができる第１および第２の長さ方
向の端面を有する中空ひだ付き流体処理パック、第１の管シートに接続されている第１の
長さ方向の端、流体処理パックの中空中心と連絡し、第２の管シートに接続されている管
、および流体処理パックを囲み、流体が流体処理パックの第２の長さ方向端面を通る他は
第２室から流体処理パックに流入しないようにする流体不浸透部材を備えている流体処理
要素、を備えている。
【００２８】
本発明の他の局面によれば、流体処理アセンブリは、中空中心および中空中心を囲むひだ
付き流体処理パック、流体処理パックの第１の長さ方向の端に接続された行き止まり端キ
ャップ、および流体処理パックの第２の長さ方向の端に接続された開放端キャップ、を有
する流体処理要素、および流体処理要素が入っているハウジングであって、流体処理要素
の外部でハウジングの領域に開いている第１の流体ポート、流体処理要素の外部でハウジ
ングの領域に開いている第２の流体ポート、および流体処理パックの中空中心と連絡して
いる第３の流体ポート、を備え、前記流体処理要素は第１の流体ポートと第２の流体ポー
トとの間に設置され、前記ハウジングは流体処理要素を十分厳密に取り囲み、流体処理パ
ックを通過する第１の流体ポートと第２の流体ポートとの間の流路が流体処理パックとハ
ウジングとの間を通過する第１の流体ポートと第２の流体ポートとの間の流路より低い抵
抗を示すようになっているハウジングを備えている。
【００２９】
本発明のなお他の局面によれば、流体処理要素は、それを通って流体が流れることができ
る第１および第２の開放端を有し、流体処理要素の開放端と流体処理パックを囲む流体不
浸透部材との間に設置され、流体が流体処理要素の長さ方向中間の他は流体処理パックの
外部から流体処理パックに流入しないようにするひだ付き流体処理パックを備えている。
【００３０】
本発明の更に他の局面によれば、流体処理方法が、プロセス流体を、半径方向内面および
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半径方向外面を有する流体処理層を備えた円筒形流体処理パックに導入するステップ、プ
ロセス流体を、流体処理層の半径方向内面に沿って流体処理パックの長さ方向に通し、流
体処理層の半径方向内面に流体剪断力を発生させるステップ、プロセス流体の一部を流体
処理層をその半径方向外面まで通過させて浸透流体を形成させるステップ、および浸透流
体および流体処理層を通過しないプロセス流体を流体処理要素から排出するステップを備
えている。
【００３１】
本発明の他の局面によれば、流体処理方法が、プロセス流体を、流体処理要素の第１の長
さ方向の端で流体処理層の第１の面にある第１の網目層に導入するステップ、プロセス流
体を、第１の網目層の内部で流体処理パックの長さ方向に流体処理要素の第２の長さ方向
の端に向かって移動させ、流体処理層の第１の面に流体剪断力を発生させるステップ、お
よびプロセス流体の一部を、流体処理層を通って流体処理層の第２の面にある第２の網目
層に導入するステップを備えている。
【００３２】
本発明の他の局面によれば、流体処理方法が、流体を流体処理パックの長さ方向端面を通
して流体処理パックの流体処理層の第１の面にある第１の網目層に導入するステップ、お
よび流体の少なくとも一部を、流体処理層を通して流体処理層の第２の面にある第２の網
目層に移動させるステップを備えている。
【００３３】
本発明の別の局面によれば、流体処理方法が、プロセス流体を、流体処理層および流体処
理層の一方の面に設置され、流体処理要素の長さ方向に対して斜めに延長する第１および
第２の組の撚り糸を有する排出網目を有する流体処理要素に導入するステップ、プロセス
流体を、排出網目を通して流体処理要素の長さ方向に移動させ、流体処理層の表面に沿っ
て流体剪断力を発生させるステップ、およびプロセス流体の一部を、流体処理層を通過さ
せて浸透流体を形成するステップを備えている。
【００３４】
本発明の更に他の局面によれば、流体処理方法が、流体を、第１の流体処理要素にその第
１の長さ方向の端で導入するステップ、流体の第１の部分を、第１の流路に沿って第１の
流体処理要素の流体処理パックを通過させ、流体の第２の部分を、第２の流路に沿って流
体処理パックを迂回して流体処理要素を通過させるステップ、第１および第２の流路に沿
って移動した流体を流体処理要素の第２の長さ方向の端で混合させるステップ、および混
合流体を第１の流体処理要素から排出するステップを備えている。
【００３５】
本発明のなお更に他の局面によれば、流体処理方法が、第１の流体流を、流体処理要素の
流体処理層の第１の面上を流体処理要素の長さ方向に通過させるステップ、第２の流体流
を、流体処理要素の流体処理層の第２の面上を流体処理要素の長さ方向に通過させるステ
ップ、および二つの流体流の間で流体処理層を横断して物質を移すステップ、を備えてい
る。物質の移転は流体流の直接混合を行なわずに行なう。
【００３６】
本発明の他の局面によれば、流体処理方法が、流体を流体処理層の第１の面から第２の面
に流体処理層を通して移動させ、次に液体およびガスを流体処理層の第１の面に沿って流
体処理要素の長さ方向に移動させることにより流体処理層を処理するステップを備えてい
る。
【００３７】
本発明の更に他の局面によれば、流体処理方法が、流体を、流体処理要素の流体処理層を
第１の方向に通過させるステップ、液体およびガスの混合物を、流体処理層を第２の方向
に通過させて流体処理層から粒子を除去するステップ、および液体およびガスおよび除去
粒子の混合物を流体処理要素から排出するステップを備えている。
【００３８】
本発明のなお他の局面によれば、流体処理方法が、プロセス流体を、流体処理要素の第１
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の長さ方向の端でひだ付き流体処理要素の中空中心に導入するステップ、プロセス流体を
、中空中心から外方に中空中心を囲む流体処理パックに移動させるステップ、流体処理パ
ックの内部にあるプロセス流体を、流体処理要素の長さ方向に、流体処理要素の流体処理
層の第１の面に沿って移動させるステップ、プロセス流体の一部を、流体処理層を通過さ
せるステップ、および流体処理層を通過しないプロセス流体を流体処理要素の第２の長さ
方向の端から排出するステップを備えている。
【００３９】
本発明の他の局面によれば、流体処理方法が、処理しようとする流体を、流体処理要素の
流体処理層の第１の面で流体処理要素に導入するステップ、処理しようとする流体のすべ
てを、流体処理層を通過させるステップ、掃除用流体を、流体処理層の第１の面で流体処
理要素に導入するステップ、および掃除用流体を流体処理層の第１の面に沿って移動させ
、流体処理層の第１の面に流体剪断力を発生させることにより流体処理層を掃除するステ
ップを備えている。
【００４０】
本発明の別の局面によれば、流体処理方法が、流体をハウジングの第１室から第１の管シ
ートを通して、第１の管シートにより第１室から分離されているハウジングの第２室に設
置されているひだ付き流体処理要素の第１の長さ方向の端に導入するステップ、流体処理
要素の内部にある流体を流体処理要素の流体処理層の半径方向外面に沿って流体処理要素
の長さ方向に移動させ、流体処理層の半径方向外面に流体剪断力を発生させる一方、流体
不浸透部材により流体を流体処理要素に保持しておくステップ、および流体を、半径方向
外方に流体処理要素から流体処理要素の第２の長さ方向の端に近い第２室に排出するステ
ップを備えている。
【００４１】
本発明の他の局面によれば、流体処理方法が、流体をハウジングの第１室から半径方向に
、第１室に設置されている流体処理要素に導入するステップ、流体処理要素の内部にある
流体を流体処理要素の流体処理層の半径方向外面に沿って流体処理要素の長さ方向に移動
させて流体処理層の半径方向外面に流体剪断力を発生させる一方、流体不浸透部材により
流体を流体処理要素にほじしておくステップ、および流体を、流体処理要素の長さ方向の
端から第１の管シートを通して、第１の管シートにより第１室から分離しているハウジン
グの第２室に排出するステップを備えている。
【００４２】
本発明の更に他の局面によれば、流体処理方法が、処理しようとする流体を、ひだ付き流
体処理要素に導入するステップ、流体を流体処理要素の長さ方向に流体処理要素の流体処
理層の第１の面に沿って流体処理要素の第１の長さ方向の端に向かって移動させるステッ
プ、流体の一部を流体処理層を通過させるステップ、流体処理層を通過した流体の部分を
流体処理要素の第２の長さ方向の端から排出するステップ、および流体処理層を通過しな
かった流体を流体処理要素の第１の長さ方向の端から排出するステップを備えている。
【００４３】
本発明の様々な上述のおよび他の局面の多数の長所を下に詳細に説明する。これら長所の
中には、様々な動作モードを可能とする多様性、高効率、空間の有効利用、および流体処
理要素の寿命の増大がある。
【００４４】
本発明による流体処理要素を、ガス、液体、およびガスと液体とのような多相混合体を含
む広範多様な流体を処理するのに使用でき、流体からの粒子の除去（粒子濾過）、二つの
流体の間の溶解物質の併合、移転、およびプロセス流体の濃縮のような広範多様な流体処
理を行なうのに利用できる。流体処理要素を粒子濾過に使用するとき流体から除去できる
粒子の大きさは、粗い粒子（一般に直径が約0.1ｍｍ以上の粒子と規定される）からイオ
ン範囲の粒子（一般に直径が約
10-7ｍｍから約10-5ｍｍまでの粒子と規定される）までに亘る。したがって、流体処理要
素を粗粒子濾過、精粒子濾過、微小濾過、限外濾過、逆浸透、ガス浸透、透析、過蒸発、
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蒸気浸透、膜蒸留、電気透析、電気濾過、および液体膜のような濾過を行なうのに使用で
きる。
【００４５】
本発明による流体処理要素を、粒子が蓄積したとき捨てるつもりの使い捨て要素とするこ
とができ、または粒子が蓄積したら、なおもハウジング内に設置されている間またはそこ
から取り外してから、掃除して要素を再使用することができる再使用可能要素とすること
ができる。本発明の多数の好適実施形態では、流体処理要素を、ハウジングに設置されて
いる間に逆流洗浄によりまたはクロスフローにより掃除することができる。
【００４６】
本発明は更に、流体処理パックおよび流体処理パックを囲む管を備えた流体処理アセンブ
リを提供する。管には管の長さ方向の端にまたはその付近にある開口および開口の間に広
がる、開口の無い行き止まり領域がある。アセンブリは、フィルタ・パックの端を封止す
る端キャップを備えている。
【００４７】
本発明は更に、液体および液体に溶解し得るガスに接触するための装置を提供し、この装
置は、流体処理装置、ガス源、および液体源を備えている。本発明は更に、上の装置を使
用することにより液体およびガスに接触させるための方法を提供する。方法は、泡が皆無
のまたは実質的に皆無の、液体のガス溶液を調製することができる。本発明は更に、溶解
ガスの入っている液体からガスを抜く装置であって、流体処理装置、液体源、を備え、第
１の流路と第２の流路との間に圧力の差がある装置を提供する。本発明は更に、溶解ガス
の入っている液体からガスを抜く方法を提供する。
【００４８】
本発明は更に、プロセス流体をひだ付き流体処理要素に導入するステップ、プロセス流体
の少なくとも一部を要素の流体処理媒体を通過させるステップ、およびプロセス流体とは
異なるガスを流体処理媒体の第１の面に沿って移動させ、流体処理媒体の第１の面から粒
子を除去するステップ、を備えている流体処理方法を提供する。
【００４９】
本発明は更に、ひだ付き流体処理要素、流体処理要素を備え且つ第１の長さ方向の端と連
絡する第１の流体ポート、および流体処理要素の第２の長さ方向の端と連絡する第２およ
び第３の流体ポートを有するハウジングであって、流体が第１のポートから第２および第
３のポートに、流体処理媒体を通過せずに流体処理要素を通って流れることができるよう
になっているハウジング、第１および第２の流体ポートの一つに接続された、処理しよう
とする液体の源、および第３の流体ポートに接続されたクロスフロー清掃ガス源、を備え
ている流体処理装置を提供する。
【００５０】
本発明は更に、流体連絡用刳り貫き孔を有するヘッダ、ケーシング、および流体処理要素
、を備えた流体処理モジュールを提供する。本発明は更に、複数の流体処理モジュールを
備えた流体処理アセンブリを提供する。
【００５１】
本発明は更に、その上に粒子が堆積している第１の面、および第２の面を有する流体処理
媒体を備えている流体処理要素を掃除する方法を提供する。方法は、最初に流体処理媒体
を通過せずに流体処理媒体の第１の面に沿って清掃ガスを移動させるステップを備えてい
る。
【００５２】
本発明を多数の実施形態に関して説明するが、本発明は、これら実施形態の特定の構造に
限定されず、一つの実施形態の一つ以上の特徴を、本発明の範囲から逸脱することなく、
他の実施形態の多数の特徴の一つと自由に組み合わせることができる。
【００５３】
【実施形態の詳細説明】
下記説明において、用語「流体処理要素」を流体を処理するための流体処理媒体を備えた
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装置を指すのに使用し、用語「流体処理アセンブリ」をハウジングおよびハウジング内に
着脱可能にまたは着脱不能に設置された一つ以上の流体処理要素の一実施形態を指すのに
使用する。用語「流体処理パック」を流体処理媒体が入っている流体処理要素の一部を指
すのに使用する。流体処理要素が濾過を行なおうとするとき、流体処理要素、流体処理ア
センブリ、流体処理媒体、および流体処理パックを、それぞれ、フィルタ要素、フィルタ
・アセンブリ、フィルタ媒体、およびフィルタ・パックと言うことができる。下に説明す
る多数の実施形態では、流体処理要素が流体から粒子を除去する流体の濾過に特に適して
いるので、フィルタ要素と言うが、上に述べたように、本発明の流体処理要素を広範多様
な形式の流体処理に採用できる。
【００５４】
図面において、フィルタ要素を垂直向きに図示してあるが、フィルタ要素は垂直に対して
どんな向きをも有することができる。便宜上、フィルタ要素またはフィルタ要素を備えた
機器の様々な部分を指すのに用語「上方」および「下方」を使用することができるが、こ
れら用語の使用はフィルタ要素を向ける仕方に如何なる制約をも加えるつもりはない。
【００５５】
図１は、本発明によるフィルタ要素10の第１の実施形態の切断立面図である。フィルタ要
素10は、フイルタ媒体が入っているフィルタ・パック20、フィルタ・パック20により囲ま
れているコア30、およびフィルタ・パック20の各長さ方向の端に設置された端キャップ40
を備えている。
【００５６】
フィルタ要素10をハウジング内に設置して図示してあり、ハウジングの一部だけを図示し
てある。ハウジングは、ハウジングを開閉してフィルタ要素10の設置および取り替えを可
能にするよう互いに着脱可能に固定されている複数の区画を備えていることが非常に多い
。図示したハウジングは、ハウジングの内部を、そこから濾過しようとするプロセス流体
をフィルタ要素10に導入できるプロセス流体室55、フィルタ要素がクロスフロー濾過モー
ドで動作しているときフィルタ要素10から排出される浸透流体を受ける浸透流体室56、お
よびフィルタ要素がクロスフロー濾過モードで動作しているときフィルタ要素10から排出
される保持流体を受ける保持流体室57に分割する第１および第２の管シート50および52を
備えている。フィルタ要素10が終端濾過モードで動作しているときは、浸透室56はフィル
タ要素10を通過した濾過流体を受け、実質的に流体が保持流体室57に流入しない。
【００５７】
第１の管シート50は、プロセス流体室55と浸透流体室56との間を連絡する開口51を備え、
第２の管シート52は、浸透流体室56と保持流体室57との間を連絡する開口53を備えている
。フィルタ要素10の両端は、開口51、53の一方に受けられ、または他の場合には開口51、
53の一方に流体的に接続されている。ハウジングの大きさによるが、各管シートは、複数
の開口を備えてハウジングが複数の同様なフィルタ要素を同じ様式で収容できるようにす
ることができる。ハウジングは一般に複数の流体ポートを備え、その各々は、室55-57の
一つとハウジングの外部との間を連絡し、流体が対応する室に導入されるか、またはそこ
から移動できるようにしている。好適には、各流体ポートに弁または他の制御機構が設け
られ、それによりポートを通る流体の流れを可能にしまたは阻止することができる。必要
なら、フィルタ要素10を、タイロッド、押さえ板、またはクランプのような、管シートに
対して不動にする手段を設けることができるが、多くの場合、管シートと端キャップ40と
の間の摩擦がフィルタ要素10の不要な移動を防止するのに十分である。現在の実施形態で
は、フィルタ要素10を支持するための、フィルタ要素10を管シートに対して位置決めする
ための、またはフィルタ要素10に作用する軸方向力に抵抗するための棚54を第２の管シー
ト52の開口53に形成している。フィルタ要素10をプロセス流体室55から、端キャップ40が
管シートの開口51、53に対して封止されるまで、第１および第２の管シートに挿入するこ
とにより、管シートに設置することができる。
【００５８】
フィルタ・パック20は、どんな特定の形状をも備える必要はない。現在の実施形態では、
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フィルタ・パック20は、円筒状の内周または外周を有する中空部材であるが、楕円形また
は多角形のような他の周囲形状を有することができる。更に、それは中空である必要はな
い。図１の実施形態では、フィルタ・パック20は、複数の軸方向に延長するひだ、すなわ
ち、フィルタ・パック20の長さ方向に延長するひだを備えたひだ付き部材である。しかし
、フィルタ・パック20を、一つ以上の材料シートをコアの周りに一巻き以上巻いた螺旋巻
き構造のようなひだ無し構造としてもよい。
【００５９】
ひだ付きフィルタ・パックは、ひだ付きフィルタ・パックのひだの高さの方向の流体流路
が螺旋巻きフィルタ・パックのシートの巻き方向の流体流路より短くなる傾向があり、ひ
だ付きフィルタ・パックでの圧力降下が低くなるから、圧力降下を極小にすることが重要
な用途に有益である。他方、螺旋巻きフィルタ・パックは製造しやすさ、所定の体積に対
して濾過に利用できる表面積、または強度に関して長所を有している。
【００６０】
フィルタ・パック20を単一層から形成できるが、一般にフィルタ・パック20は多層複合体
から構成されている。現在の実施形態では、フィルタ・パック20は、フィルタ媒体、内部
排液層22、および外部排液層23から成るフィルタ層21を備えた３層複合体から構成されて
いる。フィルタ層21に採用できるフィルタ媒体の形式に関する特定の制約は存在せず、媒
体形式を、濾過しようとする流体、および行なおうとする濾過の形式に従って選択できる
。たとえば、フィルタ媒体を、繊維の塊、繊維マット、編組または非編組繊維シート、支
持または非支持微小膜、多孔発泡材、および多孔金属またはセラミックのような多孔膜、
の形態にすることができる。
【００６１】
フィルタ・パック20は、単一フィルタ層21を備えることができ、または同じか異なるフィ
ルタ媒体の複数のフィルタ層を互いに重ねて設置して所要の厚さにすることができる。た
とえば、フィルタ・パック20が異なる濾過特性を有する、たとえば、一つの層が第２層に
対する予備フィルタとして働く、二つ以上のフィルタ層を備えることが可能である。各フ
イルタ層は一様な多孔構造またはその厚さにわたって変化する類別多孔構造を備えること
ができる。
【００６２】
排液層22および23は、フィルタ・パック20において、それを通して流体が、フィルタ・パ
ック20のひだが互いに押されていてもフィルタ層21のいずれかの面に沿って流れることが
できる空間を形成することが頻繁に望まれ、またそれらがフィルタ層21を強化してフィル
タ・パックに更に大きい剛性および強度を与えることもできる。しかし、流体がフィルタ
層21の表面に流れるのに適切な空間が存在すれば、排液層の一方または双方を省略できる
。内部排液層22は、流体がフィルタ・パック20を通してその外部からその中心に、半径方
向内側に流れるときフィルタ層21のいわば下流側に設置される層であるが、外部排液層23
は、流体がフィルタ・パック20を通して半径方向内側に流れるときフィルタ層21のいわば
上流側に設置される層である。
【００６３】
排液層22、23を低い縁方向流れ特性、すなわち、排液層を通して一般的にその表面に平行
な方向の流体流に対する低い抵抗、を有するどんな材料からでも作ることができる。適切
な材料の例には網目および多孔性の編組または非編組シートがある。網目は普通、大きい
開放面積、および厚さ方向の圧縮に対する大きい抵抗を有するので、多孔性シートより好
適である。高温の用途では、金属網目またはスクリーンを使用できるが、低温用途では、
ポリマ網目が特に適している。ポリマ網目は通常、編組網目および非編組網目の形態にさ
れる。いずれの形式も採用できるが、非編組網目が、より滑らかで、したがってフィルタ
複合体の隣接層に生ずる擦傷が少ないので、一般的に好適である。適切な非編組ポリマ網
目の特定の例は、Ｎalle Ｐlastics（テキサス州、オースチン）からＮＡＬＴＥＸ、ＺＩ
ＣＯＴ、およびＵＬＴＲＡＦＬＯの商標名で入手可能のものである。
【００６４】
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或る種の非編組網目は一方向の縁方向流れに対する抵抗が他の方向の縁方向流れに対する
抵抗より小さい。このような非編組網目の一つの例として、商標名
ＤＥＬＮＥＴとして販売されているものがある。この網目には広げたポリマ・シートの上
に設けられた一組の平行なポリマ撚り糸がある。ＤＥＬＮＥＴの縁方向の流れ抵抗は、ポ
リマ撚り糸に平行な流れに対して撚り糸を横断する流れに対するよりかなり低い。流れが
主として一方向（主としてフィルタ・パック20の長さ方向またはひだの高さ方向のような
）であるフィルタ・パック20の領域では、一つの流れ方向の縁方向流れ抵抗が他の方向よ
り低い網目が適している。
【００６５】
他方、流れが多方向であるかまたは流れが方向を変えなければならないフィルタ・パック
20の領域では、単一の好適流れ方向を持たない網目を採用するのが好適である。このよう
な網目の例は、ダイアモンド網目といわれるものであり、これは網目の長さ方向（網目が
網目のロールから出てくる方向）に対して対角状に延長する第１および第２の組の撚り糸
を備えている。ダイアモンド網目のようなパターン状網目を排液層22、23に採用すると、
網目の撚り糸がすべてフィルタ・パック20の長さ方向に対して対角状に延長し、排液層22
、23が、フィルタ・パック20の長さ方向およびフィルタ・パック20のひだの高さ方向に、
ほぼ同じ縁方向流れ抵抗を与える。フィルタ層21の反対側に、またはフィルタ層21の同じ
側にあるフィルタ・パック20の長さに沿う異なる領域に、違う形式の網目を使用すること
ができる。
【００６６】
本発明によるフィルタ要素の或る好適実施形態では、ひだの隣接脚の対向面が互いに押さ
れているが、排液層22、23が非編組網目を備えていると、ひだの一つの脚の排液網目の撚
り糸がひだの隣接脚の排液網目の撚り糸に対して押される。二つの対向面にある排液網目
の撚り糸が互いに平行であれば、撚り糸が「入れ子」になる、すなわち、互いに重なるの
ではなく、互いの間に入り込む。入れ子が発生すれば、撚り糸の方向は好適に、その入れ
子が網目の縁方向の流れ抵抗をひどく劣化させないようになる。入れ子撚り糸により生ず
る縁方向流れに対する抵抗は一般に、入れ子撚り糸が縁方向流れの方向に垂直であるとき
極大になり、入れ子撚り糸がこの方向に平行であるとき極小になる。
【００６７】
フィルタ層21の半径方向内面および外面にある排液層22、23は、互いに異なる特性を有す
ることができる。たとえば、フィルタ層21のプロセス流体側にある排液層（図２の内部排
液層22）の厚さを、浸透流体側の排液層（図２の外部排液層23）の厚さより大きくして、
プロセス流体に存在するが、浸透流体には存在しない固体堆積物が形成できるかまたは、
粒子が通過できる空間を与えることができる。
【００６８】
フィルタ・パック20は、フィルタ層21および排液層22、23の他に別の層を備えることがで
きる。たとえば、フィルタを設置してある流体システムの圧力変動中にひだが膨張して接
触するとき排液層22、23と摩擦接触することにより生ずるフィルタ層21の擦傷を防止する
ために、フィルタ層21と排液層22、23の一方または双方との間に緩衝層を設けることがで
きる。緩衝層は好適には排液層22、23より滑らかで、フィルタ層21より磨耗に対する抵抗
が高い材料から作られる。たとえば、排液層22、23を非編組ポリマ網目から作るとき、適
切な緩衝層の一例は、
ＲeemayコーポレーションによりＲＥＥＭＡＹ2250という商標名で販売されているものの
ようなポリエステル非編組織物である。緩衝層を複合体の他の層とは別の個別層とするこ
とができ、または層の他の一つと結合してよい。たとえば、緩衝層を、フィルタ層21を取
付けて、フィルタ層21の基板として役立つ有孔織物の形態にすることができる。
【００６９】
フィルタ層21の半径方向外面にあるフィルタ層21の対向面の間の空間は、好適にフィルタ
・パック20の長さ方向の両端で封止され、プロセス流体がフィルタ・パック20の長さ方向
の上端面を通ってフィルタ層21の浸透流体側に流入しないようにし、且つ浸透流体が長さ
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方向の下端面を通って保持流体室57に流入しないようにしている。空間を多様な様式で封
止することができる。現在の実施形態では、プロセス流体および浸透流体に不浸透性の封
止ストリップ24が空間を満たすようにフィルタ・パック20の長さ方向両端で複合体にひだ
状に入り込んでいる。封止ストリップ24を、フィルタ・パック20に入り込んでいる状態で
プロセス流体または浸透流体に対して不浸透性のどんな材料からでも作ることができる。
たとえば、材料を圧縮または非圧縮状態で不浸透性であるものとすることができ、または
封止ストリップ24を、圧縮状態で有孔性且つ浸透性であるが、フィルタ・パック20の内側
を圧縮すると、その孔が閉じて非有孔性で流体に対して不浸透性になる材料から作ること
ができる。
【００７０】
封止ストリップ24の適切な材料の幾つかの例は、ポリウレタン、シリコン、ポリエステル
、エラストマ、または同様の材料から作られた軟らかい、ポリマ系不連続気泡発泡体であ
る。封止ストリップ24を形成する材料は好適には、フィルタ層21の半径方向外側にあるフ
ィルタ層21の対向面の間を完全に満たして対向面間の流体の流れを阻止するのに十分な軟
らかさのものである。封止材料はまた、フィルタ層21の端（単独または複数）の小孔の幾
つかまたはすべてに突入してそれらを満たすことができる。封止ストリップ24の適切な硬
さの一例は、ほぼショアＡ20またはそれより軟らかいが、硬さは内部排液層22の厚さおよ
びフィルタ・パック20の円周方向でひだに働く圧縮力のような因子により変わる可能性が
ある。
【００７１】
外部排液層23の長さ方向の端を、封止ストリップ24と重ならないように、フィルタ要素10
の長さ方向の端から後方に下げることができ、または封止ストリップ24が外部排液層23の
開口に突入してそれを満たすのに十分軟らかければ、外部排液層23を、フィルタ・パック
20の長さ方向に封止ストリップ24の一方または両方に重ねることができる。封止ストリッ
プ24の幅（フィルタ要素10の長さ方向に測った）は重大ではない。幅が小さければ小さい
程、濾過に利用できるフィルタ層21の表面積は大きい。他方、封止ストリップ24の幅が小
さくなるにつれて、封止ストリップ24をひだ付き複合体を波形にするのが困難になる。封
止ストリップ24をフィルタ層21の隣接表面間を満たすことができるどんな厚さにもするこ
とができる。現在の実施形態では、各封止ストリップ24の厚さは非圧縮状態で約1/8イン
チであり、幅は約１インチである。
【００７２】
現在の実施形態では、外部排液層23は、封止ストリップ24とフィルタ層21との間に設置さ
れているが、封止ストリップ24を外部排液層23とフィルタ層21との間に設置すること、ま
たはフィルタ・パック20の長さ方向の両端に、一つがフィルタ層21と外部排液層23との間
に、他のものが外部排液層23の半径方向外側に設置されて、多数の封止ストリップが存在
することも可能である。
【００７３】
フィルタ層21の、その半径方向外側の対向表面間にシールを形成するのに封止ストリップ
24の他に他の手段を使用できる。たとえば、樹脂封止剤をフィルタ層21の対向表面間で外
部排液層23に注入して排液層の開口を長さ方向の端で満たすことができる。フィルタ層21
および外部排液層23の一方または両方が熱可塑性材料から形成されていれば、層21および
23を、ひだ付けが行なわれてからフィルタ・パック20の長さ方向の端に設置されることに
なるそれらの縁に沿って局部的に互いに溶融させることができる。溶融は、外部排液層23
の厚さを減らし、および/または外部排液層23の開口をその縁に沿って溶融物質で満たし
、それにより流体が溶融領域にある外部排液層23に流入しないようにする。溶融を、層21
および23の縁を、たとえば、加熱ローラを通過させることにより波形にする前に行なうこ
とができる。次に層21および23を内部排液層22と組み合わせることができ、三つの層を波
形にしてひだ付きフィルタ・パック20を形成することができる。
【００７４】
フィルタ・パック20のひだを多様な様式で構成できる。たとえば、フィルタ・パック20が
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中空円筒部材であるとき、ひだを、各ひだの半径方向内側部分がフィルタ要素の長手方向
軸に関して同じひだの半径方向外側部分と実質的に同じ半径上にある半径方向ひだとして
形成することができる。したがって、本発明の或る実施形態では、ひだ付き流体処理要素
を公式
ｈ＝（Ｄ－ｄ）/２
により与えられるひだ高さにより特徴づけることができる。ここでＤはフィルタ要素の最
高部の外径であり、ｄはフィルタ要素の基底部の内径である。しかし、このような構成で
は、隣接ひだ間の隙間がフィルタ・パック20の中心からの距離が増大するにつれて必然的
に増大する。したがって、半径方向のひだは、隣接ひだ間に多量の未使用空間を生ずる。
更に、ひだ間の隙間が変わるため、プロセス流体の流れ条件がひだの高さにわたり大幅に
変わり、ひだの一定の部分に他の部分より前に埃が付着することになる。この非一様付着
はフィルタ要素の埃容量および/または稼働寿命を減らす可能性がある。
【００７５】
したがって、ひだを、ひだの脚が脚の高さの実質的部分にわたり広がっている連続領域に
わたり互いに対して押すように設置することが好適である。中空円筒フィルタ・パック20
のひだを多様な仕方で互いに対して押すことができる。一つの方法は、ひだを、ひだの半
径方向外側部分が、円周の少なくとも一部の周りでおよび更に好適にはひだの隣接脚が互
いに対して押されるまで実質的にフィルタ要素10の円周全体の周りでひだの半径方向内側
部分に対してフィルタ要素10の円周方向に変位する被覆状態に形成することである。ひだ
をこの様式で被覆すると、各ひだの高さは、フィルタ・パックのひだの最高部の外径とひ
だの基底の内径との差より大きい。ひだが、ひだの隣接脚の対向面が実質的に全ひだ高さ
にわたりきっちり接触している被覆状態にある或る他の実施形態では、ひだ付きフィルタ
要素を公式
ｈmax＝（Ｄ2－ｄ2）/［４（ｄ＋２ｔ）］
により与えられる最大ひだ高さｈmaxにより特徴付けることができる。ここでｔはひだ脚
のような流体処理層の有効厚さである。或る実施形態の流体処理層はフィルタ媒体、排液
層、および他の層を備えている。多数の好適実施形態では、各ひだの高さは（Ｄ－ｄ）/
２より大きく、（Ｄ2－ｄ2）/［４（ｄ＋２ｔ）］より小さいか等しく、更に好適には（
Ｄ2－ｄ2）/［４（ｄ＋２ｔ）］の少なくとも約80％である。
【００７６】
一つの好適な構成では、フィルタ・パック20の各ひだには、ひだの最高部（半径方向外端
）で互いに接合されている第１および第２の脚があり、各々は、ひだの基底（半径方向内
端）で隣接ひだの脚に接合されている。第１の脚を、第１の脚の高さの実質的部分に対し
て広がる連続領域にわたり、およびフィルタ・パック20の少なくとも約50％にわたり、更
に好適には少なくとも約75％にわたり、および最も好適には約95-100％にわたり同じひだ
の第２の脚に対しておよび隣接ひだの第２の脚に対して押すことができる。高さの実質的
部分は、好適には第１の脚の高さの少なくとも約50％であり、更に好適には第１の脚の高
さの少なくとも約75％であり、なお一層好適には第１の脚の高さの少なくとも約90％であ
る。
【００７７】
ひだが被覆状態にあると、各ひだは通常、フィルタ要素10の長さ方向の端から見て曲がり
構成を取る。ひだを重なり状態に形成しやすくするには、フィルタ・パック20を、各ひだ
の二つの脚が互いに異なる長さになるように波形にすることができる。第１および第２の
脚の相対的長さにより決まるが、各脚を、実質的部分に対して広がる連続領域にわたり、
好適にはフィルタ・パック20の少なくとも約50％にわたり、更に好適には少なくとも約75
％にわたり、および最も好適には約95-100％にわたり、同じひだの隣接脚に対しておよび
隣接ひだの隣接脚に対して押すことができる。重なり状態にあるひだを有するフィルタ・
パック20を形成するおよび不等長さの脚を有するひだを形成する適切な方法の例は、Ｓto
yell等の合衆国特許第5,543,047号に詳細に説明されている。
【００７８】
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フィルタ・パック20が占有する空間を有効に使用することおよびひだの高さにわたり流体
流に対する抵抗を等しくする傾向に加えて、ひだを被覆状態に形成すると、フィルタ・パ
ック20を横断する圧力が変動すると、ひだの移動が減少し、それによりフィルタ層21の擦
傷が減る。更に、ひだが被覆状態にあると、フィルタ・パック20の長さ方向端面がきわめ
てコンパクトになり、端キャップを設置する期間中にフィルタ・パック20の損傷に対する
抵抗が大きくなる。
【００７９】
被覆ひだを有するひだ付き複合体を形成するのに、回転ひだ付け機またはシートの横断方
向に広がる（ひだはシートがひだ付け機を通過する方向に垂直である）ひだを形成する掴
み保持ひだ付け機を使用する方法、シートに長手方向ひだを形成する（ひだはシートがひ
だ付け機を通過する方向に平行である）長手方向ひだ付け機を使用する方法、または材料
のシートを材料の周りのひだに形成し、ひだを円周方向に移動させてそれらを重ねる方法
、のような様々なひだ付け方法および機器を使用することができる。
【００８０】
採用できる掴み保持ひだ付け機の一例は、合衆国特許第5,543,047号に説明されているが
、採用できる長手方向ひだ付け機の一例は、Ｒosenbergの合衆国特許第4,252,591号に説
明されている。後者の特許に説明されているひだ付け機は、名が手方向のひだをフィルタ
複合体に形成するファン形状の折り曲げ形成機を備えている。折り曲げ形成機は、交互に
ピークおよびくぼみ部分を有する複数の折り目を備えている。一対の円筒ロールが折り曲
げ形成機を通してフィルタ複合体を引く。フレキシブル・チェーンが、その重さのため、
フィルタ複合体を折り曲げ形成機の表面のうねり輪郭に順応させることにより、フィルタ
複合体を波形にしやすくする。
【００８１】
折り曲げ形成機およびチェーンを、フィルタ複合体が案内の間を通過するにつれてフィル
タ複合体に波形を形成する上部および下部のベーン型案内で置き換えることができる。ベ
ーンを上部および下部案内に交互に設置することができ、案内の長さに沿って高さを増大
させることができる。案内のような、ひだ付け機の或る部分を適度な温度に加熱してフィ
ルタ複合体をひだ付け中溶融させずに軟化させ、複合体の変形を容易にすることができる
。波型フィルタ複合体の端を掴む掴み機構を利用して材料を、ローラではなく、ベーン型
案内により引っ張ることができる。材料のシートを心金の周りにひだに形成し、次にひだ
を重ねて置くのに使用することができる装置の一例は、合衆国特許第3,386,583号に説明
されている。
【００８２】
フィルタ・パック20のひだを、フィルタ要素の製造中の様々な時点で被覆状態に形成する
ことができる。たとえば、合衆国特許第5,543,047号に説明されているように、ひだ付き
複合体のひだを、ひだ付き複合体を円筒パックに形成し、次にフィルタ・パックを、フィ
ルタ・パックを回転させながら内径が減少する漏斗形工具を通過させることにより重ねる
ことができる。代わりに、ひだ付き複合体のひだを、ひだ付き複合体を板の間で圧縮する
ことによるように、または複合体を蝶番付き長方形枠に掴み、次に枠を斜め平行四辺形の
形状に変形させることによるように、複合体を円筒形に形成する前に、重ねることができ
る。ひだ付き複合体がポリマ性材料から構成され、重ねながら溶融させずに加熱して複合
体を軟化させ、次いでひだを被覆状態に維持するよう力を加えながら冷却させれば、ひだ
は一旦力を除去したら被覆状態を維持する傾向が大きくなる。
【００８３】
円筒形フィルタ・パックのひだの隣接脚を互いに押す他の方法は、ひだの隣接脚の間にフ
ィルタ・パックの周りに間隔を置いて楔を挿入することである。楔は、フィルタ・パック
の円周方向にひだを押し、フィルタ・パックの円周方向にひだの曲がりを生ずることなく
隣接脚の間の空間がなくなるようにする。このようなフィルタ・パックは、たとえば、「
耐崩壊波形フィルタ要素」という名称の合衆国特許第4,154,688号に説明されている。
【００８４】
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フィルタ・パック20は、しばしば、フィルタ・パック20を形成するひだ付き複合体の隣接
する長さ方向の縁が互いに接合されて封止される少なくとも一つの長さ方向側面シールを
備えている。フィルタ・パック20の円周にもよるが、それらを一つまたは複数の側面シー
ルとすることができる。好適には、フィルタ・パック20は一つより多くない長さ方向側面
シールを備えている。
【００８５】
フィルタ・パック20のひだを被覆状態に形成してから、それらをこの状態から広げて隣接
ひだ間に隙間を作ろうとする傾向を有することができる。ひだが広がらないようにするの
に、フィルタ要素10にひだをフイルタ要素の半径方向に拘束する一つ以上の拘束部材を設
けることができる。半径方向の拘束は、ケージ、管、またはフィルタ・パック20を囲むス
リーブによる、フィルタ・パック20の上を滑るリングによる、またはその長さの少なくと
も一部の上でフィルタ・パック20の周りにきつく巻き付く巻き部材によるような、多様な
装置により達成することができる。現在の実施形態は、フィルタ・パック20の周りに複数
の巻き数で十分な張力で巻かれてひだが被覆状態から伸ばされないようにする材料のスト
リップから成る巻き部材25の形態を成す拘束部材を採用している。このような巻き部材25
は、きわめて薄く、軽量に、且つ廉価にすることができ、またフィルタ・パック20の周り
に設置しやすいので、拘束部材として有利である。例示した巻き部材25は、フィルタ・パ
ック20の全長にわたり延長しているが、短い長さにわたり延長してもよい。
【００８６】
巻き部材25をフィルタ・パック20の周りに隣接する巻き要素の間に重なりを設けてまたは
設けないで巻くことができる。巻き部材25をフィルタ・パック20の周りに弦巻状に、螺旋
状に、または円筒状に、のような多様な様式で巻くことができる。巻き部材25を、濾過中
の流体に対して浸透性または不浸透性である広範多様な材料から作ることができる。適切
な材料の幾つかの例は、編組または非編組織物、ポリマ膜、および金属または非金属の編
組網目である。
【００８７】
巻き部材25は好適に、それを通って流れる流体に可能なかぎり低い圧力降下を生ずる。巻
き部材25の厚さは、制限がなく、必要な強度および柔軟性および空間を考慮して選択する
ことができる。巻き部材25をフィルタ・パック20の所定の場所に様々な仕方で固定できる
。たとえば、巻き部材25をフィルタ・パック20のひだの最高部に接合して巻き部材25をフ
ィルタ・パック20の所定の場所に保持し、ひだを被覆状態に維持するのに役立て、フィル
タ・パック20の内部でのひだの移動を減らすことができる。隣接する巻き要素の間に重な
りがあれば、巻き要素を、ひだに固定してまたは固定しないで、重なり部分で互いに固定
することができる。巻き部材25を、それ自身に固定しないで、その長さ方向の端でだけ所
定位置に、またはその両端間でひだに、保持することも可能である。
【００８８】
巻き部材25を所定位置に保持するのに使用できる特定の方法の例には、ホットメルト接着
剤のような接着剤の使用、熱い輪を使用する溶融結合、一定間隔で巻き部材25の周りに機
械的タイまたはバンドを設置すること、または巻き部材25の長さ方向の端の上に端キャッ
プ40を機械的に固定すること、がある。巻き部材25が濾過中の流体に対して浸透性の材料
から作られていれば、巻き部材25は隙間または開口なしでフィルタ・パック20を完全に囲
むことができるが、巻き部材25が流体に対して不浸透性であれば、巻き部材25に、それを
通して流体がフィルタ・パック20の半径方向に流れる開口または隙間ができることがある
。現在の実施形態は、フィルタ・パック20の周りに複数の重なり巻き要素により螺旋状に
巻かれた38×20×0.011×0.011（インチあたり38撚り糸×インチあたり20撚り糸でより糸
の直径が0.011インチ）のステンレス鋼編組ワイヤ網目から構成されている。
【００８９】
本発明の一実施形態によるフィルタ要素は、フィルタ・パック20を囲むケージまたは管を
備え、このようなケージまたは管をひだを被覆状態に維持する保持部材として動作させる
ことが可能である。しかし、フィルタ要素10がケージまたは管を備えていてさえ、巻き部
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材25を保持部材として使用するのは好ましい。たとえば、保持部材としてケージを使用す
ると、フィルタ・パック20がケージの内周に対して膨張するので、ケージを厳密な公差に
製造してフィルタ・パック20が確実に圧縮の所要レベル以下にあるようにしなければなら
ないが、巻き部材25を保持部材として使用すると、ケージまたはフィルタ・パック20を囲
む他の部材の直径の変動に関係なく、ひだの圧縮を巻き期間中巻き部材25の張力を調節す
ることにより所要レベルに制御することができる。
【００９０】
フィルタ・パック20が中空部材であると、フィルタ要素10は、フィルタ・パック20の中心
に設けられたコア30を備えることができる。コア30は多様な機能に役立つことができる。
コアは、フィルタ要素10に軸方向、曲げ、またはねじりの応力に対する抵抗を与えること
ができ、フィルタ・パック20が、濾過中に発生するフィルタ要素10の内部と外部との間の
圧力差による半径方向の力で内側に崩壊しないようにすることができる。コア30はまた、
フィルタ・パック20を所要形状に維持するのに役立ち、更にフィルタ要素10を管シートま
たはハウジングの内部の取付け具のような他の部材に接続する手段として使用することが
できる。本発明の或る実施形態では、コア30は、主として支持体を与える働きをし、流体
を移動させるには役立たないが、他の実施形態では、支持体を与えるとともにフィルタ要
素10の長さ方向に流れる流体のための導管としても動作している。
【００９１】
コア30は、支持体を与え、および/または流体を移動させるという所要機能を行なうこと
ができるようにするどんな構造をも備えることができる。しばしば、フィルタ・パック20
が通常、円筒状内周を有するので、コア30は円筒状であるが、多角形または楕円の断面を
持つ形状のような他の形状を採用でき、コア30の断面形状をその長さ方向に変えてよい。
コア30を、濾過する流体に適合し且つ限定はしないが、金属およびプラスチックの両者を
含む、所要強度を有するどんな材料からでも作ることができる。コア30はしばしば、フィ
ルタ・パック20の全長だけ延長し、フィルタ・パックに最大の支持を与えるが、コア30を
より小さい距離延長させることが可能である。
【００９２】
現在の実施形態では、コア30は単に支持体を与えるだけに役立っており、したがって流体
がプロセス流体室55と保持流体室57との間でコア30を通って軸方向に流れないようにする
ような構造になっている。たとえば、コア30全体を無孔および不浸透にすることができる
。例示したコア30は中空で重量を減らしているが、代わりに中実にすることができる。コ
ア30は、中空管31から構成され、その両端は管31の端に液密に固定されたストッパ33また
は他の適切な部材により封止され、流体が管31に入らないようにしている。ストッパ33に
丸みを付けてフィルタ・パック20の長さ方向の端を通って一層滑らかな流体流が生ずるよ
うにすることができる。
【００９３】
フィルタパック２０のプリーツは有限の厚さの材料から形成されているので、フィルタ構
成体がプリーツを形成するようにそれ自身の上に折り返されているプリーツの径方向の内
端および外端において、プリーツは、いくぶんか丸められている。結果として、プリーツ
の径方向の内端および外端において、小さな三角形のギャップが、フィルタパック２０の
全長にわたってプリーツの接続する脚部分の向かい合った面間に生まれることになる。径
方向の内端におけるこれらのギャップを埋め、処理流体が内部の排出層２２を通過するの
ではなくむしろギャップに沿って流れることを妨げることができると良い。この実施例に
おいて、コア３０は、中空の管３１を取り巻き、プリーツの径方向の内端においてプリー
ツの脚部分間のギャップを埋める外面を備えている。
【００９４】
この外面は、プリーツの脚部分間における三角形のギャップに嵌合する三角形の稜線部分
を備えるように予め形成されることができ、あるいは、十分な柔軟性を備えて三角形のギ
ャップの形状に従うとともにそれらを埋めるような材料から作られても良い。この実施例
において、この外面は、中空の管３１を取り巻き、プリーツの径方向の内端においてギャ
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ップを埋めるように変形できる容易に変形可能な可撓性の材料からなる層３２によって形
成されている。層３２は、フィルタパック２０によって取り巻かれたとき、処理流体に非
浸透性の材料から構成される。その材料は、どのようなときでも処理流体に非浸透性であ
り、あるいは、プリーツの径方向の内端に対して圧縮されたとき非浸透性であるような材
料である。
【００９５】
層３２が処理流体に非浸透性であるので、層３２を支持している管３１は、例えば、層３
２が開口を被覆するときその重量を軽減するためにパーフォレーションあるいはその他の
開口を備えるようにしても良い。この実施例において、層３２は、可撓性の閉じられた細
胞状の泡からなる。層３２は、様々なやり方で管３１に取り付けることができる。層３２
は、例えば、管３１を軸方向に摺動する円筒形のスリーブで構成することができ、管３１
をらせん状に、あるいは、円筒形状に包み込むような細長い片材料で構成することもでき
る。管３１に直接形成しても良い。コア３０の外面以外の手段で、プリーツの径方向の内
端におけるギャップを埋めても良い。例えば、接着剤が、隣接するプリーツ間のギャップ
に注入されて固められるようにしても良い。
【００９６】
図２は、図１の線２－２に沿って見たフィルタエレメント１０の横断断面図であり、図３
は、図１の線３－３に沿って見た横断断面図の一部分である。図２に示すように、シーリ
ング片２４間のフィルタパック２０の領域において、プリーツは、外側の排出層２３がそ
れぞれのプリーツにおけるほぼ全部の高さにわたってそれ自身をその外面（この面はフィ
ルタ層２１から離れている）に押し付けられているとともに横たえられた状態にあり、内
側の排出層２２がそれぞれのプリーツにおけるほぼ全部の高さにわたってそれ自身をその
内面（この面はフィルタ層２１から離れている）に押し付けられていて、プリーツの径方
向の内端あるいは外端を除いてプリーツの隣接する脚部分間にほとんど隙間がないように
横たえられた状態にある。プリーツの径方向の内端においてプリーツの隣接する脚部分間
にある三角形のギャップは、コア３０の外面を形成する可撓性の層３２によって埋められ
て処理流体がこれらのギャップから流れることを阻止している。
【００９７】
図３に示されるフィルタエレメント１０の一部分において、フィルタパック２０は、図２
に示されるものに類似した構造を備えているが、その上に、フィルタ層２１の径方向の外
側にシーリング片２４を備えている。このシーリング片２４は、外側の排出層２３におけ
る開口内に突出していてこの図においては排出層を覆っているが、外側の排出層２３は、
図２と同じ形状を備えている。シーリング片２４は、外側の排水層２３をシールし、プリ
ーツの径方向の外端と上方の端部キャップ４０の内縁との間のギャップを埋め、処理流体
が、内側の排出層２２を介してのみフィルタパック２０の上方長手方向端面に流れるよう
にしている。フィルタエレメント１０の下方長手方向端部から見た横断方向の断面は、図
３と同じに見えることになる。この発明の実施例によるフィルタエレメントは、フィルタ
パック２０の一方のあるいは両方における長手方向端部に配置された端部キャップを含ん
でいる。端部キャップ４０は、長手方向の端部を保護するために使われて流体の流れに対
して長手方向の端部をシールし、フィルタパック２０の形状の維持を支援するかあるいは
フィルタエレメント１０を管部材、ハウジング内の嵌合部材、あるいは、その他のフィル
タエレメントのようなその他の部材に接続する。端部キャップ４０は、フィルタリングさ
れる流体の作用に影響を及ぼさない材料から製造することができ、この端部キャップ４０
が取り付けられる部材を構成する材料は、金属、セラミックス、および、ポリマ材料を含
む。
【００９８】
端部キャップ４０は、形状を特に限定されない。端部キャップ４０の少なくとも一方、多
くの場合、端部キャップ４０の両方は、流体がコア３０、フィルタパック２０の長手方向
端面の一方あるいは両方を介してフィルタエレメント１０に出入することができるように
する開口を備えた開放端部キャップである。フィルタエレメント１０の両端における端部
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キャップ４０は、構造的には同一であるか互いに異なるかすることができる。図１の実施
例において、上方および下方の端部キャップ４０は、互いに同一であるので、いずれの端
部キャップ４０も、いずれかの管シート５０、５２に係合できる。それぞれの端部キャッ
プ４０は、フィルタパック２０の長手方向端面における一方の外縁の回りに嵌合する管状
部分４１と、フィルタパック２０の長手方向端面に重なり合う環状のフランジ４２を備え
ている。一つあるいはそれ以上の支柱(図示せず)が、端部キャップ４０とコア３０および
／あるいはストッパ３３の間に配置できてフィルタエレメント１０の構造的な一体性を強
調する。フランジ４２は、開口４２ａを包囲し、この開口から流体がフィルタパック２０
の端面を出入できるようにしている。フランジ４２は、必ずしも必要ではないが、端部キ
ャップ４０を補強し、端部キャップ４０をフィルタエレメント１０の長手方向においてフ
ィルタパック２０に関して容易に位置決めできるようにする。それぞれの端部キャップ４
０は、フィルタエレメント１０の長手方向端部に対してシールされ、流体が端部キャップ
４０の管状部分４１の内縁とフィルタパック２０の外縁の間を通過することを阻止してい
る。シールは、接着剤による接着、溶融接着、スピン溶接により、あるいは、端部キャッ
プ４０とフィルタパック２０間にガスケットあるいはその他のシール部材を押し込むこと
によるなどの様々なやり方で形成できる。テーパが、管状部分４１によって包囲されてい
るプリーツの径方向の外端を押し込んで圧入を形成し、シーリング片２４が管状部分４１
の内縁に緊密に接触してプリーツ間のすべてのギャップを埋めて管状部分４１と端部キャ
ップ４０に防水シールを形成させる。圧入はまた、フィルタエレメント１０に関しての端
部キャップ４０の移動に抵抗して端部キャップ４０をその位置に保持する。圧入は、接着
のようなその他の接続方法によって補完されても良く、フィルタパック２０に対して端部
キャップ４０をさらにしっかり固定する。
【００９９】
端部キャップ４０は、流体がフィルタエレメントをバイパスすることを妨げつつ、流体が
管シートを介してフィルタエレメント１０を出入できるように管シートに着脱自在に取り
付けられている。例えば、ピストンシール、軸方向圧縮シール、および、管シートに対す
る端部キャップ４０の直接接着のような、フィルタエレメント１０を防水状態で管シート
に取り付ける周知の方法を用いることができる。図１の実施例において、端部キャップ４
０のそれぞれが、Ｏリングのような一つあるいはそれ以上のシーリング部材４３を装着さ
れ、それぞれが、端部キャップ４０内の対応する溝に取り付けられて管シートの一つにお
いて対応する開口５１、５３の内縁に対してピストンシールを形成する。
【０１００】
図１のフィルタエレメント１０は、クロスフローモードあるいはデッドエンドモードのい
ずれかにおいて処理流体をフィルタリングするように使える。クロスフローフィルタリン
グを実行するために、三つの室５５、５６および５７すべてのための流体ポートが開放さ
れて流体がそれぞれの室を出入することを可能にする。この状態において、処理されるべ
き処理流体（矢印６０で示されている）は、その上方長手方向端を経由して処理流体室５
５からフィルタエレメント１０に導かれる。上方端におけるシーリング片２４は、処理流
体６０がフィルタパック２０の上方長手方向端面から外側の排出層２３内に流れることを
阻止するが、内側の排出層２２内に流れることは可能にし、処理流体６０が、内側の排出
層２２に入り、フィルタエレメント１０の長手方向方向にこの内側の排出層２２内を流れ
るようにする。
【０１０１】
処理流体６０が内側の排出層２２を通過する際、処理流体６０の一部分は、フィルタ層２
１を通過し、フィルタリングされ、浸透流体６１として外側の排出層２３に流れる。浸透
流体６１は次いで、プリーツの径方向外側の端部に対して流体圧（基本的に径方向のある
いは径方向および軸方向の）によって指令された通路に沿って外側の排出層２３を通過し
、包囲部材２５を経由してフィルタパック２０から出て、浸透流体室５６に入る。フィル
タパック２０の下方長手方向端におけるシーリング片２４は、プリーツの径方向外側にシ
ールを形成し、浸透流体６１が、フィルタパック２０の下方長手方向端を流れないように
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する。しかしながら、プリーツの径方向内側はシールされていないので、フィルタ層２１
を通過しない処理流体６０は、濃縮流体６２としてフィルタパック２０の下方長手方向端
面を通過して濃縮流体室５７に流れる。浸透流体６１および濃縮流体６２は、浸透室５６
および濃縮流体室５７から別個に取り出され、必要なやり方で使われる。処理流体６０が
フィルタ層２１の内面に沿って内側の排出層２２を経由してフィルタパック２０の長手方
向に流れるとき、これは、フィルタ層２１の内面に粒子が形成されることを阻止し、フィ
ルタエレメント１０が交換あるいは洗浄の前に使える時間の長さを延長する流体せん断力
を発生させる。
【０１０２】
フィルタエレメント１０がデッドエンドフィルタリングに用いられるときは、室５５およ
び５６のための流体ポートが開放されるが、室５７のための流体ポートは閉じられている
。この状態において、処理されるべき処理流体は、上述したのと同じやり方で処理流体室
５５からフィルタエレメント１０内に導かれ、内側の排出層２２に流れる。内側の排出層
２２から、すべての処理流体６０が、フィルタ層２１を通過して流れ、フィルタリングさ
れ、フィルタリング流体として外側の排出層２３に流れ、包囲部材２５を経由して外側の
排出層２３から浸透室５６内に流れる。フィルタパック２０の下方長手方向端におけるプ
リーツの径方向内側はシールされていないが、フィルタリング流体室５７への出口が閉じ
られているので、処理流体６０は、ほとんど、フィルタリング流体室５７内には流れない
。
【０１０３】
必要があれば、図１のフィルタエレメント１０は、フィルタ層２１に付着したあるいは埋
没した固体の量を減少させるように洗浄できる。フィルタエレメント１０を洗浄する一つ
の方法は、逆流洗浄と呼ばれている。逆流洗浄を行なうには、適当な逆流洗浄流体が浸透
室５６内に導かれ、圧力をかけられて反対の方向にフィルタ層２１を経由して加圧され、
フィルタリング中に流れ出る。すなわち、逆流洗浄流体は、包囲部材２５から外側の排出
層２３に流れ込み、フィルタ層２１から内側の排出層２２に流れる。この逆流洗浄流体は
、液体、気体、あるいはそれらの混合であることができる。逆流洗浄流体は、浸透室５６
内に配置された液体逆流洗浄流体の表面に導かれるポンプ、あるいは、圧縮空気のような
様々な手段によってフィルタエレメント１０内に押し込まれる。逆流洗浄流体がフィルタ
層２１を通過するとき、フィルタ層２１内に捕捉されているあるいはフィルタ層２１の径
方向内側に付着している粒子を強制的に取り除く。
【０１０４】
逆流洗浄流体および取り除かれた粒子は、次いで、フィルタエレメント１０からフィルタ
エレメント１０の長手方向端の一方あるいは両方を介して濃縮流体室５７および／あるい
は処理流体室５５内に放出されるように内側の排出層２２を経由してフィルタパック２０
の長手方向に流れる。逆流洗浄流体は、その室の内部およびハウジングの外部間を接続す
るいかなる導管も閉じて特定の室に入ることを非常に強く阻止される。逆流洗浄流体は、
フィルタ層２１内にあるいはその上に存在する粒子の量を大きく減少させることができる
ので、フィルタエレメント両端の圧力低下は、フィルタリングが再開されると小さくなる
。
【０１０５】
水のような液体の逆流洗浄流体が、空気のような圧縮気体によってフィルタエレメント１
０から押し込まれると、この気体は、すべての液体の逆流洗浄流体がフィルタエレメント
１０を通過した後フィルタエレメント１０を通過して流れ、フィルタエレメント１０内に
気体と液体のある程度の混合が生じることすらある。しかしながら、ほとんどの場合、気
体と液体は、フィルタエレメント１０を別々に通過する。
【０１０６】
逆流洗浄の効果は、逆流洗浄の間中、フィルタエレメント１０に気体および液体の混合体
を通過させてフィルタエレメント１０内に気体および液体の混合体を大量に発生させるこ
とにより高めることができる。逆流洗浄流体中の気体の存在は、フィルタ層に埋め込まれ
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ているあるいは付着している粒子を失わせるような逆流洗浄流体の能力を高めると信じら
れている。気体および液体の混合は、例えば、圧縮気体を浸透室５６内に配置された逆流
洗浄液の面の下方に浸透室５６内に導くことによってフィルタエレメント１０を介して通
過でき、これによって、気体は、撹拌を行なって液体と混合される。あるいは、気体と液
体は、ポンプによって浸透室５６内に導かれる以前に浸透室５６の外部で互いに混合され
る。
【０１０７】
この発明に使うことができるフィルタエレメントを洗浄するその他の方法は、クロスフロ
ー洗浄と呼ばれているものである。この方法において、洗浄流体は、フィルタエレメント
を通過してフィルタ層の面に沿って流れ、すなわち、逆流洗浄のようにフィルタ層を通過
するのではなくてフィルタ層に沿ってクロスフローを生じさせる。洗浄流体のクロスフロ
ーは、フィルタ層に付着している粒子を除去し、フィルタエレメントから粒子を放出させ
る。
【０１０８】
種々の流体が、クロスフロー洗浄のための洗浄流体として使える。例えば、洗浄流体は、
液体、気体、あるいは、気体と液体の混合であることができる。特に良好な結果が、気体
が液体に関連させて使われたとき得られ、フィルタエレメントを順次気体と液体が通過す
るとき、あるいは、フィルタエレメントを気体と液体の混合が通過するとき得られる。
【０１０９】
フィルタエレメントおよび洗浄が行なわれる環境に悪い影響を与えない液体および気体が
、洗浄流体として使われる。多くの場合、水が液体として使われ、空気が気体として使わ
れるが、その他の多くの流体を使うことができる。例えば、特に頑固な粒子がフィルタ層
から除去される必要があるときは、溶剤液体が液体として適切であり、および、フィルタ
層が空気中の酸素に曝されてはならないときは、窒素のような不活性ガスが、気体として
使われる。
【０１１０】
クロスフロー洗浄の効率が、フィルタ層の洗浄される側の流体圧に等しいかあるいはそれ
よりも高い圧力に洗浄される側とは反対側にあるフィルタ層の側の圧力を維持することに
よって高められる。この圧力は、洗浄流体の圧力によって粒子がフィルタ層内に押しやら
れることを阻止し、従って、反対側の圧力が洗浄される側の圧力よりも高いとき、この圧
力は、粒子をフィルタ層外であって洗浄流体内に押しやる。クロスフロー洗浄流体が気体
を含んでいるとき、この気体は、少なくとも気体の流れに沿ってフィルタ層の平方フィー
ト面積あたり、約０．０４ｓｃｆｍの速度で、好ましくは少なくとも約０．０８ｓｃｆｍ
の速度で、もっと好ましくは少なくとも約０．１２ｓｃｆｍの速度でフィルタエレメント
を通過することが好ましい。
【０１１１】
洗浄流体の効率は、フィルタ層付近における洗浄流体の乱れを増加させることにより高め
られる。乱れは、排出層の選択により増強される。例えば、フィルタエレメントの長手方
向軸に斜交するストランドを備えたダイアモンドメッシュが、通常、フィルタエレメント
の長手方向平行なストランドを備えたＤＥＬＮＥＴのようなメッシュよりもより乱れを生
じさせる。プリーツの付いたフィルタエレメントにおいて、乱れはまた、プリーツの対向
する面間に大きなギャップを生じないように一体的に緊密にパッキングすることによって
高められ、洗浄流体は、排出層をバイパスする代わりにおよびプリーツ間のギャップを流
れる代わりに洗浄されるべきフィルタ層の面に隣接して排出層の内部を流れるようにする
。しかしながら、クロスフロー洗浄はまた、間隔を置いて配置されているプリーツを備え
たフィルタエレメントに有効であり、また、らせん状に巻かれたフィルタエレメントのよ
うなプリーツなしのフィルタエレメントに使える。
【０１１２】
クロスフロー洗浄において洗浄流体として使われる気体および液体は、それらが順次導入
されるときは、互いに同一の方向あるいは反対の方向にフィルタエレメント１０を通過す
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るように流れることができ、従って、洗浄液の流れの方向は、処理流体がフィルタリング
中に流れる方向と同じになるか異なるかすることになる。洗浄流体中の液体は、フィルタ
リング中フィルタエレメント１０を処理流体が通過するために用いられるポンプと同じか
あるいは異なることができるポンプのような種々の手段によってフィルタエレメント１０
を通過することができ、あるいは、この液体は、この液体を含む室内に導かれる圧縮空気
あるいはその他の圧縮気体によってフィルタエレメント１０を通過するように押しやられ
る。例えば、処理流体室５５は、部分的にあるいは完全に液体である洗浄流体で埋められ
ることができ、従って、圧縮気体は、液体の面上である処理流体室５５の上方部分に導く
ことができる。洗浄流体中の気体は、圧縮気体タンクあるいはボトル、あるいは、その他
の圧縮気体の供給源からコンプレッサによってフィルタエレメント１０に供給可能である
。クロスフロー洗浄はどのようなタイプのフィルタ層も使えるが、サブミクロンあるいは
ウルトラフィルタリング薄膜のような精密で低い浸透性を備えたフィルタ媒体を含むフィ
ルタ層を使うと特に効果的である。前者の低い強度と、後者の液体および気体の流れに対
する高い抵抗のために、効率的に再洗浄を行なうためのフィルタ媒体を通過するのに十分
な速度を備えた逆流洗浄流体を発生させることは困難である。これに対して、クロスフロ
ー洗浄は、フィルタ層を通過する流体の流れを必要としないので、再洗浄を可能にするよ
りももっと効果的に精密で低い浸透性を備えたフィルタ媒体を洗浄することができる。逆
流洗浄可能なフィルタ媒体においてすら、液体に関連して気体を使うクロスフロー洗浄は
、従来周知の逆流洗浄よりもより効果的であり、特に、都市消費された水および地上水の
フィルタリング中のフィルタ層に付着したような頑固な粒子の除去に対して効果的である
。
【０１１３】
クロスフロー洗浄は、逆流洗浄よりもフィルタエレメントから粒子を除去することに関し
て遥かに有効であるとともに有益である。このようにして、従来周知の逆流洗浄によって
洗浄を受けるフィルタエレメントに比較して、クロスフロー洗浄を受けるフィルタエレメ
ントは、終圧液滴が極めて少ない。従って、フィルタエレメントは、逆流洗浄によってよ
りも多数のフィルタリング／クロスフロー洗浄サイクルで動作することができる。
【０１１４】
液体と気体が同時にフィルタエレメントを通過する図１におけるフィルタエレメント１０
のクロスフロー洗浄の例を以下に説明する。浸透室５６に対する流体ポートを閉じ、濃縮
流体室５７に対する流体ポートを開いた状態で、通常、フィルタリング中に処理流体を処
理流体室に供給するために用いられるポンプは、洗浄水の供給源に接続されるとともに圧
力のかかった洗浄水を処理流体室５５に導くように向けられる。同時に、圧縮された空気
が、洗浄水のためのポンプに接続された流体ポートとは異なる流体ポートを介して圧縮さ
れた空気供給源から処理流体室５５に導かれる。処理流体室５５において、水および圧縮
空気は、互いに混合されて共にフィルタエレメント１０内に流れ、内側の排出層を通過し
、フィルタエレメント１０の全長にわたってフィルタパック２０のフィルタ層に沿って流
れ、濃縮流体室５７内に排出される。水および空気が所定の時間フィルタエレメント１０
を通過して流れた後、水および空気の供給は停止される。フィルタエレメント１０を通過
する水および空気の通過は、フィルタエレメント１０の取り付けの状態に対応して１回あ
るいはそれ以上繰り返される。
【０１１５】
洗浄流体がフィルタエレメント１０を通過している間に、流体および／あるいは気体を含
むことができる浸透室５６は、フィルタエレメント１０における内側の排出層内の圧力に
等しいかあるいは大きい圧力に保たれていて、洗浄流体は、フィルタ層から浸透室５６内
に押しやられることがないことが好ましい。洗浄の終了後、圧縮空気の供給源に繋がる流
体ポートは閉じられ、ポンプは、処理流体の供給源に接続され、従って、フィルタリング
が再び行なわれる。
【０１１６】
空気と水が順次フィルタエレメントを通過するクロスフロー洗浄は、上述の場合と同じよ
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うにして実行できるが、圧縮空気が水の処理流体室５５などへ導入されている時間の少な
くとも一部分の間に、フィルタエレメント１０を通過する二つの流体の時間的な重複はあ
るが、終了することだけが異なる。圧縮空気は、フィルタ層から粒子を遊離させるのに極
めて有効であるが、その低密度のために、フィルタエレメント１０から遊離された粒子を
取り除くことに関しては水に及ばない。従って、圧縮空気のみがフィルタエレメント１０
を通過する少なくとも最初の時間は、フィルタエレメントを通過する水のフォローを受け
てフィルタエレメントから粒子を洗い落とすことが好ましい。
【０１１７】
図４は、この発明の実施例によるフィルタエレメント１０Ａの部分的な断面を示す正面図
である。この実施例は図１の実施例に類似しており、従って、同じ構成部材には図１と同
じ参照記号が付されている。この実施例はさらに、フィルタパック２０を包囲しているパ
ーフォレーション付きの管７０を含んでいる。管７０は、その長さの大部分にわたって剛
性の非パーフォレーション加工で、非浸透性の壁と、フィルタエレメント１０Ａから排出
される一つあるいはそれ以上の室５５、５７から離隔した領域に形成されて逆流洗浄流体
が流れることができるパーフォレーション７１あるいはその他の開口とからなる。
【０１１８】
管７０は、パーフォレーション７１によって流れることを除いてフィルタパック２０およ
び浸透室５６間を流体が流れることを阻止する。図１の実施例が逆流洗浄であるとき、逆
流洗浄流体は、流れの抵抗が室５５、５７の付近の領域においては低いので、逆流洗浄流
体がフィルタエレメント１０から排出されるこれらの室における一方の付近においてフィ
ルタエレメント１０の長手方向端における一方あるいは両方付近のフィルタエレメント１
０内に優先的に流れ込む傾向にある。結果として、逆流洗浄は、長手方向端間の領域にお
けるよりもこれらの端に近い領域で大きな効果をもたらす。しかしながら、この実施例に
おいては、逆流洗浄流体は、逆流洗浄流体がフィルタエレメント１０Ａから排出される室
あるいは複数の室から離隔しているパーフォレーション７１を介して管７０の内部に流れ
込むので、フィルタエレメント１０Ａを通過する逆流洗浄流体による流れの抵抗は、その
長さ方向にわたってより均一なものとなり、従って、再洗浄の効果もより均一なものとな
る。
【０１１９】
逆流洗浄流体が処理流体室５５と濃縮流体室５７の両方にフィルタエレメント１０Ａから
排出されるとき、パーフォレーション７１は、フィルタエレメント１０Ａにおける二つの
長手方向端間のほぼ中間に配置されることが好ましい。逆流洗浄流体がフィルタエレメン
ト１０Ａから二つの室５５と５７の一方のみに排出されるとき、良好な逆流洗浄効果が、
逆流洗浄流体が排出される室からできるだけ離隔して、例えば、他方の室に隣接するフィ
ルタエレメント１０Ａの他方の端にこのパーフォレーション７１を形成すると達成するこ
とができる。
【０１２０】
フィルタエレメント１０Ａの長さを増やすために管７０を端部キャップ４０に取り付ける
ことが好ましい。管７０は、しかしながら、端部キャップ４０にシールされる必要はない
。管７０は端部キャップ４０に十分密着して係合させられることが好ましく、浸透室５６
と管７０の内部との間におけるほぼすべての流体流が、端部キャップ４０と管７０との間
のインタフェースを介してではなく、管７０のパーフォレーション７１を介して流れるよ
うにする。
【０１２１】
管７０は、配置されている状態においてプリーツを抑制する抑制部材として使えるが、上
述したように、管７０が可能である以上にプリーツの圧縮の程度をより良く制御できる包
囲部材２５のような別個の抑制部材を使うことが好ましい。管７０は、包囲部材２５の外
縁に接触でき、あるいは、小さな径方向のギャップによって包囲部材２５から分離されて
管７０内へのフィルタパック２０および包囲部材２５の挿入を容易にする。
【０１２２】
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しかしながら、このギャップは、浸透室５６から管７０内に導かれる逆流洗浄流体が長手
方向のギャップを流れるよりも外側の排出層を通過してフィルタパック２０の長手方向に
流れるように十分に小さいことが好ましい。このようにして、パーフォレーション７１と
室５５および５７のいずれかの間を流れる流体の抵抗は、ギャップに沿って流れる流路に
沿うよりも外側の排出層を流れる流路に沿う方が低いことが好ましい。例えば、ギャップ
は、径方向に０．０１インチ以下であることができる。ギャップの大きさは、フィルタパ
ック２０における外側の排出層による抵抗のような係数に基づいて選択されてギャップに
沿って流れる抵抗に対して長手方向に流れるようにする。デッドエンドフィルタリング中
にパーフォレーションが流れを抑制しないようにするために、パーフォレーションの総合
的な面積は、処理流体が処理流体室５５からフィルタパック２０内に流れることができる
フィルタパック２０の上方端面の部分における断面積に少なくとも同じものであることが
好ましい（この断面積はフィルタパック２０の上方端におけるシーリング片２４によって
シールされている断面積を含まない）。
【０１２３】
図５は、この発明によるその他の実施例におけるフィルタエレメント１００を示すもので
あり、処理流体がフィルタエレメント１００に入って、フィルタリング流体がフィルタパ
ック１１０の長手方向端面を通過するのではなく、フィルタエレメント１００の中空の中
心を通過してフィルタエレメント１００から出るようにした実施例を示すものである。
【０１２４】
前の実施例と同じように、この実施例は、プリーツの付いたフィルタパック１１０、この
フィルタパック１１０によって包囲されたコア１２０、フィルタパック１１０の回りを包
囲する包囲部材１１１、および、フィルタエレメント１００のそれぞれの端に配置されて
いる端部キャップ１３０、１４０からなる。フィルタエレメント１００は、ハウジング内
部を処理流体室１６０、浸透室１６１、および、濃縮流体室１６２に分割している第１お
よび第２の管シート１５０と１５５を備えたハウジング内に配置されるように図示されて
いる。これらの室のそれぞれは、室の内部とハウジングの外部との間に流体的な接続を行
なう図示されぬ流体ポートを装着されている。単一のフィルタエレメント１００のみが示
されているが、複数のフィルタエレメント１００を同様にしてハウジング内に設けても良
いことはもちろんである。
【０１２５】
フィルタパック１１０は、構造において図１の実施例におけるフィルタパックのそれと同
一であることができる。例えば、フィルタ層、フィルタ層の径方向外側に配置された外側
の排出層、および、フィルタ層の径方向内側に配置された内側の排出層からなる３層合成
体からなることができる。この合成体は、図１に関して記述されたやり方で横たわってい
る状態において軸方向に配置されたプリーツに形成できる。このプリーツは、包囲部材１
１１によって横たわっている状態に維持されている。好ましくは、図１の実施例のフィル
タパック２０との唯一の差は、シーリング片がフィルタパック１１０から省かれている点
にある。
【０１２６】
コア１２０は、処理流体が、その上端を通過でき、フィルタパック１１０の下端からコア
１２０に流れてフィルタリングを可能にし、次いで、その下端においてフィルタエレメン
ト１００から排出されることを可能にする構造であれば良い。図示されたコア１２０は、
それぞれの長手方向において開放され、その上方の長手方向端に上方のパーフォレーショ
ン部分１２１、その下方の長手方向端に下方のパーフォレーション部分１２２、および、
流体がこれらの二つのパーフォレーション部分間に流れることができなくするようなブラ
インドパーフォレーションである非浸透性部分１２３からなる。パーフォレーションを設
けられた部分１２１、１２２のそれぞれは、流体がコア１２０の内部とフィルタパック１
１０間を通過できるようにするパーフォレーションあるいはその他の開口を備えた管状の
壁を備え、ブラインド部分１２３は、流体が通過できない周縁壁を備えている。
【０１２７】
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ブラインド部分１２３は、図１のコア１２０に構造的に同一であることができ、中空の管
１２４と、管１２４を包囲してフィルタパック１１０の内縁に沿ったプリーツの隣接する
脚部分間における三角形のギャップを埋める可撓性層１２５とからなる。中空の管１２４
におけるそれぞれの端部は、キャップ１２６によってシールされ、例えば、これは、この
発明の実施例においては、円錐形状を備えてコア１２０を出入するようにパーフォレーシ
ョンを介しての流体の滑らかな流れを発生させるが、コア１２０におけるブラインド部分
１２３の両端は、なんらかの適当なやり方でシールされる。ブラインド部分１２３は、好
ましくは、フィルタパック１１０長さの少なくとも約５０％、より好ましくは少なくとも
約７５％、および、さらにより好ましくは少なくとも約９０％にわたって連続的に延びて
いる。
【０１２８】
フィルタパック１１０の長手方向端面はシールされ、流体が、長手方向端面を介してでは
なく、コア１２０を介してフィルタエレメント１００を出入するようにする。この端面は
、適切なやり方でシールできる。例えば、これらは、フィルタパック１１０のそれぞれの
長手方向端においてフィルタ層の径方向内側および外側の一方あるいは両方に配置された
前述の実施例において使われたシーリング片のようなシーリング片によってシールできる
。図示の実施例において、端面のそれぞれは、シーリング片を使わずに対応する端部キャ
ップに対してシールされるので、フィルタエレメント１００にプリーツを付ける処理が簡
単になる。
【０１２９】
端部キャップ１３０、１４０とフィルタパック１１０は、接着剤による接着、溶融接着、
スピン溶接、あるいは、機械的なシーリング方法などによって端部キャップとフィルタパ
ック１１０が構成されている材料に対応して端部キャップをフィルタパックに接続する従
来周知の方法で形成できる。この実施例においては、端部キャップ１３０、１４０のそれ
ぞれは、フィルタパック１１０の対向する端面に溶融接着されている。
【０１３０】
端部キャップ１３０、１４０は、コア１２０に固定されてフィルタエレメント１００の強
度を高めるかあるいはコア１２０に対して移動できるようにされている。端部キャップを
コア１２０にシールする必要はない。
【０１３１】
端部キャップ１３０、１４０の形状は、それらが管シートその他の部材に接続されるやり
方に基づいて選択できる。この実施例においては、上方の端部キャップ１３０は、フィル
タパック１１０の上方端面に溶融接着によってシールされる環状板１３１と、この環状板
１３１から上方に延びている管状部分１３２と、および、この管状部分１３２の上端から
径方向外方に延びているフランジ１３３からなるフェルール型端部キャップである。
【０１３２】
Ｏリングあるいはガスケットのような管状部分１３２を包囲するシーリング部材１３４は
、フランジ１３３の下面と上方の管シート１５０の開口１５１に形成された棚１５２の下
面間に軸方向に圧縮される。必要あれば、抑制板、クランプ、あるいは、その他の適当な
部材が、フランジ１３３にプレスされてシーリング部材１３４を圧縮状態に保持する。
【０１３３】
下方の端部キャップ１４０は、環状板１４１からなり、この板は、フィルタパック１１０
の下方端面と、環状板１４１から下方に延びる管状部分１４２とに溶融接着されてシール
される。管状部分１４２は、Ｏリングのような一つあるいはそれ以上のシーリング部材１
４３を備えており、これらのシーリング部材は、その外部に取り付けられていて下方の管
シート１５５内の開口１５６に接続する下方の管シート１５５から上方に延びている従来
周知の設計である中空の管シートアダプタ１５７の内縁に対してピストンシールを形成し
ている。端部キャップ１３０、１４０は、多くのその他の手段によっても管シートに取り
付けることができる。例えば、端部キャップのそれぞれは、図１の実施例におけるように
ピストンシールによって対応する管シートに接続することができ、あるいは、端部キャッ
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プの両方が、圧縮シールによって管シートにシールすることができる。
【０１３４】
図５は、端部キャップに対する多くの可能な構造のうちの二つを示すものであり、必要な
その他のタイプあるいは形状の端部キャップを代わりに使うこともできる。
【０１３５】
コア１２０における上方のパーフォレーション部分１２１のパーフォレーションを包囲し
ているフィルタパック１１０における上方の長手方向端において、処理流体は、まず、パ
ーフォレーションから出る際にプリーツのほぼ径方向に内側の排出層から流れ、次いで、
プリーツの軸方向に流れるように方向を変え、すなわち、フィルタエレメント１００の長
手方向に流れる。コア１２０における下方のパーフォレーション部分１２２のパーフォレ
ーションを包囲しているフィルタパック１１０における下方の長手方向端において、フィ
ルタリング流体は、まず、プリーツのほぼ軸方向に内側の排出層から流れ、次いで、プリ
ーツの径方向に流れてパーフォレーションに入るように方向を変える。従って、フィルタ
パック１１０における上方および下方の長手方向端において、内側の排出層は、流れの方
向変換にできるだけ小さな抵抗を示すように選択されていることが好ましい。例えば、軸
方向および径方向にほぼ等しい抵抗を備えたダイアモンドメッシュが、これらの領域にふ
さわしい。
【０１３６】
コア１２０におけるブラインド部分１２３を包囲しているフィルタパック１１０の領域に
おいて、フィルタエレメント１００の長手方向に延びる平行なストランドを備えたＤＥＬ
ＮＥＴのような径方向よりも軸方向に抵抗の少ない内側の排出層用の材料を用いると良い
。
【０１３７】
メッシュのタイプが異なるような内側の排出層を形成する別のタイプの組み合わせられた
材料が、フィルタエレメント１００の長手方向に重なりあるいは重ならないような合成体
を構成するようにプリーツを形成することができる。外側の排出層内において、流体の流
れの方向がフィルタパック１１０の全長にわたってほぼ同じであるので、単一タイプの排
出材料が全長にわたって使える。
【０１３８】
図５の実施例は、フィルタリングおよび洗浄中は図１の実施例とほぼ同じように作動させ
られ、二つのフィルタエレメント１０と１００との間の効率にはほとんど違いがない。こ
のようにして、図１のフィルタエレメント１０と同じように、図５のフィルタエレメント
１００は、クロスフローモードにおいてもデッドエンドモードにおいてもフィルタリング
を行なうことができ、従って、逆流洗浄でもクロスフローでも洗浄できる。しかしながら
、図５の実施例はシーリング片を用いないので、フィルタパック１１０をプリーツ状にし
て端部キャップに取り付ける処理は、わずかに容易になる。
【０１３９】
この実施例において、包囲部材１１１は、フィルタエレメント１００の最も外側の部分を
構成している。図４の実施例と同様に、フィルタエレメント１００はさらに、端部キャッ
プ間にフィルタパック１１０を包囲する管を備え、ある領域を除いて（管の長手方向中央
付近におけるパーフォレーションを通過するような）フィルタパック１１０と浸透室１６
１との間に流体が流れることを阻止して逆流洗浄の均一性を高める。
【０１４０】
前述の実施例において、処理流体は、フィルタ層の径方向外側に配置された外側の排出層
内でフィルタエレメントの長手方向に流れる。図６の実施例は、フィルタエレメント２０
０の実施例を示すもので、処理流体は、フィルタ層の径方向外側に配置された外側の排出
層内でフィルタエレメント２００の長手方向に流れる。
【０１４１】
フィルタエレメント２００は、図１の実施例と同じようにハウジング内に装着されており
、ハウジングの内部を処理流体室２５５、濃縮流体室２５６、および、浸透室２５７に分
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割する上方および下方の管シート２５０と２５２とからなる。これらの室のそれぞれは、
室の内部とハウジングの外部とを流体的に接続する図示せぬ流体ポートを備えている。単
一のフィルタエレメント２００のみが示されているが、複数のフィルタエレメント２００
を同じようにしてハウジング内に設けるようにしても良い。上述の実施例のように、フィ
ルタエレメント２００は、中空のプリーツ付きのフィルタパック２１０、フィルタパック
２１０によって包囲されたコア２２０、横たえられた状態にフィルタパック２１０のプリ
ーツを保持する包囲部材２１５、フィルタパック２１０のそれぞれの長手方向端に配置さ
れた端部キャップ２３０、２３５、および、端部キャップ間に延びるとともにフィルタパ
ック２１０を包囲する管２４０からなる。
【０１４２】
フィルタパック２１０は、上述の実施例に関して述べられたような構造を持つことができ
る。図示の実施例において、フィルタパックは、フィルタ２１１、内側の排出層２１２、
および、外側の排出層２１３である３層の合成体からなる。合成体は、図１に示されてい
るような図示せぬらせん状の包囲部材によって横たえられた状態に保持されている軸方向
に延びるプリーツに形成されている。
【０１４３】
処理流体は、その上方の長手方向端面からフィルタエレメント２００内に導かれる。処理
流体がプリーツの径方向内部に沿って流れることを阻止するために、その径方向内側でプ
リーツの隣接する脚部分間の空間が、液体の流入に対してシールドされる。シーリングは
、前述の実施例に関して述べられたいずれかのやり方で実行される。図示の実施例におい
ては、図１の実施例におけるシーリング片に同様のシーリング片２１４が、フィルタエレ
メント２００の上方の長手方向端においてそれぞれのプリーツの径方向内側に合成体とな
るようにプリーツを付けられ、その際シーリング片は径方向外側には存在しないので、処
理流体は、外側の排出層２１３内に流れ込むことができる。上方の端部キャップ２３０は
、図１の実施例における端部キャップと同じ構造を備え、従って、同じようにフィルタパ
ック２１０に取り付けられる。
【０１４４】
コア２２０は、図１の実施例と同様なブラインドコアであるか、あるいは、処理流体がフ
ィルタエレメントの長手方向に流れることができる開放コアであるかする。この実施例に
おいては、コア２２０は、その全長にわたってパーフォレーションを設けられており、浸
透流体が、その壁を通過してその内部に沿って流れる。コア２２０の上方の長手方向端は
、例えば、ストッパ２２１、あるいは、その他の適当な手段によって閉じられて処理流体
がそこに入ることを阻止しており、他方で、下方の長手方向端は、開放されて浸透流体が
コア２２０から流れ出て浸透流体室２５７に入ることを可能にしている。
【０１４５】
フィルタパック２１０は、処理流体が濃縮流体流体室２５６に排出される前にフィルタエ
レメント２００の相当な長さにわたって処理流体を流すように押しやる部材によって包囲
されていることが好ましい。この実施例において、この機能は、フィルタパック２１０を
包囲している管２４０によって達成され、この管は、その長さの大部分についてパーフォ
レーションを備えないとともに非浸透性を備え、しかし、下方の管シート２５２にできる
だけ近くに配置された濃縮流体室２５６に流体接続されたパーフォレーション２４１ある
いはその他の開口を備え、処理流体がパーフォレーション２４１を通過して濃縮流体室２
５６に流入する前にフィルタパック２１０のほぼ全長にわたって流れなければならないよ
うにする。パーフォレーション２４１を設ける代わりに、管２４０は、下方の管シート２
５２の手前で終了しなければならず、フィルタリング流体は、管２４０の下端および下方
の管シート２５２間における空間を通過して濃縮流体室２５６に流入する。
【０１４６】
管２４０以外の部材は、例えば、フィルタパック２４０の回りに配置されているとともに
処理流体に非浸透性でありかつフィルタリング流体が濃縮流体室２５６内に流れるその下
端付近に開口あるいはギャップを備えたスリーブあるいは包囲部材のようなものからなり
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、処理流体が濃縮流体室２５６に流れ込むことを阻止する。例えば、フィルタパック２１
０のプリーツを横たえられた状態に保持する包囲部材は、フィルタパック２１０の長さの
ほとんどにわたって流体が流れることを阻止するような材料から作られる。流体は、濃縮
流体室２５６内に排出される前に好ましくは、フィルタパック２１０の長さの少なくとも
約５０％について、さらに好ましくは、約７５％について、その上に好ましくは、約９０
％についてフィルタエレメント２００の長手方向に外側の排出層２１３を通過して流れる
。
【０１４７】
管２４０は、フィルタパック２１０、あるいは、包囲部材２１５に接触することができ、
あるいは、存在するならば、それらの間に径方向のギャップが存在できる。図４の実施例
において、径方向のギャップが、好ましくは、十分に小さければ、フィルタエレメント２
００の長手方向に流れる処理流体が、このギャップを通過するのではなくてフィルタパッ
ク２１０の外側の排出層２１３を流れる。このようにして、パーフォレーション２４１と
処理流体２５５間の流体流に対する抵抗は、フィルタパック２１０の外縁と管２４０の内
縁間のギャップに沿って通過する流路に沿うよりも外側の排出層２１３を介して流れる流
路に沿ってより低速で流れることが好ましい。
【０１４８】
フィルタパック２１０の下方の長手方向端面は、シールされて流体が浸透流体室２５７に
入ることを阻止するのが好ましい。この端面は、シーリング片、接着剤、あるいは、端部
キャップにより前述の実施例に関して述べたようなやり方でシールできる。この実施例に
おいては、下方の端部キャップ２３５は、下方の長手方向端面に溶融シールされる。下方
の端部キャップ２３５は、コア２２０の下端を包囲する中央開口を備えている。下方の端
部キャップ２３５は、コア２２０に保持されてフィルタエレメント２００の強度を増加さ
せているが、コア２２０にシールされる必要はない。
【０１４９】
端部キャップ２３０、２３５は、液密に管シート２５０、２５２の対応する方に接続され
ている。この実施例においては、端部キャップのそれぞれは、対応する管シート２５０、
２５２における開口２５１、２５３の内縁に対してピストンシールを形成するために取り
付けられているＯリングのような一つあるいはそれ以上のシーリング部材を備えているが
、それらは、図５に示されているのと同じようにして適当なやり方で管シートに接続でき
る。
【０１５０】
図７は、図６の７－７線に沿って見たフィルタエレメント２００の横断断面図である。フ
ィルタパック２１０は、シーリング片２１４が内側の排出層２１２の径方向内側面に隣接
して配置されていること、すなわち、フィルタ層１１から離れている内側の排出層の側に
配置されていることを除けば、図２に示されるフィルタパックと同じような構造を備えて
いる。内側の排出層２１２は、図２に示されるものと同じ構造を備えているが、この図に
おいては内側の排出層２１２の開口内に突き出しているシーリング片２１４によって見え
ないように隠されている。シーリング片２１４から離隔して配置されているフィルタエレ
メント２００の一部分において、フィルタパック２１０の横断断面は、図２に示されるも
のと同じである。
【０１５１】
図６に示すフィルタエレメント２００は、クロスフローモードあるいはデッドエンドモー
ドのいずれかにおいて処理流体のフィルタリングを行なうことができる。フィルタエレメ
ント２００がクロスフローフィルタリングに用いられるときは、三つの室２５５、２５６
、および、２５７のすべての流体ポートが、開放される。処理流体は、次いで、フィルタ
パック２１０における上方の長手方向端面を介して処理流体室２５５からフィルタエレメ
ント２００に導かれる。内側の排出層２１２は、シーリング片２１４によってシールされ
るが、外側の排出層２１３は、シールされず、処理流体は、外側の排出層２１３に流れ込
み、外側の排出層２１３内でフィルタエレメント２００の長手方向に流れる。フィルタ層
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２１１の径方向内側の面に沿った外側の排出層２１３内における処理流体の流れは、フィ
ルタ層２１１の径方向内側面上の粒子形成を阻止する流体せん断力を発生させる。同時に
、処理流体の一部分は、フィルタ層２１１から内側の排出層２１２に流れ込んで浸透流体
を形成する。フィルタ層２１１を通過しない処理流体は、管２４０の下端においてパーフ
ォレーション２４１を介してフィルタエレメント２００から濃縮流体室２５６に排出され
る。
【０１５２】
浸透流体は、コア２２０に向かって内側の排出層２１２内部に流れ、次いで、コア２２０
のパーフォレーションからその中心に流れる。浸透流体は、次いで、コア２２０の長手方
向にコア２２０の内部に沿って流れ、フィルタエレメント２００からコア２２０の開放下
方端を介して浸透流体室２５７内に排出される。下方の端部キャップの代わりにあるいは
それに追加して、同様に、上方の端部キャップが開くことができ、従って、外側の排出層
が、フィルタパックの下方の端部において、例えばシーリング片によってシールされる。
浸透流体は、次いで、内側の排出層の下方端から浸透流体室内に流れる。
【０１５３】
フィルタエレメント２００がデッドエンドモードでフィルタリングを行なわねばならない
とき、濃縮流体室２５６の流体ポートを閉じた状態で、室２５５と２５７のための流体ポ
ートが開かれる。この状態において、フィルタされるべき処理流体は、クロスフローフィ
ルタリングの際と同様に処理流体室２５５からフィルタエレメント２００の外側の排出層
２１３に導かれる。濃縮流体室２５７の流体ポートは閉じられているので、外側の排出層
２１３内にあるすべての処理流体は、フィルタ層２１１から内側の排出層２１２に流れて
フィルタリング流体となり、従って、内側の排出層２１２からフィルタリング流体は、コ
ア２２０内に流れ、次いで、コア２２０の下方端から排出されて浸透流体室２５７内に流
れる。
【０１５４】
フィルタエレメント２００は、逆流洗浄あるいはクロスフローのいずれかによって洗浄で
きる。逆流洗浄を行なうためには図１に関連して説明されたような一つあるいはそれ以上
の適当な逆流洗浄流体が、浸透流体室２５７に導かれる。逆流洗浄流体は、次いで、コア
２２０から径方向外側に流れてフィルタパック２１０内に入り、順次、内側の排出層２１
２およびフィルタ層２１１を通過してフィルタ層２１１から取り除かれた粒子を伴って外
側の排出層２１３に入る。
【０１５５】
逆流洗浄流体および取り除かれた粒子は、次いで、外側の排出層２１３を介してフィルタ
パック２１０の長手方向に濃縮流体室２５６内に流れ、さらに、フィルタエレメント２０
０の上方端に流れ、この上方端を介して処理流体室２５５内に流れる。逆流洗浄流体およ
び取り除かれた粒子は、室の流体ポートを閉じられて処理流体室２５５および濃縮流体室
２５６の一方に流れること阻止され、その際この一方の室は、逆流洗浄流体を受け取るこ
とを阻止したい室である。逆流洗浄中に、逆流洗浄流体は、フィルタパック２１０に径方
向外側に向かう力を加える。この力は、管２４０および／あるいは包囲部材によって抵抗
されてフィルタパック２１０が損傷を受けることを防止される。
【０１５６】
処理流体室２５５および濃縮流体室２５６を開放した状態でクロスフローによってフィル
タエレメント２００を洗浄するために、図１の実施例に関して記述された順次供給される
水および空気、水および空気の混合、あるいは、その他のものような一つあるいはそれ以
上の適切なクロスフロー洗浄流体が、処理流体室２５５から濃縮流体室２５６に１回ある
いはそれ以上の回数フィルタパック２１０における外側の排出層２１３を介して導かれ、
あるいは、反対の方向からフィルタ層２１１から粒子を取り除くように導かれ、および、
洗浄流体とともにフィルタエレメント２００からそれらを取り除くために導かれる。洗浄
流体と粒子は、次いで、ハウジングから排出される。洗浄流体がフィルタエレメント２０
０を通過しているとき、浸透流体室２５７とコア２２０の内部は、フィルタパック２１０
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の外側の排出層２１３における圧力に等しいかそれよりも大きな圧力に維持され、そのた
めに、洗浄流体がフィルタ層２１１から押し出されず、粒子が洗浄流体によってより容易
に除去できるフィルタ層２１３の面に押しつけられるようにすることが好ましい。
【０１５７】
処理流体がフィルタ層の径方向外側に沿って流れ、浸透流体とフィルタリング流体がフィ
ルタエレメントの中空の中心を流れる、この実施例のようなフィルタエレメントと、処理
流体がフィルタ層の径方向内側に沿って流れる図１－図５の実施例のようなフィルタエレ
メントとは、フィルタリングという点では、ほとんど等しい効率を有している。しかしな
がら、逆流洗浄流体がフィルタエレメントの中空の中心に導かれて径方向外側に力を加え
るようにしたこの実施例の方が、容易にフィルタエレメントを逆流洗浄できる。
【０１５８】
図８は、この発明によるフィルタエレメント３００の断面図を含む正面図であり、この実
施例では、処理流体が、フィルタエレメント３００の長手方向端の一方からではなく、フ
ィルタエレメント３００を包囲している処理流体室からフィルタエレメント３００内に導
かれる。フィルタエレメント３００は、前の実施例の場合と同様にハウジング内に設けら
れ、ハウジングの内部を濃縮流体室３５５に分割する二つの管シート３５０、３５２、処
理流体室３５６、および、濃縮流体室３５７を含む。室のそれぞれは、室の内部とハウジ
ングの外部との間を流体的に接続する図示せぬ流体ポートを取り付けられている。ハウジ
ングは、同様に、単一のフィルタエレメント３００あるいは複数のフィルタエレメント３
００を含むことができる。前述の実施例とは異なって、処理流体室３５６は、管シート３
５０、３５２の間に配置され、フィルタエレメント３００を包囲している。
【０１５９】
前述の実施例のように、フィルタエレメント３００は、プリーツの付いたフィルタパック
３１０、フィルタパック３１０によって包囲されているコア３２０、および、フィルタパ
ック３１０のそれぞれの端部に配置されている端部キャップ３３０、３３５を含む。フィ
ルタパック３１０は、前述の実施例に関して述べられた構造のいずれかにより構成できる
。例えば、これは、内側の排出層、フィルタ層、および、外側の排出層を有する３層合成
体を含み、図１に示されるような図示せぬらせん状包囲部材によって横たえられた状態に
保持されている軸方向に延びているプリーツを形成することができる。
【０１６０】
フィルタパック３１０の上方および下方の長手方向端は、それぞれのプリーツの径方向内
側にシールされており、従って、流体はフィルタパック３１０の端面を介して外側の排出
層を出入できるが、内側の排出層を出入することはできない。前述の実施例に関して述べ
られたいずれかの方法を用いてシーリングを行なうことができる。図示の実施例において
は、図１の実施例において使われたものと同じものであるシーリング片３１１は、フィル
タパック３１０の長手方向端の両端において内側の排出層で合成体を形成するようにプリ
ーツ化される。これらのシーリング片３１１は、図１に示されたシーリング片２４と同じ
ように機能してフィルタ層の径方向内側でプリーツの隣接する脚部分の向かい合う面間の
すべてのギャップを埋める。
【０１６１】
端部キャップ３３０、３３５は、フィルタパック３１０の長手方向の両端においてプリー
ツの径方向外側でフィルタパック３１０から流体を出入させることができる構造を有する
ことができる。この実施例において、上方の端部キャップ３３０は、図１の実施例におけ
る端部キャップ４０と同じであり、従って、上方の管シート３５０に形成されている孔３
５１に対してピストンシールを形成するＯリングのような一つあるいはそれ以上のシーリ
ング部材３３１を含んでいる。端部キャップ３３５は、上方の端部キャップ３３０に類似
しているが、管シートに対してシールされないのでシーリングリングを備えてはいない。
【０１６２】
コア３２０は、フィルタエレメント３００の長手方向に浸透流体を送り込むことができ、
従って、浸透流体を浸透流体室内に排出できるような構造を有している。この実施例にお



(31) JP 4673973 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

いては、これは、浸透流体がコア３２０の中心に流入することができるパーフォレーショ
ン付きの部分３２１を備えた中空の管と、下方の管シート３５２に係合するためにフィル
タパック３１０の外部に下方の端部キャップ３３５を貫通して延びる非パーフォレーショ
ン部分３２２とを含む。
【０１６３】
非パーフォレーション部分３２２の下方端は開いているのに対して、コア３２０の上方端
は閉じられて浸透流体が濃縮流体室３５５に流れ込むのを阻止し、これにより、浸透流体
が下方端を通過して浸透流体室３５７内に流れることを可能にしている。非パーフォレー
ション部分３２２の下方端は、下方の管シート３５２に流体的に接続するように構成され
ている。例えば、これは、下方の管シート３５２における孔３５３の内面に対してピスト
ンシールを形成するＯリングのような一つあるいはそれ以上のシーリング部材３２４を取
り付けられているフランジ３２３をその下方端に有している。端部キャップは、図５に示
されているやり方を含む様々な方法で管シート３５０、３５２に接続することができる。
【０１６４】
フィルタパック３１０は、上方および下方の端部キャップ３３０、３３５間に配置される
とともに処理流体に不浸透性であって処理流体がフィルタパック３１０に流れ込むその下
端を除いて処理流体室からフィルタパック３１０を流体的に遮断している部材によって包
囲されている。この実施例においては、この不浸透性の部材は、フィルタパック３１０を
包囲するとともに両方の端部キャップ３３０、３３５にシールされることが好ましい管３
４０である。フィルタエレメント３００をクロスフローモードで動作させるとともに洗浄
されるようにしたいときは、管３４０は、フィルタパック３１０の外縁に、あるいは、も
し配置されているのであれば包囲部材に密着嵌合することが好ましく、これにより、流体
は、フィルタパック３１０の外縁と管３４０の内縁間のギャップに沿って流れてフィルタ
パック３１０をバイパスする代わりにクロスフロー中に主としてフィルタパック３１０を
通過して流れる。例えば、管３４０は、フィルタパック３１０の外縁と、あるいは、包囲
部材と接触するか、あるいは、それらの間に小さな径方向のギャップが形成されるかして
も良い。管３４０以外の部材が、処理流体に不浸透性を備えた材料により構成された包囲
部材のようなものを処理流体室３５６からフィルタパック３１０を分離するために使うこ
ともできる。
【０１６５】
図８の実施例がクロスフローモードでフィルタリングを行なうときは、すべての室３５５
、３５６、および、３５７に対する流体ポートが開放され、従って、処理流体は、下方の
端部キャップ３３５を介して処理流体室３５６からフィルタパック３１０に導かれる。プ
リーツの径方向内側はフィルタパック３１０の下方端においてシーリング片３１１によっ
てシールされているので、処理流体は、フィルタ層の径方向外側で外側の排出層内に流れ
る。処理流体は、外側の排出層からフィルタパック３１０の長手方向に流れ、フィルタ層
での粒子の蓄積を少なくするようにフィルタ層の径方向外側に流体せん断力を発生させる
。
【０１６６】
処理流体の一部は、フィルタ層を通過して浸透流体となるようにフィルタリングされ、他
方、処理流体の残りの部分は、外側の排出層内をフィルタパック３１０の上方の長手方向
端に向かって流れ、フィルタエレメント３００の上方の端部から濃縮流体室３５５内に濃
縮流体として排出される。浸透流体は、内側の排出層を経由してコア３２０に流れ、その
内部で、浸透流体は、コア３２０の下方端から浸透流体室３５７内に排出されるようにフ
ィルタエレメント３００の長手方向に流れる。フィルタパック３１０の上方端は、シーリ
ング片３１１によってプリーツの径方向内側でシールされるので、浸透流体は、濃縮流体
室３５５に流れることを阻止される。
【０１６７】
フィルタエレメント３００がデッドエンドフィルタリングのために使われるときは、室３
５６と３５７のための流体ポートが開放され、濃縮流体室３５５のための流体ポートが閉
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じられる。処理流体は、クロスフローフィルタリングのときと同じように下方の端部キャ
ップ３５５を介してフィルタパック３１０に導かれ、外側の排出層に入る。濃縮流体室３
５５が閉じられているので、処理流体のすべてが、フィルタ層を経由して外側の排出層か
ら内側の排出層にフィルタリングされた流体となるように流れ込み、次いで、内側の排出
層からコア３２０内に流れてコア３２０の下方端を経由してフィルタ層３００から濃縮流
体室３５７に排出される。
【０１６８】
フィルタエレメント３００は、逆流流体を濃縮流体室３５７に導くことによって逆流洗浄
される。逆流流体は、圧力下で濃縮流体室３５７からコア３２０内に強制的に流され、次
いで、コア３２０から外側に向かって外側の排出層に入り、その処理中に、フィルタ層に
埋め込まれていたあるいは付着していた粒子を取り除く。逆流流体および逆流流体に混合
している粒子は、次いで、フィルタエレメント３００の長手方向に外側の排出層内部に流
れてフィルタエレメント３００から排出されて濃縮流体室３５５および処理流体室３５６
の一方あるいは両方に流れ込む。
【０１６９】
フィルタエレメント３００はまた、クロスフローによって洗浄可能である。この洗浄のモ
ードにおいて、処理流体室３５６と濃縮流体室３５５のための流体ポートが開かれている
状態で、一つあるいはそれ以上の適切なクロスフロー洗浄流体が、フィルタパック３１０
の外側の排出層を経由して１回あるいはそれ以上の回数処理流体室３５６から濃縮流体室
３５５方向にあるいは反対の方向に流れ、その処理中に、洗浄流体は、流体せん断力を発
生させてフィルタ層から粒子を除去するとともにそれらをフィルタエレメント３００から
排出する。クロスフローが必要な回数だけ実行された後、洗浄流体と粒子は、ハウジング
から排出される。洗浄流体がフィルタエレメント３００を通過しているとき、浸透流体室
３５７とコア３２０の内部は、フィルタパック３１０の外側の排出層内部における圧力に
等しいかあるいはそれよりも高い圧力に維持されていることが好ましい。
【０１７０】
図８の実施例は、例えば、ハウジングをその他の機器に接続するのが最も容易であるので
、処理流体室３５６が管シート３５０、３５２の上方あるいは下方にあるよりもそれらの
間にあることが望ましいという状況が存在するときは、有効である。クロスフローフィル
タリングあるいは洗浄の間、処理流体あるいは洗浄流体は、方向変更をすることなくフィ
ルタパック３１０の全長にわたって流れることができるので、クローフローを行なってい
る流体は、良好なクロスフローを行なう高速度を維持されてフィルタ層の径方向外側への
粒子の形成を阻止するかあるいはクロスフロー洗浄中に弧のような粒子を除去することが
できる。
【０１７１】
以上の実施例において、処理流体は、フィルタエレメントの長手方向端からフィルタエレ
メント内に導かれたが、この長手方向端を通過することなく処理流体をフィルタエレメン
ト内に導くことも可能である。図９は、上方の管シート２５０上方の空間が濃縮流体室２
５６として機能し、管シート２５０と２５２の間の空間が処理流体室２５５として機能し
、下方の管シート２５２における下方の空間が浸透流体室２５７として機能することを除
いては、図６に示されるのと同じハウジング内に装着されている図６のフィルタエレメン
ト２００を示している。上述の実施例と同じように、ハウジングは、単一のフィルタエレ
メント２００あるいは複数のフィルタエレメント２００を収容することができる。
【０１７２】
クロスフローモードでのこの構成を用いたフィルタリングを行なうときは、すべての室２
５５、２５６、および、２５７に対する流体ポートが開放され、従って、処理流体は、管
２４０のパーフォレーション２４１を経由して処理流体室２５５からフィルタエレメント
２００に導かれる。パーフォレーション２４１を通過するとき、処理流体は、フィルタパ
ック２１０を包囲している包囲部材からフィルタパック２１０の外側の排出層内に流れる
。次いで、処理流体は、フィルタエレメント２００の長手方向にフィルタエレメント２０
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０の上方端に向かって外側の排出層内に流れ、フィルタ層の外面に粒子の付着を妨げる流
体せん断力を発生する。
【０１７３】
処理流体が外側の排出層を通過して流れる際、処理流体の一部はフィルタ層を通過して流
れ、浸透流体を形成するようにフィルタリングされ、他方、その他の部分は、濃縮流体と
してフィルタパック２１０の上方の長手方向端面から排出される。浸透流体は、径方向に
内側の排出層を通過してコア２２０の中心に流れ、これに沿って下方の端部キャップの軸
方向外側に流れて浸透流体室２５７に入る。フィルタエレメント２００の上方端において
シール片２１４は、フィルタ層の径方向内側にシールを形成してフィルタパック２１０の
上方の長手方向端面から流体が流れることを阻止しして浸透流体のすべてがコア２２０内
に流れるようにする。
【０１７４】
デッドエンドモードでフィルタリングを行なうために、室２５５と２５７のための流体ポ
ートが開かれ、濃縮流体室２５６のための流体ポートが閉じられる。処理流体は、次いで
、処理流体室２５５からフィルタエレメント２００に管２４０のパーフォレーション２４
１を経由して流れ、さらに、クロスフローフィルタリングのときと同様にしてフィルタパ
ック２１０の外側の排出層に流れる。濃縮流体室２５６のための流体ポートが閉じられて
いるので、外側の排出層内にあるすべての処理流体は、フィルタ層から内側の排出層に流
れてフィルタリングされた流体を形成し、次いで、内側の排出層からコア２２０に流れて
フィルタエレメント２００からコア２２０の下端を経由して浸透流体室２５７に流れる。
【０１７５】
フィルタエレメント２００を逆流洗浄したいときは、逆流洗浄流体が、浸透流体室２５７
からコア２２０内に導かれて圧力下に強制的にコア２２０のパーフォレーションを外側に
向かうように流れさせられてフィルタパック２１０に流れる。フィルタパック２１０内で
、逆流洗浄流体は、内側の排出層からフィルタ層を経由して流れて外側の排出層に入り、
処理中に、フィルタ層内部にある粒子あるいはその径方向の外側の面に付着している粒子
を除去する。除去された粒子を含んでいる逆流洗浄流体は、次いで、フィルタエレメント
２００からフィルタパック２１０の上方の長手方向端面を経由して濃縮流体室におよび／
あるいは管２４０におけるパーフォレーション２４１を経由して処理流体室２５５に流れ
出る。必要があれば、逆流洗浄流体は、これを受け入れるべきではない室に連絡している
導管との接続を遮断することにより室２５５あるいは２５６の一方に流れることを阻止さ
れる。
【０１７６】
図９に示されるフィルタエレメント２００はまた、図６に示されるフィルタエレメント２
００に関して説明したのと同じようにしてクロスフロー洗浄を受けることができる。
【０１７７】
この発明によるフィルタエレメントは、ハウジングの管シートに接続される必要はない。
図１０は、この発明によるフィルタアセンブリの断面図を含む正面図であり、管シートを
備えないハウジング４４０と、このハウジング４４０内に配置されたフィルタエレメント
４００を備える。
【０１７８】
ハウジング４４０は、フィルタエレメント４００を包囲している細長い筒状の部材の形を
しており、その一端に設けた処理流体入口４４１、その他端に設けた処理流体浸透流体出
口４４２、および、処理流体入口４４１から離隔して配置された濃縮流体出口４４３を含
む。濃縮流体出口４４３は、フィルタエレメント４００の下方端よりも処理流体入口４４
１から遠方にあって、処理流体が濃縮流体出口４４３から排出される前にフィルタエレメ
ント４００の全長にわたって流れるようにしている。入口４４１と出口４４２、４４３を
通過する流れは、適当な図示せぬバルブによって制御できる。
【０１７９】
前述の実施例と同じように、図示されているフィルタエレメント４００は、中空のプリー
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ツ状のフィルタパック４１０、フィルタパック４１０によって包囲されている中空のパー
フォレーション付きのコア４２０、および、フィルタパック４１０のそれぞれの長手方向
端に配置された端部キャップ４３０、４３１を含む。フィルタパック４１０は、前述の実
施例に関して述べられたいずれかの構造を備えることができ、例えば、内側の排出層、フ
ィルタ層、および、外側の排出層からなる３層合成体の構造を備え、らせん状の包囲部材
４１１によって横たえられた状態に保持されている軸方向に延びるプリーツに形成される
ことができる。
【０１８０】
この実施例において、クロスフローフィルタリング中、処理流体は、フィルタエレメント
４００の長手方向に外側の排出層に流れ、他方、浸透流体は、内側の排出層内をコア４２
０に流れ、次いで、コア４２０を介して浸透流体出口４４２に流れる。従って、フィルタ
パック４１０の上方および下方の長手方向端は、フィルタ層の少なくとも径方向内側でシ
ールされて処理流体が上方の長手方向端において内側の排出層に流れることを阻止すると
ともに浸透流体が内側の排出層における下方の長手方向端から流れることを阻止する。シ
ーリングは、前述の実施例に関して述べられたいずれかのやり方で行なえる。この実施例
において、フィルタパック４１０におけるそれぞれの長手方向端面は、端部キャップ４３
０、４３１の一方に溶融シールされて流体が長手方向端面のいずれかから流れることを阻
止する。あるいは、シーリングは、例えば、合成体を構成するようにプリーツ化されたシ
ーリング片を用いて実行できる。
【０１８１】
端部キャップ４３０、４３１は、特別な形状を備える必要はなく、従って、前述した実施
例に使われたものと同じ形状で良い。下方の端部キャップ４３１は、その中心に開口を備
え、この開口を介して、流体が、コア４２０と浸透流体室４４２間に流れることができる
。上方の端部キャップ４３０は、ブラインド端部キャップあるいは開放端部キャップから
なる。流体はコア４２０の上方の端を流れないので、上方の端部キャップ４３０をコア４
２０の上方の端を閉じるブラインド端部キャップにしておくと好都合である。上方の端部
キャップ４３０が開いていると、コア４２０の上方の端は、別のやり方で閉じられること
になる。
【０１８２】
外側の排出層に停滞した領域が生じる、すなわち、処理流体が静止しているような領域が
生じるのを防ぐために、端部キャップは、フィルタエレメント４００の長手方向中心に向
かって傾斜することができて流体がフィルタパック４１０の長手方向端部を妨げられずに
スムーズに出入できるようにしている。さらに、流線型にされた流れスム－ズ化部材４３
２と４３３は、端部キャップと一体的にあるいは別個に形成されて、フィルタエレメント
４００の長手方向端に配置されて停滞した領域がそれらの端部に形成されることを阻止し
ている。
【０１８３】
フィルタエレメント４００は、ハウジング４４０に着脱自在にあるいは固定的に装着でき
る。この実施例において、フィルタエレメント４００の下方端は、ハウジング４４０内で
浸透流体出口４４２に接続されている管４４４に取り外し不能に取り付けられている。ハ
ウジング４４０は、処理流体がフィルタパック４１０の上方端においてフィルタパックに
流れることを可能にするとともに濃縮流体がフィルタパック４１０の下方端においてフィ
ルタパックから排出されることを可能にするような形状にされる。
フィルタエレメント４００がフィルタリング中あるいは洗浄中クロスフローモードで動作
させられるべきとき、ハウジング４４０の内縁は、フィルタパック４１０の外縁に、ある
いは、存在するならば、包囲部材にフィルタパック４１０のほとんど全長にわたって密着
嵌合し、クロスフローを行なう流体が、フィルタパック４１０の外縁あるいは包囲部材と
ハウジング４４０の内縁との間の空間に流れることによってフィルタパック４１０をバイ
パスする代わりにクロスフロー中フィルタパック４１０を主として流れることになる。こ
のようにして、処理流体入口４４１と濃縮流体出口４４３間の流体流に対する抵抗は、フ
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ィルタパック４１０の外縁ハウジング４４０の内縁との間の空間に沿って流れる流路に沿
うよりもフィルタパック４１０の外側の排出層を介して流れる流路に沿って低い方が好ま
しい。
【０１８４】
図１０において、ハウジング４４０の内縁は、端部キャップ４３０、４３１の付近におい
て第１の距離だけフィルタエレメント４００の外縁から離隔して配置されることが好まし
く、従って、流体は、フィルタパック４１０の端部において、フィルタパック４１０を出
入でき、および、端部キャップ間におけるフィルタパック４１０の領域の大部分において
、ハウジング４４０は、より小さな内径を備えているので、ハウジング４４０の内縁がフ
ィルタパック４１０の外縁および包囲部材４１１間に十分接近してハウジング４４０の内
縁に沿った流体のバイパスを制限する。フィルタハウジング４４０が、一定の直径を備え
るとともにスリーブのようなインサトが、フィルタパック４１０の外縁および包囲部材４
１１およびハウジング４４０の内縁間に配置されてハウジング４４０の内縁に沿った空間
を十分に埋めて流体のバイパスを少なくするかあるいは阻止するようにすることもできる
。
【０１８５】
この実施例によりクロスフローフィルタリングを行なうには、入口４４１および出口４４
２と４４３を開いた状態で、処理流体は、処理流体入口４４１を経由してハウジング４４
０内に導かれる。処理流体は、フィルタエレメント４００の外縁とハウジング４４０の内
縁壁との間のギャップを通過し、その一部は、らせん状包囲部材４１１からフィルタパッ
ク４１０の外側の排出層内に流れる。外側の排出層内において、処理流体は、フィルタエ
レメント４００の長手方向にその下方端に向かって流れる。そのようにするとき、処理流
体の一部は、フィルタ層から内縁の排出層に流れて浸透流体を形成し、これは、内縁の排
出層内をコア４２０に流れる。次いで、浸透流体は、コア４２０の長手方向にコア４２０
の内部に沿って流れて浸透流体出口４４２を経由してハウジング４４０から排出される。
【０１８６】
フィルタ層を通過しない処理流体は、フィルタパック４１０の下方端において外側の排出
層の外に流れてフィルタエレメント４００とハウジング４４０の内縁壁との間にあるギャ
ップに流れ込み、そこから、濃縮流体出口４４３を経由してハウジング４４０から排出さ
れる。フィルタ層の外面に沿った外側の排出層内をフィルタエレメント４００の長手方向
への処理流体の流れは、フィルタ層での粒子の成長を妨げる流体せん断力を発生させてそ
の寿命を長くする。
【０１８７】
デッドエンドフィルタリングを行なうために、処理流体入口４１１と浸透流体出口４４２
は開放されるが、濃縮流体出口４４３は閉じられる。処理流体は、次いで、処理流体入口
４１１を介してハウジング４４０に流れ、クロスフローフィルタリング中、フィルタパッ
ク４１０の外側の排出層に流れる。濃縮流体出口４４３を閉じた状態で、外側の排出層内
における処理流体のすべては、フィルタ層を介して内側の排出層に流れてフィルタリング
された流体を形成し、これは、ついで、コア４２０内に流れて浸透流体出口４４２を介し
てフィルタエレメント４００から排出される。
【０１８８】
フィルタエレメント４００は、浸透流体出口４４２を介してハウジング４４０内に逆流洗
浄流体を導くことによって逆流洗浄される。逆流洗浄流体は、圧力下にコア４２０内に強
制的に流され、次いで、コア４２０内のパーフォレーションからフィルタパック４１０の
内側の排出層に強制的に流され、順次、内側の排出層と外側の排出層内のフィルタ層を通
過し、処理中、フィルタ層に埋め込まれているあるいは付着している粒子を除去する。逆
流洗浄流体と取り入れられた粒子は、次いで、外側の排出層を経由しておよびフィルタエ
レメント４００の内縁とハウジング４４０の内壁間のギャップを経由してフィルタパック
４１０の長手方向に流れ、処理流体入口４４１と浸透流体出口４４２のいずれが開放され
ているかに応じて両者の一方あるいは両方を経由してハウジング４４０から排出される。
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【０１８９】
フィルタエレメント４００はまた、クロスフローモードにおいて洗浄できる。このモード
において、処理流体入口４４１と濃縮流体出口４４３を開放した状態で、一つあるいはそ
れ以上の適当なクロスフロー洗浄流体が、フィルタパック４１０を経由して１回あるいは
それ以上の回数濃縮流体出口４４３に向けてあるいはその反対方向に処理流体入口４４１
から流れてフィルタ層から粒子を除去してフィルタエレメント４００からそれらを排出す
る。洗浄流体と除去された粒子は、次いで、入口４４１あるいは出口４４３のいずれかを
介してハウジングから排出される。洗浄流体がフィルタエレメント４００を通過している
とき、コア４２０の内部は、フィルタパック４１０の外側の排出層内における圧力に等し
いかあるいはそれよりも高い圧力に維持されて外側の排出層におけるクロスフローの効率
を高めるようにすることが好ましい。
【０１９０】
図１０に示されているフィルタアセンブリのハウジング４４０はフィルタエレメント４０
０を密に包囲しているので、アセンブリは、低い流体の滞留容積を持ち（フィルタエレメ
ント４００を包囲するハウジング４４０の部分に存在する流体の容積）、従って、軽量、
コンパクトにでき、廃却される材料の量を少なくすることが望ましいので、使い捨てのフ
ィルタアセンブリとして極めて有効である。フィルタアセンブリはまた、設備に使える空
間が制限されているような場所で使うのに特に適している。
【０１９１】
フィルタハウジングのコストは、その長さではなくてハウジングの直径に非常に依存する
。従って、同じ容積の二つのハウジングに対して、二つのうち小さな直径を持つハウジン
グの方が、大きな直径のハウジングよりも、例え、この小さな直径のハウジングの長さが
長くても、製造コストが安い。それゆえ、フィルタリングシステムの設計者は、しばしば
、その長さを増加させてフィルタハウジングの直径を小さくしようと試みるのである。
【０１９２】
長いフィルタハウジングの容積を有効に利用するために、通常、ハウジング内に配置され
るフィルタエレメントをできるだけ長くし、あるいは、複数のフィルタエレメントをハウ
ジング内部に直列に接続し、フィルタエレメントあるいは複数のフィルタエレメントがハ
ウジングの長さの大部分を占めるようすることが好結果につながる。しかしながら、フィ
ルタエレメントがフィルタリングあるいは洗浄のいずれかにおいてクロスフローで作動さ
せられるとき、クロスフローの効率は、通常、フィルタエレメントが長くなればなるほど
低下する。これはフィルタエレメントを介してのクロスフローの抵抗はその長さが大きく
なると増加するためであり、従って、実際の流体圧においては、クロスフローを実行する
流体は、効果的な十分な速度を持つことができないのである。同様に、同じ流体が直列に
接続された複数のフィルタエレメントを通過するとき、フィルタエレメントのすべての流
れに対する総合的な抵抗は、効果的ではないクロスフローを実行する流体の速度を生じる
。このようにして、従来周知のクロスフローフィルタエレメントでは、単一の短いフィル
タエレメントが、長いフィルタエレメントあるいは直列に接続された複数のフィルタエレ
メントよりもはるかに効果的である。
【０１９３】
図１１は、この発明による複数のフィルタエレメント５００、５０１が互いに直列に接続
されているが、フィルタエレメントの流れに対する抵抗が効果的なクロスフロー速度を達
成するのに十分に低いレベルに維持されているようにした構成を示している。図示の構成
は、一連の三つの部材からなるが、もっと少ないあるいはもっと多い数のフィルタエレメ
ントを同じように接続することができる構成を示している。それぞれのフィルタエレメン
トは、中空のプリーツ付きのフィルタパック５１０、このフィルタパック５１０によって
包囲されているコア５２０、および、フィルタパック５１０のそれぞれの長手方向端部に
配置された端部キャップ５３０あるいは５３５を含む。
【０１９４】
フィルタエレメント５００と５０１は、端部キャップについて、フィルタエレメント５０
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０は、異なる構造の二つの端部キャップ５３０と５３５を備え、および、フィルタエレメ
ント５０１は、同じ構造の二つの端部キャップ５３５からなることを除いては、互いに同
一であることが好ましい。
一連の部材が、ハウジングに配置され、ハウジングの内部を、処理流体室５４５、浸透流
体室５４６、および、濃縮流体室５４７に分割する上方および下方の管シート５４０と５
４２に取り付けられている。これらの室のそれぞれは、室の内部とハウジングの外部を流
体的に接続する図示せぬ流体ポートを設けられている。図１１は、一連のフィルタエレメ
ントのみを示しているが、複数の同様なシリーズが、図示のようにハウジング内に設けら
れても良い。
【０１９５】
上述の実施例のように、フィルタパック５１０は、広く変化する構成を取ることができ、
例えば、内側の排出層、フィルタ層、および、外側の排出層を含む３層の合成体とし、こ
の合成体が、らせん状包囲部材５１１によって横たえられた状態に保持されている軸方向
に延びるプリーツに形成されているようにすることができる。端部キャップ５３０は、上
方の管シート５３０あるいは下方の管シート５４２に液密に接続されるように構成される
。この実施例において、端部キャップ５３０のそれぞれは、流体が通過できる中央孔を備
えた平らな板５３１、板５３１から延びる管状部分５３２、および、管シート５４０ある
いは５４２の対応する一方に形成された開口５４１あるいは５４３の内面に対してピスト
ンシールを形成するために管状部分５３２の外部に取り付けられた一つあるいはそれ以上
のＯリング５３３あるいはその他のシーリング部材を含む。しかしながら、端部キャップ
５３０は、その他の適切なやり方で、例えば、図５に示されるようなやり方で管シートに
接続されることができる。端部キャップ５３０のそれぞれは、流体が浸透流体室５４６に
漏れることなく連続して一つのフィルタエレメントから次のフィルタエレメントへ二つの
隣接する端部キャップ５３５を経由して流れるように配置される。
【０１９６】
隣接するフィルタエレメント５００、５０１間の流体接続が、フィルタエレメントを互い
に固定し、あるいは、固定することなく、様々なやり方で形成される。例えば、中空の接
続部材が、隣接するフィルタエレメント５００、５０１間に設けられてこれらを相互に接
続することができ、端部キャップ５３５それ自身は、隣接するフィルタエレメントに接続
できる接続部材を備え、端部キャップ５３５は、ガスケットあるいはその他のシーリング
部材に対して軸方向に単純に圧縮されて対向する端部キャップ５３５の対向する面間をシ
ールし、あるいは、端部キャップ５３５は、様々な接続方法で互いに直接固定されるよう
にすることができる。この実施例において、端部キャップ５３５のそれぞれは、フィルタ
エレメントのフィルタパック５１０における長手方向端面に対向するとともに流体が通過
できる中央孔を備えた平らな板５３６を有している。管状部分５３７は、板５３６の孔を
包囲する板５３６から延びている。管状部分５３７の端面は、例えば、溶融接着によって
隣接するフィルタエレメントにおける端部キャップ５３５の管状部分５３７の端面にしっ
かりと固定され、これによって、連続配置されたフィルタエレメントの単一ユニットとし
てのハウジングへの装着、あるいは、着脱を可能にする強固な接続が形成される。
【０１９７】
フィルタエレメントのそれぞれは、クロスフローフィルタリング中、処理流体がプリーツ
の径方向内側に沿って流れ、浸透流体がプリーツの径方向内側に沿って流れるように構成
される。
【０１９８】
コア５２０のそれぞれは、図５の実施例のコアと同様に構造を備え、その際このコアは、
壁を備え、この壁を経由してその長手方向端部のそれぞれにおいてコア５２０の内部とフ
ィルタパック５１０間を流体が通過できるようにしたパーフォレーション付きの部分５２
１と、二つのパーフォレーション付きの部分５２１間に延びる流体に不浸透性を備えた壁
を有するブラインド部分５２２を含んでいる。図５の実施例におけるように、ブラインド
部分５２２は、管状の壁５２３と、プリーツの径方向内端においてフィルタパック５１０



(38) JP 4673973 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

の隣接するプリーツ間のギャップを埋める可撓性材料から形成された外面５２４とを備え
る。図５におけるフィルタエレメントのコアとは異なり、処理流体は、コアの全長にわた
って長手方向にコア５２０を介して流れて処理流体の一部が一つのフィルタエレメントの
フィルタパック５１０をバイパスすることを可能にするとともに連続する次のフィルタエ
レメントに流れ込むことを可能にする。それぞれのコア５２０は、コア５２０の上方端に
おいてパーフォレーション付きの部分５２１の下流に配置された流れ制限部材を備えてコ
ア５２０のブラインド部分５２２への流れを制限し、流体の一部が、コア５２０を単に通
過して流れることによりフィルタパック５１０をバイパスするのではなくフィルタパック
５１０に流れるようにする。
【０１９９】
それぞれのフィルタエレメントは、一つあるいはそれ以上の流れ制限部材を備えている。
この実施例において、流れ制限部材５２５の形を取る流れ制限部材は、それぞれのコア５
２０におけるブラインド部分５２２のそれぞれの長手方向端に配置されている。それぞれ
の流れ制限部材５２５は、コア５２０のパーフォレーション付きの部分５２１とブライン
ド部分５２２の一方の間にサンドイッチされたディスク状のフランジを備えた部材からな
る。流れ制限部材５２５は、コア５２０のブラインド部分５２２を出入する流れに必要な
抵抗を生じさせるような大きさにされた直径をその中心に備えたオリフィスを含んでいる
。パーフォレーション付きの部分５２１に対面する流れ制限部材５２５の面は、フィルタ
エレメント５００、５０１の軸に関して傾斜してパーフォレーション付きの部分５２１に
停滞領域が形成されることを防いでいる。
【０２００】
流れ制限部材５２５内のオリフィスの大きさはフィルタエレメントに応じて異なるが、製
造を容易にするために、すべてのオリフィスが同じ大きさを備えているのが好ましい。流
れ制限部材は、図１１に示されている流れ制限部材５２５の形状に限定されるものではな
く、コア５２０の長手方向にコア５２０を通過して流れる流体の抵抗を増加させる形状の
ものであれば使うことができる。例えば、コア５２０の壁は内側に締め付けられて流れを
制限することができる。
【０２０１】
流れ制限部材５２５におけるオリフィスの形状は、コア５２０における上方および下方の
パーフォレーション付き部分５２１間において単一のコア５２０における二つの流れ制限
部材５２５とブラインド部分５２２を通過して流れる流路が、フィルタパック５１０を経
由してコア５２０の二つのパーフォレーション付き部分５２１間を通過して流れる流路よ
りも低い流れに対する抵抗を示すように選択されていることが好ましい。結果として、コ
ア５２０における流れ制限部材５２５とブラインド部分５２２を介して流れる流体は、こ
れがフィルタエレメント５００あるいは５０１の下方端に達するときその運動のエネルギ
の大部分を保持し、従って、シリーズ全体にわたってフィルタエレメントのシリーズ中に
おける次のフィルタエレメントに効果的にクロスフローを生じさせることができる。この
ようにして、図１１の構成は、フィルタエレメントにおける有効なクロスフロー速度を維
持しつつ、長いフィルタエレメントあるいはシリーズに配置されているフィルタエレメン
トの空間的な効率を達成することができ、従って、小さな直径を備えた長いハウジングの
効果的な使用が可能になる。
【０２０２】
図１１の構成を用いてクロスフローフィルタリングを行なうとき、処理流体はそれぞれの
フィルタパック５１０における内側の排出層内を流れ、浸透流体はその外側の排出層内を
流れる。従って、それぞれのフィルタエレメント５００、５０１の上方の長手方向端は、
処理流体がフィルタエレメントの外側からは内側の排出層に入ることができるが、外側の
排出層に入ることができず、また、処理流体が浸透流体室５４６に漏れることを妨げるよ
うに構成されている。それぞれのフィルタエレメントにおける下方の長手方向端は、処理
流体と浸透流体がフィルタエレメントから出て、シリーズに配置されている次のフィルタ
エレメントの上方端あるいは濃縮流体室５４７に流れ込むが、浸透流体室５４６に漏れる
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ことを阻止されるように構成されている。フィルタエレメントの両端は、それらの目的を
達成するために様々なやり方で構成できる。この実施例において、それぞれのフィルタパ
ック５１０の長手方向端は、例えば、溶融接着によって対応する端部キャップ５３０、５
３５にシールされ、従って、フィルタエレメントの長手方向端を出入するすべての流体は
、フィルタパック５１０の長手方向端面を介して流れることなく端部キャップ５３０、５
３５の中心における孔を通過する。
【０２０３】
しかしながら、長手方向端面は、このようにしてシールされる必要はなく、従って、処理
流体は、フィルタパックの長手方向端面を介して一つのフィルタエレメント５００、５０
１から次のフィルタエレメントに流れることができる。例えば、シーリング片が、それぞ
れのフィルタパック５１０において外側の排出層をシールするように使われ、他方で、処
理流体が、シリーズに配置されている一方のフィルタエレメントにおける内側の排出層か
ら次のフィルタエレメントにおける内側の排出層に長手方向端面を介して流れるようにす
ることができる。
【０２０４】
三つの室５４５，５４６、および、５４７のすべての流体ポートを開放した状態で、クロ
スフローフィルタリングを行なうために、処理流体は、上方の管シート５４０を介して処
理流体室５４５からシリーズに配置されている最上方のフィルタエレメント５１０に導か
れる。処理流体は、コア５２０における上方のパーフォレーション付き部分５２１内に流
れる。処理流体の一部は、フィルタパック５１０内に上方のパーフォレーション付き部分
５２１のパーフォレーションを経由して流れ、他方、処理流体の残りの部分は、上方の流
れ制限部材５２５を介してブラインド部分５２２に流れ、ブラインド部分５２２を介して
、ブラインド部分５２２の下方端において下方の流れ制限部材５２５を介して下方のパー
フォレーション付き部分５２１内に流れる。フィルタパック５１０内に流れるあるいはコ
ア５２０を介して流れる処理流体の比率は、フィルタパック５１０によって与えられるあ
るいは流れ制限部材５２５によって与えられる流れに対する相対的な抵抗により決定され
る。
【０２０５】
上方のパーフォレーション付き部分５２１のパーフォレーションを介して流れる処理流体
は、フィルタパック５１０の内側の排出層に流れ、フィルタエレメント５００、５０１の
長手方向において内側の排出層内に流れ、フィルタ層の径方向内側に流体せん断力を発生
させてフィルタ層上への粒子の蓄積を禁止する。処理流体の一部は、フィルタ層を介して
流れて外側の排出層に入って浸透流体を形成し、他方、処理流体の残りの部分は、内側の
排出層内をフィルタパック５１０の下方の長手方向端に流れる。浸透流体は、包囲部材５
１１を介して外側の排出層から浸透流体室５４６に流れる。最上方のフィルタエレメント
５００におけるフィルタパック５１０の下方の長手方向端は、端部キャップ５３５によっ
てシールされているので、濃縮流体は、パーフォレーションを介してコア５２０の下方の
パーフォレーション付き部分５２１に流れてコア５２０におけるブラインド部分５２２を
通過した処理流体と一体化する。
【０２０６】
一体化された濃縮流体と処理流体とは、次いで、最上方のフィルタエレメント５００から
シリーズに配置されている次のフィルタエレメントの上方端に排出されて次のフィルタエ
レメント５０１に使われる処理流体となり、その際フィルタパック５１０を介して流れる
処理流体の一部およびフィルタパック５１０に入らないでコア５２０に流れる一部の上述
された処理が、繰り返される。フィルタエレメント５０１の下方端に達する処理流体およ
び濃縮流体は、処理流体としてシリーズに配置されている次のフィルタエレメント５００
に導かれ、従って、最終的に、シリーズに配置されている最後のフィルタエレメント５０
０の下方端に達する処理流体および濃縮流体は、下方の管シート５４２を経由して濃縮流
体室５４７に排出される。
【０２０７】
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デッドエンドフィルタリングの実行が必要なときは、処理流体は、クロスフローフィルタ
リング中と同じように上方の管シート５４０を介して処理流体室５４５から最上方のフィ
ルタエレメントに導かれるが、室５４５と５４６のための流体ポートは開放され、濃縮流
体室５４７のための流体ポートは閉じられている。コア５２０のすべてが、流れ制限部材
５２５のオリフィスによって相互に接続されているので、処理流体は、それぞれのコア５
２０のパーフォレーション付き部分５２１に流れ、次いで、パーフォレーション付き部分
５２１を経由してそれぞれのフィルタエレメントにおけるフィルタパック５１０の内側の
排出層に流れる。内側の排出層から、処理流体は、フィルタ層を介して外側の排出層に流
れてフィルタリングされた流体を形成し、これは、それぞれのフィルタエレメントから径
方向外側に浸透流体室５４６内に流れる。
【０２０８】
図１１のフィルタ構成は、適当な逆流洗浄流体を浸透流体室５４６に導くことによって逆
流洗浄を受けることができる。逆流洗浄流体は、圧力下に浸透流体室５４６から包囲部材
５１１を経由してそれぞれのフィルタパック５１０外側の排出層に強制的に流され、次い
で、フィルタ層を経由して内側の排出層に流される。逆流洗浄流体がフィルタ層を通過す
るとき、フィルタ層に埋め込まれているあるいはフィルタ層の径方向内側に付着している
粒子を除去する。
【０２０９】
逆流洗浄流体と除去された粒子は、次いで、フィルタパック５１０の長手方向に内側の排
出層を経由してフィルタパック５１０の長手方向端に向かって流れ、コア５２０における
パーフォレーション付き部分５２１に流れ込む。逆流洗浄流体と粒子は、次いで、処理流
体室５４５と濃縮流体室５４７の流体ポートのいずれが開いているかに応じて、処理流体
室５４５および／あるいは濃縮流体室５４７内に排出されるべき一つあるいはそれ以上の
フィルタエレメント５００、５０１におけるコア５２０を通過して流れる。
【０２１０】
必要があれば、図１１のフィルタ構成はまた、クロスフローモードで洗浄可能である。こ
のモードにおいて、処理流体室５４５と濃縮流体室５４７のための流体ポートは開かれ、
従って、一つあるいはそれ以上の適当なクロスフロー洗浄流体は、流れの方向が処理流体
室５４５から濃縮流体室５４７に向かう方向であるかあるいはその反対の方向であるが、
処理流体がクロスフローフィルタリング中に流れるのと同一の通路に沿ってそれぞれのフ
ィルタエレメントにおけるフィルタパック５１０の内側の排出層を通過して流れる。クロ
スフローフィルタリング中の処理流体の場合と同じように、それぞれのフィルタエレメン
トにおいて、洗浄流体の一部は、フィルタパック５１０における内側の排出層を経由して
流れ、他方、洗浄流体の残りの部分は、フィルタエレメントにおけるコア５２０の中心に
沿って流れる。このようにして、洗浄流体は、フィルタエレメントのシリーズにおける長
さにわたって流れる際に高いエネルギを保持できてそれぞれのフィルタパック５１０にお
けるフィルタ層から粒子を除去してこれらをフィルタエレメントから排出する高いせん断
力を発生させる。
【０２１１】
洗浄流体と粒子は、それらが排出されるハウジングの室から除去される。洗浄流体がフィ
ルタエレメントを通過しているとき、フィルタエレメントを包囲している浸透流体室５４
６は、フィルタパック５１０における内側の排出層内の圧力に等しいかあるいはそれぞれ
よりも高い圧力に維持されて洗浄流体がフィルタ層を経由して外側の排出層に流れること
を阻止することによって内側の排出層におけるクロスフローの効率を高めるようにするこ
とが好ましい。
【０２１２】
前述の実施例のそれぞれにおいて、単一の処理されるべき流体流（処理流体流）が流体処
理部材に導かれ、従って、流体処理部材から排出されるすべての流体（濃縮流体および浸
透流体）は、単一の処理流体流から導かれる。さらに、前述した流体処理部材は、フィル
タリングに関連した実施例として記述され、従って、フィルタ部材として参照された。こ
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の発明による流体処理部材であって、ここで記述される実施例に含まれる流体処理部材は
、また、少なくとも一回あるいはそれ以上の頻度で二つの別個の流体流が流体処理部材に
導かれるようなアプリケーションに適用することができるものであり、従って、材料ある
いは質量の移動が、流体流が流体処理部材を通過する際に流体処理層を経由してこの二つ
の流体流間に生じる。
【０２１３】
図１２は、流体処理層を経由して二つの注入流体流間の材料の移動を行なうのに適した流
体処理部材６００の実施例を示すものである。この流体処理部材６００は、ハウジング内
に設けられ、このハウジングは、ハウジングの内部を４室６４７－６５０に分割する管シ
ート６４１、６４３、および、６４５を備えている。室のそれぞれは、室の内部とハウジ
ングの外部とを流体的に接続する図示せぬ流体ポートを備えている。第１の流体流６５１
は、流体処理部材６００を経由してその長手方向に第１の室６４７間を第４の室６５０内
に流れ、第２の流体流６５２は、流体処理部材６００を経由してその長手方向に第２の室
６４８と第３の室６４９の間を流れる。図１２は、単一の流体処理部材６００を示してい
るが、このような流体処理部材６００を複数ハウジング内に同じように配列することもで
きる。
【０２１４】
前述の実施例におけるように、流体処理部材６００は、中空のプリーツ付き流体処理パッ
ク６１０、流体処理パック６１０によって包囲されたコア６２０、および、流体処理パッ
ク６１０のそれぞれの長手方向端に配置された端部キャップ６３０、６３２を含む。
【０２１５】
流体処理パック６１０は、前述の実施例に関して記述されたいずれかの構成を備えること
ができる。例えば、内側の排出層、流体処理層、および、外側の排出層からなる合成体で
あって、横たえられた状態であることが好ましい軸方向に延びるプリーツに形成された合
成体からなることができる。このプリーツは、例えば、図示せぬらせん状包囲部材によっ
て前述した実施例と同様に横たえられた状態を維持できる。
【０２１６】
二つの流体流６５１、６５２間で流体処理層を通過する材料の移動率は、材料が転移され
る少なくとも流体流が乱流を受けるときは高くなる。流体流の乱流は、流体流が流体処理
部材６００の長手方向を通過する排出層を選択することによって促進されるので、流体流
は、ねじれた通路を流れなければならない。例えば、流体流が流体処理部材６００のほぼ
長手方向に流れている流体処理パック６１０の領域においては、乱流は、流体処理部材６
００の長手方向に延びている平行なストランドを備えたＤＥＬＮＥＴメッシュあるいはこ
れに類似するメッシュではなくて排水メッシュとしての流体流の方向（流体処理部材６０
０の長手方向に対して）に斜めに延びる方向にストランドを備えたダイアモンドメッシュ
を使うことにより促進できる。
【０２１７】
第１の流体流６５１は、流体処理部材６００の長手方向に内側の排出層を介して通過し、
他方、二つの流体流が流体処理部材６００の両端間を流れるとき二つの流体流間に材料の
転移を生じつつ、第２の流体流６５２は、流体処理部材６００の長手方向に外側の排出層
を介して通過する。従って、流体処理部材６００の上方の長手方向端は、第１の流体流６
５１が内側の排出層内に流れることを可能にするが、外側の排出層内に流れることを許さ
ないように構成され、他方、流体処理部材６００の下方の長手方向端は、第２の流体流６
５２が外側の排出層内に流れることを可能にするが、内側の排出層内に流れることを許さ
ないように構成されている。例えば、外側の排出層は、流体処理層の径方向外側に配置さ
れたシール片によって流体処理パック６１０の上方の長手方向端においてシールできるの
で、第２の流体流６５２は、流体処理パック６１０の上方の長手方向端面を介して流れる
ことができず、および、内側の排出層は、流体処理層の径方内側に配置されたシール片に
よって流体処理部材６００の下方の長手方向端においてシールできるので、第１の流体流
６５１は、流体処理パック６１０の下方の長手方向端面を介して流れることができない。
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【０２１８】
この実施例におけるコア６２０は、図４の実施例のコアに類似しており、第１および第２
の開放端、流体処理パック６１０におけるそれぞれの長手方向端の付近にあるパーフォレ
ーション付き部分６２１、および、パーフォレーション付き部分６２１間に配置されたブ
ラインド部分６２２を含む。ブラインド部分６２２は、隣接するプリーツの径方向内側端
間の三角形ギャップを埋めてギャップに沿って第１の流体流が流れることを阻止すること
ができる可撓性のスリーブによって包囲された中空の管６２２を有する。その下方端にお
いて、コア６２０は下方のパーフォレーション付き部分６２１に隣接するとともに流体処
理パック６１０から離れている流体処理部材６００の長手方向に延びているパーフォレー
ションを備えない部分６２６を有している。パーフォレーションを備えない部分６２６は
、第３の管シート６４５にシールされるように配置されている。例えば、この実施例にお
いて、この部分は、その下方端にフランジ６２７を備えて、その外部の溝に取り付けられ
たＯリングのような一つあるいはそれ以上のシーリング部材６２８を備えて第３の管シー
ト６４５の開口６４６の内縁に対してピストンシールを形成している。
【０２１９】
この構造によって、第１の流体流６５１は、流体処理パック６１０の上方の長手方向端面
を経由して流れることおよびコア６２０の開放上方端内に流れることの両方によって流体
処理パック６１０の上方の長手方向端において内側の排出層内に流れることができ、次い
で、上方のパーフォレーション付き部分６２１におけるパーフォレーションを経由して内
側の排出層内に径方向外側に流れることができる。しかしながら、第１の流体流６５１は
、内側の排出層内に流れる二つの流路を備える必要はなく、この流路の一方を除外するこ
とができる。例えば、流体処理パック６１０の上方の長手方向端面は、図５の実施例と同
じように完全にシールすることができ、従って、第１の流体流６５１は、コア６２０を経
由してのみ流体処理パック６１０の上方の長手方向端に流れることができ、あるいは、コ
ア６２０は、図１の実施例に示されるコア３０におけるようなその上方端において閉じる
ことができるので、第１の流体流６５１は、その上方の長手方向端面を経由してのみ流体
処理パック６１０に流れることができる。
【０２２０】
図示されている端部キャップ６３０、６３２のそれぞれは、図１に示される実施例におけ
る端部キャップと同一の構造を備えており、その実施例と同じようなやり方で流体処理パ
ック６１０に取り付けられ、それぞれの端部キャップは、一つあるいはそれ以上のシーリ
ング部材６３１、６３３を備えて管シートの一つに対応する開口６４２、６４４に対して
ピストンシールを形成している。しかしながら、端部キャップは、その他の構造にするこ
とも可能であり、別のやり方で管シートに接続することができる。例えば、前述したよう
に、上方の端部キャップ６３０は、流体処理パック６１０の上方の長手方向端面をシール
するものであることができる。
【０２２１】
二つの流体流６５１、６５２は、流体処理パック６１０において同一長手方向にあるいは
反対の長手方向に流れることができる。二つの流体流間における材料移動の比率が移動さ
れるべき材料の濃度における二つの流体流間の差に依存しているときは、反対方向への流
れは同一方向へ流れるときに比較して移動される材料の濃度の変化が大きいので、通常、
二つの流体流が反対の方向に流れると大きな効果が得られる。
【０２２２】
流体処理パック６１０は、第２の流体流６５２に対して不透過性を備え、第２の流体流６
５２が流体処理パック６１０の大部分を通過するまで第２の流体流６５２が第２の室６４
８に排出されることを阻止する部材によって包囲されている。この実施例において、この
不透過性の部材は、剛性の管６３５を含んでいるが、不透過性材料からなる可撓性のスリ
ーブあるいは包囲部材のような他の構成でも良い。その下方の長手方向端において、管６
３５は、下方の端部キャップ６３２にシールされるが、他方、その上方の長手方向端にお
いて、第２の流体流６５２が管６３５から第２の室６４７に排出される一つあるいはそれ
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以上のパーフォレーション６３６あるいはその他の開口を備えている。流体処理部材６０
０に高い強度を与えるために、管６３５は、上方の端部キャップ６３０に固定できるが、
管６３５を上方の端部キャップ６３０手前で短く終わらせるとともに第２の流体流６５２
を上方の端部キャップ６３０と下方の端部キャップ６３２との間におけるギャップを経由
して流すことができる。
【０２２３】
管６３５は、流体処理パック６１０の回りにあるいはもし存在するならば包囲部材の回り
に密に嵌合することが好ましく、従って、第２の流体流６５２は、流体処理パック６１０
の外縁と管６３５の内縁間のギャップを経由して流れることによって流体処理パック６１
０をバイパスするよりも、流体処理パック６１０の外側の排出層を経由して流れることに
なる。このようにして、流体処理パック６１０の下方の長手方向端面と管６３５における
パーフォレーション間の流体流に対する抵抗が、流体処理パック６１０の外縁と管６３５
の内縁間を通過する流路に沿うよりも、流体処理パック６１０の外側の排出層を経由して
通過する流路に沿う方が低速であることが好ましい。
【０２２４】
流体処理パック６１０の領域の効果的な使い方のために、第１および第２の流体流の流路
は、流体処理部材６００の長手方向において流体処理パック６１０内で互いに流体処理パ
ック６１０の長さの少なくとも約５０％、さらに少なくとも約７５％、さらに好ましくは
少なくとも約９０％重なり合っていることが望ましい。
【０２２５】
二つの流体流間における材料の移動は、流体流の性質および流体処理層に依存して第１の
流体流６５１から第２の流体流６５２へおよび／あるいは第２の流体流６５２から第１の
流体流６５１へ行なわれる。流体処理部材６００の効率という観点から、移動が行なわれ
る方向は、通常、問題ではない。
【０２２６】
流体処理層は、二つの流体流間で行なわれるのが望ましい材料の移動のタイプに基づいて
選択できる。流体処理部材６００の適切な適用の一つの例は、流体流の一方あるいは両方
が溶液であり、従って、流体処理層が、溶質が溶解されている溶媒の移動を行なわずに二
つの溶液間での溶質（例えば、溶解された分子、イオン、あるいは気体）の移動を可能に
する。
【０２２７】
図１２の流体処理部材６００が使える非常に経済的に重要な一つの適用は、有効で迅速な
オキシダントであるとともに殺菌剤である二酸化塩素（ＣｌＯ2）を用いた水の殺菌であ
る。図１３は、図１２の流体処理部材６００を使う水の殺菌を行なうためのシステムにお
ける実施例の概略を示している。流体処理部材６００を収容しているハウジング６４０は
、第１～第４の室６４７－６５０を有している。
【０２２８】
殺菌すべき水を含んでいる第１の流体流６５１は、ポンプ６６１によって水源６６０（タ
ンク、容器、水道など）からハウジング６４０の第1の室６４７に導かれ、他方、ＣｌＯ2

の溶液からなる第2の流体流６５２は、ポンプ６６３によってＣｌＯ2ジェネレータ６６２
からハウジング６４０の第3の室６４９に導かれる。流体処理層を含む流体処理部材６０
０は、溶解されたＣｌＯ2に対して浸透性のある流体処理媒体からなるが、これは、流体
処理部材６００の動作圧力において水に対して不浸透性である。ＣｌＯ2は、流体処理層
を経由してＣｌＯ2の高い濃度を備えた流体流から低い濃度の流体流に流れることができ
る。この実施例において、流体処理部材６００の下方端に導かれたとき、第2の流体流６
５２は、第1の流体流６５１が流体処理部材６００の上方端に導かれたとき、第１の流体
流６５１よりもＣｌＯ2の高い濃度を備えているので、ＣｌＯ2は、第2の流体流６５２か
ら第１の流体流６５１に流体処理層を横切って移動させられて第１の流体流６５１を殺菌
する。
【０２２９】
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流体処理層は、ＣｌＯ2が溶解されている水の移動を阻止しつつ、二つの流体流間にＣｌ
Ｏ2の移動を可能にするどのようなタイプの流体処理媒体でも使える。適切な流体処理層
の一つの例が、水溶液に溶解されている気体（ＣｌＯ2を含む）が浸透気化法によって通
過できるが、水は通過できない気体充填孔を備えた疎水性気体孔メンブランである。“Ｍ
ｅｍｂ－ｒａｎｅ　Ｐｅｒｖａｐｏｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓ”という名称の米国特
許第４，６８３，０３９号に記載されているような疎水性メンブランは、種々の材料から
構成できる。容易に入手できる適切な材料の二つの例は、ＰＴＦＥおよびＰＶＤＦである
。
【０２３０】
ＣｌＯ2ジェネレータ６６２は、種々の従来周知であるＣｌＯ2発生方法のいずれかを使う
ことができる。その効率および使いやすさから特に好ましいＣｌＯ2ジェネレータのタイ
プは、亜塩素酸ナトリウムをの酸化ナトリウムへので電気化学的変換を行なう電気化学的
ジェネレータである。このようなＣｌＯ2ジェネレータは、国際出願ＷＯ９４／２６６７
０に詳細が記述されている。ＣｌＯ2ジェネレータ６６２は、複数の供給および排出ライ
ンを備えているが、説明を簡単にするために、ＣｌＯ2ジェネレータ６６２からハウジン
グ６４０に接続される単一の排出ラインと、ハウジング６４０からポンプ６６３を経由し
てＣｌＯ2ジェネレータ６６２に接続される単一の供給ラインが、図１３に示されている
。
【０２３１】
第１の流体流６５１が流体処理部材６００を通過した後、この流体流は、ハウジング６４
０の第４の室６５０に導かれる。これにより、ＣｌＯ2が濃厚になって殺菌実行状態にな
るので、例えば、飲料水として適切な都市の上水道に使用するためにハウジング６４０か
ら排出できることになる。第２の流体流６５２は、流体処理部材６００から第２の室６４
８に排出される。このとき、そこでのＣｌＯ2のレベルは、ＣｌＯ2の第１の流体流６５１
への移動によって下がっているので、第２の流体流６５２が、ハウジング６４０からＣｌ
Ｏ2ジェネレータ６６２に戻されてＣｌＯ2のレベルを上げ、その後、ハウジング６４０に
再び戻される。しかしながら、その代わりに、第２の流体流６５２は、ハウジング６４０
から排出された後に廃棄されてもあるいは別途使われても良い。
【０２３２】
ＣｌＯ2ジェネレータ６６２の質に対応して、第２の流体流６５２は、第１の流体流６５
１に導き入れたくない化学物質を含んでいる可能性がある。例えば、ＣｌＯ2ジェネレー
タ６６２が電解槽であるとき、第２の流体流６５２は、溶解された亜塩素酸ナトリウム（
ＮａＣｌＯ2）を含んでいる可能性がある。しかしながら、亜塩素酸ナトリウムは気体で
はないので、流体処理層を通過できず、第１の流体流６５１は亜塩素酸ナトリウムによっ
て汚染されない状態にされる。
【０２３３】
流体処理媒体が逆流洗浄流体に浸透性を備えているとき、流体処理部材６００は、逆流洗
浄流体を一つあるいはそれ以上の流体室に導き、逆流洗浄流体によって流体処理媒体から
除去された粒子を伴うように圧力をかけて強制的に流体処理媒体を経由して一つあるいは
それ以上の流体室にこの逆流洗浄流体を流すという逆流洗浄によって洗浄を行なうことが
できる。例えば、逆流洗浄流体が同一圧力で室６４７と６５０の両方に導かれるとき、逆
流洗浄流体は、コア６２０のパーフォレーション付き部分を経由して内側の排出層内に流
れる。逆流洗浄流体は、次いで、流体処理層を経由して外側の排出層に流れて流体処理部
材６００から室６４８と６４９の一方あるいは両方に排出され、その際逆流洗浄流体によ
って流体処理部材から除去された粒子を伴っている。あるいは、逆流洗浄流体は、室６４
８と６４９の一方あるいは両方に導かれ、流体処理部材６００から室６４７と６５０の一
方あるいは両方に排出されても良い。
【０２３４】
流体処理媒体が逆流洗浄流体に不浸透性を備えているとき、流体処理層のいずれかの側は
、別々にあるいは同時にクロスフローモードで洗浄可能である。流体処理層の径方向外側
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を洗浄するために、一つあるいはそれ以上の適当な洗浄流体が、第３の室６４９から第２
の室６４８に１回あるいはそれ以上の回数だけ流体処理パック６１０における外側の排出
層を経由して通過させられて流体処理層から粒子を除去してそれらの粒子を排出可能に構
成されている室の一つから排出される。流体処理層の径方向内側を洗浄するために、一つ
あるいはそれ以上の適当なクロスフロー洗浄流体が、第１の室６４７から第４の室６５０
に１回あるいはそれ以上の回数だけ流体処理パック６１０における内側の排出層を経由し
て通過させられる。
【０２３５】
図１４は、フィルタアセンブリの一つの実施例を示すもので、この発明による複数のフィ
ルタエレメントが、ハウジング７００内の複数のレベルに収容されている。ハウジング７
００は、ハウジング７００を処理流体室７１０、第１の濃縮流体室７１１、第２の濃縮流
体室７１２、第１の浸透流体室７１３、および、第２の浸透流体室７１４に分割する四つ
の管シート７０１、７０３、７０５、および、７０７を含んでいる。
【０２３６】
処理流体ポート７１５、第１の濃縮流体ポート７１６、第２の濃縮流体ポート７１７、第
１の浸透流体ポート７１８、第２の浸透流体ポート７１９は、ハウジング７００の外部と
処理流体室７１０の間、第１の濃縮流体室７１１、第２の濃縮流体室７１２、第１の浸透
流体室７１３、および、第２の浸透流体室７１４の間にそれぞれ接続している。フィルタ
エレメント２００のそれぞれは、二つの管シートに取り付けられ、その長手方向端の一方
は、処理流体室７１０に接続し、その他方の長手方向端は、浸透流体室７１３あるいは７
１４の一方に接続し、および、その長手方向端間におけるフィルタエレメントの部分は、
濃縮流体室７１１あるいは７１２の一方に配置されている。
【０２３７】
フィルタエレメント２００のそれぞれは、処理流体がプリーツの径方向外側に沿って流れ
るとともに浸透流体がプリーツの径方向内側に沿って流れるようなタイプであればどのよ
うなものでも良い。図示された実施例において、フィルタエレメント２００のそれぞれは
、図６に示されているフィルタエレメント２００と同じものであるので、その構造の詳細
な説明は省略される。四つのフィルタエレメント２００のみがそれぞれの管シートに取り
付けられている二つのフィルタエレメント２００からなるように図示されているが、それ
ぞれの管シートに取り付けられているフィルタエレメントの数に制限はなく、フィルタエ
レメント２００の数がそれぞれの濃縮流体室内で同じになる必要はない。
【０２３８】
ハウジング７００は、フィルタエレメント２００の着脱を可能にするようにハウジング７
００を開閉する複数の着脱自在の部分を有している。例えば、ハウジング７００は、第２
および第３の管シート７０３および７０５間に互いに着脱自在に接続される二つの部分か
らなる。これらの部分が互いに分離されると、フィルタエレメント２００は、フィルタエ
レメント２００の両端が第１および第４の管シート７０１および７０７における対応する
開口７０２および７０８に形成された棚に隣接するまで第２および第３の管シート７０３
および７０５における開口７０４および７０６に挿入可能となる。しかしながら、ハウジ
ング７００は、三つ以上の部分に分割しても良い。例えば、これは、互いに着脱自在であ
る三つの部分を備えてフィルタエレメント２００が管シート７０１および７０７の浸透流
体室側方から管シートに挿入されるようにできる。
【０２３９】
この構成によりクロスフロ－フィルタリングを行なうためには、すべての流体ポート７１
５－７１９を開放した状態で、処理流体が、処理流体室７１０に導かれて開口７０４と７
０６を経由して第２および第３の管シート７０３と７０５に流れ、それぞれのフィルタエ
レメント２００におけるフィルタパックの長手方向端面を経由してそれぞれのフィルタエ
レメント２００における外側の排出層に流れ込む。処理流体は、それぞれのフィルタエレ
メント２００における長手方向端に向かってそれぞれのフィルタエレメント２００におけ
る長手方向にある外側の排出層内に流れ、径方向外側において粒子を形成するフィルタ層
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の径方向外側に流体せん断力を発生させる。同時に、処理流体の一部が、フィルタエレメ
ント２００のフィルタ層を経由して流れて内側の排出層に入り込んで浸透流体を形成する
。
【０２４０】
浸透流体は、次いで、内側の排出層からパーフォレーション付きコアの内部に流れ、さら
に、コアの長手方向に流れてフィルタエレメント２００の長手方向端から浸透流体室７１
３と７１４の一つに流れて対応する浸透流体室７１８あるいは７１９を介してハウジング
７００から排出される。フィルタ層を通過しない処理流体の一部は、管２４０におけるパ
ーフォレーションを介して濃縮流体としてフィルタエレメント２００から排出され、濃縮
流体室７１１あるいは７１２の一方に流れ、次いで、対応する濃縮流体出口７１６あるい
は７１７を介してハウジング７００から排出される。
【０２４１】
図１４の構成によりデッドエンドフィルタリングを行なうために、流体ポート７１５、７
１８、および、７１９は開かれ、および、流体ポート７１６および７１７は閉じられる。
この状態において、処理流体は、処理流体室７１０に導かれ、クロスフローフィルタリン
グのときと同じようにそれぞれのフィルタエレメント２００における外側の排出層に流れ
る。流体ポート７１６および７１７は閉じられているので、外側の排出層にある処理流体
のすべてがフィルタ層を介して内側の排出層に流れてフィルタリングされた流体を形成し
、従って、内側の排出層から、このフィルタリングされた流体はコア内に流れ、次いで、
コアの開放端から浸透流体室７１３あるいは７１４に流れる。
【０２４２】
フィルタエレメント２００は、適当な逆流洗浄流体を浸透流体室７１８および７１９を経
由して浸透流体室７１３および７１４に導くことによって逆流洗浄を行なうことができる
。逆流洗浄流体は、圧力をかけられた状態でフィルタエレメント２００のコア内に流れ、
次いで、コアのパーフォレーション介して径方向外側に内側の排出層に流れる。これは、
次いで、フィルタ層を経由して内側の排出層から径方向外側に外側の排出層に流れる。逆
流洗浄流体がフィルタ層から流れるとき、この流体は、フィルタ層内のあるいはその径方
向外側に付着している粒子を除去する。
【０２４３】
逆流洗浄流体および除去された粒子は、次いで、それぞれのフィルタエレメント２００の
長手方向端面を経由して処理流体室７１０におよび／あるいは管２４０に形成されている
パーフォレーションを介して濃縮流体室７１１あるいは７１２に外側の排出層から軸方向
に流れる。必要があれば、処理流体入口７１５が、逆流洗浄流体が処理流体室７１０に流
れることを阻止するように閉じることができ、あるいは、濃縮流体出口７１６あるいは７
１７の一方あるいは両方が、流体が濃縮流体室７１１あるいは７１２の一方あるいは両方
に流れることを阻止するように閉じることができる。
【０２４４】
フィルタエレメント２００は、また、クロスフローモードで洗浄される。このモードにお
ける動作において、一つあるいはそれ以上の適当なクロスフロー洗浄流体が、処理流体室
７１０から濃縮流体室７１１あるいは７１２の一方あるいは両方にあるいは反対方向に１
回あるいはそれ以上の回数だけそれぞれのフィルタエレメントにおけるフィルタパックの
外側の排出層に流れ、フィルタ層から粒子を外してそれらをフィルタエレメント２００か
ら一つあるいはそれ以上の室に排出し、それらの室から、これらの粒子が、洗浄流体とと
もに廃棄される。クロスフロー洗浄中に濃縮流体ポート７１６、７１７の一方が開いてお
り、他方が閉じられているとき、濃縮流体室７１１あるいは７１２の該当する一つにおけ
るフィルタエレメント２００が、洗浄できることになる。洗浄流体がフィルタエレメント
２００、を通過するとき、コア２２０が接続しているフィルタエレメント２００のコア２
２０の内部および濃縮流体室７１３あるいは７１４は、フィルタエレメント２００のフィ
ルタパックにおける外側の排出層内の圧力に等しいあるいはそれよりも高い圧力に維持さ
れていて外側の排出層におけるクロスフローの効果が促進されるようにすることが好まし
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い。
【０２４５】
ハウジング７００を通過する流体の流れは、上述した方向に限定されるものではなく、従
って、ハウジング７００の様々な室が、上述した機能に限定されることはない。例えば、
処理流体は、中間の室７１０の代わりにハウジング７００の室７１１および７１２に導く
ことができ、従って、浸透流体は依然として室７１３および７１４に流れる状態において
、濃縮流体は、中間の室７１０を経由してハウジング７００から排出することができる。
あるいは、フィルタエレメント２００が、例えば、図１あるいは図４に示されているよう
なものと置換されたとき、処理流体はフィルタ層の径方向内側に沿って流れ、室７１１お
よび７１２は浸透流体室として機能し、室７１０は処理流体室あるいは濃縮流体室として
機能し、および、室７１３および７１４は、濃縮流体室あるいは処理流体室として機能す
る。このようにして、フィルタエレメントの構造および室間の必要な流れの方向に対応し
ていれば、どのような室も、処理流体室、濃縮流体室、あるいは、浸透流体室として機能
させることができる。
【０２４６】
図１４の構成におけるフィルタエレメント２００は、複数の管シートにハウジング７００
の複数のレベルにおいて収容されているので、ハウジング７００は、小さな直径に構成さ
れるとともに単一の管シートに単一のレベルにおいて同一のフィルタエレメントの同一数
を収容しているハウジングよりもはるかに経済的に製造できる。その上、フィルタエレメ
ントの長さは、それらがクロスフローを効果的に受けることができるように十分小さく維
持されており、同時に、それらは、ハウジング７００の容積を効率的に使えるようにされ
ている。
【０２４７】
図１５はその他の実施例を示すもので、この発明による複数のフィルタエレメントが、シ
リーズに接続され、それぞれのフィルタエレメントを通過する流れに対する抵抗が、十分
に低いレベルに維持されて有効なクロスフロー速度が達成できるような実施例を示すもの
である。二つのフィルタエレメント８００および８５０が示されているが、多数のフィル
タエレメントが同じようにシリーズに一体的に接続できる。フィルタエレメントは図１２
に示されるものに類似したハウジングに設けられるが、ハウジングの内部を処理流体室８
８６、浸透流体室８８７、第１の濃縮流体室８８８、および、第２の濃縮流体室８８９に
分割する三つの管シート８８０、８８２、および、８８４を有している。それぞれの室は
、室の内部およびハウジングの外部間を流体的に接続する図示せぬ流体ポートを設けられ
ている。
【０２４８】
図１５は、一連のフィルタエレメントのみを示しているが、複数のシリーズも図示のよう
にして設けることができる。処理流体室８８６に最も接近して配置された少なくともフィ
ルタエレメント８００（図１５における下方のフィルタエレメント）は、入ってくる処理
流体の一部がフィルタエレメント８００のフィルタパックをバイパスし、それによって、
処理流体が、フィルタエレメント８００のフィルタパックを通過して流れるよりも大きな
エネルギを持って一つあるいはそれ以上の引き続くフィルタエレメントに供給できるよう
に構成されている。
【０２４９】
下方のフィルタエレメント８００は、プリーツ付きのフィルタパック８１０を有し、フィ
ルタパック８１０によって包囲されたパーフォレーション付きのコア８２０を含むことが
でき、両方の長手方向端部を開放しているので、流体は、上方のフィルタエレメント８５
０からコア８２０の上方端に入ることができ、コア８２０の下方端から浸透流体室８２０
内に排出される。これはさらに、上方のフィルタエレメント８５０の下方端にシリーズに
接続されるように構成された上方の端部キャップ８３０と、第２の管シートにおける開口
８８３に流体的に接続されるように構成された下方の端部キャップ８３０とを含むことが
できる。
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【０２５０】
同様に、上方のフィルタエレメント８５０は、プリーツ付きのフィルタパック８１０と、
フィルタパック８１０によって包囲されたパーフォレーション付きのコア８６０を含む。
コア８６０の上方端は閉じられており、また、その下方端は開かれていて下方のフィルタ
エレメント８００におけるコア８２０の上方端に流体的に接続できる。上方のフィルタエ
レメント８５０は、下方の端部キャップ８３０を設けられており、この端部キャップは、
下方のフィルタエレメント８００における上方端と上方の端部キャップ８３１にシリーズ
に接続されるように構成され、さらに、第１の管シート８８０における開口８３１に流体
的に接続されるように構成されている。それぞれのフィルタパック８１０は、前述の実施
例に関して記述されたいずれの構成でも使うことができる。例えば、これは、内側の排出
層、フィルタ層、および、外側の排出層からなる３層の合成体を含み、図示せぬらせん状
の包囲部材によって横たえられた状態に保持されている軸方向に延びるプリーツに形成す
ることができる。フィルタリングの間、処理流体は、外側の排出層を経由して流れるよう
に設定され、浸透流体は、内側の排出層を経由して流れるように設定され、従って、処理
流体あるいは濃縮流体は、フィルタパックのそれぞれの長手方向端面を経由して流れるよ
うに設定されている。従って、フィルタエレメントのそれぞれの長手方向端部において、
プリーツは、フィルタ層の径方向内側においてシールされるとともにフィルタ層の径方向
外側において開放され、流体が外側の排出層を出入するようにしかし内側の排出層を出入
しないようにフィルタパックの長手方向端面を介して流れるようにしている。プリーツは
、いずれかの適当なやり方でシールできる。この実施例において、プリーツは、フィルタ
パック８１０におけるそれぞれの長手方向端において内側の排出層の径方向内側に配置さ
れている図７におけるシーリング片２１５と同じようにシーリング片８１１によりシール
されている。
【０２５１】
下方のフィルタエレメント８００におけるコア８１０は、浸透流体がフィルタパック８１
０からコア８２０の中心に入ることができるパーフォレーション付き部分８２１と、下方
の端部キャップ８３１を経由してフィルタパック８１０の外部に延びているパーフォレー
ションを備えていない部分８２２とを備えた中空の管を含む。パーフォレーションを備え
ていない部分８２２の下方端は、適当なやり方で第３の管シート８８４に流体的に接続す
ることができる。例えば、これは、第３の管シート８８４における孔８８５の内面に対し
てピストンシールを形成する例えばシーリングリングのような一つあるいはそれ以上のシ
ーリング部材を設けたその下方端にフランジ８２３を備えるようにすることができる。
【０２５２】
下方のフィルタエレメント８００における下方の端部キャップ８３１と上方のフィルタエ
レメント８５０における上方の端部キャップ８３１は、互いに同一の構成を備えてもある
いは互いに異なる構成を備えても良いが、対応する管シート８８０と８８２における開口
８８１と８８３に接続することができるような構造を持っている。例えば、これらは、図
１の実施例における端部キャップの構造に類似した構造を備えており、その際端部キャッ
プ８３１は、Ｏリングのような一つあるいはそれ以上のシーリング部材を設けられていて
開口８８１と８８３の一方の内部に対してピストンシールを形成している。外側の端部キ
ャップ８３０は、流体が濃縮流体室８８９に漏れることのないように二つのフィルタエレ
メント８００と８５０の間に二つの隣接する端部キャップ８３０を介して流れることがで
きるように構成されている。この実施例において、端部キャップ８３０は、端部キャップ
８３１と同じ構造を備えているが、シーリング部材は装着されていない。隣接する端部キ
ャップ８３０は、溶融接着を用いて直接接続されかつ互いにシールされている。しかしな
がら、これらを互いに流体的に接続するその他のやり方が、例えば、互いに隣接するフィ
ルタエレメントを強固に接続するかどうかには関係なく、図１１の端部キャップ５３５に
関して記述された種々のやり方を使うことができる。
【０２５３】
下部フィルタ要素800のコア820の上端と上部フィルタ要素850のコア860の下端とは、透過
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水が下部フィルタ要素800から上部フィルタ要素850に流れ込むプロセス流体から隔離され
ている間にコア860からコア810に流れることができるような仕方で、流体的に互いに連結
されている。例えば、コア820と860との相対する端部は、互いに直接結合するか若しくは
その他の仕方で接合でき、又は連結部材を用いてこの両者を相互に連結できる。この実施
態様では、コア820と860との相対する端部は、フィルタ・パック810の長さ方向の端面か
ら後退させてあり、非穴明き壁を有する管810がフィルタ・パック810の相対する端面に挿
入され、もって、透過水が管862を通って二つのコアの間を流れることができる。フィル
タ・パック810のシール・ストリップ811が管862の外面に対してシールを形成し、透過水
が管862の外面とフィルタ・パック810の内周との間を流れるのを防止する。
【０２５４】
各フィルタ・パック810は、プロセス流体に不透過であって、プロセス流体がフィルタ・
パック810の重要な長さに亘って通過してしまうまでフィルタ・パック810にプロセス流体
を閉じ込めて置く部材によって囲まれている。本実施態様では、不透過部材は、下部フィ
ルタ要素800のフィルタ・パック810の周囲に配置されている剛体管840及び上部フィルタ
要素800のフィルタ・パック810の周囲に配置されている剛体管870から成るが、これらの
部材は、不透過材のフレキシブル・スリーブ又はラップ部材の形態等の上記の他の形態を
取り得る。下部フィルタ要素800の管840は、エンド・キャップ830及び831に固定すること
はできるが、固定する必要はない。上部フィルタ要素850の管870は、下部エンド・キャッ
プ830にシールされており、一方、その長さ方向の上端において、プロセス流体が管870の
内部から濃縮流体室889に、1つ以上のパーフォレーション871又は管870のその他の開口を
通って又は管870と上部エンド・キャップ831との間のギャップを通って、流れ込むことが
できる。
【０２５５】
下部フィルタ要素800は、プロセス流体が流れて上部フィルタ要素850のフィルタ・パック
810に達し、その間、下部フィルタ要素800のフィルタ・パック810をその大部分又は全量
がバイパスするバイパス経路845を含む。本実施態様では、バイパス経路845は、管840の
外周と管840を囲み且つ管840から半径方向ギャップだけ隔離されているバイパス管846と
の間の全体的に円筒形のスペースによって画されている。バイパス管846は、プロセス流
体に不透過の材料であればどんな材料でも良く、下部フィルタ要素800のエンド・キャッ
プにその長さ方向の端部でシールされている。管840とバイパス管８４６との間の半径方
向ギャップの寸法は、バイパス経路845を通る所望のフローに基づいて選択できるが、望
ましくは、バイパス経路845が下部フィルタ要素800のフィルタ・パック810に比較して、
フィルタ要素800の長さ方向でのフローに対する抵抗が少ない。
【０２５６】
プロセス流体は、管840の開口841(パーフォレーション等)を通って、管840の下端と下部
エンド・キャップ831との間のギャップを通って、下部エンド・キャップ845を通って又は
その他の適当なルートに沿って、その間に管840のパーフォレーション等の開口842を通っ
て下部フィルタ要素800の上端でバイパス経路845から流れ出られるように形成される経路
を通って、管842と上部エンド・キャップ830との間のギャップを通って、上部エンド・キ
ャップ830を通って又はそれと異なるルートに沿って形成される経路を通って、流れるこ
とによって下部フィルタ要素800の下端でバイパス経路845に入ることができる。下部フィ
ルタ要素800の上端では、バイパス経路845を通ったプロセス流体は、下部フィルタ要素80
0のフィルタ・パック810の外部排水層を通った濃縮流体と混ぜ合わされ、その混ぜ合わさ
れた流体は、プロセス流体として上部フィルタ要素850のフィルタ・パック810に導入され
る。上部フィルタ要素850の上端では、濃縮流体は、管870の上端にある開口871を通って
及びフィルタ・パック810の長さ方向の端面を通って排出される。
【０２５７】
或いは又、管870の開口871は、省略でき、全ての濃縮流体は、フィルタ・パック810の上
部長さ方向端面を通って流れることができるか、又は、フィルタ・パック810の長さ方向
端面を密封でき、その場合、全ての濃縮流体は、管870の開口871を通って上部フィルタ要
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素850から排出できる。このバイパス経路８４５があるために、フィルタ要素を通るフロ
ーへの全抵抗は、減少し、もって、プロセス流体は、二つの同じフィルタ要素が直列で連
結されており且つ上部フィルタ要素のフィルタ・パック810を通過した全てのプロセス流
体が下部フィルタ要素のフィルタ・パック810を既に通過した場合に比べて、より大きな
エネルギーをもって上部フィルタ要素850に供給できる。
【０２５８】
図15の配置は、横流態様又は全量態様で濾過を実行できる。横流濾過では、各チェンバー
886-889の流体ポートを開いて、プロセス流体は、プロセス流体チェンバー886に最も近接
したフィルタ要素800のフィルタ・パック810の下部長さ方向端面を通ってプロセス流体チ
ェンバー886から直列のフィルタ要素に導入される。フィルタ・パック810の内部排水層は
、シール・ストリップ811によって下部長さ方向端部において密封されているが、外部排
水層は、密封されておらず、もって、プロセス流体は、フィルタ要素800の下部長さ方向
端部において外部排水層に流れ込む。プロセス流体の一部は、フィルタ要素の長さ方向に
おいて外部排水層内を流れ、一方、プロセス流体の残部は管840の下端でパーフォレーシ
ョン841を通って、管840とバイパス管846との間のバイパス経路845に流れ込む。
【０２５９】
外部排水層を通るプロセス流体は、フィルタ層の放射外面に流体剪断力を生成し、これに
より、その面に粒子が蓄積されることが防止される。外部排水層を流れるプロセス流体の
一部は、フィルタ層を通って内部排水層に入り、透過水となる。透過水は、内部排水層の
内部を流れて、コア820に入り、次いで、コア820の長さ方向にコア820の内部に沿って下
方に流れ、透過水チャンバー887に入る。外部排水層を流れ、フィルタ層を通らないプロ
セス流体の一部は、濃縮流体になる。
【０２６０】
バイパス経路845を通って流れるプロセス流体は、管840の上端にある開口842を通って流
れ、下部フィルタ要素800のフィルタ・パック810の外部排水層に流れ込む。そこで、その
流体は、下部フィルタ要素800のフィルタ・パック810の長さに亘って流れた濃縮流体と混
ざり合い、この二つの流体ストリームは、共に、フィルタ・パック810の上部長さ方向端
面を通って下部フィルタ要素800から排出され、プロセス流体として上部フィルタ要素850
のフィルタ・パック810の内部排水層に流れ込む。上部フィルタ要素850では、プロセス流
体は、フィルタ要素850の長さ方向に外部排水層を流れ、フィルタ層の放射状外側に流体
剪断力を生成し、これにより、フィルタ層に粒子の蓄積が防止される。
【０２６１】
プロセス流体の一部は、フィルタ層を通って流れ、コア860に入り、透過水となり、一方
、プロセス流体の残部は、フィルタ・パック810の上部長さ方向端面を通って第一濃縮流
体チェンバー888に入って又は上部フィルタ要素850の管870の開871を通って第二濃縮流体
チェンバー889に入って、上部フィルタ要素850の上端から濃縮流体として排出される。上
部フィルタ要素850のコア860に入る透過水は、コア860の長さ方向に流れ、下部フィルタ
要素800のコア820に入り、次いで、コア820の下端から排出されて、透過水チェンバー887
に入る。
【０２６２】
全量濾過を行なうには、チェンバー886及び887の流体ポートを開き、チェンバー888及び8
89の流体ポートを閉じる。この状態で、プロセス流体は、横流濾過の場合と同じ仕方でプ
ロセス流体チェンバー886から直列のフィルタ要素に導入され、各フィルタ要素の
外部排水層に流れ込む。チェンバー888及び889の流体ポートが閉じられると、外部排水層
にある全てのプロセス流体がフィルタ層から内部排水層に流れ込み、濾過水となり、内部
排水層から、この濾過水がコア820及び860に流れ込み、次いで、両コアの長さに沿って下
方に流れ、透過水チェンバー887に排出される。
【０２６３】
フィルタ要素800、850は、透過水チェンバー887に逆流流体を導入することによって逆流
洗浄することができる。逆流流体は、圧力下で、透過水チェンバー887から両フィルタ要
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素のコア820及び860に強制的に流され、フィルタ・パック810の内部排水層にコアのパー
フォレーションを通って外向きに放射状に強制的に流される。逆流流体は、次いで、順次
、内部排水層とフィルタ層を通過し、外部排水層に入り、その過程で、逆流流体は、フィ
ルタ層に埋め込まれた又は同層に付着している粒子を取り除く。逆流流体とそれに捉えら
れた粒子は、次いで、外部排水層を通ってフィルタ・パック810の長さ方向に流れ、フィ
ルタ要素から、プロセス流体チェンバー886、第一濃縮流体チェンバー888及び第二濃縮流
体チェンバー889の1つ以上に排出される。下部フィルタ要素800の外部排水層を通過する
他に、種々のフロー経路を通ってのフローへの抵抗によっては、逆流流体の一部は、バイ
パス経路845を通ってプロセス流体チェンバー886に流れ込む。
【０２６４】
フィルタ要素800、850は、また、横流態様でも、洗浄できる。横流洗浄では、1つ以上の
適当な横流洗浄流体を各フィルタ要素のフィルタ・パック810の内部排水層を一度以上通
過させて、プロセス流体チェンバー886から濃縮流体チェンバー888、889のいずれか又は
その双方に入れ、或いは、その逆方向でフィルタ層から粒子を引き離し、これをフィルタ
要素から1つ以上のチェンバーに排出し、ここから、粒子と洗浄流体とが排水できる。洗
浄流体は、横流濾過中にプロセス流体が辿ったのと同じ経路に沿ってフィルタ要素を通過
して流れる。
【０２６５】
このように、下部フィルタ要素800では、洗浄流体の一部は、フィルタ要素800の外部排水
層を通って流れ、一方、その残部は、バイパス経路845を通って流れる。後者は外部排水
層よりもフロー抵抗が小さいので、洗浄流体の速度は、全ての洗浄流体が外部排水層を流
れる場合に比べて、高く維持できる、その結果、洗浄流体がフィルタ要素の横流洗浄をよ
り効果的に実行できる。洗浄流体をフィルタ要素を通す時に、透過水チェンバー887及び
フィルタ要素の各コアの内部は、望ましくは、フィルタ・パック810の外部排水層内の圧
力と等しいか又はそれより高い圧力下で維持し、外部排水層の横流の有効性を高める。
【０２６６】
二つ以上のフィルタ要素を直列に連結した配置では、バイパス経路845を備えた複数のフ
ィルタ要素がある。即ち、プロセス流体チェンバー886に最も近接した複数のフィルタ要
素に図15の下部フィルタ要素800のそれに類似したバイパス経路845を備え、一方、直列の
残余のフィルタ要素には図15の上部フィルタ要素850と同様にバイパス経路を付けない。
【０２６７】
図11の配置と同様、図15の配置は、長いフィルタ要素又は直列のフィルタ要素を用いて得
られる効率と同様の空間効率が達成でき、もって、多数のフィルタ要素を含むハウジング
の直径を最小限にしながら、なお、フィルタ要素の効果的な横流速度を維持できることに
なる。
【０２６８】
図16及び17は、本発明によるフィルタ要素に用いることができるプリーツ状フィルタ・パ
ック900の別の例の横断面図を示している。図16は、一部組み付け状態のフィルタ・パッ
ク900を示し、図17は、組付け状態のフィルタ・パック900を示している。図2に掲げるフ
ィルタ・パック20等の前記のフィルタ・パックと同様に、フィルタ・パッ900は、フィル
タ層901、内部排水層902及び内部排水層からフィルタ層902の反対側に配置された外部排
水層903を含む多層複合体から成る。図1の実施態様の場合と同様に、この複合体は、クッ
ション緩衝作用層等の種々の追加の層を含むことができる。層901-903は、図2の実施態様
に関して記述した層等の適当な材料で形成できる。図2に図示されているフィルタ・パッ
ク20を含むフィルタ・パックでは、フィルタ・パック20のプリーツの放射状内端、即ち、
根元ができるだけ共に近接して置かれており、望ましくは、各複数の根元が隣接の根元に
寄り掛かっている。しかし、図1６と図17のフィルタ・パック900では、プリーツの放射状
内端の間の間隔がより大きい、即ち、根元が互いにそれだけ離れている。この結果、各プ
リーツの一方の脚が隣接するプリーツの脚に接触しているが、その接触の度合いが図２の
フィルタ・パックの場合に比べてその高さに対する割合が小さいが、フィルタ・パック90
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0の全体構造は、図2のフィルタ・パック20と同じである。フィルタ・パック900は、鑽孔
コア910の周囲に備えられて図示されているが、前述の実施態様に関して記述されている
他の種類のコアのいずれとも併せて使用できる。更に、フィルタ・パック900は、先のシ
ール・ストリップ、エンド・キャップ、保持部材、外部管及び/又はハウジングのいずれ
とも併せて使用できる。
【０２６９】
フィルタ・パック900は、それがコア910の周囲に配置される前又はその後に、放射状に延
びるプリーツ状に形成できる。図16は、フィルタ・パック900がコア910の周囲にプリーツ
状に形成されている例を示している。本フィルタ・パックを本発明において使用できるよ
うなこのような仕方でプリーツ状に形成する方法の1つの例が米国特許第3,386,583号に詳
細に記述されている。簡単に言うと、この方法では、層901-903から成る３層複合体が複
数の図示されていないフレームに取り外し可能式に取り付けられ且つコア910の長さ方向
に延びる長手ロッド904、905の周囲に回し通されている。ロッドは、コア910から距離を
置いて配置された一群の外側ロッド904及び外側ロッド904よりもコア910に近接して配置
された一群の内側ロッド905を含んでいる。この複合体は、外側ロッド904の放射状の外側
の周囲に回し通されており、もって、各外側ロッド904がプリーツの1つのピークの内側に
配置され、一方、複合体は、コア910の外側と各内側ロッド905との間に通され、もって、
複合体が内側ロッド905によってコア910に対して保持されている。複合体の二つの端部が
互いにフィルタ・パック900の長さに亘ってシールされ、側部シールを形成した後、外側
ロッド904がコア910の周方向において変位されてプリーツをレイオーバー(lay over)し、
即ち、各プリーツの放射状に内側の端部に関して各プリーツが隣接のプリーツに押し付け
られるまでコア910の周方向に各プリーツの放射状外端を変位する。
【０２７０】
らせん状ラップ部材等の保持部材が次いでフィルタ・パック900の周囲に配置され、これ
によって、プリーツがレイオーバー状態に維持される。ロッド904、905は、次いで、フィ
ルタ・パック900から引き抜くことができ、その後、フィルタ・パック900は、図17に見る
通りになる。保持部材が各図から省略されている。その用途に適当であれば、フィルタ・
パック900の長さ方向の端面の全て又は一部は、先の実施態様に関して記述したいずれか
の方法でシールでき、流体がこの長さ方向の端面を通って流れるのを防止し、又は流体が
排水層の1つだけに若しくは1つだけから流れるようにする。フィルタ・パック900は、本
発明の上記の実施態様のいずれにおいても、図2に図示されているフィルタ・パックと同
様のフィルタ・パック20を含む先のフィルタ・パックの多くの代わりに使用できるので、
このフィルタ・パック900を使用した濾過又はフィルタ・パック900の洗浄の詳細な説明は
、省略する。
【０２７１】
図18及び19は、上記のいずれかの実施態様のシール・ストリップ、コア、エンド・キャッ
プ、保持部材、外側管及び/又はハウジングと併せて本発明によるフィルタ要素において
使用できるフィルタ・パック950の別の例の横断面図である。図18は、一部組み付け状態
のフィルタ・パック950を示しており、図1９は、組み付け状態のフィルタ・パック950を
示している。上記の実施態様のプリーツ状のフィルタ・パックと対照的に、このフィルタ
・パック950は、コア960の周囲を1回以上らせん状に包んだ複数の層を備えたらせん状に
包んだフィルタ・パックである。フィルタ・パック950は、フィルタ層951、フィルタ層95
1の放射状内側にある内部排水層951及びフィルタ層951の放射状外側にある外部排水層952
を含む多層複合体から成る。
【０２７２】
層951-953がコア960の周囲を1回以上包むと、複合体は、更に、外部排水層953から内部排
水層952を分離し、また、流体がいずれかの排水層から他方の排水層に直接流れ、フィル
タ層951をバイパスするのを防止する分離層954を含む。分離層954は、排水層を通過する
流体に不透過の材料から形成でき、又は、分離層954は、フィルタ層951に類似の性能を備
えた材料から作り、もって、流体が分離層954を通っても、フィルタ層951から除去する予



(53) JP 4673973 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

定の物質が二つの排水層952、953の間の分離層954に流れないようにできる。フィルタ層9
51及び排水層952、953は、上記の実施態様のこれらに対応する層に関して記述した特性と
同じ特性を持ち得る。この複合体は、また、緩衝作用層又はその他の適当な層を含んでよ
い。フィルタ・パック950を形成する層は、所望の回数をもってコア960の周囲を包むこと
ができる。これらの層は、分離層954をその自らの外端に固定することによって解けるの
を防止できる。
【０２７３】
或いは又、らせん状ラップ部材のような保持部材を包まれた層の周囲に配置できる。必要
であれば、フィルタ・パック950の長さ方向端面の全て又は一部をプリーツ状のフィルタ
・パックに関して記述したいずれかの方法によってシールし、流体がその長さ方向端面を
流れるのを防止し又は流体が排水層の1つだけに若しくは排水層の1つだけから流れ出るよ
うにすることができる。らせん状包み込みフィルタ・パックは、一般的に言って、本発明
によるフィルタのいずれかの実施態様において、プリーツ状のフィルタ・パックの代わり
に使用でき、この場合、らせん状包み込みフィルタ・パックのフィルタ層951及び排水層9
52、953は、プリーツ状のフィルタ・パックにおいて対応する層と同じ機能を果たしてい
る。よって、らせん状包み込みフィルタ・パックを使用して横流濾過も全量濾過もでき、
このフィルタ・パックを使用して逆流によって又は横流洗浄によって洗浄ができる。
【０２７４】
図20乃至22は、本発明による流体処理要素970の別の実施態様を示している。流体処理要
素970は、二つの流体ストリーム972、973の間における図12及び13に関して記述した仕方
での物質移送のために使用されているところが図示されているが、この流体処理要素970
は、また、他の実施態様に関して記述したいずれかのタイプの流体処理、例えば、流体か
ら粒子を除去するための全量濾過又は横流濾過等、にも使用できる。
【０２７５】
図20に掲げられている通り、この図は立体断面図であるが、流体処理要素970がプリーツ
状の流体処理パック971、流体処理パックによって囲まれたコア975、及び流体処理パック
971を取り囲み且つ流体処理パック971を環境から分離するケーシング980を含み、もって
、流体がケーシング980の一定の開口を通じてのみ流体処理要素970に入り又はそこから出
ることができる。
【０２７６】
流体処理パック971は、上記の実施態様に関して記述したいずれかの仕方で構成できる。
例えば、この流体処理パック971は、内部排水層、流体処理層及び放射状に延びるプリー
ツに又はコア975の周囲にらせん状に包まれて形成される外部排水層を含む多層複合体か
ら成り得る。流体処理パック971がプリーツされると、そのプリーツは、互いに押し付け
られる。例えば、プリーツは、レイオーバー状態にあり、図2に示されているように構成
される。プリーツがレイオーバーされると、流体処理パック971は、(図示されていない)
らせん状ラップ部材で囲んでそのレイオーバー状態を維持することができる。
【０２７７】
図2の実施態様のコア620と同様に、図20のコア975は、第一開口端及び第二開口端、開口
端の各々と連絡し流体が通過できる1つ以上の開口977を有する有孔領域976及び有孔領域9
76の間に延びる流体のフローの存在しないブラインド領域978を備えている。開口977は、
長方形であると図示されているが、この他のいずれかの所望の形状を取り得る。ブライン
ド領域978は、望ましくは、その長さの少なくとも約50％に亘って連続して延び、更に望
ましくは、その長さの少なくとも約75％に亘って、且つそして更に望ましくは、流体処理
パック971の長さの少なくとも約90％に亘って延びる。ブラインド領域978は、図12の実施
態様に見られる通り、中空でよく、又は図20に図示されている通り中実でもよい。図には
示していないが、コア975は、ブラインド領域978の外周に弾性層を設け、隣接するプリー
ツの放射状内端間の空間を満たし且つ流体が流体処理パック971の内周とコア975の外周と
の間を流れることによって流体処理パック971をバイパスすることを防止することができ
る。
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【０２７８】
コア975には、その各開口端にねじ山(メスでもオスでもよい)又はその他のタイプのコネ
クタを備えることができ、それによって、コア975が部材に連結され、流体をコア975に供
給し又はコア975から除去できる。コア975は、ケーシング980の外側に延び、もって、コ
ア975が外部部材と連結できるように図示されているが、コア975がそうではなく全面的に
ケーシング980の中に配置されることも可能であり、コア975の端部と連絡している流体ポ
ートがケーシング980に形成できる。
【０２７９】
ケーシング980は、流体処理パック971の外周を囲んでいる外壁981並びに流体処理パック9
71の長さ方向の端部をカバーしている第一及び第二の端板を含んでいる。本実施態様では
、各端板985が外壁981とは別に形成されているが、端板985の一方又は双方が外壁981と一
体的にも形成できる。外壁981は、単一の部材として形成されるように図示されているが
、それは、そうではなく、水密の仕方をもって併せて接合される複数の部分から成るもの
もあり得る。
【０２８０】
外壁981は、所望のいずれかの横断面形状を有してよいが、通常は、流体処理パック971の
形状と類似の断面、例えば、円形を有している。その長さ方向端部の各々の近くに、外壁
981は、1つ以上の開口を備え、これを通って流体がケーシングへ流れ込み又はケーシング
から流れ出ることができる。本実施態様では、外壁981の周囲に複数の開口982、983がそ
の夫々の上部及び下部の長さ方向端部に間隔を置いて配置されており、各開口982、983は
、外壁981のその内部と外部との間にその壁を通じて延びている。外壁981の上端の一部の
縦断面図である図21に図示されている通り、図示されている開口982、983は、縦から見る
と長方形であるが、所望のどんな形状でも取り得る。
【０２８１】
各開口982、983は、外壁981を囲んでいるフィルタ要素970の上部マニホルド又は下部マニ
ホルド990と連絡している。下部マニホルド990は、流体源からそれに供給された流体を流
体処理要素970の下端にある全ての開口983に分配し、上部マニホルド990は、流体処理要
素970の上端にある開口982から排出された流体を集め、その集めた流体を流体処理要素97
0が配置されている流体システムの図示されていない部分に送り出す。
【０２８２】
図22は、マニホルド990の1つの一部の縦断面図である。もう一方のマニホルド990は、図
示されているマニホルドと構造上類似している。各マニホルド990は、外壁981の外面の周
囲に取り付けられるように寸法を合わせてある内周を有する環状部材である。これは、環
状溝991を備えており、この溝は、その内周の周囲に全体が延びており、外壁981にある開
口982、983の外端を囲んでいる。各マニホルド990は、水密の仕方で外壁981にシールされ
ている。本実施態様では、各マニホルド990は、その内周に形成されている対応する溝993
に受けられており、外壁981に対してシールされている０型リング992を備えているが、こ
の他のシーリング方法も使用できる。シール・リングを外壁981に取り付けるとか、又は
マニホルド990の結合若しくは溶接を外壁981に向ける等がある。マニホルド990は、外壁9
81に取り外し式に又は永続的に取り付けることができる。
【０２８３】
図示されているマニホルド990は、ケーシング980の外壁981の長さ方向端部を滑り出す惧
れがあり、O型リング992と外壁981の外面との間の摩擦で所定の位置に保持できる。マニ
ホルド990を開口982、983に関して位置付けするためには、ケーシング980の外壁981は、
マニホルド990がマニホルド990の溝991が開口982、983を囲む時に接触するステップを備
えて形成する。各マニホルド990は、また、1つ以上の結合具を含み、これによって、マニ
ホルド990は、外部機器に流体的に連結できる。例えば、各図示されているマニホルド990
には、内部にねじ山を付けたニップル994を備え、これが溝991とマニホルド990の外部と
の間の連絡をする。
【０２８４】
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流体処理パック９71の各長さ方向端面は、シールされ、もって、流体がケーシング980の
端面と端板985との間を流れるのを防止する。シールは、種々の方法で形成できる。端板9
85又は流体処理パック971が熱可塑性材料で製作されている場合、シールは、流体処理パ
ック971と端板985とを互いに融解結合することによって形成するのが便利である。この他
の可能なシール方法としては、上記の実施態様に関して記述した接着剤結合、ガスケット
の使用及びシール・ストリップの使用がある。ケーシング980全体を熱可塑性プラスティ
ックにして、端板985が流体処理パック971に、コア975に及び外壁981に融解結合できるよ
うにするのが特に便宜である。流体処理パック971の流体処理層がPTFE又はPVDF等の弗素
重合体製である場合、ケーシング980も弗素重合体製にするのが便宜である。しかし、ケ
ーシング980及び流体処理要素970のその他の部分が流体処理パック971及び処理中の流体
と相性がいい限り、製作材料について何ら制約はない。
【０２８５】
図20では、第一流体ストリーム972がコア975の上端に導入されるところが図示されており
、第二流体ストリーム973が下部マニホルド990に導入されるところが図示されている。尤
も、第一流体ストリーム972は、その代わりに、コア975の下部に導入してよく、また、第
二流体ストリーム973は、上部マニホルド990に導入してもよい。第一流体ストリーム972
は、コア975の上部穴明き領域976の開口977を通って流体処理パック971の内部排水層に流
れ込む。開口975は、コア985の周囲に均一に分布しているので、流体ストリーム972は、
流体処理パック971の内周の周りの内部排水層に均一に分布している。第一流体ストリー
ム972は、内部排水層に入り、次いで、下部穴明き領域976に達するまで流体処理パック97
1の長さ方向において内部排水層を通って流れ、そこで、第一流体ストリーム972は、開口
977を通ってコア975に入り、流体処理要素970からコア975の下部開口端を通って排出され
る。
【０２８６】
下部マニホルド990に導入される第二流体ストリーム973は、流体処理パック971の円周の
周りに均一に分布して、外壁981の下端にある開口983を通って外部排水層に流れる。第二
流体ストリーム973は、外部排水層に流れ込み、次いで、外部排水層の中を流体処理パッ
ク971の長さ方向に流れる。その際に、物質の移送は、第一流体ストリーム972と第二流体
ストリーム973との間で流体処理パック971の流体処理層に亘って発生する。第二流体スト
リーム973が流体処理パック971の上端に達すると、それは、外壁981の上端にある開口982
を通って流れ、上部マニホルド990に入る。そこで、全ての開口982から排出された流体は
、集められ、流体処理要素970から排出される。
【０２８７】
第一及び第二流体ストリーム972、973は、流体処理要素970の相対する長さ方向に流れて
いるところが図示されているが、図12の実施態様に関して記述した通り、これらのストリ
ームは、同じ長さ方向にも流れ得る。
【０２８８】
流体処理パック971の流体処理層が流体に透過性である場合、図２０の流体処理要素970は
、コア975又はマニホルド990に又はそれから出入りする流体のフローを適当に制御するこ
とによって全量濾過態様にも横流濾過態様にも使用できる。例えば、濾過すべき流体は、
コア975の両端に又はコア975の他方の端を閉じ一方の端に導入でき、流体が全量濾過を受
けた後、その濾過水は、一方又は双方のマニホルド990から除去できる。或いは又、濾過
すべき流体は、両方のマニホルド990を通して又は一方のマニホルド990を通して他方のマ
ニホルド990を閉じてケーシング980に導入でき、導入された流体が全量濾過を受けた後、
その濾過水は、一方又は双方のコア975を通して流体処理要素970から除去できる。
【０２８９】
横流濾過は、例えば、プロセス流体をコア975の一方の端に導入し、濃縮流体をその反対
の端から除去することによって行なうことができ、一方、透過水は、一方又は両方のマニ
ホルド990を通して流体処理要素970から除去できる。流体処理要素970は、また、図12の
実施態様に関して記述したのと同じ略ぼ仕方で逆流洗浄又は横流洗浄によって洗浄できる



(56) JP 4673973 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

。よって、図20の流体処理要素970は、多くの使用態様がある。
【０２９０】
外壁981にある開口982、983の外端は、外壁981の外周以外の位置に向けて開口できる。例
えば、これらの外端は、外壁981の長さ方向の端面に向けて開口でき、マニホルドは、端
板985に組み込むことができ、流体を開口に分配し又は開口から受け取ることができる。
外壁981の各長さ方向の端部にある複数の開口も流体処理パック971の円周の周りに流体を
分布するためのこの他の配置に代えることができる。例えば、外壁981を貫通してその各
長さ方向端に単一の貫通孔を形成でき、貫通孔の内端と連絡している円周上に延びる溝が
外壁981の内周にその各端に形成できる。流体が一方の貫通孔の外端に導入された時、流
体は、溝に沿って流れることによって流体処理パック971の円周の周りに配分できる。同
様に、流体処理パック971から溝に流れ出る流体は、貫通孔で集めることができる。この
場合、マニホルドは、省略し、パイプ又はその他のコンジットを直接各貫通孔の外端に接
続できる。図23は、本発明による流体処理要素1000の別の実施態様の縦断面図である。こ
の要素1000は、特に、二つの流体ストリーム間の物質の移送に適しているが、これは、全
量濾過及び横流濾過のような他のタイプの流体処理にも使用できる。
【０２９１】
図示されている要素1000は、流体処理サブアセンブリ1010であって、これはプリーツ状流
体処理パック1010及びサブアセンブリ1010を囲み且つ流体処理パック1011を環境から隔離
するハウジング1040から成り、このハウジングにより、流体がハウジング1040の流体ポー
トのみを介して流体処理要素1000を出入りできる。
【０２９２】
この流体処理要素1000に加えて、流体処理サブアセンブリ1010は、流体処理パック1011に
よって囲まれたコア1015、流体処理パック1011を囲んでいる管1020及び流体処理パック10
11の端部と管1020に固定されているエンド・キャップ1030を含む。流体処理パック1011は
、上記のフィルタ・パック実施態様に関して記述したいずれかの仕方など所望のどんな仕
方でも構成できる。例えば、流体処理パック1011は、内部排水層、流体処理層及び放射状
に延びているプリーツに形状に形成され又はコア1015の周囲にらせん状に巻かれている外
部排水層を含む多層複合体から成り得る。流体処理パック1011がプリーツ状になっている
場合、そのプリーツは、隣接のプリーツの間にスペースを置いた放射状プリーツでいいが
、より望ましくは、プリーツは、互いに押し付けられているのが良い。例えば、プリーツ
は、レイオーバー状態であって、図2を含む先の図の多くに図示されているように構成で
きる。プリーツがレイオーバー状態にある場合は、流体処理パック1011は、プリーツのレ
イオーバー状態を維持するため、図示してないらせん状のラップ部材で囲んでもよい。
【０２９３】
図12の実施態様のコア620と同様に、図23のコア1015は、第一開口端及び第二開口端、各
開口端と連絡して流体が流れ得る1つ以上の開口1017を有している穴明き領域1016及び穴
明き領域1016間に延びているそれを通じて流体が流れていないブラインド領域1018を備え
ている。ブラインド領域1018は、望ましくは、その長さの少なくとも約30％、望ましくは
、その長さの少なくとも約50％、より望ましくは、その長さの少なくとも約75％、そして
更に望ましくは、流体処理パック1011の長さの少なくとも約90％に亘って連続して延びる
。
【０２９４】
ブラインド領域1018は、図12の実施態様に示されている通り、中空でよく、又は図23に示
されている通り、中実でもよい。図には示されていないが、コア101５は、ブラインド領
域1018の外周にシール材(先に開示されているいずれのシール材も含む)を含み、隣接する
プリーツの放射状の内端間のスペースを充満し、流体が流体処理パック1011の内周とコア
1015の外周との間に流れることによって流体処理パック1011をバイパスすることを防止す
る。しかし、用途によっては、特に、酸や塩基のような攻撃的な物質が関係する用途では
、シール材の使用は避けた方が望ましい。開口1017を介しての流体のフロー分配を改善す
るには、コア1015の外面に開口1017を相互に連結する円周上の溝1019を形成するとよい。
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【０２９５】
管1020とエンド・キャップ1030とが併せて流体処理パック1011を囲んでいるケーシングを
画しており、管1020が流体処理パック1011の外周を囲み、エンド・キャップ1030が流体処
理パック1011の長さ方向端部をカバーしている。本実施態様では、管1020及びエンド・キ
ャップ1030は、互いに別に形成されているが、エンド・キャップ1030の一方又は双方が管
1020と一体的に形成してもよい。
【０２９６】
管1020は、所望の横断面を有することができるが、通常は、流体処理パック1011の断面形
状に類似の断面形状、例えば、円形、として、流体処理パック1011を緊密に囲むようにす
る。シール材は、管1020と流体処理パック1011の外周との間に配置して、流体が流体処理
パック1011と管1020との間をバイパスするのを防止することができる。その長さ方向端部
の近くで、管1020は、流体が管1020の内部を出入りするその内部と外部との間の管1020の
壁を通って延びる所望のいずれかの形状の1つ以上の開口を有している。開口1021は、管1
020の周囲の周りに間隔を置いて配置し、管1020の周囲の周りの1021を通っての流体の分
配を改善することができる。
【０２９７】
望ましくは、開口1021は、流体処理パック1011の長さ方向の端部にできるだけ接して位置
付け、例えば、流体処理パック1011の長さの約20％以内、より望ましくは、流体処理パッ
ク1011の長さ方向の端部からその長さの約10％以内とし、もって、管1020の長さ方向の相
対する端部にある開口1021間を流れる流体が流体処理パック1011の長さをできるだけ通っ
て流れ、流体と流体処理パック1011の流体処理層との間の接触を最大にする。上端の開口
1021と下端の開口1021との間では、管1020は、ブラインド、即ち、貫通孔がなく、もって
、流体は、開口1021は別として、管1020の壁を通らない。
【０２９８】
各エンド・キャップ1030は、その中央部に、流体がコア1015の穴明き領域1016の1つを出
入りする開口1031を有する開口エンド・キャップである。各エンド・キャップ1030は、流
体処理パック1011の長さ方向端面にシールされ、流体がその長さ方向の端面を通過するの
を防止できる。エンド・キャップは、また、コア1015又は管1020にシールしてもよいが、
これらにシールする必要はない。エンド・キャップ1030は、流体処理サブアセンブリ1010
の他の構成部品に固定する必要はないが、固定した方が便宜である。何故なら、こうする
ことによって、サブアセンブリ1010がその構成部品を互いから取り外すことなしに単一の
ユニットとして扱うことができるからである。各エンド・キャップ1030及び流体処理パッ
ク1011との間のシールは、図20の実施態様に関して記述したいずれかの方法によってエン
ド・キャップ1030と流体処理パック1011との製造材料に適したいずれかの方法で形成でき
る。
【０２９９】
ハウジング1040は、開口端外壁1041並びに第一カバー及び第二カバー1050を含み、これら
は各々外壁1041の端部の1つに固定されシールされている。カバー1050は、外壁1041から
別に形成されるように図示されているが、カバー1050の1つは、外壁1041と一体的に形成
できる。各カバー1050は、流体処理要素1000の外部とコア1051の穴明き領域1016の1つの
内部との間を連絡している第一流体ポート1051及び第一流体ポート1051から隔離され且つ
流体処理要素1000の外部とサブアセンブリ1010の管1020の一端にある開口1021との間を連
絡している第二流体ポートを含んでいる。
【０３００】
各カバー1050は、いずれか適当な仕方でエンド・キャップ1030にシールされ、もって、流
体がカバー1050の第一及び第二流体ポート1051及び1052との間を直接流れ、一方、流体処
理パック1011をバイパスしている。或いは又、エンド・キャップの一方又は双方は、省略
し、管の端部、流体処理パック及び/又はコアがカバーに直接シールできる。流体処理サ
ブアセンブリ1010の長さ方向の端部及び管1020の開口1021の近辺のハウジング1040の外壁
1041は、流体が開口1021と隣接のカバー1050上の第二流体ポート1052との間を流れること
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ができるこの両者の間に1つ以上のフロー・チャンネルを提供するような形状なっている
。例えば、外壁1041の内周は、管1020の外周から間隔を置いて位置され、外壁1041とこの
領域内の管1020との間の環状スペース1045を画しており、又は外壁1041と管1020とが互い
に接触でき、両部材の一方又は双方に形成されている溝が開口1021と連絡しているフロー
・チャンネルを画している。流体ポート1051及び1052は、気体又は流体を流すのに使用で
きる。一定の実施態様では、例えば、気体及び流体が処理される場合には、気体を流すに
は比較的小さなポートを使用し、流体を流すには比較的大きなポートを使用する。
【０３０１】
第二流体ポート1052と連絡している環状溝1053は、各カバー1050の端面に形成し、流体が
管1020とハウジング1040の外壁1041との間のスペース1045の周囲の周りに広がるのを助け
ることができる。シールは、望ましくは、管1020の周囲の周りの管1020の相対する端部に
ある開口1021の間の位置において管1020の外面とハウジング1040の外壁1041の内面との間
に形成され、よって、流体が管1020と外壁1041との相対する面の間の流体処理要素1000の
長さ方向に流れることによって流体処理パック1011をバイパスするのを防止できる。
【０３０２】
シールは、管1020と外壁1041とを互いに水密の仕方をもって結合するか又はその他の仕方
で接合することによって又は管1020と外壁1041との寸法を選択し、もって、両者が水密シ
ールを形成するに十分にしっかりと接合するようにすることによって、二つの面の間に配
置されるシール部材によって等の適当な仕方で形成できる。例えば、管1020と外壁104１
との間に、圧入又は焼き嵌め等の締まり嵌めによって形成できる。
【０３０３】
一方又は双方のカバー1050は、ハウジング1040の外壁1041に取り外し可能式に固定し、流
体処理サブアセンブリ1010の交換が可能にすることができる。或いは又、流体処理パック
1011がその有効寿命に達した時に流体処理要素1000の全体を廃棄することを予定している
場合には、カバー1050は、ハウジング1040の外壁104１に溶接、結合又はその他の仕方で
永久的に固定してもよい。
【０３０４】
腐食性の流体の処理に関係するか又は不純物が極めて低レベルであることを必要とする用
途では、全体が熱可塑性弗素重合体から成る流体処理要素が特に適している。何故なら、
この弗素重合体は、化学不活性が極めて高く、熱可塑性プラスティックは、接着剤を使用
せずに直接互いに結合できるからである。流体処理要素の構成部品に使用できる弗素重合
体の若干の例としては、PTFE及びPVDF並びにPFA、AF及びFEP等のTFE含有共重合体がある
。流体処理要素の弗素重合体構成部品を互いにシールし又は結合する最も望ましい方法は
、融解結合である。何故なら、これにより、接着剤の使用が回避できるからである。融解
結合では、互いに接合すべき１つ又は双方の構成部品を加熱して、その構成部品の少なく
とも１つの一部を融解する。
【０３０５】
加熱は、対流加熱、伝導加熱、誘導加熱、摩擦加熱、音響加熱又は放射加熱等種々の手法
で実施できる。構成部品が加熱される温度は、典型的には、構成部品のガラス転移点又は
軟化温度を上回る温度であって、加熱される材料が自由に流れるか又は分解する温度を下
回る温度である。構成部品は、次いで、纏められ、融解材料が固化するまで放置冷却され
、よって、構成部品が互いに結合する。エンド・キャップ1010及び外壁1041のカバー1050
への融解結合は、これらの構成部品の1つ以上に構成部品の隣接する部分の変形を生じる
ことなしに融解できる犠牲溶接特徴を与えることによって促進できる。本実施例では、各
エンド・キャップ1030は、基部1032と基部1032から相対するカバー1050に向かって延びる
環状ネック1033から成る溶接用特徴を含む。
【０３０６】
各カバー1050は、相対するエンド・キャップ1030のネック1033と一直線上にあるカバー10
50の底面から伸びている第一環状リッジから成る溶接特徴を含む。その長さ方向の各端部
において、ハウジング1040の外壁1041は、外方に広がっているリップ1042を有している。
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各カバー1050は、第一リッジ1054と同心の第二環状リッジ1055から成り且つリップ1042の
頂面と一直線上にあるカバー1050の底面から延びている別の溶接特徴を含んでいる。融解
結合の間に形成された融解プラスティックが放射状に拡散するのを減少させるため、各溶
接特徴をその内周及び/外周に沿って面取りし、融解プラスティックが流れ込むことがで
きる面取りで境界を設けられたスペースを創生する。
【０３０７】
図23の流体処理要素を組み立てる方法の例は、次の通りである。流体処理サブアセンブリ
1010を先ずエンド・キャップ1030を流体処理パック1011の長さ方向端面にそして選択的に
コア1015の長さ方向端部及び管1020に融解結合することによって組み立てる。ハウジング
1040の外壁1041を次いでサブアセンブリ1010の周囲に焼き嵌めし、二つの中間開口1021の
間に水密シールを形成する。次に、外壁1041の1つの長さ方向端部にあるリップ1042及び
サブアセンブリ1030の1つの長さ方向端部にあるエンド・キャップ1030のネック1033及び
カバー1050の1つの二つのリッジ1054、1055が夫々のガラス転移点温度を超える温度での
放射加熱で加熱する。次いで、カバー1050が外壁1041とエンド・キャップ1010に対して押
し付け、その場合、リッジ1054がエンド・キャップ1030のネック1033と接触し、リッジ10
55が外壁1041のリップ1042の上面と接触する。
【０３０８】
これらの構成部品の融解部分は、次いで、放置冷却され、同時に、カバー1050を外壁1041
に及びエンド・キャップ1030をカバー1050に結合する。次いで、以上のプロセスを繰り返
し、もう一方のカバー1050をもう一方のエンド・キャップ1030に及び外壁1041のもう一方
の長さ方向端部に融解結合する。その結果得られる流体処理要素は、全て弗素重合体構成
部品を使用し、また、構成部品が接着剤やエラストマを使用することなく互いにシールさ
れているために、耐腐食性が極めて優れている。
【０３０９】
各流体ポート1051及び1052には、ねじ山、hose barb、LUER-LOK（登録商標）結合金具、F
LARE TEK（登録商標）結合金具等のコネクタを備えて、流体ポートが外部機器と接続でき
又は流体ポートが流体処理要素1000の作動中に閉じるべき場合に備えてキャップを取り付
けるようにできる。FLARE TEK結合金具は、特に、優れた耐腐食性又は高い純度を必要と
する用途に適している。何故なら、この結合金具は、エラストマ・シール、シール・テー
プその他のシール部材を使用することなしにシールを形成できるからである。
【０３１０】
流体ポート1051及び1052は、いずれも流体を流体処理要素1000に導入するか又は流体を流
体処理要素1000から除去するのに使用できる。第一流体ポート1051を流れる流体は、第二
流体ポートを流れる流体と同じ長さ方向又は相対する長さ方向に流体処理パック1011を通
って流れる。
【０３１１】
物質の移送を実行するための流体処理要素1000の作動の1つの可能な態様では、第一流体
ストリームが流体処理要素1000に第一流体ポート1051の1つ、例えば、図23の上端にある
流体ポートを通って導入される。第一流体ストリームは、コア1015の上端にある穴明き領
域1016に流れ込み、上部穴明き領域1016の開口1017を通って上方に放射状に流れ、流体処
理パック1011の内部排水層に流れ込む。穴明き領域1016の開口1017は、コア1015の周囲に
分布され、もって、第一流体ストリームは、流体処理パック1011の内周の周りの内部排水
層に均一に分配されている。
【０３１２】
第一流体ストリームは、流体処理パック1011の長さ方向に内部排水層内を流れ、コア1015
の下部穴明き領域1016に達し、ここで、第一流体ストリームは、コア1015の開口1017を通
って内側に放射状に流れ、次いで、下部カバー1050の第一流体ポート1051を通って流体処
理要素1000から排出される。同時に、第二流体ポート1052は、要素1000の下端にあるそれ
のような 第二流体ポート1052の1つを通って流体処理要素1000に導入される。第二流体ス
トリームは、管1020とハウジング1040の外壁1041との間の環状スペース1045に流れ込み、
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次いで管1020の下端にある開口1021を通って内側に放射状に流れる。
【０３１３】
第二流体ストリームは、次いで、流体処理パック1011の外部排水層に流れ込み、流体処理
要素1000の上端に向かって流体処理パック1011の長さ方向の外部排水層内を流れる。その
間、物質の移送は、第一流体ストリームと第二流体ストリームとの間で流体処理パック10
11の流体処理層を通って発生する。第二流体ストリームが流体処理パック1011の上端に達
すると、第二流体ストリームは、管1020の上端にある開口1021を通って外側に放射状に、
管1020とハウジング1040の外壁1041との間の環状スペース1045に流れ込む。第二流体スト
リームは、次いで、上部カバー1050の第二流体ポート1052に流れ込み、流体処理要素1000
から排出される。
【０３１４】
流体処理パック1011の流体処理層が処理される流体に透過性がある場合、流体処理要素10
00は、全量態様又は横流態様に使用できる。例えば、全量濾過を実行するためには、濾過
すべき流体は、第一流体ポート1051に導入し又は第一流体ポート1051の1つに、他方の第
一流体ポートを閉じて、導入することができ、流体が流体処理パック1011の流体処理層を
通過し、濾過された後、濾過水は、第二流体ポート1052の1つ又は双方から除去できる。
或いは又、濾過すべき流体は、双方の第二流体ポート1052を通って又は一方の第二流体ポ
ート1052を通り、他方の第二流体ポート1052を閉じて、流体処理に導入し、且つ導入され
た流体が全量濾過を経た後、濾過水は、第一流体ポート1051の一方又は双方を介して流体
処理要素1000から除去できる。
【０３１５】
横流濾過は、例えば、流体を一方の第一流体ポート1051に導入し、もう一方の第一流体ポ
ートから濃縮流体を除去することによって実行し、その間、濾過水を一方又は双方の第二
流体ポート1052を介して流体処理要素1000から除去できる。或いは又、濾過すべき流体は
、一方の第二流体ポート1052を通って流体処理要素1000に導入でき、濃縮流体は、もう一
方の第二流体ポート1052を介して除去でき、一方、濾過水は、第一流体ポート1051の一方
又は双方を介して除去できる。流体処理要素1000は、図12の実施態様に関して記述した仕
方と同様の仕方をもって逆流洗浄又は横流洗浄によって洗浄できる。
【０３１６】
本発明は、更に、流体をその流体に可溶性の気体に接触するための流体処理配置を提供し
ている。この流体処理配置は、図23に図示されている流体処理要素1000を含む先に記述し
た流体処理要素のいずれかを含み得る。よって、流体処理配置は、ハウジング並びに第一
側及び第二側を有し第一側及び第二側に沿った第一フロー経路及び第二フロー経路を画す
るプリーツ状の流体処理層を含み得る。流体処理配置は、更に、流体処理要素の第一フロ
ー経路に接続した気体源と流体処理要素の第二フロー経路に接続した流体源を含んでいる
。この流体処理配置は、例えば、気体を流体に溶解するために有益である。かかる配置は
、1つ以上の利点を提供する。例えば、得られる解決策は、気体泡を全く含まないか又は
実質的に含まず、気体溶出速度又は気体の移送が向上する。
【０３１７】
本発明の流体処理要素は、流体処理層又は媒体の全体に亘る可溶の気体の拡散性の移送を
促進する。これは、噴霧態様での液体中の気体の直接溶解とは異なる。気体の圧力が液体
の圧力より高いと、噴霧や泡立ちが生じる。泡は、合体して、より大きな泡を形成する傾
向があり、この合体によって、気体分子と溶媒分子との間の接触面積が減少する。接触面
積が縮小するので、その結果得られる物質の溶液への移送量或いは移送速度は、低くなる
。拡散性の移送を達成するためには、流体処理配置は、望ましくは、液体側への圧力が気
体側の圧力より高くなるように運転する。気体の圧力が液体の圧力より高くなると、移送
の噴霧態様又はバルク・フローが発生する。媒体を介しての気体のバルク・フローは余り
望ましくない。
【０３１８】
気体の移送は、単一経路態様又は循環態様で実施できる。単一経路態様では、気体が流体
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処理層の1つの側に入り、それに沿って方向付けられ、液体がその反対側に入り、それに
沿って方向付けられる。気体と液体は、再循環されない。その代わり、気体は、流体処理
媒体に沿って通り、流体処理要素から出て、適当に処分される。同様に、液体は、流体処
理媒体に沿って通り、流体処理要素から出る。液体が流体処理媒体に沿って繰り返し通る
と、気体の濃度が増大する。例えば、気体をその可溶限度まで含む液体溶液が調製できる
。例えば、オゾンを溶液に対して重量で最高約25％を含む水溶液が調製できる。一定の実
施態様では、気体と液体を双方とも再循環できる。
【０３１９】
再循環態様での流体処理配置は、液体浴又はタンクを含む。溶質、例えばオゾンの濃度を
測定する検出器がタンクの出口で配置できる。適当な検出器を使用できる。例えば、紫外
線検出器を使用して、オゾンを測定できる。タンクからの液体は、流体処理要素の入り口
にポンプアップできる。液体は流体処理要素から出て、タンクに戻る。
【０３２０】
液体と気体とは、適当な流速又は圧力で通せる。例えば、水は、最高約40 lpmの流速で、
典型的には、約1 lpm乃至約30 lpmで、そして、望ましくは、約８lpm乃至約20 lpmの流速
で通すことができ；また、気体、例えば、オゾンは、最高約８ slpm、典型的には、約1 s
lpm乃至約4 lpm、そして、望ましくは、約2 slpm乃至約3slpmの流速で通すことができる
。液体圧力は、液体流速に左右される。例えば、液体圧力は、約２ psiより大きくでき、
典型的には約5 psi乃至約30 psi；望ましくは、約20 psi乃至約25 psiである。よって、
例えば、出て行く液体の流速が約16 lpm乃至約20 lpmであれば、入って来る液体の圧力は
、約5 psi乃至約10 psiである。
【０３２１】
気体の圧力は、約0.1 psiより大きくでき、典型的には、約3 psi乃至約25 psiであり、ま
た、望ましくは、約15 psi乃至約22 psiである。この流体処理媒体は、一般的に、この液
体に不透過である。例えば、媒体は、液体が流体処理媒体を濡らさないように防水性でよ
い。気体の圧力は、液体の出口圧力よりも小さい。
【０３２２】
気体、例えば、オゾンと酸素との混合物は、流体処理媒体の他方の側に入り、それに沿っ
て方向付けられる。オゾンは、放電タイプのオゾン発生器によって生成できる。オゾンの
濃度は、約１g/m3を超えることができ、又、典型的には、約50 g/m3乃至150 g/m3の範囲
にあり、又、望ましくは、約150 g/m3乃至約250 g/m3である。気体は、並流又は向流で入
れることができる。
【０３２３】
別の実施態様によると、本発明は、溶解気体を含む液体を脱ガスするための流体処理配置
を提供する。脱ガス配置は、気体接触配置と同様でよく、各々は、流体処理要素を含む。
脱ガス配置は、更に、第一フロー経路に接続している液体源及び第一フロー経路及び第二
フロー経路との間の圧力の差を含んでいる。圧力の差は、例えば、第二経路を真空源に接
続することによって、適当に与えられる。或いは又、圧力調節器を備えることによって、
第一フロー経路を第二フロー経路よりも高い圧力に維持することができる。第一フロー経
路と第二フロー経路とは、二つの独立の圧力源又は真空源と接続でき、所望の圧力差に制
御できる。
【０３２４】
よって、本発明によると、水を脱ガスし、溶解した酸素を除去できる。10億分の数部(ppb
)未満の水中酸素濃度を達成でき、望ましくは、１ppb又はそれ以下の酸素である。一定の
実施態様では、液体が先ず脱ガスされ、次いで、第二の気体が溶解される。例えば、水を
脱ガスして、溶解酸素を除去でき、HF又はHCｌを次いで溶解できる。
【０３２５】
上記の気体接触配置又は脱ガス配置では、流体処理要素は、望ましくは、図23に示されて
いる通り円筒形である。更に、第一フロー経路及び第二フロー経路は、適当な方向で流体
処理層に沿って流れ、望ましくは、相対する方向である。流体処理要素の流体処理パック
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は、望ましくは、少なくとも二つの排水層を含み、第一排水層が流体処理媒体の第一側に
あり、第二排水層が流体処理媒体の第二側にあり、第一フロー経路と第二フロー経路とは
夫々第一排水層と第二排水層の中で流れる。排水層は、織り又は不織メッシュでよく、望
ましくは、不織メッシュである。望ましい実施態様では、流体処理層は、先に記述した通
り、軸方向に延び、レイオーバーされているプリーツを有している。
【０３２６】
流体処理アセンブリは、適当な材料で構成できる。例えば、金属、プラスティック、エラ
ストマ、及び/又はセラミックである。攻撃性又は腐食性の気体又は液体を接触する等の
厳しい環境での使用においては、選択する材料は、望ましくは、安定な重合体、例えば、
弗素重合体である。よって、例えば、流体処理要素の構成部品、例えば流体処理層又は流
体処理媒体、各排水層、緩衝作用層、ラップ部材、ケージ、管、コア、ストッパ及びエン
ド・キャップは、弗素高分子物質、望ましくは、過弗素高分子物質で構成できる。
【０３２７】
適当な弗素高分子物質、例えば、テトラフルオロエチレン(TFE)単量体から成る単独重合
体又は共重合体が使用できる。かかる単独重合体の例は、ポリテトラフルオロエチレン(P
TRE)である。
【０３２８】
共重合体の例は、TFEとパーフルオロアルキルビニルエテル、パーフルオロアルコキシジ
オクソル及び３個以上の炭素原子を有するパーフルオロオレフィンから成るグループから
選択された少なくとも１つの単量体とから成る共重合体である。パーフルオロアルキルビ
ニルエテルの例は、パーフルオロメチルビニルエテル又はパーフルオロプロピルビニルエ
テルである。パーフルオロアルコキシジオクソルの例は、パーフルオロ-2,2-ジメチル-1,
3-ジオクソルである。パーフルオロオレフィンの例は、パーフルオロプロピレンである。
適当な共重合体の例は、TFEとパーフルオロアルキルビニルエテル(PFA)との共重合体、TF
Eとパーフルオロ-2,2-ジメチル-1,3-ジオクソル(PDD)との共重合体及びTFEとFEP共重合体
等のパーフルオロプロピレンとの共重合体を含む。
【０３２９】
TFE単量体から成る共重合体の融点又は軟化点は、PTFEのそれより低く、及び/又は融解生
成物状又は溶液状で容易に処理できる。例えば、PTFEの融点は327℃であるが、TFE-FEP共
重合体の融点は、260℃、TFE-PFA共重合体のそれは、305℃、そしてTFE-PDD共重合体のそ
れは、285℃である。PTFEとFEPの共重合体は、商業的な高分子会社、例えば、デラウエア
州ウィルミントン市のデュポン・カンパニから入手できる。
【０３３０】
TFEとPDDとの適当な共重合体は、デュポン・カンパニからTEFLON AF（登録商標）1600及
びAF 2400共重合体として上市されているものを含む。AF 1600共重合体は、PDD含有量が
約65モル％及びTFE含有量が約35モル％であり、AF 2400共重合体は、PDD含有量が約85モ
ル％及びTFE含有量が約15モル％であると言われている。
【０３３１】
上記の気体接触配置又は脱ガス配置において使用される流体処理要素の流体処理層は、望
ましくは、ミクロ細孔膜又は薄膜を含む。更に、流体処理層、特に、ミクロ細孔膜がPTFE
から成ることが望ましい。ミクロ細孔膜は、ポア・レーティングが0.01μmであることが
でき、典型的には、平均ポア・レーティングが約0.01μm乃至約10.0μmであり、そして望
ましくは、平均ポア・レーティングが約0.05μm乃至約0.2μmである。一定の実施態様で
は、流体処理媒体は、無孔膜から成る。
【０３３２】
本発明による気体接触配置を用いて、適当な液体中の適当な気体を溶解することができる
。典型的には、この気体には、酸化剤、還元剤、殺菌剤、酸及び塩基のような攻撃性又は
反応性の気体を含まれる。このような気体の例は、オゾン、酸素、ClO2、CO2、HCl、HF、
NH3及びそれらの組み合わせを含む。これらの気体は、純粋気体でも他の気体、例えば、
窒素又はアルゴン等の不活性気体との組み合わせの気体でもよい。適当な液体の例は、水
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、例えば、純水、酸又はアルカリの溶液等の腐食性液体、例えば、硫酸又は水酸化アルカ
リ金属を含む。例えば、塩酸又は硫酸は、金属性のものを除去するのに有効である。有機
物を除去するのに有効なオゾンと組み合わせると、その結果得られるオゾン-酸溶液は、1
回のパス(工程)で有機物の他金属性のものも除去できる。
【０３３３】
本発明による一定の実施態様を使用して、溶解した気体を1つの液体から別の液体に移送
できる。流体処理媒体を介しての物質の移送は、適当な勾配、例えば、濃度勾配、圧力勾
配、温度勾配又はこれらの勾配の組み合わせを創生することによって達成できる。
【０３３４】
本発明の実施態様によると、流体処理配置又は要素を使用して、使用現場での化学品生成
能力を提供できる。例えば、化学品、例えば、大量のHF希釈水溶液を輸送する代わりに、
HF等の腐食性気体を含む気体シリンダ(ガス・ボンベ)を化学製造工場に輸送できる。製造
工場では、次いで、流体処理要素を使用して気体を水に接触せしめ、所望の濃度の溶液を
製造できる。これによって、製造工場にとってコスト、例えば、輸送費、の引き下げの可
能性が生まれる。
【０３３５】
更に、一定のプロセス、例えば、生物製剤、医薬、飲料及び/又は食品の製造プロセス、
は、反応を促進したり終息させたりするために反応混合物に気体を添加することを行なっ
ている。かかる気体の添加は、気泡が反応又は試薬を害し又は乱す傾向があるのでその発
生を回避するように実行するのが望ましい。例えば、気泡は、発泡(foaming)を生じる惧
れがある。発泡体(foam)の剪断力が発酵工程に関与するバクテリア又はイーストを害する
惧れがある。本発明は、気体を重要な発泡又は気泡形成なしに反応又はプロセスに移送す
ることができる流体処理配置を提供する。本発明の流体処理要素は、また、人工肺として
も役立ち得る。水、例えば、ミクロ電子工業において使用される水、にCO2等の気体を移
送することで、金属イオン等のイオンを添加することなく水の伝導性を調整する便宜な仕
方を提供できる。
【０３３６】
別の実施態様によると、本発明は、液体をその液体に可溶の気体と接触させるための方法
であって、第一側及び第二側を有するプリーツ状の流体処理層から成る流体処理アセンブ
リを提供し且つ第一側及び第二側に沿って第一フロー経路及び第二フロー経路を画するこ
とから成り；気体を第一フロー経路を通し；液体を第二フロー経路に沿って通し；そして
気体の少なくとも一部を流体処理要素を通して液体中の気体の溶液を取得する方法を提供
する。
【０３３７】
更に別の実施態様によると、本発明は、溶解気体を含む液体を脱ガスするための方法であ
って、第一側及び第二側を有するプリーツ状の流体処理層から成る流体処理アセンブリを
提供し且つ第一側及び第二側に沿って第一フロー経路及び第二フロー経路を画することか
ら成り；気体を第一圧力で流体処理層の第一側に沿って通し；そして液体からの気体の少
なくとも一部を第二低圧力で流体処理層の第二側に移送し、よって、流体処理層の第一側
及び第二側の間に圧力の差を与える方法を提供する。この圧力の差は、上記の通りに、例
えば、真空を流体処理アセンブリに適用し、もって、液体からの気体の少なくとも一部を
流体処理層の第一側及び第二側のもう一方の側に移送することによって、与えることがで
きる。
【０３３８】
気体と液体とは、互いに適当な方向－並流又は、望ましくは、向流をもって通すことがで
きる。この方法の実施態様によって調製された溶液は、気泡が全くないか又は略ぼ存在し
ないことが可能である。気体の膜を通過しての移送は、本質的には、拡散性及び差圧メカ
ニズムを介して発生する。
【０３３９】
本発明に従って構築される流体処理要素の一定の望ましい実施態様は、O-リング又は接着
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剤を全く使用しない。この構築材は、全て弗素重合体でよい。一定の実施態様では、流体
処理要素は、融解結合された構成部品を含む。従って、流体処理要素の実施態様の多くは
、プロセス流体に有機物又は無機物を浸出させない。
【０３４０】
更に、本発明の実施態様によるプリーツ状流体処理パックを含む流体処理要素は、機械的
に一層頑丈である。例えば、本発明の流体処理要素は、中空繊維要素に見られるような繊
維の破断又は遮断等の問題が全くない。
【０３４１】
本発明による流体処理要素の実施態様は、長い期間に亘って、望ましくは、適度の又は低
膜差圧で、水溶性又は極性液体に気体を移送するため連続的に運転できる。よって、例え
ば、全ての弗素重合体流体処理要素は、気体移送の大幅な低下なしに連続して運転できる
。膜差圧が高い、例えば、45 psiより高い、と、0.2μmミクロ細孔膜が水溶性又は極性液
体によって濡らされ、気体流、例えば、オゾン流、の大幅な低下が見られる惧れがある。
【０３４２】
複数の流体処理要素を同時に運転する時には、単一のハウジングに全ての要素を収納配置
する代わりに、要素を互いに流体的に連結し、所望の寸法のアセンブリを形成するモジュ
ールに配置するのが有利と見られる。複数のモジュールを使用する方が、同じ数の流体処
理要素を収納した大きな単一のハウジングよりも製作コストが安く済み、所望の数の流体
処理要素を効率的に同時に運転することができるので運転上のフレキシビリティが高くな
り得る。図26乃至29は、互いに連結した複数の流体処理モジュール1100を使用して同じ流
体を同時に処理できるフィルタ・アセンブリ1060等の流体処理アセンブリの実施態様を示
している。
【０３４３】
図26は、組み付け状態の流体処理アセンブリ1060の等角図である。この図にある通り、ア
センブリ1060は、並行して連結された複数の流体処理モジュール1100を含む。このアセン
ブリ1060ではモジュール1100の数に制約はない。モジュール1100の1つの利点は、所望の
数のモジュールが互いに連結できることでありながら、アセンブリ1060が単一のモジュー
ル1100のみで済むという点である。図示されている流体処理モジュール1100は、互いに構
造が同じであるが、モジュール毎に構造を変えることもできる。流体をアセンブリ1060に
供給し又は流体を除去する配管等の流体コンジット1073は、アセンブリ1060の一方の端部
又は双方の端部に設置される。図示されているアセンブリ1060は、8本のコンジット(アセ
ンブリ1060の各長さ方向端部に4本)を備えているが、これ以外の数のコンジット1073も使
用できる。
【０３４４】
任意のコンジット1073によって運ばれる流体の種類及びコンジット1073を通るフローの方
向とは、アセンブリ1060の運転態様によって異なり得る。コンジット1073は、アセンブリ
1060の単一の端部に設置できるが、コンジット1073をアセンブリ1060の双方の端部に備え
ることによってモジュール1100間により均一に流体を分配できる。コンジット1073には、
図示されていない弁を備え、弁を通る流体のフローを制御することができる。モジュール
1100は、これらの図では縦型に配列しているが、縦方向に関して所望の配列にすることも
できる。
【０３４５】
図28は、図27のアセンブリ1060の１群のモジュール1100を示した一部分解等角図であり、
図29及び30は、モジュール1100の1つの縦断面図である。これらの図に図示されている通
り、各モジュール1100は、第一ヘッダー1120、第一ヘッダー1120から間隔を置いた第二ヘ
ッダー1130及び第一ヘッダー1120と第二ヘッダー1130との間に延びる中空ケーシング1140
を含む。各モジュール1100は、更に、互いに及びヘッダ1120、1130と連絡しているハウジ
ング1110に設置されている1つ以上の流体処理要素1150を含む。
【０３４６】
モジュール1100の各ヘッダー1120、1130は、モジュール1100を1つ又はそれ以上の隣接モ
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ジュール1100のヘッダーと流体的に連結し、また、各モジュール1100のハウジング1110の
内部をその外部と流体的に連結するのに役立つ。この実施態様では、第一ヘッダー1120は
、相対する外面の間をヘッダーを貫通して延びる第一ストレート穴1121及び第二ストレー
ト穴1122を有している。第一穴1121は、連結通路1124によって第一へッダーの下面と流体
的に連結しており、第二穴1122は、別の連結経路によって流体処理要素1150を受けるため
の第一ヘッダー1120の下面に形成されている凹部1123と流体的に連結している。同様に、
第二ヘッダー1130は、相対する外面の間をヘッダーを貫通して延びる第一穴1131及び第二
穴1132を有している。
【０３４７】
第一穴1131及び第二穴1132は、夫々、二つの連結経路1134及び1135によって第二ヘッダー
の上面に形成されている流体処理要素1150を受けるための凹部1133と流体的に連結してい
る。穴は、互いに平行な直線に沿って延びているのが図示されているが、穴が延びる方向
は、制限がない。図示されている穴は、円形の横断面を有しているが、穴の形状も制限が
ない。穴に加えて、ヘッダー1120、1130は、ヘッダーの重量を減少するために使用できる
種々の貫通穴又は凹所をもって形成され、ヘッダーの冷却を向上させ又は流体を運ぶこと
ができる。図示されているヘッダー1120、1130は、長方形の横断面を持っているが、モジ
ュール1100が互いに並行して連結できるような形状であれば、どんな形状でも取り得る。
【０３４８】
各ハウジング1110のケーシング1140は、同ハウジング1110内の1つ以上の流体要素1150を
外部から隔離している。ケーシング1140は、同ケーシングが流体処理要素1150の周囲を取
り囲めるような形状であれば、どんな形状でも取り得る。例えば、円形、多角形、又はそ
の他の形状の横断面を取り得、又は一方の又は双方のヘッダーに取り外し式に連結し、流
体処理要素1150がハウジング1110から取り外して交換できるようにすることができる。本
実施態様では、ケーシング1140の各長さ方向端部が夫々ヘッダー1120、1130上に形成され
ている円筒形リム1128、1138に挿入されており、接着剤又は融解結合等によって水密状に
リムに接合されている。
【０３４９】
モジュール1100のハウジング1110の製作材料は、処理される流体と適合性のある材料であ
ればどんな材料でも使用できる。例えば、先に記述した弗素重合体等である。ハウジング
1110は、再使用できるようにし得、又はモジュール1100の中の流体処理要素1150がその有
効寿命に達した時に廃棄するか又はリサイクルして、モジュール1100の中の流体処理要素
1150を交換するコストを削減することができる。
【０３５０】
流体処理要素1150は、特定のタイプに限定されない。例えば、流体処理要素1150は、全量
濾過、横流濾過又はその双方を予定することができる。図示されているハウジング1110は
、流体処理要素1150が横流洗浄で効率的に洗浄できるように構築され得るが、ハウジング
1110は、また、この仕方での洗浄を予定しない流体処理要素と併せて使用できる。図示さ
れている流体処理要素1150は、図5に図示されている流体処理要素と構造上類似している
。各流体処理要素1150は、プリーツ状流体処理パック1151、流体処理パック1151によって
囲まれているコア1152並びに流体処理要素1150の相対する端部に配置されている夫々第一
エンド・キャップ1156及び第二エンド・キャップ1158を含む。流体処理パック1151は、図
１の実施態様のそれに構造上類似している。例えば、流体処理層、流体処理層の放射状外
側に配置されている外部排水層及び流体処理層の放射状内側に配置されている内部排水層
の3層複合体から成り得る。この複合体は、図１に関して記述したいずれかの仕方で放射
状に延びるレイオーバープリーツ状に形成できる。プリーツは、例えば、ラップ部材によ
ってレイオーバーの状態に維持できる。

【０３５１】
図示されている各コア1152は、その各長さ方向端部において開口しており、その各長さ方
向端部において穴明き部分1153及び流体が二つの穴明き部分1153の間に延びて通過できな
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いブラインド部分1154を含む。各穴明き部分1153は、パーフォレーション又はその他の開
口を備えて形成された管状の壁を備え、この開口を流体がコア1152の内部と流体処理パッ
ク1151との間を通ることができ、一方、ブラインド部分1154は、流体が通過できない周壁
を有している。このブラインド部分1154は、図5のコア120のそれと構造上類似しており、
中空管及び中空管を囲んでいる弾性層を備え、これが流体処理パック1151の内周に沿って
のプリーツの隣接する脚部間の三角形のギャップに充満している。ブラインド部分1154の
一方又は双方は、ストッパ1155によって又はその他の適当な仕方でシールされており、こ
れにより、流体がコア1152の内部に沿って流れるのを防止できる。コア1152の全長に関す
るブラインド部分1154の長さは、図5の実施態様の場合と同じように、どんな値でも取り
得る。
【０３５２】
各流体処理パック1151の長さ方向端面は、エンド・キャップ1156及び1158によって又はそ
の他の適当な仕方でシールされており、もって、流体がこの長さ方向端面を通ってではな
く、コア1152を介して流体処理要素1150を出入りする。エンド・キャップ1156及び1158は
、コア1152に固定してもよいが、固定する必要はない。各第一エンド・キャップ1156は、
ハウジング1110のヘッダー1120又は1130の1つと噛み合った形状をしており、各第二エン
ド・キャップ1158は、水密の仕方で、永久的に又は取り外し式に隣接する流体処理要素11
50の第二インド・キャップ1158に連結できるように構築されている。第二エンド・キャッ
プ1158は、互いに直接連結するか、又はその間に配置されている適当な連結部材によって
連結されてもよい。図示されているハウジング1110は、並列に互いに連結されている二つ
の流体処理要素1150を含んでいるが、その代わりに、単一の流体処理要素1150又は二つを
超える流体処理要素1150を含んでもよい。
【０３５３】
各流体処理要素1150は、流体が流体処理要素1150のコア1152とヘッダーにある穴の1つと
の間を流れることができるようにする仕方でヘッダー1120、1130の1つに流体的に連結で
きる。流体処理要素1150は、ヘッダー1120、1130に永久的に又は取り外し式に連結できる
。本実施態様では、各流体処理要素1150の第一エンド・キャップ1156には、ネック1157が
備えられ、これは、ヘッダー1120、1130の1つの凹所に挿入され、ヘッダーの中の1つ以上
の穴と流体的に連絡できるようになっている。第一エンド・キャップ1156は、それが適当
な仕方で噛み合っているヘッダにシールできている。本実施態様では、O-リング又はその
他のシール部材が第一エンド・キャップ1156のネック1157の外部に取り付けられており、
ネック1157が挿入される凹所の内部に対してピストン・シールを形成している。
【０３５４】
ヘッダー1120、1130の中の穴の機能は、流体処理要素1150の運転態様によって異なり得る
。流体処理要素1150が全量濾過に使用される場合は、プロセス流体は、第二穴1122、1132
の一方又は双方を介して導入でき、濾過水は、第一ヘッダー1120にある第一穴1121を介し
て除去でき、又はプロセス流体は、第一ヘッダー1120にある第一穴を介して導入でき、濾
過水は、第二穴1122、1132の一方又は双方を介して除去できる。
【０３５５】
流体処理要素1150が横流濾過に使用される場合は、プロセス流体は、第二穴1122、1132の
1つを介して導入でき、濃縮流体は、もう一方の第二穴から除去でき、濾過水は、第一ヘ
ッダー1120にある第一穴1121から除去できる。流体処理要素1150が逆流洗浄を受ける場合
、逆流流体は、濾過の間に流体処理要素1150の下流側に位置している穴のいずれか1つか
ら導入でき、濾過の間に流体処理要素1150の下流側に位置している穴のいずれか1つ以上
から除去できる。
【０３５６】
流体処理要素1150が横流洗浄を受ける場合、気体と液体の混合物等の横流洗浄流体は、第
二ヘッダー1130にある穴1131、1132の1つ又は双方を介して流体処理要素1150に導入でき
、洗浄流体は、第一ヘッダー1120にある第二穴1122を介して除去できる。或いは又、横流
洗浄流体は、第一ヘッダー1120にある第二穴1122を介して流体処理要素1150に導入でき、
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第二ヘッダー1130にある第二穴1132を介して除去できる。しかし、望ましくは、本発明に
従って、洗浄流体を構成する空気と気体との混合物は、第一穴1131と第二ヘッダー1130の
連結経路1134を介して気体だけ供給し且つ第二穴1132と連結経路1135を介して液体だけを
供給することによって凹所1133にあるフィルタ要素1150の端部において形成される。連結
経路1134は気体だけを供給するので、もう一方の経路よりも小さくてよい。流体が第一穴
1131に流れ込むのを防止するため、連結経路1134には、抑止弁を取り付けてもよい。例え
ば、空気を第一穴1131及び連結経路1134を介して供給でき、水を望ましくは約同じ圧力、
例えば、最高約35 psiで供給し、流体要素1150に入る前に、凹所1133で混合する。フィル
タ要素1150の端部での気体と液体との混合によって、洗浄流体の有効性が高まる。第二ヘ
ッダー1130にある第一穴1131は、気体を洗浄流体に導入する目的以外の目的のために使用
できるが、第一穴1131は、通常は、横流洗浄にしか使用されず、他の運転態様には使用さ
れない。
【０３５７】
モジュール1100は、流体が二つの隣接するモジュール1100の対応する穴の間を流れるよう
にするいずれかの仕方で永久的に又は取り外し式に互いに連結できる。本実施態様では、
各ヘッダー1120、1130には、取り外し式に隣接するモジュール1100のヘッダーを互いに連
結するためにボルト1160を通せる穴1127、1137が備えられている。ガスケット1161又はそ
の他のシール部材を隣接するヘッダー1120、1130の相対する面の間に置いて、隣接するヘ
ッダーの間を漏れを生じることなく流体が流れるようにできる。本実施態様では、各ヘッ
ダーにある各穴の端面には、ガスケット1161の1つを受けるために、穴を円筒形に広げて
あり、これがヘッダー1120、1130の相対する面の間で圧縮され、シールを形成している。
図示されている実施態様では用いられていないが、隣接するモジュールの間に管その他の
コンジットを配置して、モジュールを相互に流体的に連結することができる。
【０３５８】
アセンブリ1060には、フレームその他の構造体を備えて、アセンブリの頑丈さを高めるこ
とができる。本実施態様では、モジュール1100は、フレーム1070によって支持されている
。各々取り付けられた4本のコンジット1073を有する二つの端板1071がアセンブリ1060の
相対する長さ方向端部に配置されている。各端板1071は、アセンブリ1060の一方の端部で
ねじジャッキによってモジュール1100にシール接触式に押し込まれている。流体は、各コ
ンジット1073から隣接するモジュール1100のヘッダーの1つの穴に流れ込み、次いで、直
線上にある穴を通ってアセンブリ1000の他の各モジュール1100に流れ込むことができる。
【０３５９】
流体処理アセンブリ1070は、種々の態様で運転できる。横流濾過を実行するには、処理す
べきプロセス流体は、各モジュール1100のヘッダ1120、1130の1つから流体処理要素1150
に導入される。その一例として、プロセス流体が各モジュール1100の第二ヘッダ1130の第
二穴1132から導入される例を以下に記述する。プロセス流体は、第二穴1132から下部流体
処理要素1150の第一エンド・キャップ1156に流れ込み、次いで、流体処理要素1150のコア
1152の下端にあるパーフォレーションを通って流体処理要素1150の内部排水層に流れ込む
。プロセス流体は、次に、内部排水層の中を下部流体処理要素1150の上端に向かって流れ
、流体処理されて透過水となり、これが流体処理要素1150の外部に流れ、次いで、第一ヘ
ッダー1120の第一穴1121に入る。プロセス流体の内、流体処理されずに下部流体処理要素
1150の上端に達した部分は、下部流体処理要素1150のコア1152の上端にあるパーフォレー
ションを介して下部流体処理要素1150の第二エンド・キャップ1158を通って且つ上部流体
処理要素1150の第二エンド・キャップ1158に流れ込み、上部流体処理要素1150のコア1152
の下端にあるパーフォレーションを通過して流れ、次いで、上部流体処理要素1150の内部
排水層に流れ込む。
【０３６０】
上部流体処理要素1150では、プロセス流体は、内部排水層の中を上部流体処理要素1150の
上端に向かって流れ、その際、プロセス流体の一部は、流体処理層を通って流れ、透過水
となり、これが上部流体処理要素1150から出て第一ヘッダー1120の第一穴1121に流れ込む
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。プロセス流体の内、流体処理層を通過しない部分は、上部流体処理要素1150の上端から
排出され、濃縮流体として第一ヘッダー1121の第二穴1122に入る。アセンブリ1060のこの
他の全てのモジュール1100ではこれと類似のプロセスが発生する。各モジュール1100で集
められた濃縮流体は、第一ヘッダー1120の直線上にある第二穴1122を通って流れ、アセン
ブリ1060の端部にある1つ以上のコンジット1073を介してアセンブリ1060から除去され、
各モジュール1100で集められた透過水は、第一ヘッダー1120の直線上にある第一穴1121を
通って流れ、アセンブリ1060の端部にある1つ以上のコンジット1073を介してアセンブリ1
060から除去される。
【０３６１】
流体処理アセンブリ1060を全量濾過態様で運転するには、プロセス流体は、第一ヘッダー
1120にある第二穴1122と第二ヘッダー1130にある第二穴1132の一方又は双方から流体処理
要素1150に導入でき、流体処理要素1150の流体処理層を通過した濾過水は、第一ヘッダー
1120にある第一穴1121から除去できる。プロセス流体が第二穴1122及び1132の一方だけを
介して導入される場合、使用されない方の第二穴の内部は、圧力下に維持され、もって、
プロセス流体は、それに流れ込まない。全量濾過もプロセス流体を各モジュール1100に第
一ヘッダー1120の第一穴から導入し、濾過水を第一及び第二ヘッダー1120、1130にある第
二穴1122、1132の一方又は双方を通ってモジュール1100から除去することによって、実行
できる。
【０３６２】
逆流洗浄を実行するには、逆流洗浄流体は、第一ヘッダー1120の第二穴1122を通ってモジ
ュール1100に導入され、流体処理要素1150に向かって放射状に内側に押し込められ、次い
で第一及び第二ヘッダー1120、1130の第一穴1121及び1131の一方又は双方から取り除かれ
た粒子と共に除去できる。或いは又、逆流洗浄流体は、第二穴1122、1132の一方又はその
双方を通って導入され、流体処理要素1150を通って放射状に外側に押し出され、次いで第
一ヘッダー1120の第一穴1121を通って取り除かれた粒子と共に除去できる。逆流洗浄流体
が流体処理要素1150を通って流れる方向は、流体が濾過の間に流される方向と反対の方向
が選択される。
【０３６３】
濾過又は逆流洗浄の間は、第二ヘッダー1130にある第一穴1131は、典型的には、使用され
ない。これらの状況では、第一穴1131と連絡している図示されていない弁を閉じると、第
一穴1131の内部とそれが連結していない第二ヘッダー1130にある凹所1133の内部との間に
流体が流れるの防止することができる。
【０３６４】
横流洗浄を実施するためには、圧縮空気等の圧縮気体は、第二ヘッダー1130の第一穴1131
を通して下部流体処理要素1150の端部にある凹所1133に導入し、水等の液体は、第二ヘッ
ダー1132を介して凹所1133に導入する、いずれも同じ圧力でこれを行なう。空気と水とは
、凹所1133で混合され、洗浄流体が形成される。洗浄流体は、下部流体処理要素1150の内
部排水層の中で要素1150の長さ方向に流れ、下部流体処理要素の上端から出て上部流体処
理要素1150に流れ込み、上部流体処理要素1150の内部排水層の中で同要素の上端に流れ、
上部流体処理要素1150の上端から出て第一ヘッダー1120の第二穴1122に流れ込み、次いで
、アセンブリ1060の一方の又は双方の端部を通ってアセンブリ1060から除去される。或い
は又、圧縮空気を流体処理要素1150に単独で通すか、又は圧縮空気と液体とを順次流体処
理要素1150に通し、各流体が流体処理要素1150を1回以上通るようにできる。
【０３６５】
横流洗浄の場合、第一ヘッダー1120の第一穴1121及び流体処理要素1150を囲んでいるハウ
ジング1110の内部の圧力は、流体処理要素1150の内部排水層の中の圧力と同じかそれより
高く維持し、洗浄用流体が流体処理要素1150を通って放射状に外向きに押し出されること
がないようするのが望ましい。
【０３６６】
流体は圧縮空気と併せて第二ヘッダー1130の第一穴1131を通って導入することができるが
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、第一穴1130と凹所1133との間の連結経路の直径が小さく、これが流体の通過を妨げる可
能性があるので、横流洗浄流体は第一穴1131ではなく第二ヘッダー1130の第二穴1132を通
して導入するほうが容易であろう。横流洗浄の間は、第二ヘッダー1130の第二穴1132での
圧力は、第一穴1131からの流体が第二穴1132に流れ込まないようなレベルに、例えば、実
質的に同じレベルに維持するのが望ましい。
【０３６７】
本実施態様では、モジュール1100で流体を運ぶ全ての穴には、二つの開口端部がある。し
かし、モジュール1100が、二つのモジュールではなく、1つだけの隣接するモジュール110
0と連絡する予定である場合は、モジュール1100は、その1つの端部だけに開口している1
つ以上の穴を備えているとよい。ヘッダーにある穴は、直線に沿って延びる必要がなく、
ヘッダーの相対する側の間に延びる必要がない。例えば、ヘッダーでの穴は、L字型で、
二つの開口端が互いに直角を成してヘッダーの外面に開口しているのでよい。
【０３６８】
かかる形状の穴を有するモジュール1100を使用して、線形以外の構成を有するアセンブリ
を形成することができる。例えば、流体処理アセンブリは、第一直線経路に沿って互いに
連結されている図28に図示されているモジュールのような第一グループのモジュール1100
及び第一直線経路に直角の第二直線経路に沿って互いに連結されている図28に図示されて
いるモジュールのような第二グループのモジュール1100を含み、これら二つのグループの
モジュール1100がこれら二つのグループのモジュール1100と互いに連結するためにそのヘ
ッダーに形成されたL字型の穴を有するモジュールにおいて互いに連結している。
【０３６９】
上記の通り、図27の流体処理アセンブリ1060は、特定の流体処理要素による使用という制
限がない。先に記述した流体処理要素がいずれも適切に使用できる。例えば、図3１は、
図29及び30のモジュール1100に異なる流体処理要素1100を備えた改変版の縦断面図である
。図示されている流体処理要素200は、通常、プロセス流体が濾過の間に流体処理要素200
のプリーツの放射状外面に沿って流れる図９の実施態様の流体処理要素と同様の構造を有
しており、透過水又は濾過水は、流体処理要素200の穴明きコア220に流れ込み、コア220
の長さ方向端部から流れ出る。
【０３７０】
モジュール1100のハウジング1110は、第一及び第二ヘッダー1120、1130及びその間に伸び
ヘッダーにシールされているケーシング1140を含む、図29及び30に掲げるハウジング1110
の構造と実質的に同じ構造を備えている。ハウジング1110は、単一の流体処理要素200だ
けを含むように図示されているが、図29及び30の実施態様の場合のように、複数の流体処
理要素200が連結できる。
【０３７１】
先の実施態様と同様に、図3１の実施態様は、種々の態様で運転できる。横流濾過を実施
するには、処理すべきプロセス流体は、典型的には、第二ヘッダー1130の第二穴1132から
流体処理要素200に導入される。シール・ストリップ214が流体処理要素200の下部長さ方
向端部にある流体処理本体210のプリーツの放射状内側に備えられており、プロセス流体
が下部エンド・キャップ230を通って第二穴1132から流れ出て、流体処理本体210の外部排
水層に流れ込む。
【０３７２】
プロセス流体は、外部排水層の中で流体処理要素200の上端に向かって流れる。その際、
プロセス流体の一部は、流体処理要素200を通って流れ、流体処理され、透過水となり、
これが穴明きコア220に入り、コア220の上端から出て、第一ヘッダー1120にある凹所1123
に流れ込み、次いで、第一ヘッダー1120の第二穴1122に入り込んで、アセンブリ1060にあ
る他のモジュール1100からの透過水と併せてモジュール1100から除去される。
【０３７３】
プロセス流体の内、濾過されずに流体処理要素200の上端に達した部分は、外管240の上端
にあるパーフォレーション241を通ってフィルタ要素200を囲んでいるハウジング1110の領
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域に流れ込み、次いで、第一ヘッダー1120の第一穴1121に流れ込み、アセンブリ1060にあ
る他のモジュール1100からの濃縮流体と一緒に濃縮流体としてモジュー1100から除去され
る。
【０３７４】
フィルタ・アセンブリ1060を全量濾過態様で運転するには、プロセス流体は、第一ヘッダ
ー1120にある第一穴1121の一方又は双方から及び第二ヘッダー1130にある第二穴1132から
導入でき、フィルタ要素200のフィルタ層を通過した濾過水は、第一ヘッダー1120にある
第二穴1122から除去できる。プロセス流体が穴1121及び1132の内の1つだけから導入され
た場合、この他の穴の内部は、流体がそこから流れ出ないような圧力に維持することがで
きる。全量濾過もプロセス流体を第一ヘッダー1120にある第二穴から導入し、濾過水を第
一ヘッダー1120にある第一穴1121の一方又は双方及び第二ヘッダー1130にある第二穴1132
を介してモジュール1100から除去することによって実行できる。
【０３７５】
逆流洗浄を実行するには、逆流洗浄流体は、第一ヘッダー1120の第二穴1122を介して導入
し、流体処理要素200を介して放射状に外向きに押し出され、第一ヘッダー1120にある第
一穴1121の一方又は双方及び第二ヘッダー1130にある第二穴1132から取り除かれた粒子と
一緒に除去することができる。或いは又、逆流洗浄流体は、第一ヘッダー1120にある第一
穴1121の一方又は双方及び第二ヘッダー1130にある第二穴1132を通して導入され、流体処
理要素200を介して放射状に内向けに押し込まれ、次いで第一ヘッダー1120の第二穴1122
を介して取り除かれた粒子と一緒に除去できる。
【０３７６】
横流洗浄を実行するには、　圧縮空気を第二ヘッダー1130の第一穴1131を介して流体処理
要素200に導入し、液体を第二穴1132を介してフィルタ要素200に導入し、気体と液体を混
合して洗浄流体を形成することができる。洗浄流体は、次いで、流体処理要素200の外部
排水層の中でその長さ方向に流れ、次いで、外部管240にあるパーフォレーション241を通
って排出され、第一ヘッダー1120にある第一穴1121を通ってモジュール1100から除去され
る。横流洗浄の間には、第一ヘッダー1120の第二穴1122及びコア220の内部での圧力を流
体処理要素200の外部排水層の中の圧力と同じか又はそれより高く維持して、横流洗浄に
使用する気体が流体処理本体210の流体処理層を介して内側に放射状に押し込められない
ようにするのが望ましい。先の実施態様の場合と同様に、圧縮空気だけを流体処理要素20
0を通して流し、又は圧縮空気と横流洗浄流体を順次流体処理要素200を通すこともできる
。
【０３７７】
以下の実施例は、更に、本発明の種々の側面を示しているが、これは勿論その範囲を限定
する仕方をもって解釈すべきではない。
実施例１
この実施例は、流体処理要素、特に本発明の１つの実施態様に従っての流体処理要素の利
点、即ち、洗浄が横流態様で行なわれる時にこの流体処理要素が優れた性能を提供する利
点を示している。
【０３７８】
二つの流体処理要素で、空気と組み合わせて水を使用した従来方式の逆流によって又は横
流によって、洗浄の後に濾過を行なう繰り返しサイクルを行なった。各流体処理要素は、
長さが約20インチ、流体処理媒体の表面積片側当たり約12平方フィートであった。二つの
流体処理要素は、流体処理層、排水層及び単位面積当たりの流速が類似していた。逆流洗
浄に使用した流体処理要素は、全体構造は類似していた。但し、そのコアが全長に亘って
鑽孔され、その内部に遮るもののなく、もって、流体がコアの内部をその全長に亘って流
れることができ、コアの下端が図５の開口エンド・キャップ140の代わりにブラインド・
エンド・キャップによって閉止されていたという点だけが異なっていた。
【０３７９】
各流体処理要素を用いて、流体処理媒体面積１平方フィート当たり0.03 gpm(1分当たりの
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は横流による洗浄の後、20分間行なった。横流洗浄の間、水をポンプでプロセス流体チェ
ンバーに導入し、同時に圧縮空気をプロセス流体チェンバーに導入し、もって、水と空気
の混合物が流体処理要素の長さ方向に外部排水層の中を流れ、その間、圧縮空気が約１ s
cfmの速度で流体処理要素を通過した。これは、流体処理媒体の一方の側における表面積
１平方フィート当たり約0.083 scfmに相当した。同時に、流体処理要素のコアの中の圧力
は、外部排水層の中の圧力より高く維持し、洗浄に使用されていた水と空気とが流体処理
層を通過するのを防止した。各20分間の濾過の終了時点で、流体処理要素の終局圧力減を
測定した。
【０３８０】
従来方式の逆流洗浄に使用した流体処理要素は、最初の濾過周期の完了時点での終局圧力
低下が0.5 psid未満であった。16回の濾過周期(それに先行した15回の各濾過の後に逆流
洗浄を行なった)後の終局圧力低下は、5 psidに増大した。横流洗浄を行なった流体処理
要素では、終局圧力低下は、最初の濾過周期後でやはり0.5 psidであったが、この流体処
理要素は、終局圧力低下が５psidに達するまでに約48回の濾過周期の運転ができた。よっ
て、横流洗浄の方が、逆流洗浄に比べて流体処理要素からの粒子の除去の点で遥かに有効
であった。
【０３８１】
実施例２
この実施例は、本発明の１つの実施態様による物質移送の方法を示したものである。
【０３８２】
ポア・レーティング0.2μm及びPFAメッシュの拡張(expanded)PTFE膜から成る図23に実質
的に記述されている二つの全弗素重合体プリーツ式流体処理要素をオゾンと酸素との混合
物からのオゾンの純水への移送について試験した。酸素中の二つの異なるオゾン濃度、15
0 g/cm3及び250 g/cm3を用いた。試験は、1回通し態様で行なった。水流速度は、4 lpm乃
至16 lpmと変動させた。水圧は、25 psiであった。酸素圧力は、20 psiであった。オゾン
の水中濃度をモニタリングした。図24は、この二つのオゾン濃度について、溶解オゾン濃
度を水流速度の関数として表した。この図から見て取れる通り、気相オゾン濃度が高けれ
ば高いほど、溶解オゾン濃度が高くなっていた。図24は、また、オゾン流束を水流速度の
関数として表している。この図から見て取れる通り、オゾン流束は、溶解濃度が低いほど
高かった。
【０３８３】
実施例３
この実施例は、本発明の１つの実施態様による拡散性物質移送の利点を示したものである
。
【０３８４】
Pall CorporationからEMELONとして市販されているポア・レーティング0.1μmでダイヤモ
ンド形状のPTFEメッシュの拡張多孔性PTFE膜から成る図23に実質的に記述されている二つ
の全弗素重合体プリーツ式流体処理要素を噴霧態様と非噴霧態様で試験した。非噴霧態様
での試験では噴霧態様の場合に比べてオゾンの水への移送が高いことが判明した。二つの
異なるオゾン濃度をこれらの試験で使用した。
【０３８５】
O3：O2濃度が150 g/m3であり、オゾンを噴霧した試験の条件は、次の通りであった：水流
速 ８ lpm；酸素流速 ４ slpm；P(水を含む) 28 psi；P(水を除く) 25 psi；P(酸素を含
む) 26 psi；P(酸素を除く) 24-26 psi；循環量 ８ガロン。水温は、次の通りであった：
試験の開始時点華氏57.6°及び試験終了時点華氏60.1°。気体中のオゾン及び液体ストリ
ーム中のオゾンを測定した。その結果は、次の通りであった。
【０３８６】
【表１】
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【０３８７】
O3：O2濃度が250 g/m3であり、オゾンを噴霧した試験の条件は、次の通りであった：水流
速 ８ lpm；酸素流速 ４ slpm；P(水を含む) 28 psi；P(水を除く) 25 psi；P(酸素を含
む) 26 psi；P(酸素を除く) 24-26 psi；循環量 ８ガロン。水温は、次の通りであった：
試験の開始時点華氏57.6°及び試験終了時点華氏60.1°。気体中のオゾン及び液体ストリ
ーム中のオゾンを測定した。その結果は、次の通りであった。
【０３８８】
【表２】
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【０３８９】
O3：O2濃度が150 g/m3であり、オゾンを噴霧しなかった試験の条件は、次の通りであった
：水流速 ８ lpm；酸素流速 ４ slpm；P(水を含む) 28 psi；P(水を除く) 25 psi；P(酸
素を含む) 22 psi；P(酸素を除く) 20 psi；循環量 ８ガロン。水温は、次の通りであっ
た：試験の開始時点華氏68.9°及び試験終了時点華氏72.3°。気体中のオゾン及び液体ス
トリーム中のオゾンを測定した。その結果は、次の通りであった。
【０３９０】
【表３】
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【０３９１】
O3：O2濃度が250 g/m3であり、オゾンを噴霧しなかった試験の条件は、次の通りであった
：水流速 ８ lpm；酸素流速 ４ slpm；P(水を含む) 28 psi；P(水を除く) 25 psi；P(酸
素を含む) 22 psi；P(酸素を除く) 20 psi；循環量 ８ガロン。水温は、次の通りであっ
た：試験の開始時点華氏67.8°及び試験終了時点華氏70.9°。気体中のオゾン及び液体ス
トリーム中のオゾンを測定した。その結果は、次の通りであった。
【０３９２】
【表４】
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【０３９３】
以上のデータは、水中のオゾンの濃度が噴霧態様の場合よりも非噴霧態様の場合の方が高
かったことを示している。
実施例４
この実施例は、本発明の1つの実施態様による流体処理要素を使用してオゾンを水に拡散
的に移送する方法を示している。
【０３９４】
この試験では、図23に実質的に記述されている全弗素重合体プリーツ式膜モジュールを用
いた。流体処理媒体は、平均ポア・レーティングが0.1μmであった。オゾンは、ASTEX（
登録商標）AX8400オゾン発生器で生成した。オゾンを上流O3：O2濃度250 g/m3で非噴霧態
様で通した。純水を下流で通した。水を循環させた。試験条件は、次の通りであった：水
流速＝16 lpm、水の背圧＝２ psi、気体流速＝２ slpm、気体の背圧＝０ psi。
【０３９５】
気体及び水の中のオゾンの濃度をDFOZ（登録商標）及びGFFOZ（登録商標）(いずれも、IN
 USA Inc.製)気体及び液体オゾン検出器を使用して測定した。オゾンの流束速度は、試験
開始時2.8 g/m3/hr、オゾン飽和レベルでは0.3 g/m3/hrであった。連続6日間の試験で7ガ
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ロン容量の循環純水タンクで20－30 ppmのオゾン濃度が達成され、維持された。主として
水中に存在していた高TOC(全有機炭素)に因るオゾン破壊は、3.0－0.3 g/m3/hrであった
。得られた結果を下表に示す。
【０３９６】
【表５】

【０３９７】
図25は、流束を水中のオゾン濃度の関数として表している。この図25及び表１のデータか
ら見て取れるように、流束は、減少した。これは、流束速度が溶液濃度の傾斜に左右され
るので予想通りであった。オゾン濃度が高くなると、濃度傾斜が減少した。更に、図26に
見る通り、比較的短い時間で最高オゾン濃度に達した。
【０３９８】
この流体処理要素は、性能が大きく落ちることなく運転できた。6日間の連続試験の後、
性能の大きな低下は、認められなかった。
オゾン移送試験の前後にTOC分析のため循環タンクから毎日水を抜いた。結果を下表に示
す。
【０３９９】
【表６】

【０４００】
以上のデータは、この流体処理要素が水中の有機炭素含有量を破壊するに有効な程度の量
のオゾンを水に移送したことを示している。
実施例５
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この実施例は、本発明の１つの実施態様による流体処理要素の利点を示している。図２３
に掲げる流体処理要素は、実質的に、抽出性物質がない。
【０４０１】
全弗素重合体流体処理要素を純水で洗浄処理し、リンセートの固有抵抗を測定した。この
流体処理要素は、Pall Corporation製の0.2μmPTFE流体処理媒体とPFA織りメッシュを含
んでいた。流体処理要素を水平に取り付け、純水を媒体の一方の側を２ gpmで通した。も
う一方の側を雰囲気に開口した。水の固有抵抗を上流部と下流部とでThornton770PC導電
率計で測定した。水中のTOCもAnatel A-100P TOCモニタを使用して測定した。その結果を
下表に示す。
【０４０２】
【表７】

【０４０３】
洗浄水も一定のアニオン、カチオン及び遷移金属について分析した。検出限界と併せてこ
の試験結果を下表に掲げる。
【０４０４】
【表８】
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【０４０５】
以上のデータは、流体処理要素が材料を水中に浸出させなかったことを示している。
特許及び特許出願を含む本明細書において引用した全ての文献は、引用をもってその全体
が本明細書に組み込まれるものとする。
【０４０６】
本発明は、幾つかの実施態様を強調して記述したが、これらの実施態様の変形が使用でき
ること、及び本発明が本明細書に具体的に記述された以外の仕方をもって実施できること
が意図されていることは、当業者にとって自明のことである。例えば、本発明によって、
開示されているいずれかの実施態様の1つ以上又は全ての特徴事項が他の開示されている
いずれかの実施態様の1つ以上又は全ての特徴事項によって代替され及び/又は組み合わさ
れ得る。加えて、本発明によると、各実施態様の開示されている全ての特徴事項が本発明
に含まれ得る。従って、本発明は、以下の請求項に定められる発明の精神及び範囲内に包
摂される全ての変形を含む。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明によるフィルタ要素の一実施形態の、外部の一部を切取った立面図であ
る。
【図２】　図１の線２－２で切った断面図である。
【図３】　図１の線３－３で切った断面図である。
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【図４】　逆流洗浄の効果を増大する管を備えた、本発明によるフィルタ要素の他の実施
形態の、外部の一部を切取った立面図である。
【図５】　図１の実施形態とは異なる端キャップを有する、本発明によるフィルタ要素の
他の実施形態の断面立面図である。
【図６】　プロセス流体がフィルタ層の半径方向内面に沿って流れる、本発明によるフィ
ルタ要素の他の実施形態の、外部の一部を切取った立面図である。
【図７】　図６の線７－７で切った断面図である。
【図８】　フィルタ要素がプロセス流体室により囲まれている、本発明によるフィルタ要
素の他の実施形態の、外部の一部を切取った立面図である。
【図９】　保持流体および浸透流体がフィルタ要素の反対端から排出される、本発明によ
るフィルタ要素の一実施形態の、外部の一部を切取った立面図である。
【図１０】　管シートなしでハウジングに設置された、本発明によるフィルタ要素の一実
施形態の、外部の一部を切取った立面図である。
【図１１】　複数のフィルタ要素が直列に接続されている、本発明によるフィルタ装置の
、外部の一部を切取った立面図である。
【図１２】　二つの入口流体流を有する、本発明によるフィルタ要素の一実施形態の断面
立面図である。
【図１３】　図１２のフィルタ要素を採用している水の殺菌用システムのブロック図であ
る。
【図１４】　本発明による複数のフィルタ要素を備えたハウジングの概略断面立面図であ
る。
【図１５】　直列に接続された本発明による複数のフィルタ要素を有するフィルタ装置の
、外部の一部を切取った立面図である。
【図１６】　部分的に組立た状態にある、本発明によるフィルタ要素に採用できるフィル
タ・パックの断面図である。
【図１７】　組立た状態にある図１６のフィルタ・パックの断面図である。
【図１８】　部分的に組立た状態にある、本発明によるフィルタ要素に採用できるフィル
タ・パックの他の例の断面図である。
【図１９】　組立た状態にある図１８のフィルタ・パックの断面図である。
【図２０】　本発明によるフィルタ要素の他の実施形態の断面立面図である。
【図２１】　図２０のフィルタ要素のケーシングの外壁の一部の断面図である。
【図２２】　図２０のフィルタ要素の多岐管の一つの一部の断面立面図である。
【図２３】　本発明の他の実施形態による流体処理要素の断面立面図である。
【図２４】　溶解オゾン濃度およびオゾン・フラックスを本発明の一実施形態による流体
処理要素を通る水流量の関数として示す。
【図２５】　オゾン・フラックスを本発明の一実施形態による流体処理要素を通る水の中
のオゾン濃度の関数として示す。
【図２６】　水の中のオゾン濃度を本発明の一実施形態による流体処理要素をオゾンとと
もに通過する時間の関数として示す。
【図２７】　複数のモジュールを採用している本発明による流体処理アセンブリの一実施
形態の等角図である。
【図２８】　図２７の実施形態のモジュールの幾つかの部分分解等角図である。
【図２９】　下の図３０の線25－25で切った図２８のモジュールの一つの側方断面立面図
である。
【図３０】　図２９の線26－26で切ったモジュールの前方断面立面図である。
【図３１】　本発明による流体処理モジュールの他の実施形態の前方断面立面図である。
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