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(57)【要約】
　複数の形成された濾過媒体層を有するフイルタ要素が
開示される。それらの媒体はポアサイズ勾配を形成する
ように層状化される。そのフイルタ要素が、移動性の流
動体ストリームから固体及び液体の両方の粒子を取り除
くことができる。そのフイルタ要素は高い強度と圧縮性
とを有する。それらの層は、濾過運転中に、機械的な安
定性を提供するために多孔性又は穿孔性の支持体上に支
持され得る。それらの濾過媒体層は、例えば、パネル、
カートリッジ及び挿入物等のような様々なフイルタ要素
に形成され得る。



(2) JP 2010-529902 A 2010.9.2

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも二つの不織布フイルタ媒体の層を含むフイルタ要素であって、
　該フイルタ要素が、
　（ａ）５から５０μｍ（ミクロン）径を含有する複合繊維を含む１から１００質量％の
第一繊維及び５から５０質量％の第二繊維を含む第一フイルタ媒体であって、該第一フイ
ルタ媒体が、０．２から２００μｍ（マイクロメーター）のポアサイズ、０．３０５から
３０５ｍ－ｍｉｎ-1（１から１０００ｆｔ－ｍｉｎ-1）の透過性、８６０Ｐａにおいて約
２から２５％の固体性、５から１０００ｇ－ｍ-2の坪量、及び８６０Ｐａから３８６０Ｐ
ａにおける０．５から１．０の圧縮率を有する第一フイルタ媒体、並びに、
　（ｂ）該第一フイルタ媒体とは異なる第二フイルタ媒体であって、該第二フイルタ媒体
が、０．２から２００μｍ（マイクロメーター）のポアサイズ、０．３０５から３０５ｍ
－ｍｉｎ-1（１から１０００ｆｔ－ｍｉｎ-1）の透過性、８６０Ｐａにおける約２から２
５％の固体性、５から１０００ｇ－ｍ-2の坪量、及び８６０Ｐａから３８６０Ｐａにおけ
る約０．５から１．０の圧縮率を含有する第二フイルタ媒体、を含み、
　該フイルタ要素が、重負荷流動体ストリームから固体及び液体の両方の粒子を濾過する
ことが可能である、フイルタ要素。
【請求項２】
　さらに、支持体上に媒体層を含む、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項３】
　複数の前記第一媒体の層を含む、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項４】
　複数の前記第二媒体の層を含む、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項５】
　さらに、第三媒体を含む、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項６】
　複数の前記第三媒体の層を含む、請求項５に記載のフイルタ要素。
【請求項７】
　前記液体粒子が、前記フイルタ媒体上で癒着して前記フイルタ媒体から排出する、請求
項１に記載のフイルタ要素。
【請求項８】
　ポアサイズ勾配を含む、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項９】
　前記第二繊維がガラスを含む、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項１０】
　前記要素の前記圧縮率が、約８６０から約３８６０Ｐａまでの異なる圧力にわたって、
約０．７超である、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項１１】
　前記第一フイルタ媒体の前記ポアサイズが約４から２００μｍ（ミクロン）である、請
求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項１２】
　前記第一フイルタ媒体の前記透過性が１５．２４から２４３．８４ｍ－ｍｉｎ-1（約５
０から８００ｆｔ－ｍｉｎ-1）である、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項１３】
　前記第一フイルタ媒体の前記固体性が８６０Ｐａにおいて約２から１０％である、請求
項１に記載のフイルタ要素。
【請求項１４】
　前記第一フイルタ媒体の前記坪量が約５０から５００ｇ－ｍ-2である、請求項１に記載
のフイルタ要素。
【請求項１５】
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　前記第一フイルタ媒体の前記複合繊維が約１０から３０μｍ（ミクロン）の直径を含有
する、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項１６】
　前記第一フイルタ媒体の前記第二繊維が約０．１から５０μｍ（ミクロン）の直径を含
有する、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項１７】
　前記第一フイルタ媒体が８６０Ｐａにおいて約０．０５から２２ミリメートルの厚みを
含有する、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項１８】
　前記第一フイルタ媒体が８６０Ｐａにおいて約１から５ミリメートルの厚みを含有する
、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項１９】
　前記第一フイルタ媒体が８６０Ｐａから３８６０Ｐａにおいて約０．７から１．０の圧
縮率を含有する、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項２０】
　前記第二フイルタ媒体の前記ポアサイズが約４０から７０μｍ（ミクロン）である、請
求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項２１】
　前記第二フイルタ媒体の前記透過性が１０６．６８から１９８．１２ｍ－ｍｉｎ-1（約
３５０から６５０ｆｔ－ｍｉｎ-1）である、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項２２】
　前記第二フイルタ媒体の前記固体性が８６０Ｐａにおいて約５から８％である、請求項
１に記載のフイルタ要素。
【請求項２３】
　前記第二フイルタ媒体の前記坪量が約３０から５０ｇ－ｍ-2である、請求項１に記載の
フイルタ要素。
【請求項２４】
　前記第二フイルタ媒体が８６０Ｐａにおいて約０．０５から２２ミリメートルの厚みを
含有する、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項２５】
　前記第二フイルタ媒体が８６０Ｐａにおいて約０．５から０．８ミリメートルの厚みを
含有する、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項２６】
　前記第一フイルタ媒体が８６０Ｐａから３８６０Ｐａにおいて約０．７から１．０の圧
縮率を含有する、請求項１に記載のフイルタ要素。
【請求項２７】
　少なくとも二つの媒体層を含む層状フイルタ要素を生産する方法であって、
　該方法が、
　（ａ）第一フイルタ媒体層を形成する工程であって、該工程が、
　（ｉ）エアーレイド技術によって、少なくとも複合繊維と第二繊維とをアセンブルする
工程、
　（ii）該繊維アセンブリを濃密にする工程、及び、
　（iii）０．２から２００μｍ（マイクロメーター）のポアサイズ、０．３０５から３
０５ｍ－ｍｉｎ-1（１から１０００ｆｔ－ｍｉｎ-1）の透過性、８６０Ｐａにおける約２
から２５％の固体性、５から１０００ｇ－ｍ-2の坪量、及び８６０Ｐａから３８６０Ｐａ
における０．５から１．０の圧縮率を有する第一フイルタ媒体を形成するために、該濃密
繊維アセンブリを加熱する工程、を含む工程、並びに、
　（ｂ）該第一フイルタ媒体層とは異なる第二フイルタ媒体層を形成する工程であって、
該第二フイルタ媒体層が、０．２から２００μｍ（マイクロメーター）のポアサイズ、０
．３０５から３０５ｍ－ｍｉｎ-1（１から１０００ｆｔ－ｍｉｎ-1）の透過性、８６０Ｐ
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ａにおける約２から２５％の固体性、５から１０００ｇ－ｍ-2の坪量、及び８６０Ｐａか
ら３８６０Ｐａにおける約０．５から１．０の圧縮率を有する、工程、
　を含む方法。
【請求項２８】
　前記第二フイルタ媒体がウェットレイド技術を用いて生産される、請求項２７に記載の
方法。
【請求項２９】
　前記フイルタ媒体が、ポアサイズ勾配を有するように層状化される、請求項２７に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、長所である高透過性、効率性、負荷能力性及び他の濾過パラメーターによっ
て、固体及び液体の粒子を同時に除去することに適する、複数の不織布フイルタ媒体層に
よって形成されるフイルタ要素に関する。ポアサイズ勾配を形成するために、複数のフイ
ルタ媒体層は積み重ねられる。フイルタ要素は、移動性流動体ストリームから固体及び液
体粒子の両方を除去することができる。フイルタ要素は、高い強度及び圧縮性を有する。
【０００２】
　本発明は、流動体ストリームから実質的な粒子及びエアロゾル負荷を除去しながら、例
えば、流速、温度、圧力及び粒子負荷の変化のような困難な作業条件を乗り越えることが
できる不織布媒体層に関する。層は、フイルタ構造物を提供するために多孔性及び穿孔性
支持体上に支持され得る。
【背景技術】
【０００３】
　濾過媒体を含む、多くの最終用途のための不織布ウエブは、長年、生産されている。そ
のような構造物は、複合繊維又はコアシェル材料から生産することが可能であり、そのこ
とは、例えば、Ｗｉｎｃｋｌｈｏｆｅｒらの米国特許３，６１６，１６０号、Ｓａｎｄｅ
ｒｓの米国特許３，６３９，１９５号、Ｐｅｒｒｏｔｔａの米国特許４，２１０，５４０
号、Ｇｅｓｓｎｅｒの米国特許５，１０８，８２７号、Ｎｉｅｌｓｅｎらの米国特許５，
１６７，７６４号、Ｎｉｅｌｓｅｎらの米国特許５，１６７，７６５号、Ｐｏｗｅｒｓら
の米国特許５，５８０，４５９号、Ｂｅｒｇｅｒの米国特許５，６２０，６４１号、Ｈｏ
ｌｌｉｎｇｓｗｏｒｔｈらの米国特許６，１４６，４３６号、Ｂｅｒｇｅｒの米国特許６
，１７４，６０３号、Ｄｏｎｇの米国特許６，２５１，２２４号、Ａｍｓｌｅｒの米国特
許６，２６７，２５２号、Ｓｏｒｖａｒｉらの米国特許６，３５５，０７９号、Ｈｕｎｔ
ｅｒの米国特許６，４１９，７２１号、Ｃｏｘらの米国特許６，４１９，８３９号、Ｓｔ
ｏｋｅｓらの米国特許６，５２８，４３９号、Ａｍｓｌｅｒの米国特許Ｈ２．０８６号、
米国特許５，８５３，４３９号、米国特許６，１７１，３５５号、米国特許６，３５５，
０７６号、米国特許６，１４３，０４９号、米国特許６，１８７，０７３号、米国特許６
，２９０，７３９号、米国特許６，５４０，８０１号及び米国特許６，５３０，９６９号
、Ｃｈｕｎｇらの米国特許６，７４３，２７３号、Ｃｈｕｎｇらの米国特許６，９２４，
０２８号、Ｃｈｕｎｇらの米国特許６，９５５，７７５号、Ｃｈｕｎｇらの米国特許７，
０７０，６４０号、Ｃｈｕｎｇらの米国特許７，０９０，７１５号、並びにＣｈｕｎｇら
の米国公開特許２００３／０１０６２９４号に述べられている。この適用は、２００１年
、９月１８日に発行された米国特許６，２９０，７３９号及び２０００年１１月７日に発
行された米国特許６，１４３，０４９号を参照することによって導入される。そのような
構造物は、エアーレイド及びウェットレイド処理手段で適用され生産されている。そして
、そのような構造物は、ある程度の成功をともなって、流動体、すなわち、ガス及びエア
ー並びに水性及び非水性の濾過適用に利用されている。
【０００４】
　ポアサイズ勾配を有するフイルタ要素は先行技術として公知であり、粒子の濾過に対し
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て有利である。そしてその粒子の濾過において、他の方法ではフイルタは、最も上流の層
で目詰まりする可能性があり、このようにして、フイルタの寿命を短くすることとなる。
Ｖａｒｏｎａの米国特許５，６７９，０４２号は、不織布ウエブを通過するポアサイズ勾
配を有するフイルタを開示する。そして、選択領域においてポアを収縮させるために、熱
可塑性不織布ウエブは、発熱要素と選択的に接触する。代替的に、各々のゾーン（領域）
が平均的な一組の組成繊維を有するように、フイルタ要素は異なる繊維の複数のゾーン（
領域）を有してよい。ゾーン（領域）は、組成及びデニールに対応して幾つかの繊維を収
縮させる熱に曝され、結果として、ポアサイズは収縮することとなり、そのゾーン（領域
）における繊維の組成次第で様々に変化して収縮することとなる。ＡｍｓｌｅｒのＵ．Ｓ
．Ｓｔａｔ．Ｉｎｖ．Ｒｅｇ．Ｎｏ．Ｈ２０８６は、液からの粒子を濾過するためのフイ
ルタ媒体を開示する。そして、フイルタは少なくとも三つの層の不織布で生産され、その
三つの層は、マルチコンポーネント繊維の第一の外側ウエブ、第二の外側ウエブ並びに熱
可塑性マイクロ繊維と、例えば、パルプ、ポリマーステープル繊維、粒子等のような５０
％以上の材料とからなる複合ウエブである。第一の（上流）層は、高多孔性、高ロフト性
を有することが好ましく、クリンプされた複合スパンボンド繊維からなることが好ましい
。Ｅｍｉｇらの米国特許６，７０６，０８６号は、高多孔性バッキング材料層及びフイル
タ材料層を有する真空のクリーナーバッグを開示する。バッキング材料は、セルロース繊
維及び可溶性繊維であり、ウェットレイド又はエアーレイドであり、ガラス繊維及び／又
は合成繊維をも有してよい。バッグの構成において、二つ以上のバッキング材料層が存在
してもよい。フイルタ材料は、メルトブローンでよい不織布であり、ナノ繊維を含んでも
よい。バッグは、単一の縫目によって緩めに結合した層を有してもよい。
【０００５】
　フイルタ要素のポアサイズ勾配に関連する実質的な先行技術は、加熱、換気又はエアー
コンディショニング（ＨＶＡＣ）の適用について述べている。例えば、Ａｒｎｏｌｄらの
米国特許６，６４９，５４７号は、ＨＶＡＣ適用のためにフイルタと利用することに適し
た不織布積層体を開示する。その積層体は一つの面側の高ロフト性のマルチコンポーネン
トスパンボンド及びもう一方の面側の低ロフト性のマルチコンポーネントスパンボンドで
一体化されたマイクロ繊維を有する。その層を空気流通結合して電気処理をする。Ｐｉｋ
ｅらの米国特許５，７２１，１８０号は、ＨＶＡＣ適用のために積層フイルタ媒体を開示
し、その適用において、第一層は、電気的高ロフト性であって、低密度のスパンボンドク
リンプ繊維ウエブであり、第二層は、少なくとも一つのポリオレフィンを有する電気的な
メルトブローンマイクロ繊維層である。Ｃｕｓｉｃｋらの米国特許５，８００，５８６号
、５，９４８，３４４号及び５，９９３，５０１号は、ＨＶＡＣタイプ適用、例えば、自
動車の室内のエアー濾過で利用するためにランダムに配向した繊維を有するプリーツした
複合フイルタ媒体を開示する。一つ以上の硬化した薄層により、その構成がプリーツ形成
状態保つことに役立つが、その硬化層は、また、空気からの埃を濾過することにも役立つ
。繊維濾過層の厚みとともに、平均の繊維径は増加して平均の密度は減少することが好ま
しい。Ｓｃｈｕｌｔｉｎｋらの米国特許７，０９４，２７０号、６，３７２，００４号及
び６，１８３，５３６号は、ＨＶＡＣタイプ適用のための複数層のフイルタ及び真空のク
リーナーバッグを開示する。複数のフイルタ媒体層は、積層状態で同時に結合する。一つ
の実施形態は、層自体では高多孔性であるか又は非常に壊れやすいので、それ自体単独で
は使用できない層を有する。幾つかの層は、臭い又は毒を濾過するために粒子等を有する
ことができる。
【０００６】
　ポアサイズ勾配を有するフイルタに関連する他の先行技術分野は、オイル状のミスト濾
過である。Ｊｏｈｎｓｏｎの米国特許６，００７，６０８号は、少なくとも三つの段階を
有するミストフイルタを開示し、その三つの段階は、プレフイルタ、中間層、そして最後
の層からなり、それらの全ての層がポリエステル繊維からなる。中間層はプリーツされる
。プレフイルタの目的は、プリーツされた媒体の過負荷によってキャリーオーバー（繰越
物）を防ぐために、ミストの高負荷の大部分を捕捉することである。複数層はポアサイズ
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勾配を含む。Ｈｕｎｔｅｒの米国特許６，４１９，７２１号は、合一して排出するオイル
のためのオイルミストフイルタを開示する。フイルタは複数層で層状化されて、少なくと
も合一層と排出層とを有する。それらの層は結合されていない。合一層は、マイクロ繊維
から生産され、排出層は可溶性繊維と結合する不織布材料である。
【０００７】
　出願人ら（発明者ら）は、非常に高いレベルの固体及びオイル状のエアロゾル粒子の両
方に遭遇する高馬力エンジン濾過適用の利用に適する任意のフイルタ要素を見出すことが
できなかった。例えば、フイルタを通過するススのレベルが過去の世代のエンジンよりも
非常に高い新世代のエンジンにおいて表面化した問題を、ディーゼルエンジン用途の先行
技術のフイルタは、解決できない。
【０００８】
　圧力チャージディーゼルエンジンは、「ブローバイガス」、すなわち、燃焼チャンバー
からピストンを通って漏れる空気－燃料混合流を生み出す。一般的には、そのような「ブ
ローバイガス」は、例えば、空気又は燃焼オフガスのようなガスを含み、そして、そのガ
スに運搬されて、（ａ）主に、０．１－５．０μｍ（ミクロン）の液滴を（主に集合数的
に）含む疎水性の流動体（例えば、燃料のエアロゾルを含むオイル)と（ｂ）燃焼から発
生するカーボン汚染物質であって、典型的にはカーボン粒子を含み、その粒子の大部分が
、大きさで約０．０１～１．０μｍ（ミクロン）であるものとを含む。そのような「ブロ
ーバイガス」は、一般的には、ブローバイ口を通って、エンジンブロックから外側に流れ
る。ここにおいて、用語としての「疎水性流動体」は、ガス流で同伴した液状エアロゾル
に関連して用いられる場合、非水性流動体、特にオイルに関連する。一般的には、そのよ
うな材料は水の中で非混和性である。ここにおいて、キャリア流動体と関連して利用され
る、用語としての「ガス」又はその変形ガスは空気、燃焼オフガス及びエアロゾルのため
の他のキャリアガスを言う。ガスは、実質的な量の他のコンポーネントを運搬することが
できる。そのようなコンポーネントは、例えば、銅、鉛、シリコーン、アルミニウム、鉄
、クロム、ナトリウム、モリブテン、スズ及び他の重金属を含んでよい。
【０００９】
　例えば、トラック、農業用機械、ボート、バス及びディーゼルエンジンを一般的に含む
他のシステムのようなシステムで作動するエンジンは、上記で述べたように汚染された重
大なガスを有する。例えば流量は、０．０５６－１．４ｍ3／ｍｉｎ（約２－５０立方フ
ィート／分（ｃｆｍ））であり、典型的には、０．１４－０．２８ｍ3／ｍｉｎ（５－１
０ｃｆｍ）である。例えば、ターボチャージのディーゼルエンジンにおいて、そのような
エアロゾルの分離機で、大気から取り出された空気をきれいにするエアーフイルタを通過
してエンジンまで空気を送りこむ。ターボはエンジンの中にきれいな空気を押し込む。空
気は、ピストン及び燃料とかみ合って圧縮及び燃焼を行う。燃焼処理中に、エンジンはブ
ローバイガスを放出する。
【００１０】
　従来、ディーゼルエンジンのクランクケース 換気ガスは大気中に放出されていた。今
、多くの国々における新しい環境の制約はこれらの放出を厳しく制限する。この問題に対
処する一つの解決策は、エンジン内でシリンダーから生み出されるブローバイオイルの液
滴とクランクケース及びバルブ内で作動することによって生み出されるミストの液滴を捕
集するフイルタ要素のバルブカバーに通気孔を開けることである。ブローバイガスは、フ
イルタ要素の中を通って放出され、そのフイルタ要素はオイル状のエアロゾルを捕捉し、
通過するエアーストリームのバランス性を可能とする。その後、捕集されたオイルはフイ
ルタ要素から排出して、クランクケースはもとの状態に戻る。クランクケースの換気（Ｃ
ＣＶ）フイルタ要素を通過する任意のオイルがエンジン内で燃焼するように、濾過された
空気はエンジンのエアーコンプレッサーの上流方向に流れる。エアークーラーの壁に捕集
されたオイルを減らすか、又は取り除くために、そして、様々なエアーセンサーを粒子物
から保護するために、この空気からオイルを取り除かなければならない。
【００１１】
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　フイルタ要素の寿命は、ススの量又はフイルタ要素のフイルタ媒体の繊維に集められて
残存する他の材料の量次第で決定される。典型的なエンジンは、懸濁（液体のように挙動
）状態を維持できるようなオイルの機能の範囲内のレベル量のススを有する。ところが、
最近、過度の量のススを生み出すディーゼルエンジンが生産されている。ススの一つの根
源は、エンジンからの排出ガスによって起動するコンプレッサーである。この排出ガスの
一部分は潤滑油（エンジンオイル)の方向に流れて、クランクケースはもとの状態に戻る
。このように、スス含有の排出ガスはブローバイガスと混合して、実質的にブローバイガ
ス中のススの量を増大させる。ススは、ＣＣＶフイルタ要素の繊維に集中して、結果的に
流れを制約する。ススが比較的小さな粒子サイズ、すなわち０．０１～０．１μｍ（ミク
ロン）の粒子であるため、ススはフイルタ要素の第一の幾つかの層に集中する傾向がある
。それによって、フイルタ要素の寿命は、フイルタ媒体の第一の幾つかの層の目詰まりが
原因で大幅に短くなる。
【００１２】
　特定のエアロゾルは、濾過適用において困難なことがある。例えば、ポアサイズ、坪量
、厚み、透過性及び効率性のようなある種の特性を得るための能力は、ペーパー層を生産
するための生産技術及びそのような層に有用であるコンポーネントによって制限される。
エアロゾルは１ｎｍ径程度の大きさで小さい可能性があるか、又は１ｍｍ程度の長さの可
能性があるので、（Ｗ．Ｈｉｎｄｓ、Ａｅｒｏｓｏｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ：Ｐｒｏｐ
ｅｒｔｉｅｓ、Ｂｅｈａｖｉｏｒ、ａｎｄ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｏｆ　Ａｉｒｂｏ
ｒｎｅ　Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ　８、２ndｅｄ.、(C)１９９９　Ｊ．Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏ
ｎｓ）、流動体ストリームでエアロゾルに直面する粒子サイズの範囲を効果的に適応させ
るためには、従来の技術は適切な柔軟性を有しない。
【００１３】
　例えば、ブロードバイガスに存在するか、空気に存在するエアロゾルの分離のための従
来からの市販フイルタ媒体の幾つかの例示は、ＭＮ（ミネソタ州）、Ｓｔ．ＰａｕｌのＰ
ｏｒｏｕｓ　Ｍｅｄｉａ　Ｃｏｍｐａｎｙ、ＯＨ（オハイオ州）、ＯＨ（オハイオ州）、
ＴｗｉｎｓｂｕｒｇのＫｅｌｔｅｃ　Ｔｅｃｈｎｏｌａｂ、台湾、Ｔａｐｅｉ（台北）の
ＰｒｏＰｕｒｅ　Ｍｅｄｉａ　Ｃｏｍｐａｎｙ、ＯＨ（オハイオ州）、Ｍａｙｆｉｅｌｄ
のＰａｒｋｅｒ　Ｈａｎｎｉｆｉｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって生産されるＦｉｎ
ｉｔｅTM及びＢａｌｓｔｏｎTM 、Ｉｔａｌｙ（イタリア）、Ｐｏｎｔｉｒｏｌｏ　Ｎｕ
ｏｖｏのＦａｉＦｉｌｔｒｉ　ｓ．ｒ．ｌ.、Ｇｅｒｍａｎｙ（ドイツ）、Ｌｕｄｗｉｇ
ｓｂｕｒｇのＭａｎｎ＋　Ｈｕｍｍｅｌ　Ｇｒｏｕｐ、並びに、Ｕｎｉｔｅｄ　Ｋｉｎｇ
ｄｏｍ（英国）、Ｂｏｗｂｕｒｎ　ＤｕｒｈａｍのＰＳＩ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｌｔｄ．から
入手可能である生産物である。ところが、これらの媒体はディーゼルエンジンにおける使
用に対して適切ではない。ディーゼルエンジンではＣＣＶ濾過適用で非常に大きなスス及
びオイル状エアロゾルの負荷に遭遇するからである。
【００１４】
　このように、実質的に必要なものは、流動体ストリーム、特にはエアーストリームから
の多様な粒子材料を取り除くために利用され得るフイルタ媒体、フイルタ要素及び濾過方
法のために存在する。エアーストリームからの固体及び液状エアロゾルの両方の粒子の高
水準な濾過を可能とする濾過媒体、要素及び方法のために実質的に必要なものが存在する
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、そのような媒体、濾過構造及び方法を提供し、改良した透過性及び長い濾過
寿命を得ることが可能である優れた媒体又は媒体層を提供する。
【００１６】
　改良が好ましくなる変更点は、一般的には次の事項に関する。つまり、（ａ）サイズ／
効率性に関し、すなわち、大きな分離装置システムを必要とすることを回避しながら、同



(8) JP 2010-529902 A 2010.9.2

10

20

30

40

50

時に良好な分離効率性が望まれること、（ｂ）コスト／効率性に関し、すなわち、実質的
に高価なシステムを必要とすることなしに良好な又は高い効率性が望まれること、（Ｃ）
多用途性、すなわち、重大なリエンジニアリングなしに形状、適用及び使用の幅広い変更
に対して適応し得るシステムを開発すること、そして、（ｄ）洗浄可能性／再生可能性、
すなわち、長期利用の後、望まれるなら、容易に洗浄（又は再生）が可能であるシステム
の開発すること、である。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　出願人ら（発明者ら）は、様々な過酷な条件下で、移動性流動体ストリームから重負荷
である二種以上の粒子を効率的に取り除くことが可能であるフイルタ媒体、フイルタ要素
及び優れたフイルタ構造物を見出した。本発明の媒体は、高い強度及び優れた濾過特性を
媒体及び媒体から生産されるフイルタ要素の両方を容易に生産することを結び付ける。本
発明は、複数の不織布、熱結合したフイルタ媒体を含み、フイルタ要素を形成するために
ハウジング内で積み重ねられる。本発明のフイルタ媒体は、有機又は無機媒体繊維、複合
熱可塑性バインダー繊維、任意の樹脂バインダー、熱可塑性繊維任意の第二繊維及び任意
の他の濾過材料を実質的な比率で導入することによって生産される。
【００１８】
　濾過媒体層は、例えば、パネル、カートリッジ、挿入物等のような様々なフイルタ構造
物を容易に形成することができる。この開示は媒体層に関し、ガス状ストリームの濾過方
法に関する。そして、固体及び液体の両方の粒子汚染物質を取り除くことが好ましい。ガ
ス状のストリームは、空気、産業廃棄ガス、クランクケースガス、例えば、窒素、ヘリウ
ム及びアルゴン等の制御された大気ガスを含んでよい。液体粒子は、水、燃料、オイル、
油圧油、疎水性又は親水性材料のエマルション又はエアロゾル、及び揮発性有機化学物質
（ＶＯＣｓ）等を含んでよい。固体粒子は、スモーク（煙）、スス、及び、例えば、タル
ク、アスベスト、カーボンのようなパウダー（粉末）等を含んでよく、固体ナノ粒子を含
んでもよい。また、開示は、ガス又は液体から同伴した粒子を分離するためのシステム及
び方法に関する。さらに、分離を行うための方法をも提供する。
【００１９】
　ここにおいて用いられる、「フイルタ媒体」は単一のフイルタ材料層を意味し、「フイ
ルタ要素」は、本発明のフイルタ媒体の積み重なったものである。そして、「フイルタ構
造物」は、ハウジング、エンドキャップ間、支持体上又は任意の形態に取り囲まれたフイ
ルタ要素を意味する。そして、フイルタ要素は、最終使用の適用において有用である。「
複合繊維」は、融点を有する少なくとも一つの繊維部を有する熱可塑性繊維と、更に低い
融点を有する第二の熱可塑性部とを意味する。
【００２０】
　出願人ら（発明者ら）は、流動体ストリームから重負荷であって異なる少なくとも二種
以上の粒子を取り除くことが可能である優れたフイルタ要素構造物を見出した。
【００２１】
　要素は、媒体繊維及び複合熱可塑性バインダー繊維を実質的な比率で有する異なる複数
のフイルタ媒体層を組み合わせることによって生産される複数の熱結合シート、媒体又は
フイルタを含む。媒体は、ガラス繊維、異なる繊維径の媒体繊維混合物、バインダー樹脂
及び複合熱可塑性バインダー繊維を含んでよい。そのような媒体は任意の付加的な繊維及
び他の添加材料で生産され得る。これらのコンポーネントは、実質的な流動能力、透過性
及び高い強度を有する高強度材料を形成するために結合する。本発明の媒体は、実質的な
期間、高圧状態で完全なままの濾過能力を維持することができる。フイルタ媒体は、実質
的な流量、高い能力及び実質的な効率性で機能する。
【００２２】
　その後、本発明のフイルタ要素を形成するために、媒体は複数の層で積み重ねられ、少
なくとも二つの層は異なる構造を有する。ここにおいて定義されている、「異なる」は、
本発明のフイルタ媒体層に関連するように、異なる材料、異なる材料比率、異なる媒体生
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産手段、異なる化学添加剤、又は、繊維の表面エネルギー、ポアサイズ、透過性、ロフト
性、坪量、圧力降下、引張特性及び繊維配向性等に関する相違点を引き起こす任意の他の
異なることを意味する。媒体は同一でも異なっていてもよい。 言い換えれば、幾つかの
層の一つの媒体が用いられてもよいし、又は単一 層の一つの媒体が本発明のフイルタ要
素を形成するために積み重なった配置で用いられてもよい。フイルタ媒体は別個独立に生
産されてよく、後に又は同時に結合してもよい。
【００２３】
　ところが、本発明のフイルタによって捕捉される物質を述べるために用いられるように
、「異なる」は、本発明のフイルタ要素によって捕捉される、平均粒子サイズ、粒子形状
、粒子相(液体、固体又はガス)又は材料の化学構造の関して異なることを意味することに
留意されたい。 
【００２４】
　フイルタ媒体の異なる層を利用することによって、要求されるフイルタ構造物の観点か
ら、一見すると、対抗するような濾過要求を、単一のフイルタ要素で容易に解決すること
ができる。例えば、非常に高い固体粒子を有するガス状ストリームを濾過する際に、媒体
繊維サイズ及びポアが下流側で更に小さくなる勾配構造を有するフイルタが有用である。
 言い換えれば、上流側から下流側に向かって、繊維サイズは更に小さくなり、 多孔性構
造は連続的に濃密になる。結果として、濾過される粒子又は汚染物質は、粒子のサイズ次
第で深さが変わって浸透する。 このことによって、粒子又は汚染物質が、フイルタ材料
の深部全体にわたって分布することが起こり、圧力降下の増強を小さくし、フイルタの寿
命を延ばすことができる。
【００２５】
　粒子を分離するフイルタ、ガスストリームからオイル又は水のミストを分離するフイル
タと同様に、媒体の繊維径が下流側で小さくなる勾配構造を有するフイルタを使うことは
有利なことである。言い換えれば、上流側から下流側に向かって、多孔性構造は更に高い
効率性を示す。一般的には、このことによって、下流側領域で更に大きな繊維表面積にな
る。最初に、捕獲された大きな液滴は、集まって合一して更に液滴とならざるを得ないと
同時に、これらの下流領域は更に高い効率性を示し、浸透する大部分の粒子を捕獲する。
【００２６】
　化学的パラメーター、物理的パラメーター又はそれらの組み合わせパラメーターを使っ
て複数の層を変化させることによって、フイルタ要素を通過する流動体ストリームから、
ススのような固体粒子、さらには、オイル状のエアロゾルのような液体粒子の両方の重負
荷を効率的に捕獲するフイルタ要素が形成される。さらに、フイルタ要素は、ガス状のス
トリームから液状エアロゾルの合一及び排出を促進するために構成され得る。 
【００２７】
　濾過要素は、複数の層の少なくとも二つの異なる熱結合した不織布構造を含む。フイル
タ要素は、二層、三層又は多数層（４－２０、４－６４又は４－１００層）の濾過媒体を
有してよい。そのような複数層は、本発明の負荷層の濾過媒体と本発明の効率性層の濾過
媒体とを含むことを可能とし、又は他の濾過層、支持体構造及び他のフイルタコンポーネ
ントをも組み合わせたそれらの層の組み合わせを可能とする。 
【００２８】
　様々な適用に対して、フイルタ要素を容易に取り扱うことができる。例えば、同時に複
数層を結合することのようなフイルタ媒体の層に対する特別の処理を必要としないので、
本発明のフイルタ要素はアセンブルすることに対して簡易である。フイルタ媒体は好まし
い形状に容易にカットされ、その後、フイルタ構造物を形成するために、ハウジング内で
簡易に積み重ねられ、及び／又は簡易に支持体に固定されてよい。
【００２９】
　適用状態は変換プロセスの影響を受ける場合に、フイルタ要素は、圧縮又は分裂しない
深部負荷媒体を含むことができる。そのような媒体は、頑丈であるにもかかわらず、低固
体性及び高多孔性を有することができる。
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【００３０】
　フイルタ要素は、濾過媒体の複合体でもよい。一つの好ましい媒体の層は、ウェットレ
イド処理から形成されるシートである。その層は、様々な方法、例えば、ラッピング若し
くはコイリング方法によるか、又パネル構成物に提供するかによって、フイルタ配列に導
入され得る。そのようなフイルタ媒体は、クランクケース中で高負荷の状態で存在するオ
イル状の液体粒子を濾過するために利用されてもよい。他の好ましい媒体層は、エアーレ
イド処理から形成されるシートである。そのようなフイルタ媒体は、ウェットレイド媒体
よりも更に高いロフト性及び多孔性を有して生産される可能性があり、流動体ストリーム
に高水準で存在するススのような固体粒子を捕捉するための理想的な媒体を提供する。こ
の開示にしたがうと、エンジンクランクケースからスス及びオイルを濃密に運搬するブロ
ーバイガスを濾過するために好ましく用いられるフイルタ構成物が提供される。
【００３１】
　本発明は、本発明の濾過要素を用いて固体及び液体粒子の両方の高負荷を有する移動性
ガス相を濾過する方法を含む。本発明の好ましい態様は、ディーゼルエンジンクランクケ
ースの換気（ＣＣＶ）適用において濾過する方法を含む。
【００３２】
　本発明のフイルタ要素は、埃捕集のためのパルスクリーン及び非パルスクリーンのフイ
ルタ、ガスタービン及びエンジンのエアー吸気口又は吸気系統システム；ガスタービンの
吸気口又は吸気系統システム、高馬力エンジンの吸気口又は吸気系統システム、小型自動
車エンジンの吸気口又は吸気系統システム、自動車室内のエアー、オフロード自動車室内
のエアー、ディスクドライブエアー、コピー機トナーの除去、及び業務用及び住居用の両
方の用途の濾過適用に対するＨＶＡＣフイルタ、を含む様々な濾過適用において利用され
得る。
【００３３】
　一般的に、本発明のフイルタ要素は、同伴した粒子材料を度々運搬するエアー及びガス
ストリームを濾過するために利用され得る。多くの場合において、ストリームからある程
度の又は全ての粒子材料を除去することは、連続した運転、快適性又は審美性に対して必
要である。例えば、モーター自動車室内、モーター自動車のためのエンジン又は発電装置
に流れるエアー吸気ストリーム、ガスタービンに流れるガスストリーム、及び様々な燃焼
炉に流れるエアーストリームは、それらの中に粒子材料を度々含む。室内エアーフイルタ
の場合に、乗る人の快適性及び／又は審美性のために粒子物質を取り除くことが好ましい
。エンジン、ガスタービン及び燃焼炉に流れるエアー及びガス吸気ストリームに関しては
、備え付けられている様々な機構の内部的の仕組みに実質的な損害を引き起こす可能性が
あるので、粒子材料を取り除くことが好ましい。他の場合においては、工業的な処理又は
エンジンからの生成ガス又はオフガスは、それらの中に粒子材料を含む可能性がある。そ
のようなガスは、下流装置を通って若しくは大気まで排出され得る前又は排出されるべき
前に、それらのストリームからの粒子材料を実質的に除去することができることが好まし
い。
【００３４】
　また、その技術は、液体システムを濾過することに適用され得る。液体濾過技術におい
て、何時に粒子がサイズ排除を通過して取り除かれるかを、捕集機構がふるいにかける、
と考えられている。単一層においては、効率性は層の効率である。液体の適用におけるコ
ンポジット材料の効率性は、最も高い効率性を有する単一層の効率性によって制約される
。液体は、本発明による媒体を通過して、その液体中の粒子は、ふるい構造物に捕集され
る。液体フイルタシステムにおいて、すなわち、濾過される粒子材料を液中で運搬するシ
ステムにおいて、そのような適用は、例えば、ウォーターストリーム、潤滑油、油圧油、
燃料フイルタシステム又はミストコレクターのような水性、非水性及び混合した水性／非
水性適用を含む。水性ストリームは、天然ストリーム及び、例えば廃水、冷却水、工程水
等のような人工のストリームを含む。非水性ストリームは、ガソリン、ディーゼル燃料、
石油及び合成潤滑油、油圧油及び他のエステル基本骨格の作動流動体、切削油並びに食品
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等級オイル等を含む。混合ストリームは、オイル組成物中に水分を含む分散液及び水組成
物中にオイルを含む分散液を含み、並びに水と非水性コンポーネントとを含むエアロゾル
を含む。
【００３５】
　本発明の媒体は、二種以上の粒子又は二つのサイズ以上の粒子が好ましく単一のフイル
タによって捕獲され、そして単一のフイルタ媒体では、全ての材料を捕捉できない、又は
効率的には捕捉できない場合に適用されることが最も有利なことである。例えば、埃の大
粒子は勿論のこと、エマルション小粒子の両方がウォーターストリームから好ましく取り
除かれる場合に、本発明のフイルタ媒体は特定の実用性を見出す。本発明のフイルタ媒体
を利用すると、望まれる全ての材料に対する濾過能力を有するフイルタ要素が容易に組み
立てられる。
【００３６】
　特定の移動性のストリームを濾過するために利用される場合に、本発明の媒体は、効率
的な濾過特性を得るために、固体性、厚み、坪量、繊維径、ポアサイズ、効率性、透過性
、引張強度及び圧縮率の中から複数の特性を有する複数層を得るために設計される。固体
性は、フイルタ媒体の全容積によって除される固体繊維の容積であり、通常、パーセント
として表現される。例えば、埃含有エアーストリームを濾過する際に使用される媒体は、
エアーストリームから水又はオイルエアロゾルを濾過するために使用される媒体とは異な
る固体性を有することができる。
【００３７】
　本発明のフイルタ要素は、効率的に、所定の流動体ストリームから全ての材料を効果的
に捕捉するために、固体性、厚み、坪量、繊維径、ポアサイズ、効率性、透過性、引張強
度及び圧縮率の中から複数の特性を有する複数層を意図する。このように、単一のフイル
タ要素による、オイルエアロゾルの濾過は勿論のこと埃の濾過を、本発明は意図する。本
発明の技術の各々の適用は、下記に述べられるようなある一連の作動パラメーターから得
ることができる。
【００３８】
　本発明の特に好ましい実施形態において、フイルタ要素は、最も上流の層において、非
常に高い多孔性、高ロフト性及び低い固体性を有して構成される。このことによって、ス
ス含有が高いストリームのススを、フイルタ要素を目詰まりさせることなく効率的に捕捉
させることができる。また、この層は、オイルエアロゾルを捕捉するために利用される層
と比較して比較的厚く、高層の深部中にススの分布を提供して、それによってフイルタ要
素寿命を延ばすことができる。繊維サイズ及び繊維間の距離を増大させることは、各々の
層の能力を増大させる方向に向かう。その要素の能力の最適化をするために、ススが各々
の層に平均的に捕集されるように、一連の層が上流から下流まで構成され得る。下流層は
、更に低いロフト性及び多孔性を有するフイルタ媒体からなり、液体粒子を捕捉して排出
するように設計される。このように、スス及びオイル状のエアロゾル粒子で濃密に含有さ
れたストリームが単一のフイルタ要素を使用して濾過されることは有利なことである。
【００３９】
　このことを成し遂げるために、本発明は、二つ、三つ、又はそれ以上の層を有する層状
フイルタ要素を意図し、そして、各々の層又は一群の層は異なるフイルタ媒体を含むこと
ができる。複数層又は一群の層は、上流側から下流側に向けて、徐々にサイズが小さくな
るポアを有する。理想的には、フイルタ構造物の有効な寿命を最大限にするように、各々
の層は、目詰まりなく幅広い範囲の粒子サイズを効果的に濾過する勾配配列を形成するた
めに異なる。ところが、典型的には、実用性及び経済性的な観点は、異なる層の数の制限
を必要とする。経済的には、幾つかの同一フイルタ媒体の層は、互いに順に積み重ねられ
てよく、結果として、フイルタ要素は５０層を有してよいが、三つの異なる層組成を有す
るだけである。
【００４０】
　本発明のフイルタ要素は複合繊維を用いる。複合繊維の使用によって、別個独立の樹脂



(12) JP 2010-529902 A 2010.9.2

10

20

30

40

50

バインダーの必要性なくて、又は樹脂バインダーの最小量でフイルタ媒体の形成を可能と
する。実質的にバインダーの使用を除外することが好ましい。なぜならば、バインダーは
フイルムを形成して、そのことが順に全ポア容積を縮小して、フイルタ媒体層の特定の位
置に樹脂が移動するため、すなわち、熱せられた時に溶融にすることによるか、又は重力
条件下ガラス状ポリマー流によってフイルム媒体の均一性をなくすこととなるからである
。それゆえ、複合繊維の使用によって、圧縮率が小さくなり、固体性が改良され、引張強
度が増大し、そして、例えば、媒体層又はフイルタ要素に添加されるガラス繊維及び他の
微細な繊維材料のような他の繊維の利用が促進されることとなる。さらに、複合繊維は、
処方物供給中の処理性、さらに厚み調整、乾燥及びカットを含んだシート又は層の形成及
び下流処理、並びにフイルタ要素の形成を改良することを提供する。これらのコンポーネ
ントは、実質的な濾過能力、透過性及び濾過寿命を有する高強度のフイルタ媒体を形成す
るために様々な割合で結合する。本発明のフイルタ媒体は、実質的な流量であって実質的
な効率性で実質的な期間、完全な状態で濾過能力を維持することができる。
【００４１】
　本発明の媒体は、さらに媒体繊維を使用してよい。媒体繊維は、濾過適用で使用する際
、的確な径、長さ及びアスペクト比を有する幅広い様々な繊維を含む。一つの好ましい媒
体繊維はガラス繊維である。実質的な割合のガラス繊維が、本発明の媒体の生産において
利用され得る。ガラス繊維は、ポアサイズ制御を提供して、実質的な流量、高能力、実質
的な効率性及び高ウェット強度の媒体を得るために、媒体中の他の繊維と連動する。
【００４２】
　ガラス繊維の用語「ソース」は、特徴的な未加工の材料として利用されて、平均的な径
及びアスペクト比によって特徴付けられるガラス繊維組成物を意味する。一つ以上のその
ようなソースの混合物は単一のソースとして理解されない。
【００４３】
　出願人ら（発明者ら）は、本発明のフイルタ媒体層の複合繊維及び媒体繊維を様々な割
合で混合することによって、優れた強度及び濾過特性を得ることができることを見出した
。さらに、複数の層を積み重ねる場合に、様々な繊維径を混合することは特性を優れたも
のにすることができる。ウェットレイド又はドライレイド処理の組み合わせは、様々な層
を有する本発明のフイルタ要素を生産するために利用され得る。本発明の媒体を生産する
際に、繊維マットは、複合繊維及び媒体繊維の組み合わせをウェット又はドライのどちら
か一方の処理を使って形成される。その後、そのマットは、熱可塑性材料を融解するまで
加熱されて、繊維に接着することによって媒体を形成する。本発明の媒体で用いられる複
合繊維は、繊維が機械的に安定なシート、媒体又はフイルタに融合することを可能とする
。熱的に結合する外側シースを有する複合繊維によって、複合繊維がフイルタ媒体層中の
他の複合繊維及び媒体繊維と結合することを引き起こす。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】図１は、本発明の充分に構成されたフイルタ構造物を示す。
【図２】図２は、本発明のフイルタ構造物の異なる態様を示す。
【図３】図３は、図２のクローズアップ図である。
【図４】図４は、本発明のフイルタ構造物の側面図である。
【図５】図５は、図１－４で示されるフイルタ構造物の分解図である。
【図６】図６は、図５で示されるフイルタ構造物のハウジング及びフイルタ要素のクロー
ズアップ図である。
【図７】図７は、図１－４で示されるフイルタ構造物の異なる分解図である。
【図８】図８は、クランクケースの濾過を受けた後、幾つかの層を有する単一のフイルタ
媒体の濾過効率性を示すプロットである。
【図９】図９は、クランクケースの濾過を受けた後、本発明である幾つかの層を有する複
合フイルタ媒体の濾過効率性を示すプロットである。
【発明を実施するための形態】
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【００４５】
　「複合繊維」は、融点を有する少なくとも一つの繊維部を有する熱可塑性材料と、更に
低い融点を有する第二の熱可塑性部とを意味する。これらの繊維の物理的な形状は、典型
的には、「並列」又は「シース－コア」構造である。並列構造において、二つの樹脂は、
典型的には、並列構造に連結形態で押出しされる。また、先端部が低融点ポリマーを有す
る丸い突出部の繊維を使うこともできる。「ガラス繊維」は、様々な種のガラスを用いて
生産された繊維である。「第二の繊維」の用語は、天然又は合成の特定原料とは異なる様
々な繊維を含むことができる。そのような繊維は、熱的に結合した媒体シート、媒体又は
フイルタを得るために用いられ、そして、また、適切なポアサイズ、透過性、効率性、引
張強度及び圧縮性、並びに他の好ましいフイルタ特性を得ることを促進する。
【００４６】
　「透過性」は、１．２７センチメートル（０．５インチ）の水の圧力降下でフイルタ媒
体の中を通って流れる空気の量（ｆｔ3－ｍｉｎ-1－ｆｔ2又はｆｔ－ｍｉｎ-1)を意味す
る。一般的には、その用語として使われるような透過性は、Ｍａｒｙｌａｎｄ、Ｇａｉｔ
ｈｅｒｓｂｕｒｇのＦｒａｚｉｅｒ　Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔから入
手可能である、Ｆｒａｚｉｅｒ　Ｐｅｒｍｅａｂｉｌｉ　Ｔｅｓｔｅｒ、又はＴｅｘＴｅ
ｓｔ　３３００若しくはＴｅｘＴｅｓｔ（ＳＣ（サウスカロライナ州）、Ｓｐａｒｔａｎ
ｂｕｒｇのＡｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｃｏｒｐ（Ａ
ＴＩ）から入手可能)を用いて、ＡＳＴＭ　Ｄ７３７にしたがって、Ｆｒａｚｉｅｒ　Ｐ
ｅｒｍｅａｂｉｌｉ　Ｔｅｓｔによって評価される。
【００４７】
　この開示で使用される「ポアサイズ」又は「ＸＹポアサイズ」は、濾過媒体の繊維間の
理論上の距離を意味する。ＸＹは、媒体の厚みであるＺ方向に対して表面の方向性を表す
。この算定は、繊維の長さに対して垂直な断面から見たときに、媒体中の全ての繊維が、
媒体の表面に平行方向に並び、等間隔であり、正方形として整えられることを前提とする
。ＸＹポアサイズは、その正方形の繊維表面の対向コーナー間の対角距離である。媒体が
様々な径を有する繊維から構成されるならば、その繊維のｄ２は径の意味として用いられ
る。ｄ２は、平方した径の平均平方根を意味する。
【００４８】
　本発明の媒体は、成形性、剛性、引張強度性、低圧縮性及び、濾過特性に関する機械的
安定性を有する不織布のエアーレイド及びウェットレイド媒体の層状複合材料に関し、さ
らに、粒子負荷の高能力性、使用中における軽減化した圧力降下及び、オイル状エアロゾ
ルを濾過することの使用に適したポアサイズ及び効率性を有する不織布のエアーレイド及
びウェットレイド媒体の複合材料に関する。フイルタ媒体は複合繊維を使用し、バインダ
ーを含まないことが好ましい。本発明の濾過媒体は、ウェットレイド及びエアーレイド材
料の組み合わせであることが好ましく、例えば、ガラス繊維又は熱可塑性繊維と、複合繊
維との組み合わせのような任意に配向したフイルタ媒体アレイから構成されていることが
好ましい。複合繊維を用いてこれらの繊維は結合するが、バインダー樹脂が追加的に用い
られてもよいことは検討に値する。
【００４９】
　本発明のフイルタ媒体のいくつかの層は、製紙工程を利用して生産されることが好まし
い。そのようなウェットレイド方法は特に有用であり、多くの繊維コンポーネントは、水
分散処理用に設計される。典型的には、比較的均一な繊維スラリーを形成するために、そ
れらの材料を含有する繊維スラリーを混合する。その後、その繊維スラリーは、ウェット
レイド製紙工程で処理される。ウェットレイド処理の好ましい態様としては、媒体は、水
性媒体中の繊維材料の分散物を含む水性供給物から生産される。分散物の水性液体は、一
般的には水であるが、様々な他の材料、例えば、ｐＨ調整材、界面活性剤、消泡剤、難燃
剤、粘度調整剤、媒体処理剤、着色剤等を含んでもよい。一旦、スラリーがウェットレイ
ドシートの中に形成されると、乾燥して透過性であるが、本質的なシート、媒体又はフイ
ルタを形成するために、その後、ウェットレイドシートを乾燥し、キュアすることが可能
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であり、又は、別の方法でも処理することが可能である。一旦、濾過媒体まで充分に乾燥
されて処理されると、シートは、典型的には、約０．３２～約２．０ミリメートルの厚さ
となり、約３３～２００ｇ－ｍ-2の坪量を有する。
【００５０】
　ウェットレイドシート生産で利用される機械は、手動のレイドシート装置、Ｆｏｕｒｄ
ｒｉｎすなわち製紙機、シリンダー製紙機、傾斜製紙機、それらを結合した製紙機を含み
、さらに、適切に混合した紙を取り出して供給コンポーネントの単層又は重層を形成し、
そしてウェットシートを形成するために流動性の水性コンポーネントを取り除くことがで
きるような他の機械を含む。典型的には、ウェットレイド製紙工程において、比較的均一
な繊維スラリーを形成するために、その材料を含有する繊維スラリーを混合する。その後
、繊維スラリーは、繊維から水を抜くことによってウェットレイドシート中に形成される
。乾燥した透過性のシート、媒体又はフイルタを形成するために、その後、ウェットレイ
ドシートを乾燥し、キュアすることが可能であり、又は、別の方法でも処理することが可
能である。一旦、濾過媒体まで充分に乾燥されて処理されると、シートは、典型的には、
約０．２５～約１．９ミリメートルの厚さとなり、約２０～２００又は約３０～１５０ｇ
－ｍ-2の坪量を有する。
【００５１】
　工業規模の製造に対して、本発明の複合コンポーネントマットは、一般的には、例えば
、市販のＦｏｕｒｄｒｉｎすなわち、ワイヤーシリンダー、Ｓｔｅｖｅｎｓ　Ｆｏｒｍｅ
ｒ、Ｒｏｔｏ　Ｆｏｒｍｅｒ、Ｉｎｖｅｒ　Ｆｏｒｍｅｒ、Ｖｅｎｔｉ　Ｆｏｒｍｅｒ及
び傾斜Ｄｅｌｔａ　Ｆｏｒｍｅｒ機械のような製紙タイプ機械の利用を通して製造される
。傾斜Ｄｅｌｔａ　Ｆｏｒｍｅｒ機械が利用されることが好ましい。本発明の複合コンポ
ーネントマットは、例えば、パルプ及びガラス繊維スラリー形成してミキシングタンクで
それらのスラリーを結合させることによって調製される。その工程で利用される水の量は
、利用される装置の大きさ次第で変化させてもよい。不織布の複合コンポーネントウエブ
を形成するために、その供給物は従来のヘッドボックス中に投入されることが可能であり
、吸引又は真空の手段でその供給物を脱水する可動的なヘッドボックスの金網上で、その
供給物は脱水されて堆積する。その後、ウエブは、従来の手段、例えば、浸漬及び抽出方
法によってバインダーでコーティングされ得る。そして、そのウエブは、マットを乾燥し
てバインダーをキュアする乾燥工程を通過して、シート、媒体又はフイルタと熱的な結合
をする。マットの完成品は大型ロールで集められてよい。熱結合は、典型的には、形成さ
れた材料の熱可塑性繊維若しくは樹脂又は他の部分の内ある部分を融解することによって
生じる。融解材料がそのコンポーネントを層中で固着させる。
【００５２】
　本発明のウェットレイドフイルタ媒体を生産するために利用される別の方法はハンドシ
ート方法である。ハンドシートは、硫酸を用いて約３のｐＨに調整された水中で、適切な
量のガラス繊維と合成繊維を別個独立に最初に分散することによって調製される。それら
の繊維は、混合機内でスラリーされる。その後、繊維の水に対する比率が体積換算１：５
の比率である条件下で、それらの繊維は水で希釈され、少なくとも２分間混合される。キ
ャリアシートが所定の位置に配置された標準的なハンドシートモールドを使って、混合さ
れたスラリーはシート状に形成される。その後、スラリーから水を抜き、そしてキャリア
シート上の繊維を得ることができる。フラットシートドライヤーを使用して約５分間昇温
した状態でウェットシートは、乾燥されて結合される。複数の層が要素を形成するために
所定の位置に配置され得る。
【００５３】
　本発明のフイルタ構造物は、機械的に安定に穿孔した支持構造物上に支持された少なく
とも二つの異なる種のフイルタ媒体を含むことができる。その二つの異なる種のフイルタ
媒体を複数層の構造で積み重ねることができる。例えば、一つの種の２０層のフイルタ媒
体を隣接して積み重ねてよく、５層の別の種のフイルタ媒体をそれに続けてよい。複数種
のフイルタ媒体を用いることができる。当業者であれば、フイルタ要素が特定の適用に対
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して容易に調整され得ることを認識するであろう。
【００５４】
　本発明のいくつかの実施形態において、一つ以上の層のフイルタ要素が異なるフイルタ
媒体を含む。フイルタ要素が、一つの層の各々が少なくとも二つの異なる媒体である層を
複数層で積み重ねたものを含むことが好ましい。一つ以上の層がエアーレイド媒体である
ことが好ましい。第一フイルタ媒体は、５～５０μｍ（ミクロン）、好ましくは１０～３
０μｍ（ミクロン）の径を有する複合繊維を含む第一繊維を、質量換算で１～１００％、
好ましくは２０～８０％で含むことができる。その第一フイルタ媒体は、０．２～２００
μｍ（ミクロン）、好ましくは４～２００μｍ（ミクロン）、そして最も好ましくは５０
～１５０μｍ（ミクロン）のポアサイズを有してよい。その第一フイルタ媒体は、３０４
．８ｍ－ｍｉｎ-1（１０００ｆｔ－ｍｉｎ-1）の透過性を有してよく、好ましくは約１．
５～２４３．８ｍ－ｍｉｎ-1（約５０～８００ｆｔ－ｍｉｎ-1）、最も好ましくは約４２
．７～１４０．２ｍ－ｍｉｎ-1（約１４０～４６０ｆｔ－ｍｉｎ-1）の透過性を有する。
第一フイルタ媒体の固体性は、８６０Ｐａで２～２５％でよいが、好ましくは８６０Ｐａ
で２～１０％であり、そして更に好ましくは８６０Ｐａで３～８％である。第一フイルタ
媒体の坪量は５～１０００ｇ－ｍ-2でよいが、好ましくは５０～５００ｇ－ｍ-2であり、
そして更に好ましくは１５０～３５０ｇ－ｍ-2である。また、第一フイルタ媒体は、第二
繊維中の５～５０％を含んでよい。第二繊維は、０．１～５０μｍ（ミクロン）の繊維径
を有してよいが、好ましくは０．５～３０μｍ（ミクロン）の繊維径を有する。第一フイ
ルタ媒体の全厚は、８６０Ｐａで０．０５～２２ミリメートルであるが、好ましくは８６
０Ｐａで０．５～１１ミリメートルであり、そして更に好ましくは８６０Ｐａで１～５ミ
リメートルである。第一フイルタ媒体は、８６０～３８６０Ｐａで０．５～１．０の圧縮
率を有してよいが、８６０～３８６０Ｐａで０．７～１．０の圧縮率を有することが好ま
しい。
【００５５】
　本発明の実施形態において、第二フイルタ媒体は、積み重なったフイルタ要素の一以上
の層として提供される。第二フイルタ媒体は第一フイルタ媒体とは異なる。第二フイルタ
媒体を述べるために利用されることとして、「異なる」とは、異なる組成の繊維有するこ
とを意味し、表面処理剤若しくは第一フイルタ媒体とは異なる表面処理剤を有することを
意味し、繊維種の異なる配分率を有することを意味し、フイルタ媒体の異なる全厚を有す
ることを意味し、又は異なる技術、例えば、エアーレイド対ウェットレイドによって生産
されたことを意味する。さらに、第二フイルタ媒体は、使用される繊維のポアサイズ、透
過性、坪量、固体性、圧縮性、厚み、若しくは径の観点で異なってもよく、又は第一及び
第二フイルタ媒体間で異なる濾過特性を引き起こす任意の実施態様の点で異なってよい。
【００５６】
　本発明のいくつかの実施形態において、第二フイルタ媒体は、３０４．８ｍ－ｍｉｎ-2

（１０００ｆｔ－ｍｉｎ-2）の透過性を有してよく、好ましくは約１．５～２４３．８ｍ
－ｍｉｎ-2（約５０～８００ｆｔ－ｍｉｎ-2）、更に好ましくは約１０６．７～１９８．
１ｍ－ｍｉｎ-2（約３５０～６５０ｆｔ－ｍｉｎ-2）の透過性を有する。第二フイルタ媒
体は、８６０Ｐａで約２～２５％の固体性を有してよいが、８６０Ｐａで約２～１０％の
固体性を有することが好ましく、８６０Ｐａで５～８％の固体性を有することが更に好ま
しい。第一フイルタ媒体は、は５～１０００ｇ－ｍ-2の坪量を有してよいが、約２０～１
２０ｇ－ｍ-2の坪量を有することが好ましく、そして約３０～５０ｇ－ｍ-2の坪量を有す
ることが更に好ましい。第二フイルタ媒体は、８６０Ｐａ～３８６０Ｐａで約０．５～１
．０の圧縮率を有してよいが、８６０Ｐａ～３８６０Ｐａで約０．７～１．０の圧縮率を
有することが好ましい。第二フイルタ媒体は、８６０Ｐａで０．０５～２２ミリメートル
の全厚を有してよいが、８６０Ｐａで約０．３～３．６ミリメートルの全厚を有すること
が好ましく、８６０Ｐａで約０．５～０．８ミリメートルの全厚を有することが更に好ま
しい。
【００５７】
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　第一及び第二フイルタ媒体のどちらか一方又は両方は、一つ以上の繊維に存在する表面
処理剤を含んでよい。表面処理剤は、フイルタ媒体を形成する前に繊維に適用されてもよ
く、又は媒体を形成した後に適用されてもよい。表面処理剤は、シリコーン、フルオロケ
ミカル、両性分子又はそれらの混合物であることが好ましいが、それらに限定されること
はない。
【００５８】
　本発明のフイルタ要素は、好ましい形状にフイルタシートをカットして、好ましい濾過
特性を提供するような順序で、少なくとも第一及び第二フイルタ媒体の中から少なくとも
一つの層を積み重ねることによって組み立てられる。このように、第一フイルタ媒体は、
上記で概要を述べた特性を備えて組み立てられ、そして、第二フイルタ媒体は、別個独立
に組み立てられて、第二フイルタ媒体は上記で概要を述べた特性を備える。それゆえに、
エアーレイド及びウェットレイド技術が、両方利用されてよく、又は単一の技術が、第一
及び第二フイルタ媒体の両方を生産するために利用されてもよい。例えば、第三及び第四
媒体のように追加的なフイルタ媒体もまた、用いられてよく、各々の層が上記で定義した
ように異なる。
【００５９】
　フイルタ要素は、フイルタ媒体の層を同時に積み重ねることによって形成される。フイ
ルタ媒体は、互いに対して適切な所で確実に層を固定する支持構造物内に収容されること
が好ましい。支持材は開口されていることが好ましい。
【００６０】
　クランクケースの濾過適用において、比較的高圧であって大容量の流動性の処理量下で
多量の固体のスス粒子及び小さな液体オイル状粒子のエアロゾルが捕獲されなければなら
ない。さらに、そのオイルは、そのフイルタ要素に集められなければならないが、最終的
には、そのフイルタ要素から排出してエンジンオイルサンプ（油だめ）に貯蔵される。そ
れゆえに、本発明の濾過要素は、効果的に固体粒子を取り除くが、オイル状のエアロゾル
粒子を通過させるフイルタ媒体の単層又は重層及び、オイル状のエアロゾルを捕捉し、捕
集されたオイルを合一させて排出させるフイルタ媒体の単層又は重層から生産される。各
々の一連の層の組成は、効率性、圧力降下及び排出性を最適化するために変化させること
ができる。
【００６１】
　このように、本発明の実施形態は、流動性ストリームから粒子を濾過する方法であって
、流動性ストリームを通過させている間に、粒子を濃密に充填した流動性ストリームに本
発明のフイルタ要素を接触させてフイルタ要素に粒子を保持する工程を含む。流動性スト
リームは、２種以上の粒子を有することができる。その場合、それらの粒子は異なる平均
粒子サイズを有する。流動性ストリームは、空気、工業排ガス、クランクケースのブロー
バイガス、窒素、ヘリウム、アルゴンのような不活性ガス、等でよく、又は任意の他の流
動体でもよい。それらの粒子は互いに異なる相でよく、すなわち、固体粒子と液体粒子と
でよい。固体粒子は、例えば、スモーク（煙）、スス、タルク、アスベスト、カーボン、
固体ナノ粒子又はそれらの固体粒子の組み合わせを挙げることができる。液体粒子は、例
えば、水蒸気、燃料、油圧油、機械オイル、エンジンオイル、潤滑オイルのようなオイル
等を挙げることでき、さらにエマルション、疎水性若しくは親水性のエアロゾル若しくは
液体、揮発性有機ケミカル製品、又はそれらの液体粒子の組み合わせを挙げることができ
る。前述の例示は、本発明のフイルタ要素の実施態様によって包括され得る材料種に関し
て述べられたが限定する意図はない。
【００６２】
　本発明のフイルタ要素によって捕捉される液体粒子は、フイルタ要素上で合一し、そし
て、その後、フイルタ要素から排出することが好ましい。そのような実施形態によって、
本発明のフイルタ要素の実効寿命が長くなることが可能となる。特に、二つの種の粒子が
捕捉され、それらの粒子の内一つが液体である場合に, 第二フイルタ媒体が第二の粒子を
捕捉している間に、少なくとも二つの異なるフイルタ媒体の一つがその液体粒子を捕捉し
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、合一し、排出することが好ましい。
【００６３】
　本発明にしたがった、ある好ましい配置は、一般的に定義されるようなフイルタ媒体を
含み、幾つかの層を有するフイルタ要素全体で連続的な接触関係を保って積み重なる。こ
のように、特定の好ましい配置において、高いロフト性、大きなポアサイズ及び高い透過
性を有する二つ以上のエアーレイドフイルタ媒体は、低ロフト性、小さなポアサイズ及び
低い透過性を有する複数層のウェットレイド媒体と共に積み重なり、結果として、ポアサ
イズ勾配を作り出す。異なる複数のエアーレイドフイルタ媒体が異なる複数のウェットレ
イドフイルタ媒体と共に積み重なってもよい。この態様で、広範なポアサイズ勾配、フイ
ルタ要素厚み及び濾過能力を容易に組み合わせることが可能である。
【００６４】
　積み重ねたフイルタ要素を形成するために使用される少なくとも二つの層の異なるフイ
ルタ媒体は、負荷層及び効率層でよく、各々のその層は、注目すべき構造と濾過特性とを
有し、結果的に、複合材料のフイルタ要素を形成する。負荷層の後に、流動体経路中に効
率層が続く。負荷層は、目詰りなく流動性ストリームから、大きな負荷であるススのよう
な固体粒子を捕らえることに適した高ロフト及び高多孔性層である。負荷層によれば、エ
アロゾルを通過させて流動性ストリームから有意な量のエアロゾルを濾過しない。流動性
ストリームがそのフイルタ構造物を通過する場合に、流動性ストリームからエアロゾルを
取り除くために、効率性層は、適切な多孔性、効率性、透過性及び他の濾過特性を有する
高効率性層である。また、フイルタ要素の一つ以上の層は、フイルタ要素からオイル状の
エアロゾルを合一して排出することを促進することが好ましい。
【００６５】
　固体粒子がフイルタ繊維に保持されるように、一般的には、固体粒子は流動性ストリー
ムから濾過される。このように、効果的であって非常に大きなポアサイズを有する粒子濾
過媒体を提供することが好ましい。そして、それにもかかわらず、粒子が流動性ストリー
ムから取り除かれるように、ストリーム中の大半の粒子と接触するのに必要な充分な表面
をも提供することが望まれる。また、有利なこととしては、大きなポアサイズにより、捕
捉された粒子による目詰りを防止することによって、フイルタ要素寿命を長くすることが
できる。
【００６６】
　高負荷のススを濾過するためにスペースの要求と結び付きながら、固体粒子を濾過する
ための濾過性能（比較的低い圧力降下、高効率性)は、開放媒体からなる比較的厚い層を
必要とする。層状構造物の下流に配置され高性能層を目詰りすることなく、ススの堆積物
に対して、層内は勿論のこと上流面にも大きな表面域を提供することによって、そのよう
な構造物は効率的な濾過を促進する。特定の適用において、効率的なススの除去が完全に
終了するまで、この構造物は、それぞれの層の上部に積み重ねられた幾つかの層に存在し
てよいし、又はいくつかの適用においては、そのような高ロフト、低圧力降下層を一層だ
け有すればこの構造物は充分である可能性もある。
【００６７】
　ススが充満しているＣＣＶユニットからオイル状のエアロゾルを捕捉するためのフイル
タ媒体は、ススを捕捉する厚い開放層の下流に配置されてよい。小さい粒子のエアロゾル
を捕捉するために、これらの下流層は、さらに縮小化した低ロフト性及び低多孔性の構造
物を有してよい。ところが、捕集されたオイルが、ディーゼルエンジンのクランクケース
に再度流れるように、これらの下流層により、液体粒子をその層にコーティングさせて液
体相中に合一させて、そしてフイルタから排出させても好ましい。一つのそのような層だ
けで、効率的に、オイル状のエアロゾルを捕捉して排出するために充分である可能性があ
るが、そうでなければ、全てのオイル状のエアロゾルを効率的に捕捉して排出させる目的
で、幾つかの層が次の層の上部に層に積み重ねられてもよい。
【００６８】
　濾過システムのサイズ制限のため、オイル状のエアロゾルの濾過層は、平衡的な分別効
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率のために設計される。平衡的な分別効率は、捕集速度と等しい速度でその要素が液体を
排出する場合、その要素の効率性として定義される。三つの性能特性、すなわち、初期及
び平衡時の分別効率性、圧力降下及び排出能力は、要素の設計とのつりあいを保って、最
適な性能を達成する。このような一例として、液体が高負荷状態である環境条件下で、一
つ又は数層のみの薄層の濾過媒体が、比較的高速度で排出するために設計される。
【００６９】
　液体粒子を捕集して排出目的のために利用されるフイルタ媒体は、典型的には、垂直に
整列して、その媒体は排出するフイルタ機能を強化する。この操作において、任意の所定
の媒体組成物は、接触角として測定されるように、ＸＹポアサイズ、繊維配向性及び繊維
表面と液体との相互作用の機能である平衡的な液高を示す。媒体の液体捕集は、媒体から
の液体排出速度とのつりあいの取れた地点まで液高を増大させる。液体を排出しながら塞
がれる媒体の任意の部分は、圧力降下を大きくしてフイルタの濾過の効率性を下げながら
、濾過を利用することができなくなる。このように、液体を保持する要素の部分を最小限
にすることが有利なことである。
【００７０】
　排出速度に影響を与える三つの媒体要因は、ＸＹポアサイズ、繊維配向性及び繊維表面
と排出される液との相互作用である。全ての三つの要因は、液で塞がれる媒体の部分を最
小限にするために改良され得る。要素のＸＹポアサイズは媒体の排出機能を強化するため
に増大させることができるが、このアプローチは、濾過のために利用される繊維の数を減
らして結果的にはフイルタの効率性に影響を与えることとなる。目標の効率性を達成する
ために、比較的薄層構造が必要とされる可能性があり、そして、典型的には、比較的大き
なＸＹポアサイズを必要とするため、０．３１８センチメートル（０．１２５インチ）超
が必要である。最も効果的な全厚を形成するために、多くの層を同時に積み重ねる場合に
、本発明のフイルタ要素を利用して容易に達成され得る。繊維表面と排出される液との相
互作用は排出速度を増大するために改良され得る。この発明開示はこのアプローチを支持
する。
【００７１】
　二層形成したコンポーネントは、特定の適用においては充分である可能性が高いことは
理解されたい。ところが、効果的なポアサイズの更に良好な勾配を実現するためには、更
なる層形成したコンポーネントを含むことが有利である可能性がある。当業者であれば、
層の組成及び各々の組成の層の数を特定の適用に対して変更してもよいことは容易に理解
し得る。
【００７２】
　層形成した好ましい配置は、フイルタ要素の第一の２～３層で固体粒子を捕捉すること
が可能であるフイルタ要素を提供する。そして、液体粒子は、第一の２～３層を通過し、
更に、濾過経路の内部に沿って、そして更には、濾過のポアサイズ勾配に沿って存在する
層に捕捉される。最も好ましいこととしては、液状エアロゾルがフイルタ繊維を覆う時に
、その液状エアロゾルが更に液化して、結果的に、容器に捕集されるように重力によって
フイルタから排出する。この方法によって、液体は、固体粒子から効果的に分離され、有
利なこととして、捕集されて、リサイクル可能な液体を可能とし、そしてフイルタ要素の
寿命を引き延ばす。
【００７３】
　度々であるが、別個独立の層を組み合わせた場合、積層技術によれば、有用な濾過表面
域のロスにつながることがある。このことは、ある表面を接着剤でコーティングし、その
後層間を接触することによって遂行される接着積層システムのほとんどの場合において真
実なことであり、これは、均一なコーティングで遂行されようとドットパターンで遂行さ
れようと変わらない。同様なことが、超音波結合を利用するポイント結合材料においても
真実なことである。フイルタのシート又は材料に複合繊維を用いることの優れた特徴は、
複合コンポーネントが個々の層の繊維と同時に結合するだけでなく、層同士を同時に結合
させるために作動することである。これは、プリーツを用いることは勿論のこと、従来の
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熱積層で完成する。そして、有利なこととして、本発明のフイルタ要素は、容易に勾配構
造を提供し、異なる組成を有する層の数と、特定の組成物と、用いられるフイルタ媒体の
生産手段とを変化させることによって、所定の適用に対する理想的な濾過能力に到達する
。
【００７４】
　通常、本発明のフイルタ要素は、フイルタパネル、カートリッジ又は液体若しくは空気
のような流動体の濾過に通常用いられる他のユニットに格納される。本発明の特徴は、濾
過媒体のシートが、実質的に任意の好ましい形状に容易にカットされてフイルタ要素を形
成するためにハウジングに積み重ねられることであることを理解されたい。このように、
特別に形状化されたパネル又はカートリッジを容易に用いることができる。透水性の支持
体構造物は、媒体及び支持体を通過する圧力下において、流動体の影響を受けながらフイ
ルタ要素を支持することができる。機械的な支持体は、追加的な層である穿孔の支持体、
ワイヤー支持体、高透過性スクリム又は他の支持体を含むことができる。 
【００７５】
　本発明のフイルタ媒体を形成するのに有用である繊維の一つは複合繊維である。複合繊
維の第一のポリマーコンポーネントを融解することは、複合繊維に粘着性のある骨格構造
を形成させるために必要であり、冷却すると、その構造は、他の複合繊維に結合すること
は勿論のこと、多くの第二の繊維を捕らえ、その繊維と結合する。複合繊維についての様
々なポリマーの組み合わせは、本発明において有用である可能性がある。しかし、第一の
ポリマーコンポーネントは、第二のポリマーコンポーネントの融解温度よりも低温で融解
し、典型的には、２０５℃よりも低い温度で融解することは重要なことである。さらに、
複合繊維は、完全に混合され、パルプ繊維を用いて均一に分散される。
【００７６】
　通常利用される複合繊維は、シース-コア構造を含む。シース-コア構造において、低融
点（例えば、約８０～２５０℃）の熱可塑性物質は、高融点(例えば、約１２０～２６０
℃)材料の繊維の周囲に典型的には押出しされる。使用の際、複合繊維は、典型的には、
約５～５０μｍ（マイクロメートル）の繊維径を有し、多くの場合は、約１０～２０μｍ
（マイクロメートル）の繊維径を有し、そして、典型的には繊維形態において、一般的に
は０．１～２０ミリメートルの長さを有し、多くの場合は約０．２～約１５ミリメートル
の長さを有する。適切な融点を有する任意の熱可塑性物質は、複合繊維の低融解コンポー
ネントで利用され得る。一方、高融解ポリマーは、繊維の高融解「コア」部で利用され得
る。そのような繊維の断面構造は、上記で述べられたように、「並列」若しくは「シース
-コア」構造、又は同様な熱的な結合機能を提供する他の構造でよい。先端部が低融点ポ
リマーを有する丸い突出部の繊維も利用することができる。複合繊維の有用性は、比較的
に低分子量の樹脂が、複合繊維と結合するために作用する状態を作り出すシート、媒体又
はフイルタの下部で融解することが可能であり、そして、材料を、機械的に安定であるシ
ート、媒体、又はフイルタシートに仕上げることとなるシート、媒体又はフイルタ中に、
他の繊維が存在することである。
【００７７】
　典型的には、複合繊維(コア／シェル又はシース、及び並列)のポリマーは異なる熱可塑
性材料から構成され、例えば、ポリオレフィン／ポリエステル (シース／コア)複合繊維
から構成される。それによって、ポリオレフィン、例えば、ポリエチレンシースは、コア
、例えば、ポリエステルよりも低い温度で融解する。典型的な熱可塑性ポリマーは、ポリ
オレフィン、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン及びそれらのコポリ
マー、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエステル、例えば、ポリエチレンテフタレート
、ポリビニルアセテート、ポリビニルクロライドアセテート、ポリビニルブチラル、アク
リル系樹脂、例えば、ポリアクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリ
レート、ポリアミド、いわゆるナイロン、ポリビニルクロライド、, ポリビニリデンクロ
ライド、ポリスチレン、ポリビニルアルコール、ポリウレタン、セルロース樹脂、いわゆ
るセルロースニトレート、セルロースアセテート、セルロースアセテートブチレート、エ
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チルセルロース等、並びに任意の上記材料のコポリマー、例えば、エチレン－ビニルアセ
テートコポリマー、エチレン-アクリル酸コポリマー、スチレン－ブタジエンコポリマー
、Ｋｒａｔｏｎラバー等を含む。
【００７８】
　ＮＹ（ニューヨーク州）、Ｎｅｗ　ＹｏｒｋのＥＸＳＡ　Ａｍｅｒｉｃａｓから入手可
能なＡｄｖａｎｓａ２７１Ｐとして知られているシース－コア複合繊維であって、１４μ
ｍ（マイクロメートル）径の繊維が本発明において特に好ましい。他の有用な繊維は、Ｆ
ＩＴ　２０１(ＴＮ（テネシー州）、Ｊｏｈｎｓｏｎ　Ｃｉｔｙの　Ｆｉｂｅｒ　Ｉｎｎ
ｏｖａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｉｎｃ．から入手可能）、Ｋｕｒａｒａｙ　Ｎ
７２０(日本、Ｏｓａｋａ（大阪）のＫｕｒａｒａｙ　Ｃｏ．、Ｌｔｄ）及び市販されて
いる同様な材料を含む。これらの繊維の全てが、第一融解の完了時にシースポリマーを架
橋結合させる特性を示す。このことは、適用温度が典型的にはシース融解温度より高温で
ある液の適用に対して重要である。シースが充分に結晶化しないなら、その後シースポリ
マーはその適用において再融解し、下流の装置及びコンポーネントの表面を覆うか、損傷
を与えることになる。
【００７９】
　複合繊維の低融解部の融点以上で形成し、及び熱結合をした後、本発明のフイルタ媒体
は、融点より高い温度で利用され得る。一旦、熱的に形成されると、媒体が繊維の軟化又
は融解のために機械的な安定性を失うこととなる温度でその媒体は外観的に安定する。発
明者らは、繊維の融解及び結果的に生じる媒体の破損を防止する相互作用が結合部分にあ
ると考える。したがって、複合繊維の低融解部の融点と等しい温度か、融点より５．６℃
～５６℃（１０°～１００°Ｆ）高い温度で、移動性のガス相又は液相を用いて利用され
得る。そのような適用は、油圧油濾過、潤滑油濾過、炭化水素燃料濾過、ホットプレスガ
ス濾過等を含む。
【００８０】
　また、媒体繊維が本発明のフイルタ媒体で用いられる。媒体繊維は、濾過をすること、
又は構造的な媒体層を形成することに役立つことが可能な繊維である。そのような繊維は
、多くの親水性、疎水性、親油性及び疎油性繊維から生産される。使用中において、流動
性材料の経路からの機械的な応力に耐えることが可能であって、粒子の負荷を維持するこ
とが可能である、機械的に安定であるが強力で透過性の濾過媒体を形成するために、これ
らの繊維は、ガラス繊維及び複合繊維と結び付く。典型的には、そのような繊維は、約０
．１～約５０μｍ（マイクロメートル）の範囲に及ぶことができる径を有する単一成分の
繊維であって、天然のコットン、リネン、ウール、様々なセルロース性及びタンパク質性
の天然繊維、並びに、レーヨン系、アクリル系、アラミド系、ナイロン系、ポリオレフィ
ン系及びポリエステル系繊維を含む合成繊維を含有する様々な材料から生産され得る単一
コンポーネントの繊維である。第二繊維の一つの種は、シート中に材料を結合させるため
に他のコンポーネントと結び付くバインダー繊維である。構造的な繊維の別の種は、ドラ
イ及びウェット状態において、材料の引張及び破裂強度を増大させるために他のコンポー
ネントと結び付く。さらに、バインダー繊維は、ポリビニルクロライド、ポリビニルアル
コールのようなポリマーから生産される繊維を含むことができる。また、第二の繊維は、
無機繊維、例えば、カーボン／グラファイト繊維，金属繊維、セラミック繊維及びそれら
の組み合わせを含むことができる。
【００８１】
　熱可塑性繊維は、ポリエステル繊維、ポリアミド繊維、ポリプロピレン繊維、コポリエ
ーテルエステル繊維、ポリエチレンテレフタレート繊維、ポリブチレンテレフタレート繊
維、ポリエーテルケトンケトン（ＰＥＫＫ）繊維、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥ
Ｋ）繊維、液晶ポリマー（ＬＣＰ）ファイバー及びそれらの混合物を含むが、それらに限
定されことはない。ポリアミド繊維は、ナイロン６、６６、１１、１２、６１２及び高温
「ナイロン」（例えば、ナイロン４６）を含むが、それらに限定されることはない。他の
有用な繊維は、セルロース系繊維、ポリビニルアセテート、ポリビニルアルコール繊維(
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様々な加水分解のポリビニルアルコールを含み、例えば、８８％の加水分解、９５％の加
水分解、９８％の加水分解及び９９．５％の加水分解ポリマーを含む。）、コットン、ビ
スコースレーヨン、例えば、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン等、ポリビニ
ルアセテート、ポリ乳酸のような熱可塑性物質及び他の一般的な繊維種を含む。一般的に
は、熱可塑性繊維は、細くて（約０．５－２０デニール径）短い(約０．１－５ｃｍ長）
ステープル繊維であり、場合によっては、プレコンパウンドの従来の添加剤、例えば、抗
酸化剤、安定剤、潤滑剤、タフナー等を含む。さらに、熱可塑性繊維は、分散助剤で処理
された表面でもよい。好ましい熱可塑性繊維は、ポリアミド及びポリエチレンテレフタレ
ート繊維であり、最も好ましい熱可塑性繊維は、ポリエチレンテレフタレート繊維である
。
【００８２】
　好ましい媒体繊維は、本発明の媒体で利用されるガラス繊維を含み、Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、
Ｚｅｒｏ　Ｂｏｒｏｎ　Ｅ、ＥＣＲ、ＡＲ、Ｒ、Ｓ、Ｓ－２、Ｎ等の表示によって知られ
ているガラス種を含み、そして、一般的には、補強繊維を生産するために利用される引き
抜き処理か、又は熱的な絶縁繊維を生産するために利用されるスピン処理によって、繊維
を作り出すことが可能である任意のガラスを含む。そのような繊維は、典型的には、約０
．１～１６μｍ（マイクロメートル）の径として用いられ、約１０～１０００のアスペク
ト比（径で除された長さ）として用いられる。これらの市販の繊維は、サイジングコーテ
ィング剤で、特徴的にサイジングされる。そのようなコーティング剤によって、イオン的
に中性な別のガラス繊維が、繊維束の中で形成して留まることになる。約１μｍ（ミクロ
ン）未満の径のガラス繊維はサイジングされない。大きい径の短いガラス繊維がサイジン
グされる。
【００８３】
　ガラス繊維の生産者は、通常、このようなサイズ剤を用いる。サイジング組成の帯電防
止の試薬は繊維凝集を取り除き、タンク内の分散攪拌時にガラス繊維の均一な分散を可能
とする。ガラススラリーの効果的な分散ためにガラス繊維の典型的な量は、分散液中の固
体質量換算で５０％～約９０％の範囲内であり、最も好ましくは、約５０－８０％である
。ガラス繊維のブレンドは、実質的に、材料の透過性を改良することに対して手助けとな
る。発明者らは、平均繊維径が約０．３～０．５μｍ（マイクロメートル）であるガラス
繊維と、平均繊維径が約１～２μｍ（マイクロメートル）であるガラス繊維と、平均繊維
径が約３～６μｍ（マイクロメートル）であるガラス繊維と、繊維径が約６～１０μｍ（
マイクロメートル）であるガラス繊維と、繊維径が約１０～１００（マイクロメートル）
であるガラス繊維とを、様々に変化を持たせて組み合わせることは、実質的に透過性を改
良することができることを見出した。発明者らは、ガラス繊維ブレンドが制御したポアサ
イズを得て、媒体層の透過性を画定すると考える。有用なガラス繊維は市販されており、
例えば、ＯＨ（オハイオ州）、ＴｏｌｅｄｏのＯｗｅｎｓ－Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ、Ｓ．Ｃ．（サウスカロライナ州）、ＳｕｍｍｅｒｖｉｌｌｅのＬａｕｓｃ
ｈａ　Ｆｉｂｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏ．から入手可能である。
【００８４】
　本発明の幾つかの実施形態において、バインダー樹脂を用いることは有用な可能性があ
る。樹脂を含むバインダーコンポーネントは、この本発明のフイルタ媒体に対して適度な
強度得るためには必ずしも必要ではないが、用いられることが有利なことである。バイン
ダー樹脂は、典型的には、水－溶解性又は水感応性ポリマー材料を含むことができる。そ
のポリマー材料は、典型的には、乾燥形態、溶媒又は水分散液に提供される。一つ以上の
フイルタ媒体コンポーネントが使用中に放出され、埃として空気中に浮遊する場合に有害
物質となる実施態様において、そのバインダー樹脂は、機械的に安定である媒体層に繊維
と結合することを促進するのに利用され得る。また、バインダーは本発明のフイルタ媒体
の剛性を増大させるためにも利用され得る。
【００８５】
　有用なバインダーポリマーの例示は、ビニルアセテート材料、ビニルクロライド樹脂、
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ポリビニルアルコール樹脂、ポリビニルアセテート樹脂、ポリビニルアセチル樹脂、アク
リル系樹脂、メタクリル系樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレンビニルアセテートコポリ
マー樹脂、熱硬化性樹脂、例えば、ウレアフェノール、ウレアホルムアルデヒド、メラミ
ン、エポキシ、ポリウレタン、硬化性不飽和ポリエステル樹脂、多環芳香族樹脂、レゾル
シノール樹脂、及び同様なエラストマー樹脂を含む。水溶解性又は分散性のバインダーポ
リマーについての好ましい材料は、水溶解性又は水分散性熱硬化性樹脂であり、例えば、
アクリル系樹脂、メタクリル系樹脂、ポリアミド系樹脂、エポキシ系樹脂、フェノール系
樹脂、ポリウレア、ポリウレタン、メラミンホルムアルデヒド樹脂、ポリエステル及びア
ルキド樹脂、一般的、そして特別には、水溶解性アクリル系樹脂、メタクリル系樹脂、ポ
リアミド系樹脂、そして、それらは、製紙産業において一般的に用いられる。そのような
バインダー樹脂は、典型的には、繊維の表面を覆い、完成品の不織布マトリックスの繊維
に繊維を接着させる。ポアの上側を覆うフイルムが、シート、媒体又はフイルタ材料に形
成されることを起こすことなく充分に繊維の表面を覆うために、充分な量の樹脂が供給物
に添加される。その樹脂は、製紙工程中に供給物に添加され得るか、又は形成後に媒体適
用され得る。
【００８６】
　ラテックスバインダーが、フイルタ媒体のポアを覆うフイルムを実質的に形成しない量
で利用され得る。バインダーは、各々の不織層で三次元的な不織繊維ウエブと結合するた
めの充分な量で用いられるか、又は複合繊維によって享受される接着特性と協働して接着
剤として用いられる。バインダーは、当該技術において公知である様々なラテックス接着
剤から選択され得る。当業者であれば、結合されるべきセルロース系繊維のタイプ次第で
特定のラテックス接着剤を選択することができる。ラテックス接着剤は、スプレー又はフ
ォーム（泡形状）のような公知の技術によって適用され得る。一般的には、５～２５％の
固体性を有するラテックス接着剤が利用される。分散液は、繊維を分散することによって
生産され得る。そして、その後、バインダー材料を添加するか、又はバインダー材料を分
散し、そして、その後繊維を添加する。また、分散液は、繊維の分散液をバインダー材料
の分散液と組み合わせることによって生産され得る。分散液中の全繊維の濃度は、分散液
の全質量に基づいて、０．０１～５又は０．００５～２質量パーセントの範囲に及ぶこと
ができる。分散液中のバインダー材料の濃度は、繊維の全質量に基づいて１０～５０質量
パーセントの範囲に及ぶことができる。
【００８７】
　また、本発明の不織布媒体は、多くの親水性、疎水性、親油性及び疎油性繊維から生産
される第二の繊維を含むことができる。使用中において、流動性材料の経路からの機械的
な応力に耐えることが可能であって、粒子の負荷を維持することが可能である、機械的に
安定であり、強力で透過性の濾過媒体を形成するために、これらの繊維は、媒体繊維及び
複合繊維と結び付く。典型的には、第二の繊維は、約０．１～約５０μｍ（マイクロメー
トル）の範囲に及ぶことができる径を有する単一成分の繊維であって、天然のコットン、
リネン、ウール、様々なセルロース性及びタンパク質性の天然繊維、ガラス繊維、並びに
、レーヨン系、アクリル系、アラミド系、ナイロン系、ポリオレフィン系及びポリエステ
ル系繊維を含む合成繊維を含有する様々な材料から生産され得る単一コンポーネントの繊
維である。第二繊維の一つの種は、シート中に材料を結合させるために他のコンポーネン
トと結び付くバインダー繊維である。第二の繊維の別の種は、ドライ及びウェット状態に
おいて、材料の引張及び破裂強度を増大させるために他のコンポーネントと結び付く構造
的な繊維である。第二の繊維は熱可塑性又は熱硬化性材料から成り立ってよい。また、第
二の繊維は、無機繊維、例えば、カーボン／グラファイト繊維，金属繊維、セラミック繊
維及びそれらの組み合わせを含むことができる。
【００８８】
　熱可塑性の第二の繊維は、例えば、ポリエステル繊維、ポリアミド繊維、ポリエチレン
又はポリプロピレン繊維のようなポリオレフィン繊維、コポリエーテルエステル繊維、ポ
リエチレンテレフタレート繊維、ポリブチレンテレフタレート繊維、ポリエチレン－ビニ



(23) JP 2010-529902 A 2010.9.2

10

20

30

40

50

ルアセテートコポリマー、ポリエーテルケトンケトン（ＰＥＫＫ）繊維、ポリエーテルエ
ーテルケトン（ＰＥＥＫ）繊維、ポリビニルアセテート、ポリビニルアルコール繊維(様
々な加水分解のポリビニルアルコールを含み、例えば、８８％の加水分解、９５％の加水
分解、９８％の加水分解及び９９．５％の加水分解ポリマーを含む。）、ポリアクリレー
ト繊維、液晶ポリマー（ＬＣＰ）ファイバー、並びにそれらのコポリマー及び混合物のよ
うな合成ポリマー材料から生産され得る。ポリアミド繊維は、ナイロン６、６６、１１、
１２、６１２を含むが、それらに限定されることはない。また、繊維は、セルロース系繊
維、コットン繊維又はビスコースレーヨン繊維を含む天然材料から生産されてよい。
【００８９】
　一般的には、熱可塑性繊維は、細くて（約０．５－２０デニール径）短い(約０．１－
５ｃｍ長）ステープル繊維であり、場合によっては、プレコンパウンドの従来の添加剤、
例えば、抗酸化剤、安定剤、潤滑剤、タフナー等を含む。さらに、熱可塑性繊維は、分散
助剤で処理された表面でもよい。好ましい熱可塑性繊維は、ポリアミド及びポリエチレン
テレフタレート繊維であり、最も好ましい熱可塑性繊維は、ポリエチレンテレフタレート
繊維である。
【００９０】
　水又はオイルの接触角を増大させるような、媒体中の繊維の表面特性を親水性又は疎水
性に変更することは、濾過媒体の液結合及び排出機能を強化するために利用されて、結果
的にフイルタの性能(圧力降下の減少及び質量効率の改良）を強化するために利用される
。例えば、様々な繊維は、ミストフイルタ又は他のフイルタ(６．９ｋＰａ（１ｐｓｉ）
未満の終端圧力降下）のような低圧フイルタのために利用されるフイルタ媒体の設計にお
いて用いられる。繊維の表面を改良する一つの方法は、例えば、フルオロケミカル又はシ
リコーン含有材料であって、質量換算で媒体の０．００１～５％又は約０．０１～２％の
表面処理剤を適用することである。発明者らは、複合繊維であり、追加的な樹脂バインダ
ーを有しても有していなくても、合成繊維、セラミック繊維又は金属繊維のような他の第
二の繊維を含むことができるウェットレイド層の繊維の表面特性を改良することを見込ん
でいる。結果物の媒体は、複数層のフイルタ要素構造物に組み込まれる。表面改良の利用
によって、未処理の媒体よりも小さなＸＹポアサイズを有する媒体構造を許容し、それに
よって、小さな繊維の使用で効率性を増大させ、より縮小化した要素のために媒体の厚み
を薄くし、要素の平衡状態の圧力降下を下げる。
【００９１】
　繊維層に添加するためのこの発明に有用なフルオロケミカルの試薬は、次の化学式によ
って表される分子である。
【００９２】
【化１】

　式中、Ｒfは、フルオロ脂肪族化合物のラジカルであり、Ｇは、例えば、カチオン性、
アニオン性、非イオン性又は両性基のような少なくとも一つの親水性基を含む基である。
非イオンの材料が好ましい。Ｒfは、少なくとも二つのカーボン原子を含む、フッ化系で
あり、一価である脂肪族化合物の有機ラジカルである。飽和ペルフルオロ脂肪族化合物の
一価の有機ラジカルが好ましい。ところが、水素又は塩素原子が、骨格鎖の置換基として
存在してもよい。多数のカーボン原子を含むラジカルは的確に機能する可能性があるが、
長い骨格鎖が、短い骨格鎖よりもフッ素の効率的な利用ができないので、約２０以下の炭
素原子を含む化合物が好ましい。Ｒfは、約２～８の炭素原子を含むことが好ましい。
【００９３】
　この発明で用いられるフルオロケミカル試薬において使用に適したカチオン性基は、酸
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素不含有(例えば、 －ＮＨ2)又は酸素含有 (例えば、アミン酸化物)でよいアミン又は第
４級のアンモニウムカチオン性基を含むことができる。そのようなアミン及び第４級のア
ンモニウムカチオン性親水性基は、例えば、－ＮＨ2、－(ＮＨ3)Ｘ、－(ＮＨ(Ｒ2)2)Ｘ、
 －(ＮＨ(Ｒ2)3)Ｘ、又は－Ｎ(Ｒ2)2→ Ｏのような化学式を有してよく、それらの式中、
 Ｘは、アニオン性対イオンであり、例えば、ハロゲン化物イオン、水酸化物イオン、硫
酸イオン、重硫酸イオン又はカルボン酸イオンであり、 Ｒ2 は、Ｈ又はＣ1-18アルキル
基であり、そして各々の Ｒ2は同一でもよいし、又は他のＲ2 基と異なってもよい。Ｒ2

は、Ｈ又はＣ1-10アルキル基であることが好ましく、Ｘは、ハロゲン化物イオン、水酸化
物イオン又は重硫酸イオンであることが好ましい。
【００９４】
　この発明で用いられるフルオロ-有機湿潤剤において使用に適したアニオン性基は、イ
オン化によってアニオンのラジカルになることが可能な基を含む。アニオン性基は、例え
ば、－ＣＯＯＭ、－ＳＯ3Ｍ、－ＯＳＯ3Ｍ、－ＰＯ3ＨＭ、－ＯＰＯ3Ｍ2又は－ＯＰＯ3Ｈ
Ｍのような化学式を有してよく、それらの式中、ＭはＨ、金属イオン、（ＮＲ1

4）
+、又

は （ＳＲ1
4）

+であり、 それらの式中、各々の Ｒ1 は、独立に、Ｈ又は、置換若しくは
無置換のＣ1－Ｃ6アルキルである。 ＭがＮａ+又はＫ+であることが好ましい。この発明
で用いられる好ましいアニオン性基のフルオロ-有機湿潤剤は、化学式－ＣＯＯＭ又は－
ＳＯ3Ｍを有する。側鎖のフッ化炭素基を有するエチレン系不飽和カルボン酸及びジカル
ボン酸モノマーから典型的に生産されるアニオン性ポリマー材料が、アニオン性フルオロ
-有機湿潤剤の基の中に含まれる。
【００９５】
　この発明で用いられるフルオロ-有機湿潤剤の使用に適した両性基は、上記で定義され
た少なくとも一つのカチオン性と上記で定義された少なくとも一つのアニオン性基を含む
基を含む。代替的には、例えば、幾つかのエチレンオキサイドの繰り返し単位に結合した
ステアリル基のような非イオン化両性材料が当該技術分野において知られており、それも
また用いられてよい。
【００９６】
　この発明で用いられるフルオロ-有機湿潤剤の使用に適した非イオン性基は、親水性で
あるが、農学的な通常用途のｐＨ条件下でイオン化されていない基を含む。非イオン性基
 は、例えば、－Ｏ（ＣＨ2ＣＨ2)XＯＨのような化学式を有してよく、その式中、ｘは２
以上であり、－ＳＯ2ＮＨ2、－ＳＯ2ＮＨＣＨ2ＣＨ2ＯＨ、－ＳＯ2Ｎ(ＣＨ2ＣＨ2Ｈ)2 、
－ＣＯＮＨ2、－ＣＯＮＨＣＨ2ＣＨ2ＯＨ、又は－ＣＯＮ(ＣＨ2ＣＨ2ＯＨ)2である。その
ような材料の例示は次の構造式の材料を含む。
【００９７】
【化２】

　式中、Ｎは２～８であり、ｍは０～２０である。
【００９８】
　他の有用なフルオロケミカル試薬は、例えば、米国特許２，７６４，６０２号、２，７
６４，６０３号、３，１４７，０６４号及び４，０６９，１５８号で述べられているよう
なカチオン性フルオロケミカルを含む。そのような両性フルオロケミカル試薬は、例えば
, 米国特許２，７６４，６０２号、４，０４２，５２２号、４，０６９，１５８号、４，
０６９，２４４号、４，０９０，９６７号、４，１６１，５９０号及び４，１６１，６０
２号で述べられているような両性フルオロケミカルを含む。 アニオン性フルオロケミカ
ル湿潤剤は、例えば、米国特許２，８０３，６５６号、３，２５５，１３１号、３，４５
０，７５５号及び４，０９０，９６７号で述べられているようなアニオン性フルオロケミ
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カルを含む。
【００９９】
　繊維の表面を改良するための方法は多数ある。排出力を強化する繊維は媒体を生産する
ために用いられる。処理は、ポスト処理として、繊維の生産中、媒体の生産中又は媒体の
生産後に適用される。接触角を増大させるフルオロケミカル又はシリコーン含有材料のよ
うな多数の処理材料を利用することが可能である。フイルタ媒体に組み込まれる多数の 
繊維が排出機能を強化するために処理され得る。 ポリエステル、ポリプロピレン又は他
の合成ポリマーからなる複合繊維が処理され得る。 ガラス繊維、合成繊維、セラミック
、繊維又は金属繊維が処理され得る。
【０１００】
　そのような表面処理材料の限定はされないが代表的なものは、ＤｕＰｏｎｔ Ｚｏｎｙ
ｌ ＦＳＮ、Ｄｕｐｏｎｔ Ｚｏｎｙｌ ７０４０、及びＤｕＰｏｎｔ Ｚｏｎｙｌ ＦＳＯ
の非イオン性界面活性剤である（ＤＥ（デラウエアー州）、ＷｉｌｍｉｎｇｔｏｎのＤｕ
Ｐｏｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能である。 ）。本発明のポリマーで利用され得る添
加剤の他の態様は、次の一般構造式を有する低分子量のフッ化炭素アクリレート系材料を
含む。
【０１０１】
【化３】

　式中、Ｘは、－Ｆ又は－ＣＦ３、及びｎは１～７である。
【０１０２】
　ウェット及びドライの引張強度と破裂強度等とを含む機械的特性は、フイルタ媒体に対
して重要である。圧縮特性もまた重要である。なぜならば、それは、媒体中を通る流動体
の流れ方向の圧縮又は変形に対する抵抗の評価基準となるからである。圧縮性は材料の厚
みを維持して、それによってポア構造、濾過流量、粒子除去性能を維持するために充分で
なければならない。従来の樹脂飽和状態を利用した多くの高効率性ウェットレイド材料、
メルトブローン材料及び他のエアーレイド材料は、この圧縮強度の不足で所定の圧力下で
破壊する。これは、特に液体フイルタについて問題であるが、ガスフイルタについても問
題の可能性がある。本発明のフイルタ媒体は、８６０～３８６０Ｐａで０．５超の圧縮性
を有し、８６０～３８６０Ｐａで０．７超の圧縮性を有することが好ましく、８６０～３
８６０Ｐａで０．９超の圧縮性を有することが最も好ましい。
【０１０３】
　次の実施例において、ベストモードを含めた、限定していない本発明の態様が更に述べ
られる。
【実施例】
【０１０４】
　一般的な実験技術
　１．坪量
　坪量は、フイルタ媒体のシート面積の平方単位当たりの質量である。測定は、媒体のシ
ートを１２×１２の正方形にカットして、質量を測定して、平方メートル当たりのグラム
の単位（ｇ／ｍ2）にその割合（値）を変換することによって実行される。そのテストは
２回繰り返され、それらのテストの平均値が報告される坪量である。
【０１０５】
　２．圧縮率
　圧縮率は、厚み測定中に適用される圧力が増大する場合の僅かな厚みの変化として定義
される。本発明の材料の圧縮率は、二つの異なる圧力におけるフイルタ媒体シートの厚み
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の比を求めることによって測定される。これらの実施例において、二つの圧力は８６０Ｐ
ａ及び３８６０Ｐａである。このようにして、圧縮率は、８６０Ｐａの厚みに対する３８
６０Ｐａの厚みの比として表現される。
【０１０６】
　３．透過性
　透過性は、１．３センチメートル（０．５インチ）の水の圧力降下でフイルタ媒体を通
って流れるエアーの量(ｆｔ3－ｍｉｎ-1－ｆｔ-2又はｆｔ－ｍｉｎ-1)である。一般的に
は、通常の用語として使われるような透過性は、Ｍａｒｙｌａｎｄ、Ｇａｉｔｈｅｒｓｂ
ｕｒｇのＦｒａｚｉｅｒ　Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔから入手可能であ
る、Ｆｒａｚｉｅｒ　Ｐｅｒｍｅａｂｉｌｉ　Ｔｅｓｔｅｒ、又はＴｅｘＴｅｓｔ　３３
００若しくはＴｅｘＴｅｓｔ（ＳＣ（サウスカロライナ州）、Ｓｐａｒｔａｎｂｕｒｇの
Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｃｏｒｐ（ＡＴＩ）から
入手可能)を用いて、ＡＳＴＭ　Ｄ７３７にしたがって、Ｆｒａｚｉｅｒ　Ｐｅｒｍｅａ
ｂｉｌｉ　Ｔｅｓｔによって評価される。
【０１０７】
　４．ポアサイズ
　「ポアサイズ」又は「ＸＹポアサイズ」は、濾過媒体の繊維間の理論上の距離である。
ＸＹは、媒体の厚みであるＺ方向に対して表面の方向性を表す。この算定は、繊維の長さ
に対して垂直な断面から見たときに、媒体中の全ての繊維が、媒体の表面に平行方向に並
び、等間隔であり、正方形として整えられることを前提とする。ＸＹポアサイズは、その
正方形の繊維表面の対向コーナー間の対角距離である。媒体が様々な径を有する繊維から
構成されるならば、その繊維のｄ２は径の意味として用いられる。ｄ２は、平方した径の
平均平方根を意味する。
【０１０８】
　ポアサイズは以下のように算出される。
　媒体坪量（質量／単位面積）＝Ｂ
　媒体厚み＝Ｔ
　繊維の質量分率1＝Ｍ
　繊維／単位体積＝Ｆ 
　ＸＹポアサイズ＝Ｐ
　繊維質量／単位長＝ｍ
　繊維径＝ｄ
【０１０９】
【数１】

　1質量分率は、フイルタ媒体中の繊維種の割合を表す。そうすると、第一繊維が、６０
質量パーセントで媒体中に存在すれならば、Ｍ＝０．６となる。
【０１１０】
　実施例１
　ウェットレイドフイルタ媒体を次の技術にしたがって生産した。まず、硫酸を用いてｐ
Ｈを約３に調整した１Ｌの水でガラス繊維及び合成繊維を別個独立に分散した。Ｗａｒｉ
ｎｇ２高速ブレンダー（モデル＃７００９Ｇ、ＣＴ（コネチカット州）、Ｔｏｒｒｉｎｇ
ｔｏｎのＷａｒｉｎｇ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓから入手可能である。）で混合することによっ
て、繊維をスラリー化した。その後、４Ｌの水で全５Ｌまで繊維スラリーを希釈して、さ
らに２分間以上、混合した。標準的なＦｏｒｍａｘ３０．５×３０．５センチメートル（
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１２×１２インチ）Ｇ－１００ハンドシートモールド（ＮＨ（ニューハンプシャー州）、
ＤｏｖｅｒのＢｅｓｃｏｒｐ Ｉｎｃ．から入手可能である。）に混合スラリーを移動さ
せた。そして、そのモールドには、Ｒｅｅｍａｙ２２００のキャリアシート（ＴＮ（テネ
シー州）、Ｏｌｄ　ＨｉｃｋｏｒｙのＦｉｂｅｒｗｅｂ　Ｐｌｃから入手可能である。）
を配置した。気泡が混入しないことを確実にするために、シートを注意深く浸漬させた。
その後、水をスラリーから排出した。Ｅｍｅｒｓｏｎ　スピード　Ｄｒｙｅｒ、Ｍｏｄｅ
ｌ　１３５（ＭＩ（ミシガン州）、ＲｉｃｈｌａｎｄのＫａｌａｍａｚｏｏ　Ｐａｐｅｒ
Ｃｈｅｍｉｃａｌs）のフラットシートドライヤーを用いて、１４１℃（２８５°Ｆ）で
５分間、ウェットシートを乾燥させて結合させた。
【０１１１】
　この技術を用いて、フイルタ媒体のＦＭ－１及びＦＭ－２が形成された。実験で得られ
た二つのウェットレイドフイルタ媒体、ＦＭ－１及びＦＭ－２の組成が表１に示される。
また、坪量、二つの異なる圧力における厚み、二つの圧力間で圧縮される厚みの比、ポア
サイズ及び透過性を含むフイルタ媒体の物理的特性が表１に示される。
【０１１２】
【表１】

【０１１３】
　実施例２
　本発明のエアーレイドフイルタ媒体が、Ｇｅｒｍａｎｙ（ドイツ）、Ｂｏｃｈｏｌｔの
Ｔａｎｇｅｒｄｉｎｇ　Ｂｏｃｈｏｌｔ　ＧｍｂＨから得られた。Ｔａｎｇｅｒｄｉｎｇ
の整理番号、ＴＢ　１８０－Ｔ０５を、この実施例及び次の実施例においてＦＭ－３(フ
イルタ媒体３）として表す。Ｔａｎｇｅｒｄｉｎｇの整理番号、ＦＦ　３２０－Ｔ０５－
２を、この実施例及び次の実施例においてＦＭ－４として表す。そして、Ｔａｎｇｅｒｄ
ｉｎｇの整理番号、ＦＦ　１８０－Ｔ０５　ＮＰ－０２５６／２を、この実施例及び次の
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びＦＭ－５の組成が表２に示される。また、エアーレイドフイルタ媒体のＦＭ－３、ＦＭ
－４及びＦＭ－５に関する、坪量、二つの異なる圧力における厚み、二つの圧力間で圧縮
される厚みの比、算出されたＸＹポアサイズ及び透過性が表２に示される。
【０１１４】
【表２】

【０１１５】
　実施例３
　上記の実施例から得られたフイルタ媒体は、矩形シート２１．６ｃｍ×１４．５ｃｍに
カットされた。フイルタ要素を形成するために、そのシートを層状にした。図１－４で表
されているように、両側の穿孔支持体を有するハウジングにフイルタ要素を取り囲んだ。
ハウジング、支持体及びフイルタ 要素は、共にフイルタ構造物を形成する。フイルタ構
造物は、表３に示されるように、複数層のフイルタ媒体を用いて構成された。図１で表さ
れるように、金属メッシュがダイヤモンドパターンに拡張されながら、媒体は下流側の後
方に配置された。媒体は、上流側の穿孔支持体とフイルタ構造物の下流端部との間で、３
．４ｃｍまで圧縮された。
【０１１６】
　制御フイルタ構造物、ＦＳｔｒ－ＣＴＲＬは、試験において、下記実施例４のＦＳｔｒ
－１、－２及び－３に対する比較例として入手された。ＦＳｔｒ－ＣＴＲＬは、ディーゼ
ルエンジンの利用のために市販されているフイルタであり、ＭＮ（ミネソタ州）、Ｍｉｎ
ｎｅａｐｏｌｉｓのＤｏｎａｌｄｓｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ, ＩＮＣ．からＰａｒｔ　Ｎｏ
．ＳＯ４００２９として入手可能である。
【０１１７】
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【表３】

【０１１８】
　フイルタ要素構成物に関して更に詳細に述べると、図１は、下流側部１２と穿孔支持体
１３を備えてそれらの中を通して層１４が目視可能であるハウジング１１を有するフイル
タ構造物１０であって充分に構成されたものを示す。図２は、上流側部１５を備えて、そ
の中を通して上流側のフイルタ媒体１６の層が目視可能であるハウジング１１を有するフ
イルタ構造物１０を示す。図３は、図２のクローズアップ図であって、より詳細なフイル
タ構造物１０及びハウジング１１に関して、上流側部１５及び上流のフイルタ媒体１６を
示す。図４は、フイルタ構造物１０の側面図であって、ハウジング１１と、ハウジング１
１の内部のフイルタ要素１８を固定するタブ－スロット手段１７とを示す。
【０１１９】
　図５は、図１－４に示されたフイルタ構造物１０の分解図である。ハウジング１１の下
流側部１２を取り除き、穿孔支持体１３も同様に取り除いた。下流のフイルタ媒体１４は
露出されて、フイルタ要素１８の複数層もまた目視可能である。また、図４の１７として
示されたように、フイルタ要素を固定するタブ及びスロット手段の個々のタブ１７ａとス
ロット１７ｂも目視可能である。図６は、ハウジング１１及びフイルタ要素１８のクロー
ズアップ図である。層１８ａがクローズアップ状態で目視可能である。図７は、フイルタ
 構造物１０の第二の分解図である。ハウジング１１の下流側部１２を取り除き、同様に
穿孔支持体１３及び下流のフイルタ媒体１４を取り除いた。二つの層の上流のフイルタ媒
体１６と、図４の１７として示されたように、フイルタ要素を固定するタブ及びスロット
手段の個々のタブ１７ａとスロット１７とが目視可能である。
【０１２０】
　実施例４
　フイルタ構造物である、ＦＳｔｒ－１、ＦＳｔｒ－２、ＦＳｔｒ－３及びＦＳｔｒ－Ｃ
ＴＲＬについて、Ｔｈｅ　ＮｅｔｈｅｒｌａｎｄｓのＤＡＦ　Ｔｒｕｃｋｓ　Ｎ．Ｖ．か
ら入手したモデルナンバーＭＸ－ＵＳを有するディーゼルエンジンのクランクケース内の
標準的なフイルタハウジングにフイルタを配置することによって、クランクケース換気（
ＣＣＶ）試験を実施した。フイルタ構造物の全域にわたる圧力降下が、室温で２５０Ｌ／
ｍｉｎの条件で２３００～４２００Ｐａであることが確認されるまで、標準的な操作条件
でエンジンを稼動させた。このように、４２００ＰａでＦＳｔｒ－ＣＴＲＬを取り出し、
２３００ＰａでＦＳｔｒ－１を取り出し、２３００ＰａでＦＳｔｒ－２を取り出し、３２
００ＰａでＦＳｔｒ－３を取り出した。
【０１２１】
　取り出されたサンプルの液体オイルを一掃して、その後に、様々な個別の層について、
透過性の試験を実施した。透過性は、分当たりであって、フイルタ表面積の平方フィート
当たりの空気の立方フィート(ｃｆｍ／ｆｔ2)で測定された。層を取り出した方向は、下
流に動く要素の上流からであった。第一の４層が取り出され、その後、フイルタ全体に対
して以下に示される測定位置における一つの層が取り出された：１／８"、１／４"、３／
８"、１／２"、５／８"、３／４"及び７／８"。そして、最後の二層も取り出した。
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　試験のために取り出された各々の層を、オイルを取り除くためにヘキサンで洗浄し、そ
して、乾燥し、その後、それらの層について透過性の試験を行った。ＦＳｔｒ－ＣＴＲＬ
の試験結果を図８に示す。１２０．６ｍ／ｍｉｎ（４００ｃｆｍ／ｆｔ2）であるＦＭ－
１個別の層の初期の透過性と比較すると、このフイルタの第一の上流層は、１８．１ｍ／
ｍｉｎ（６０ｃｆｍ／ｆｔ2）の透過性を有する。次の幾つかの層は、非常に高い透過性
を有し、４５．２ｍ／ｍｉｎ（１５０ｃｆｍ／ｆｔ2）超の透過性を有する。層１２で、
透過性は、ほぼ９０．４ｍ／ｍｉｎ（３００ｃｆｍ／ｆｔ2）になる。このように、高圧
の圧力降下によるフイルタ破損は、実際のところ、主として第一の幾つかの層に因ること
が大きいことが観察される。これらの層は、クランクケースに存在する大きなススの負荷
を捕捉して、すぐに目詰まりとなる。
【０１２３】
　ＦＳｔｒ－ＣＴＲＬの代わりに、ＦＳｔｒ－１、ＦＳｔｒ－２及びＦＳｔｒ－３を用い
た、同様なテストの結果を表４と図９に示す。このテストにおいて、三つのセットの層の
濾過効果を検討するためにそれらの結果を別個独立に表す。このように、ＦＭ－１又はＦ
Ｍ－２層の透過性が高い状態であるならば、クランクケースの気流がＦＭ－１層に到達す
る前に、エアーレイド媒体ＦＭ－３、ＦＭ－４、ＦＭ－４又はＦＭ－５の層が、ススを効
果的に取り除く。ところで、低透過性のエアーレイド層が、高透過性のＦＭ－１及び／又
はＦＭ－２に伴ってしまうならば、その後、エアーレイド層がフイルタ構造物の最初の上
流部であまりにも多くのススを捕捉し、結果として、エアーレイドフイルタがＦＭ－１及
びＦＭ－２層を保護する良好な働きをするにしても、早い時期に、フイルタ全域にわたっ
て圧力降下が全体的に高くなることとなる。
【０１２４】
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【表４】

【０１２５】
　ＦＳｔｒ－１のＦＭ－３層が高透過性であることによって指し示されるように、フイル
タ媒体ＦＭ－３は、次層のＦＭ－２層を保護しない。そして、一方では、低透過性は第一
の幾つかの層のＦＭ－２、特には、第一層のＦＭ－２で発現することになる。透過性を軽
減することは媒体でススを捕らえる結果につながる。ＦＳｔｒ－２のフイルタ媒体ＦＭ－
４は過度な量のススを捕らえることによって非常に良好な働きをして、結果として、高透
過性を維持するようにＦＭ－２の層を保護しながらＦＭ－４層の透過性が低くなる。ＦＳ
ｔｒ－３のフイルタ媒体ＦＭ－５は、他方のフイルタ要素の中間に位置し、目詰まりする
ことなく、効果的にスス粒子を捕らえる。一方、同時に、ブローバイストリームによるオ
イル状のエアロゾルを濾過するために設計された下層のフイルタ媒体の目詰まりを防止す
ることとなる。
【０１２６】
　本発明は、特定の実施態様に関連して述べられるが、本発明は更なる変更例が可能であ
ることを理解されたい。そして、この適用は、さらに、この一般的には本発明の原理に基
づいた本発明の任意の変更、使用又改良に及ぶ意図であることを理解されたい。さらに、
本発明が関連する当該技術内容の範囲内で公知又は周知の実施を伴うような本開示から出
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発したもの、以上までで述べた本質的な特徴に適用されるような本開示から出発したもの
、及び添付された特許請求の範囲の内容の範囲内に従うような本開示から出発したものを
含む本発明の任意の変更、使用又改良に及ぶ意図であることも理解されたい。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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