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(57)【要約】
　本発明は、濾過媒体、その作製方法、前記濾過媒体の
使用および流体中の多種の汚染物質の含有量を前記濾過
媒体によって同時に低減させるための方法に関する。前
記濾過媒体は、以下：大部分の鉄ベース粉末と少量部の
銀粉末を含む混合物（Ａ）、鉄－銀粉末合金（Ｂ）、お
よび銀を含む多孔質で透過性の鉄ベース複合材（Ｃ）の
うちの少なくとも１種類からなるもの、または含むもの
である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体中の汚染物質の含有量を低減させるための濾過媒体であって、前記濾過媒体が、
　大部分のアトマイズされた、鉄ベース粉末若しくは鉄粉末と、少量部の銀粉末とを含む
混合物（Ａ）と、
　鉄－銀粉末合金（Ｂ）と、
　多孔質で透過性の銀含有鉄ベース複合材（Ｃ）
のうちの少なくとも１つから選択される形態の鉄と銀を含むものであり、
　前記汚染物質が、塩素含有化合物、硝酸塩、亜硝酸塩、重金属、毒性無機物質、毒性有
機化合物、微生物および／またはその組合せからなる群より選択されるものである、濾過
媒体。
【請求項２】
　混合物（Ａ）が、
　１０ｍｍ～１μｍの平均粒径を有し、少なくとも９０重量％のＦｅ含有量の鉄粉末を有
するアトマイズ鉄粉末と、
　少なくとも９９重量％の銀含有量を有する本質的に純粋な銀粉末粒子と
を含むものであり、
　前記混合物（Ａ）は０．０１～５％、好ましくは０．０５～１重量％のＡｇを含む、請
求項１に記載の濾過媒体。
【請求項３】
　混合物（Ａ）が９５～９９．９９重量％の鉄を含む、請求項２に記載の濾過媒体。
【請求項４】
　混合物（Ａ）が１０μｍ～１５０μｍの平均粒子径を有するアトマイズ鉄粉末を含むも
のであり、少なくとも９９重量％のＡｇ含有量を有する前記の本質的に純粋なＡｇ粉末粒
子が、組成物が前記混合物に対して０．２５重量％よりも多く１重量％以下のＡｇを含む
ことが確保される充分な量で存在している、請求項２又は３に記載の濾過媒体。
【請求項５】
　鉄－銀粉末合金（Ｂ）が、前記合金の０．０１～５％、好ましくは０．０５～１重量％
の銀を含み、アトマイズ鉄粉末粒子と銀粉末粒子との熱接合によって得られるものである
、請求項１に記載の濾過媒体。
【請求項６】
　鉄－銀粉末合金（Ｂ）が４０～１５０マイクロメートルの平均粒径を有するものであり
、
　鉄粒子が、１０μｍ～１５０μｍの平均粒子径を有し、少なくとも９０重量％のＦｅ含
有量の鉄粉末を有するアトマイズ鉄粉末であり、銀粒子が、少なくとも９９重量％のＡｇ
含有量を有する本質的に純粋なＡｇ粉末粒子であり、Ａｇの含有量が前記鉄－銀合金に対
して０．２５重量％よりも多く１重量％以下である、請求項５に記載の濾過媒体。
【請求項７】
　鉄－銀粉末合金（Ｂ）が、前記合金の０．０１～５％、好ましくは０．０５～１重量％
の銀を含むものであり、アトマイズ鉄粉末粒子と銀粉末粒子との熱合金化によって得られ
るものである、請求項１に記載の濾過媒体。
【請求項８】
　鉄－銀粉末合金（Ｂ）が４０～１５０マイクロメートルの平均粒径を有するものであり
、
　鉄粒子が、１０μｍ～１５０μｍの平均粒子径の大きさを有し、少なくとも９０重量％
のＦｅ含有量の鉄粉末を有するアトマイズ鉄粉末であり、銀粒子が、少なくとも９９重量
％のＡｇ含有量を有する本質的に純粋なＡｇ粉末粒子であり、Ａｇの含有量が前記鉄－銀
合金に対して０．１重量％よりも多く１重量％以下である、請求項７に記載の濾過媒体。
【請求項９】
　多孔質で透過性の銀含有鉄ベース複合材（Ｃ）が、大部分のアトマイズ鉄粉末と少量部
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の銀粉末を含む混合物（Ａ）を、圧密化、熱処理およびサイジングの１つ以上に供するこ
とによって得られるものである、請求項１に記載の濾過媒体。
【請求項１０】
　多孔質で透過性の銀含有鉄ベース複合材（Ｃ）が、鉄－銀粉末合金（Ｂ）を、圧密化、
熱処理およびサイジングの１つ以上に供することによって得られるものである、請求項１
に記載の濾過媒体。
【請求項１１】
　ａ）　大部分の鉄ベース粉末と少量部の銀粉末を含む混合物（Ａ）と、
　　　　鉄－銀合金（Ｂ）と、
　　　　多孔質で透過性の銀含有鉄ベース複合材（Ｃ）
のうちの少なくとも１つから選択される形態の鉄と銀を含む濾過媒体を準備する工程と、
　ｂ）　１種類以上の汚染流体を前記濾過媒体と接触させ、前記１種類以上の流体を精製
する工程と、
　ｃ）　任意選択で、精製された１種類以上の流体から前記濾過媒体を除去する工程と
を含む、流体中の汚染物質の含有量を低減させるための方法。
【請求項１２】
　汚染物質が、塩素含有化合物、硝酸塩、亜硝酸塩、重金属、毒性無機物質、毒性有機化
合物、微生物および／またはその組合せを含む群より選択されるものであり、工程ｂ）の
前記１種類以上の流体の精製が、前記流体中の汚染物質の少なくとも１種の含有量を低減
させることを含む、請求項１１に記載の流体中の汚染物質の含有量を低減させるための方
法。
【請求項１３】
　工程ｂ）において１種類以上の汚染流体を、前記濾過媒体中を通過させる、請求項１１
または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　大部分の鉄ベース粉末と少量部の銀粉末を含む混合物（Ａ）と、
　鉄－銀合金（Ｂ）と、
　多孔質で透過性の銀含有鉄ベース複合材（Ｃ）
のうちの少なくとも１つから選択される形態の鉄と銀を含む濾過媒体の製造方法であって
、
　混合物（Ａ）が、アトマイズ鉄粉末を純粋なＡｇ粉末粒子と混合することにより得られ
るものであり、
　鉄－銀合金（Ｂ）が、鉄ベース粉末粒子の銀粉末粒子での熱接合または熱合金化によっ
て得られるものであり、
　多孔質で透過性の銀含有鉄ベース複合材（Ｃ）が、大部分の鉄ベース粉末と少量部の銀
粉末を含む混合物（Ａ）または鉄－銀粉末合金（Ｂ）を、
　圧密化、熱処理およびサイジングの１つ以上の工程に供することにより得られるもので
ある、製造方法。
【請求項１５】
　流体、好ましくは流体を含む水、より好ましくは地下水、川の水、産業排水、都市排水
および／または地表水において、前記流体中の塩素含有化合物、硝酸塩、亜硝酸塩、重金
属、毒性無機物質、毒性有機化合物、微生物および／またはその組合せからなる群より選
択される汚染物質の含有量を低減させるための請求項１～１０のいずれか１項に記載の濾
過媒体の使用。
【請求項１６】
　１０ｍｍ～１μｍの平均粒径を有し、少なくとも９０重量％のＦｅ含有量の鉄粉末を有
するアトマイズ鉄粉末と、少なくとも９９％のＡｇ含有量および０．１～１２５マイクロ
メートル、好ましくは１～７５マイクロメートル、最も好ましくは３～４５マイクロメー
トルの粒径を有する純粋な銀粉末粒子とを混合する工程であって、前記混合物は０．０１
～５％、好ましくは０．０５～１重量％のＡｇを含む工程と、
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　前記混合物を熱接合プロセスに９５０Ｃ℃より下の温度、好ましくは５００～９５０℃
、最も好ましくは６００～９５０℃で５分～６００分の時間、還元雰囲気および／または
不活性雰囲気で供する工程と
を含む、流体中の汚染物質の含有量を低減させるための濾過媒体において使用するのに適
した微粒状の鉄－銀組成物の製造方法。
【請求項１７】
　１０ｍｍ～１μｍの平均粒径を有し、少なくとも９０重量％のＦｅ含有量の鉄粉末を有
するアトマイズ鉄粉末と、少なくとも９９％のＡｇ含有量および０．１～１２５マイクロ
メートル、好ましくは１～７５マイクロメートル、最も好ましくは３～６０マイクロメー
トルの粒径を有する純粋な銀粉末粒子を混合する工程であって、前記混合物は０．０１～
５％、好ましくは０．０５～１重量％のＡｇを含む工程と、
　前記混合物を熱合金化プロセスに９５０℃より上の温度、好ましくは９５０～１２５０
℃、最も好ましくは９５０～１２００℃で５分～６００分の時間、還元雰囲気および／ま
たは不活性雰囲気で供する工程と
を含む、流体中の汚染物質の含有量を低減させるための濾過媒体において使用するのに適
した微粒状の鉄－銀組成物の製造方法。
【請求項１８】
　少なくとも９９％のＡｇ含有量および０．１～１２５マイクロメートル、好ましくは１
～７５マイクロメートル、最も好ましくは３～６０マイクロメートルの粒径を有する銀粒
子が、１０ｍｍ～１μｍの平均粒径を有し、少なくとも９０重量％のＦｅ含有量の鉄粉末
を有するアトマイズ鉄粉末の表面に接合されている、流体中の汚染物質の含有量を低減さ
せるための濾過媒体において使用するのに適した微粒状の鉄－銀粉末。
【請求項１９】
　銀粒子が熱プロセスによってアトマイズ鉄粉末の表面に接合されている、請求項１８に
記載の微粒状の鉄－銀粉末。
【請求項２０】
　少なくとも９９％のＡｇ含有量および０．１～１２５マイクロメートル、好ましくは１
～７５マイクロメートル、最も好ましくは３～６０マイクロメートルの粒径を有する銀粒
子が、１０ｍｍ～１μｍ平均粒径を有し、少なくとも９０重量％のＦｅ含有量の鉄粉末を
有するアトマイズ鉄粉末の表面に熱合金化されている、流体中の汚染物質の含有量を低減
させるための濾過媒体において使用するのに適した微粒状の鉄－銀粉末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、濾過媒体、その製造方法、前記濾過媒体の使用、および流体中の多種の汚染
物質含有量を前記濾過媒体によって同時に低減させるための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　種々の水源中の毒性の無機／有機物質は、水が飲用水系に移送される前、または受容者
にリリースされる前に規制レベルを下回るように低減させなければならない。
　硝酸塩（ＮＯ３

－）は、農業活動が盛んに行なわれているエリアの地下水中に見られる
一般的な無機系汚染物質である。硝酸塩は、通常、農耕およびガーデニングにおいて植物
や低木に栄養分を与えるために使用される肥料に由来する。
【０００３】
　このような活動によって生じ得る他の汚染物質は、リン酸塩（ＰＯ４

３－）や微量の殺
虫剤（アトラジンなど）である。肥料の蓄積は、肥料が土壌中に移行し、地下水系を汚染
し得るので問題がある。浅層水の井戸と深層水の井戸のどちらも影響され得る。
【０００４】
　毒性の金属、例えば、ヒ素（Ａｓ）、クロム（Ｃｒ）、その酸化状態が＋６のもの（Ｃ
ｒＶＩ）は非常に有害であると考えられており、鉛（Ｐｂ）、水銀（Ｈｇ）、カドミウム
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（Ｃｄ）、セレン（Ｓｅ）などや、塩素化炭化水素や他の有機物質（場合によっては全有
機体炭素（ＴＯＣ）として測定されるもの）のような他の物質は、天然起源、産業活動、
又は農耕活動のいずれからも生じる。
【０００５】
　水中に存在し得る他の型の汚染物質はバクテリアなどの微生物である。
【０００６】
　バクテリアを死滅させるための慣用的な方法は、塩素含有化学物質を消毒のために水に
添加する塩素処理プロセスの使用である。塩素は非常に効率的な消毒剤であるが、このプ
ロセスに伴う欠点の１つは、健康問題を引き起こし得るＣｌＯ－イオンなどの塩素化合物
が水中に残留することである。
【０００７】
　飲用水中の汚染物質が許容レベルに達するようにするため、いくつかの方法が現在使用
されている。
【０００８】
　逆浸透は、浸透作用のプロセスに基づいたものである。これは、膜の一方側から他方側
への水の選択的移動を伴うものである。
　また、この手法は非常にエネルギーを消費する。
【０００９】
　イオン交換法は、水をビーズ様球形樹脂物質（イオン交換樹脂）中に浸透させるもので
ある。水中のイオンが該ビーズに固定された他のイオンと交換される。微生物が該樹脂に
付着でき、急速なバクテリア増殖の培養培地を提供し、その後、パイロジェンの生成がも
たらされ得る。この手法は、初期の設備投資は少ないが、長期間の維持費が高い。
【００１０】
　上記の手法のうちの１つが、通常、水中に存在する１種類、場合によっては２種類の汚
染物質を標的化するために適用される。これは、連鎖プロセスにおいて、いくつかの手法
を次で相互に適用する必要がよくあることを意味する。効率を上げてコストを下げるため
には、いくつかの汚染物質から１つの単一工程で水を精製することが望ましい。しかしな
がら、今日では、同時に多種の汚染物質から水を効果的に精製できる市場で入手可能な製
品はほとんどない。
【００１１】
　米国特許公開公報第２００７／０２４１０６３号には、鉄、炭素および酸素を含む鉄粉
末顆粒を有する揮発性有機化合物で汚染された水の処理方法が記載されている。
【００１２】
　米国特許第５５３４１５４号には、汚染物質を含む溶液状態の水を、金属粒子と物理的
に混合された吸着性物質の粒子を含む処理物質の透過体中を通過させることにより、汚染
水を処理するための手順が記載されている。この特許に記載された鉄金属粒子は、一般的
に固体の顆粒形態の鉄の充填物である。この手順では負のＥｈ電圧が必要とされ、これに
は順に酸素の排除が必要とされる。
【００１３】
　米国特許第６８２７７５７号には、０．０５～１０μｍの非常に小さい平均粒径を有す
るマグネタイト－鉄ベース複合材が記載されている。
【００１４】
　欧州特許出願公開第１２７３３７１号には、鉄粉末粒子と無機化合物を含む媒体中のハ
ロゲン化炭化水素を脱ハロゲン化することにより、選択された媒体が修正されるように適
合された鉄粉末が記載されている。前記無機化合物は、非常に低い電気抵抗を有するもの
でなければならず、好ましくはＣａ、Ｔｉ、ＶおよびＣｒからなる群より選択される。前
記無機化合物は、各粒子の表面上の少なくとも一部分に存在していなければならない。
【００１５】
　国際公開第２００８／１２９５５１号には、炭素質物質、水不溶性の金属酸化物または
水酸化物、およびキトサンとイオン交換体の少なくとも一つを含む液状フィルター媒体が
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開示されている。
【００１６】
　米国特許第４６４２１９２号には、水を金属粒子の真鍮床中を通過させることにより、
無機塩素の濃度を低下させる方法が開示されている。この方法で示される硝酸塩の低減に
対する効果は不充分である。
【００１７】
　米国特許第６３０３０３９号には、少なくとも２種類の殺生性金属と少なくとも１種類
のキレート剤を含む配合物であって、数ヶ月以上にわたって溶解する配合物が開示されて
いる。
【００１８】
　国際公開第０３／０７６３４１号には、格納容器内に抗菌性処理媒体を備えており、該
処理媒体が遷移金属および遷移金属酸化物のうちの１種類以上を含むものである、水中で
のバクテリア増殖の防除のためのシステムが記載されている。
【００１９】
　米国特許第６２６１９８６号には、汚染物質の吸着と分解用の物品の製造方法および物
品そのものが示されている。少なくとも１種類の吸着剤を少なくとも１種類の汚染物質変
換剤と混合し、混合物を形成する。この混合物を圧密化し、多孔質で高度に透過性の物品
を形成する。ゼオライトまたは表面改質ゼオライト（ＳＭＺ）を吸着剤に加工処理し、鉄
粉末または鉄を銀などの他の金属と組み合わせて、汚染物質変換剤に加工処理する。該物
品を用いた水中のクロメートおよびペルクロロエチレンの低減が実証された。
【００２０】
　米国特許第６９４２８０７号には、水用フィルターデバイスおよび生水から重金属と有
機化合物を除去する方法が示されている。該デバイスは、サンドフィルターに直列に接続
された少なくとも１つの鉄製フィルターを備えている。
【００２１】
　米国特許出願公開第２００６／００２１９４６号には、汚染水溶液から毒性金属を除去
するための火山岩または人工レンガ由来の再利用鉱物の使用が開示されている。火山岩ま
たは人工レンガ由来の再利用鉱物は、ゼロ価の鉄、酸化状態の鉄誘導体および活性炭と組
み合わせてもよい。
【００２２】
　米国特許出願公開第２００９／０２１８２６６号には、殺生物特性を有する金属イオン
供給源と、該イオン供給源を固定化し、殺生物濃度のイオンの持続放出をもたらすマトリ
ックスとを備えたイオン送達システム（ＩＤＳ）が開示されている。この供給源は、金属
塩、金属粒子または微粒状金属合金であり得る。種々の金属と組み合わせた銀が開示され
ている。該金属または合金の粒径は５～２０００ｎｍ、好ましくは１０００ｎｍ未満、最
も好ましくは１００～３００ｎｍである。
【００２３】
　米国特許出願公開第２０１０／０１７６０４４号には、飲用水を処理するための炭素質
濾過媒体が提供される。一部の実施形態では、濾過媒体は銀を抗菌成分として含むもので
ある。
【００２４】
　国際公開第２０１０／０１９９３４号には、飲用水を粗砂の層に通して濾過すること、
および該飲用水を複合鉄マトリックスと接触させることを含む、飲用水からウイルスを除
去するための方法が示されている。該複合鉄マトリックスは、鉄、マンガン、セリウム、
炭素　リン、イオウ、アルミニウム　ケイ素、クロム、銅および亜鉛を含む成分を含むも
のである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　銀含有粉末は、銀の含有量が一定割合より多いとバクテリアを死滅させることができる
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が、硝酸塩の低減に対する効果は非常に小さいことが以前から知られている。また、鉄含
有粉末では僅かな量の硝酸塩が低減され得るにすぎないことも以前から知られている。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明の発明者らは、驚くべきことに、粉末形態の銀と鉄の組合せを使用すると、バク
テリア死滅能および硝酸塩と塩素の低減能の驚くべき向上が示される有意な相乗効果およ
び／または触媒効果を得られることを見つけた。したがって、このような組合せにより、
かなりの量の重金属、バクテリア、塩素および硝酸塩を同時に低減させることができる。
この相乗効果は、該組合せを鉄粉末と銀粉末の型の選択、銀の量の決定、および銀を含む
鉄ベース濾過媒体の調製方法によって最適化することにより得られる。
【００２７】
　また、本発明による濾過媒体は、亜硝酸塩や、Ａｓ、Ｃｒ、特に酸化状態＋６で最も安
定な状態を有するＣｒ、Ｐｂ、Ｈｇのような重金属や、毒性の有機および無機化合物のよ
うな他の汚染物質や、他の微生物またはその組合せを低減させるためにも使用され得る。
【００２８】
　本発明は、流体中の汚染物質の含有量を低減させるための濾過媒体であって、前記濾過
媒体が、大部分のアトマイズされた鉄ベース粉末または鉄粉末と少量部の銀粉末を含む混
合物（Ａ）と、鉄－銀粉末合金（Ｂ）と、多孔質で透過性の銀含有鉄ベース複合材（Ｃ）
のうちの少なくとも１つから選択される形態の鉄と銀を含むものであり、前記汚染物質が
、塩素含有化合物、硝酸塩、亜硝酸塩、重金属、毒性無機物質、毒性有機化合物、微生物
および／またはその組合せからなる群より選択されるものである濾過媒体に関する。また
、本発明は、
　ａ）大部分の鉄ベース粉末と少量部の銀粉末を含む混合物（Ａ）と、
　　　鉄－銀合金（Ｂ）と、
　　　多孔質で透過性の銀含有鉄ベース複合材（Ｃ）
のうちの少なくとも１つから選択される形態の鉄と銀を含む濾過媒体を準備する工程と、
　ｂ）１種類以上の汚染流体を該濾過媒体と接触させ、前記１種類以上の流体を精製する
工程と、
　ｃ）任意選択で、精製された１種類以上の流体から該濾過媒体を除去する工程と
を含む、流体中の汚染物質の含有量を低減させるための方法に関する。
【００２９】
　さらに、本発明は、
　大部分の鉄ベース粉末と少量部の銀粉末を含む混合物（Ａ）と、
　鉄－銀合金（Ｂ）と、
　多孔質で透過性の銀含有鉄ベース複合材（Ｃ）
のうちの少なくとも１つから選択される形態の鉄と銀を含む濾過媒体の作製方法であって
、
　混合物（Ａ）が、アトマイズ鉄粉末を少なくとも本質的に純粋なＡｇ粉末粒子と混合す
ることにより得られるものであり、
　鉄－銀合金（Ｂ）が、鉄ベース粉末粒子の銀粉末粒子での熱接合および／または熱合金
化によって得られるものであり、
　多孔質で透過性の銀含有鉄ベース複合材（Ｃ）が、大部分の鉄ベース粉末と少量部の銀
粉末を含む混合物（Ａ）または鉄－銀粉末合金（Ｂ）を、以下の工程：圧密化、熱処理お
よびサイジングの１つ以上に供することにより得られるものである、
方法に関する。
【００３０】
　また、本発明は、流体、好ましくは、流体を含む水、より好ましくは、地下水、川の水
、産業排水、都市排水、医療排水および／または地表水において、該流体中の塩素含有化
合物、硝酸塩、亜硝酸塩、重金属、毒性無機物質、毒性有機化合物、微生物および／また
はその組合せからなる群より選択される汚染物質の含有量を低減させるための濾過媒体の
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使用に関する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、本発明による濾過媒体の性能を評価するために使用したカラム試験の概
略図を示す。
【図２】図２は、１００％＜６０ｕｍである純粋な銀粉末の一例を示す。
【図３】図３は、鉄粒子表面に対する銀粒子の熱接合および熱合金化の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　銀粒子、鉄または鉄ベース粒子、または諸粒子は、粒径または平均粒径によって特性評
価され得る。これとの関連において、平均粒径は、５０重量％が平均粒径より大きい粒径
を有し、５０重量％が平均粒径より小さい粒径を有することを意味する。
【００３３】
　銀粒子は、９９％より高い純度を有するものであり得、固体の球形粒子形状および０．
１～１２５μｍ、好ましくは１～７５μｍ、最も好ましくは１～６０μｍ（３～６０μｍ
など）の粒径を有するものであり得る。
【００３４】
　混合物（Ａ）
　本発明の一実施形態において、汚染流体の処理のための濾過媒体は、大部分の鉄ベース
粉末と少量部の銀粉末を含む混合物（Ａ）からなるもの、又は該混合物を含むものである
。この混合物は、該混合物の０．０１～５％、好ましくは０．０５～１重量％の銀を含む
ことを特徴とする。
【００３５】
　混合物（Ａ）は、典型的には、鉄ベース粉末粒子を銀粉末粒子と混合機内で、銀粒子が
該混合物全体に均一に分散されるまで混合することにより製造される。混合は、通常の混
合機、例えば、Ｚ－ブレードミキサー、コーンミキサー、リボンミキサーまたはハイスピ
ードミキサー内で、０．５分～８時間、好ましくは１分～５時間または３０分～３時間の
時間で行なわれ得る。
【００３６】
　使用される鉄ベース粉末粒子は、溶融鉄のアトマイズ処理、すなわち、溶融鉄のガスア
トマイズ処理および／または水アトマイズ処理により直接生成される。前記製造法は、現
代の当業界における最も一般的な粉末製造プロセスであるが、本発明による鉄ベース粉末
粒子は、上記のプロセスのものと同様の粒子が得られる他の製造プロセスから生成され得
る。
【００３７】
　一般に、アトマイズ粉末粒子は、化学的還元によって製造される粒子より少ない内部多
孔度を含む。また、粒子の形態構造およびサイズは製造プロセスに左右される。このよう
な違いにより、アトマイズ粒子は、多くの場合、化学的還元粒子よりも高い見かけ密度、
例えば、２．５ｇ／ｃｍ３より大きいか、または大抵は２．８ｇ／ｃｍ３より大きい見か
け密度を有する。
【００３８】
　Ｈ２還元で製造される鉄ベース粉末は、通常、２．０ｇ／ｃｍ３未満または１．８ｇ／
ｃｍ３未満などの小さい見かけ密度を有する。
【００３９】
　ＣＯ還元で作製される鉄ベース粉末は、通常、上記の両者の中間、例えば、１．８～２
．８ｇ／ｃｍ３または２．０～２．５ｇ／ｃｍ３の見かけ密度を有する。
【００４０】
　また、同様の様式で比表面積（ＢＥＴ）に関しても違いがある。アトマイズ粉末は０．
１ｍ２／ｇ未満などの小さい表面積を有し、ＣＯ還元粉末は一般的に０．１～０．１８ｍ
２／ｇの表面積を有し、Ｈ２還元粉末は一般的に０．１８ｍ２／ｇより大きい表面積を有
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する。
【００４１】
　粉末粒子の形態、密度、多孔度、表面積などの違いは、本発明によるフィルター媒体の
性能に影響を及ぼし、（簡単にする目的で）本出願における製造ルートを特定することに
より言及している。しかしながら、フィルター媒体の性質に影響を及ぼすのは粒子特性で
あって製造ルートでないことに注目することは重要である。したがって、上記のものと同
様の特性を有する鉄ベース粉末粒子が得られる任意の他の手法が本出願の実施形態に包含
されることを理解されたい。
【００４２】
　また、他の型の粒子、例えば、活性炭、活性アルミナおよびゼオライト、銅粉末を混合
前に添加し、生成物の汚染物質低減特性を向上させてもよい。前記他の型の粒子の添加量
は、該混合物の０．０１～１０％、好ましくは０．０５～８％、より好ましくは０．１０
～５重量％であるのがよい。
【００４３】
　鉄ベース粉末は、９０％以上、例えば９５％以上のＦｅ含有量を有するものであり得る
。鉄ベース粉末の平均粒径は１μｍ～１０ｍｍ、例えば２０μｍ～５ｍｍ（４５μｍ～２
ｍｍなど）であり得るが、これらの粒径に限定されると解釈すべきでない。さらに、最大
２％の鉄ベース粒子が８５０μｍより大きいものであり得、最大３０重量％の鉄ベース粒
子が４５μｍより小さいものであり得る、例えば、最大２％が２１２μｍより大きいもの
であり得、最大３０％が４５μｍより小さいものであり得る。
　驚くべきことに、特定の型の銀粒子とアトマイズ鉄ベース粉末粒子との組合せでのみ、
フィルター媒体が所望の特性および性能となることが示された。この要件を満たすために
は、銀粒子は、９９％より高い純度を有するものであり得、固体の球形粒子形状で、０．
１～１２５μｍ、好ましくは１～７５μｍ、最も好ましくは１～６０μｍ（３～６０μｍ
など）の粒径を有するものであり得るが、このような粒子範囲に限定されると解釈すべき
でない。流体中の汚染物質を低減させるための既知の方法および銀粒子を含む製品とは対
照的に、本発明に従って使用される銀粒子は、遥かに大型のサイズを有するものであり、
ナノ粒子とみなされ得るもの、またはナノ粒子と定義され得るものではない。この事実は
、種々の受容者に対する銀ナノ粒子の飛散に関するマイナス面が除かれ得るため非常に重
要である。
【００４４】
　図２は、３～６０μｍの粒径を有する銀粉末の粒子の形態構造を示す。
【００４５】
　一実施形態では、９５重量％より多く、好ましくは９９重量％より多くの鉄含有量を有
する鉄ベース粉末をＦｅ－Ａｇ合金と混合する。ここで、前記Ｆｅ－Ａｇ合金は、鉄粒子
に熱接合または熱合金化されたＡｇ粒子からなり、前記Ｆｅ－Ａｇ合金は０．０１～５重
量％の銀を含む。
【００４６】
　本発明の一実施形態において、濾過媒体は混合物（Ａ）を含むものであり、該混合物は
、
　１）１０ｍｍ～１μｍの平均粒径を有し、少なくとも９０重量％のＦｅ含有量の鉄粉末
を有するアトマイズ鉄粉末と、少なくとも９９重量％の銀含有量を有する本質的に純粋な
Ａｇ粉末粒子とを含むものであり、混合物（Ａ）は０．０１～５重量％のＡｇを含む。
【００４７】
　鉄－銀粉末合金（Ｂ）
　本発明の一実施形態において、濾過媒体は、鉄－銀粉末合金（１種類または複数種）か
らなるもの、または含むものである。
【００４８】
　本発明による鉄－銀粉末合金（１種類または複数種）は、１０ｍｍ～１μｍ、好ましく
は５ｍｍ～２０μｍ、最も好ましくは２ｍｍ～４５μｍの粒径範囲を有するものであり得
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るが、これらの粒径に限定されると解釈すべきでない。鉄－銀粉末合金（１種類または複
数種）は、（Ａ）による銀と鉄粉末から得られ得る。
【００４９】
　一実施形態において、鉄－銀合金は熱接合および／または熱合金化によって製造され、
この場合、銀粒子は鉄ベース粒子の表面に接合および／または合金化される。この実施形
態の合金中の銀の量は０．０１～５％である。前記鉄ベース粒子は、溶融鉄のアトマイズ
処理、すなわち、溶融鉄のガスアトマイズ処理または水アトマイズ処理により直接生成さ
れる。拡散接合プロセスに使用される銀粒子は純粋なＡｇから生成される。
【００５０】
　これとの関連において、用語「熱接合」は、９５０℃より下、好ましくは５００～９５
０℃、最も好ましくは６００～９５０℃で銀粒子を鉄ベース粒子の表面に単に接合させる
ことを意味する。用語「熱合金化」は、９５０℃より上、好ましくは９５０～１２５０℃
、最も好ましくは９５０～１２００℃で銀粒子を鉄ベース粒子の表面に堅固に合金化させ
ることを意味する。図３は、鉄粒子表面に対する銀粒子の熱接合および熱合金化の模式図
を示す。
【００５１】
　択一的な実施形態では、銀粒子を鉄粉末の表面にバインダーによって接合させる。
【００５２】
　銀を含む多孔質で透過性の鉄ベース複合材（Ｃ）
　本発明の一実施形態において、汚染流体の処理のための濾過媒体は、銀を含む多孔質で
透過性の鉄ベース複合材からなるもの、または含むものである。
【００５３】
　前記複合材は、鉄－銀合金（Ｂ）または鉄ベース粉末－銀含有混合物（Ａ）を一般的な
粉末　冶金技術に供することにより、種々の形態、例えば、チップ、フレーク、ブロック
またはペレットに製造され得る。
【００５４】
　「透過性の」という文言の使用は、本明細書における場合、複合材または鉄ベース粉末
体が、特に液体またはガスが透過または浸透するように構築されていると解釈される。
【００５５】
　「多孔質の」という文言の使用は、本明細書における場合、複合材または鉄粉末または
物体が、ガスまたは液体が細孔または隙間を通過可能なように構築されていると解釈され
る。
【００５６】
　したがって、本発明による銀を含む多孔質で透過性の鉄ベース複合材（Ｃ）は、該複合
材の細孔および空洞内に存在する銀含有粒子を含むものであってもよい。
【００５７】
　鉄ベース粉末混合物（Ａ）または鉄－銀合金（Ｂ）は圧密化および／または熱処理に供
され、任意選択で、その後にサイジングに供され、銀を含む多孔質で透過性の鉄ベース複
合材が製造され得る。
【００５８】
　圧密化は、通常、約７．０ｇ／ｃｍ３または７．０ｇ／ｃｍ３未満の圧密化密度が得ら
れるように１０００ＭＰａより低い、好ましくは６００ＭＰａより低い圧力（例えば、１
０～１０００ＭＰａまたは２０～６００ＭＰａ）で行ない、所望の形状、例えば、ブロッ
ク、顆粒またはペレットを形成する。好ましくは、圧密化密度は、使用される鉄ベース粉
末の型にもよるが、２．５～７．０ｇ／ｃｍ３、好ましくは４～６ｇ／ｃｍ３である。
【００５９】
　熱処理は、通常、使用される物質（Ａ）または（Ｂ）の型にもよるが、還元雰囲気また
は不活性雰囲気中で１２００℃より下、１０００℃より下または８００℃より下の温度を
伴うものである。熱処理温度は、通常、３００℃より上、好ましくは４００℃より上であ
る。対象温度範囲は、特に、３００～１２００℃、４００～１２００℃、３００～１００
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０℃、４００～１０００℃、３００～８００℃、４００～８００℃、３００～７００℃、
４００～７００℃、３００～６００℃、４００～６００℃、３００～５００℃および４０
０～５００℃である。
【００６０】
　サイジング(ｓｉｚｉｎｇ)または温和な磨砕が、通常、熱処理および／または圧密化後
に行なわれ、１０ｍｍ～１０μｍ、好ましくは５ｍｍ～２０μｍ、最も好ましくは２ｍｍ
～４５μｍの粒径がもたらされる任意の適当な設備にて行なわれる。
【００６１】
濾過媒体の使用
　また、本発明は、流体を、濾過媒体中を通過させるかまたは濾過媒体と接触させる、同
時に多種の汚染物質からの汚染流体の処理のための濾過媒体の使用に関する。汚染流体は
、好ましくは液状形態である。前記流体は、流体を含む水、好ましくは、地下水、川の水
、産業排水、都市排水、医療排水および／または地表水であり得る。前記流体は、本発明
による精製処理後、飲用水として使用され得る。前記汚染物質は、塩素含有組成物、硝酸
塩、亜硝酸塩、重金属（Ａｓ、Ｐｂ、Ｈｇ、Ｃｄ、Ｓｅ、Ｃｒおよび六価Ｃｒなど）、他
の毒性無機物質、毒性有機化合物および／または微生物（バクテリアなど）；あるいはそ
の組合せからなる群より選択されるものであり得る。
【００６２】
流体中の多種の汚染物質の含有量を低減させるための方法
　また、本発明は、上記の鉄粉末ベースの銀含有混合物（Ａ）または鉄－銀合金（Ｂ）、
または透過性で多孔質の複合材（Ｃ）を得る工程、および１種以上の汚染流体を、前記合
金若しくは前記混合物若しくは前記複合材からなる又はこれらを含む濾過媒体中を通過さ
せるか、又は該濾過媒体と接触させて、多種の汚染物質の含有量を同時に低減させる工程
を含む、流体中の多種の汚染物質の含有量を低減させるための方法に関する。
【００６３】
　前記濾過媒体は、処理される流体の供給システムに接続された容器内部に配置できる。
【００６４】
　このような容器は、流体中の有害物質の含有量を低減させるための他の既知物質を内包
している別の容器に、連続的または平行に配置して接続してもよい。
【００６５】
　また、前記濾過媒体は水に添加して清浄化され、一定時間後に濾過媒体を除去するか、
或いはその水をデカンテーションしてもよく、その後精製水を使用することができる。
【００６６】
　本発明による濾過媒体は、好ましくは、ＢＥＴ（Ｂｒｕｎａｕｅｒ，Ｅｍｍｅｔｔ　ａ
ｎｄ　Ｔｅｌｌｅｒ，１９３８）によって測定したときに０．０５～５０ｍ２／ｇの比表
面積を有する。
【００６７】
　本発明による濾過媒体では、特定の型の銀粉末粒子と特定の型の鉄粉末粒子を組み合わ
せると、非常に驚くべき相乗効果が得られる。この相乗効果は、多種の汚染物質の除去、
特に、バクテリア、塩素および硝酸塩の除去に関する著しく高い効率によって明確である
。
【００６８】
　流体中の多種の汚染物質を同時に低減させるための本発明による方法に伴うさらなる利
点は、慣用的なイオン交換などの方法とは対照的に、この方法では有害廃棄物が生じない
ことである。
【００６９】
　本発明による濾過媒体は、実施形態に関係なく、１１～６８％、好ましくは２３～５０
％の範囲の多孔度で示される透過性を有するものであるのがよい。
【００７０】
　本発明の一実施形態は、本発明による濾過媒体を、飲用水の処理、排水（都市および産
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【００７１】
　生成する副生成物、すなわち、鉄－銀合金または鉄粉末ベースの銀含有混合物または多
孔質複合材を含む使用済濾過媒体は、他の産業において、例えば、鉄鋼業の原料として使
用され得る。
【００７２】
　好ましい実施形態において、流体中の多種の汚染物質の含有量を同時に低減させるため
の濾過媒体は、大部分の鉄ベース粉末と少量部の銀ベース粉末を含む混合物（Ａ）を含む
ものであり、前記混合物は、
　１０μｍ～１５０μｍの平均粒子径の大きさを有し、少なくとも９０重量％のＦｅ含有
量の鉄粉末を有するアトマイズ鉄粉末と、
　少なくとも９９重量％のＡｇ含有量を有し、組成物が該混合物の０．２５より多くから
１重量％までのＡｇを含むことが確保されるのに充分な量の本質的に純粋なＡｇ粉末粒子
とからなるものである。
【００７３】
　別の好ましい実施形態では、流体中の多種の汚染物質の含有量を同時に低減させるため
の濾過媒体は、鉄粒子表面に対する銀粒子の熱接合によって製造された４０～１５０マイ
クロメートルの平均粒径を有する鉄－銀粉末合金（Ｂ）を含むものである。
【００７４】
　鉄粒子は、１０μｍ～１５０μｍの平均粒子径の大きさを有し、少なくとも９０重量％
のＦｅ含有量の鉄粉末を有するアトマイズ鉄粉末であり、銀粒子は、少なくとも９９重量
％のＡｇ含有量を有する本質的に純粋なＡｇ粉末粒子である。Ａｇの含有量は、該鉄－銀
合金に対して０．２５重量％よりも多く１重量％以下である。
【００７５】
　別の好ましい実施形態では、流体中の多種の汚染物質の含有量を同時に低減させるため
の濾過媒体は、熱合金化（この場合、銀粒子は鉄粒子表面に合金化される）によって製造
された４０～１５０マイクロメートルの平均粒径を有する鉄－銀粉末合金（Ｂ）を含むも
のである。
【００７６】
　鉄粒子は、１０μｍ～１５０μｍの平均粒子径の大きさを有し、少なくとも９０重量％
のＦｅ含有量の鉄粉末を有するアトマイズ鉄粉末であり、銀粒子は、少なくとも９９重量
％のＡｇ含有量を有する本質的に純粋なＡｇ粉末粒子である。Ａｇの含有量は該鉄－銀合
金に対して０．１重量％よりも多く１重量％以下である。
【実施例】
【００７７】
　特性を示した表１による種々の粉末物質を以下の例で使用した。
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【表１】

【００７８】
見かけ密度（ＡＤ）：
　粉末が攪拌なしで疎性状態である場合の密度。これは、漏斗と計量カップからなるホー
ル流量計によって測定され、その粉末は、漏斗を通過してカップ内に流入する（ＡＳＴＭ
　Ｂ　２１２およびＡＳＴＭ　Ｂ　４１７）。
【００７９】
粒径分布（ＰＳＤ）：
　一連の漸減サイズ（漸増メッシュ）の各篩上に保持された粉末の重量パーセンテージで
示される粒径分布データ（ＡＳＴＭ　Ｂ　２１４）である。
【００８０】
粒子密度（ＰＤ）：
　粒子の単位容積（例えば、閉鎖細孔内部）あたりの粒子質量。これは、液体に粉末を添
加したときにみられる該液体の容積の増分を測定する比重瓶法によって測定する。
【００８１】
比表面積（ＳＳＡ）：
　ガス吸収（ＢＥＴ法）によって測定したときの、粉末の単位重量あたりの粉末の外表面
積である。
【００８２】
％Ｆｅおよび％Ａｇ：
　粉末中の鉄元素および銀元素の含有量。これは、誘導結合プラズマ質量分析（ＩＣＰ－
ＭＳ法）によって求められる。
【００８３】
試験方法
　水中の汚染物質の低減能力の評価には以下の解析方法および試験方法を本実施例で使用
した。
【００８４】
バクテリア（大腸菌試験）：
　０．５ｇで添加した銀粉末以外の１００ｇの粉末媒体を、標準的な病原性大腸菌を含む
２５０ｍｌの水に添加し、１０分間振盪することによって混合した。粉末媒体を沈降させ
た後、１００ｍｌの被処理水をバクテリア有無試験のために採取した。１パックの試薬（
ＩＤＥＸＸ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）を、滅菌された非蛍光性の槽内でこの水試料に
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添加し、振盪することによって混合し、３５℃で２４時間インキュベートした。その結果
は２４時間目に、試料の５インチ以内に６Ｗ、３６５ｎｍ　ＵＶ光を置くことによって読
み出しを行なった。黄色の場合、試験は陰性であった（バクテリアは存在しない）。青色
蛍光が観察された場合、大腸菌の存在が確認された（ＵＳＡ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｎｖ
ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｉｎｄｅｘ　６８５８５－２２－２）。
【００８５】
塩素の低減：
　０．５ｇで添加した銀粉末以外の１００ｇの粉末媒体を、約６％の次亜塩素酸ナトリウ
ムを有する漂白剤液の添加によって約５ｍｇ／ＬのＣｌＯ－を含めた２５０ｍｌの水に添
加した。この媒体と水は、３０分間の穏やかな攪拌によって混合した。生水と被処理水中
の塩素の量を、分光測光器（Ｈａｃｈ　ＤＲ５０００）によって測定し、塩素の低減パー
センテージを計算した。
【００８６】
硝酸塩の低減：
　０．５ｇで添加した銀粉末以外の１００ｇの粉末媒体を、約２０ｍｇ／Ｌ－Ｎ　硝酸塩
（Ｍａｒｔｉｎｓｂｅｒｇ，ＰＡ，ＵＳＡ）を含む２５０ｍｌの地下水に添加した。この
媒体と水は、穏やかに２４時間攪拌することにより混合した。生水と被処理水中の硝酸塩
の量を分光測光器（Ｈａｃｈ　ＤＲ５０００）によって測定し、硝酸塩の低減のパーセン
テージを計算した。
【００８７】
多種の汚染物質の低減効率（ＭＣＲＥ）：
　試験対象フィルター媒体の効率を比較するため、指数を下記の式：
　ＭＣＲＥ＝（バクテリアの低減％＋塩素の低減％＋硝酸塩の低減％）／３
（式中、バクテリアの低減％は０または１００のいずれかである）
に従って計算した。ＭＣＲＥは、多種の汚染物質の同時低減の効率を定量化することを意
図したものであり、％で示し、したがって、１００が最大レベルの効率である。
【００８８】
　実際には、ある汚染物質が別の汚染物質よりも除去することがより重要である場合があ
り得るため、この値は純粋に比較目的を意図したものである。
【００８９】
例１（比較例）
　参照例として、表１による粉末試料を、バクテリア、塩素および硝酸塩の低減能につい
て個々に試験した。試験は、先に記載した試験方法に従って行なった。表２は、使用した
粉末試料および結果を示す。
【表２】

【００９０】
　純粋な鉄粉末だけでは、バクテリアは死滅せず、硝酸塩除去の低減率は小さい（６～１
４％）が、塩素は大きく低減され得る（６８～１００％）。そのＭＣＲＥは２６～３８で
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ある。
【００９１】
　純粋な銀粉末だけでは、硝酸塩について低減はほとんどなく、塩素は一部低減され得る
が、驚くべきことに、本発明において選択した３つの等級の銀粉末において同様の粒子形
状を有する場合であっても、１００％＜６０ｕｍである銀粉末でのみ、バクテリアが完全
に死滅され得、そのＭＣＲＥは４８である。
【００９２】
　したがって、以下の例では、微細な銀粉末（１００％＜６０ｕｍ）を使用し、鉄に対す
る相乗効果および触媒効果を実証する。以下の例で使用した本発明による鉄粉末は、最大
２％が２１２μｍより大きく最大３０％が４５μｍ未満であるという粒径規格に従うアト
マイズ鉄粉末とした。
【００９３】
例２
　大部分の鉄ベース粉末と少量部の銀ベース粉末の混合物を調製した。参照例として、純
粋な還元粉末と純粋なアトマイズ粉末を使用した。混合物を、バクテリア、塩素および硝
酸塩に関するその除去効率について評価した。除去効率はＭＣＲＥとして計算した。混合
物は、該試験方法に従って評価した。
【表３】

【００９４】
　表３は、純粋な鉄粉末だけではバクテリアは死滅され得ず、硝酸塩の低減の効果はわず
かであることを示す。微細な銀粉末を純粋な鉄粉末に混合すると、バクテリア死滅、塩素
および硝酸塩の低減において、銀含有アトマイズ（ａｔｍｉｚｅｄ）粉末では、相乗効果
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および／または触媒効果がみられ得る。満足なバクテリア死滅効果を得るためには、銀の
含有量は＞０．２５重量％でなければならない。銀を０．５重量％で添加した場合、ＭＣ
ＲＥ値は６４である。性能が改善されないため、＞１重量％の銀含有量は、コスト効率が
よくないとみなされる。例えば、銀の含有量は、０．２５～０．５重量％などの０．２５
～１重量％であり得る。表３から、銀含有材料は純粋な鉄と比べて性能より良好であるこ
と、および銀と組み合わせたアトマイズ鉄は、銀と組み合わせたＨまたはＣＯ還元鉄と比
べて好ましい場合があり得ることは明らかである。
【００９５】
　しかしながら、銀含有Ｈ還元型およびＣＯ還元型の鉄粉末では、銀を１％で添加した場
合であっても相乗効果は観察されない。
例３
　本発明による熱接合鉄－銀合金粉末粒子を含む濾過媒体を使用した。合金粒子は、７５
％Ｈ２と２５％Ｎ２の雰囲気中で９００℃にて３０分間行なった熱接合プロセスによって
調製した。
【００９６】
　参照例として、純粋な還元粉末と純粋なアトマイズ粉末を使用した。合金粒子を、バク
テリア、塩素および硝酸塩に関するその除去効率について、該試験方法に従って評価した
。全体的な除去効率をＭＣＲＥとして計算した。
【表４】

【００９７】
　この表は、純粋な鉄粉末だけではバクテリアは死滅され得ず、硝酸塩の低減の効果はわ
ずかであることを示す。銀をアトマイズ鉄粉末に熱接合させると、鉄と同量の銀とのミッ
クスと比べてはるかに大きな相乗効果および／または触媒効果が得られ得る（表３）。Ｍ
ＣＲＥは、０．５％銀の添加により６４から８６まで増大する。満足なバクテリア死滅効
果を得るためには、銀の含有量は＞０．２５重量％でなければならない。例えば、銀の含
有量は、０．２５～０．５重量％などの０．２５～１重量％であり得る。
　しかしながら、銀をＨ還元型およびＣＯ還元型の鉄粉末に熱接合した場合では、かかる
有意な相乗効果および／または触媒効果は得られない。
【００９８】
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例４
　本発明による熱合金化鉄－銀粉末粒子を含む濾過媒体を調製した。合金粒子は、７５％
Ｈ２と２５％Ｎ２の雰囲気中で１１２０℃にて３０分間行なった熱合金化プロセスによっ
て調製した。参照例として、純粋な還元粉末と純粋なアトマイズ粉末を使用した。混合物
を、バクテリア、塩素および硝酸塩に関するその除去効率について該試験方法に従って評
価した。除去効率はＭＣＲＥとして計算した。
【表５】

【００９９】
　この表は、純粋な鉄粉末だけではバクテリアは死滅され得ず、硝酸塩の低減の効果はわ
ずかであることを示す。銀をアトマイズ鉄粉末に熱合金化すると、半量の銀の添加で、銀
熱接合鉄粉末と比べて同様の相乗効果および／または触媒効果が得られ得る（表４）。Ｍ
ＣＲＥは、鉄－銀ミックスで得られた６４から０．２５％の銀の熱合金化鉄粉末での８８
まで増大する。銀の含有量は、バクテリア死滅のためには、鉄－銀ミックスおよび銀熱接
合鉄粉末と比べて半分の量まで低減させることができるが、満足なバクテリア死滅効果を
得るためには＞０．１重量％でなければならない。例えば、銀の含有量は０．１～０．５
重量％などの０．１～１重量％であり得る。
　しかしながら、銀をＨ還元型およびＣＯ還元型の鉄粉末に熱合金化した場合では、この
ような有意な相乗効果および／または触媒効果は得られない。
【０１００】
例５
　天然に存在する水、マーティンズバーグ（ペンシルバニア州、米国）の地下水の試料を
使用した。表６は、この地下水試料の特性を示す。この試料に、病原性大腸菌、ヒ素　六
価クロム（Ｃｒ　ＶＩ）および塩素（５ｍｇ／ＬのＣｌＯ－（約６％の次亜塩素酸ナトリ
ウムを有する漂白剤液の添加によって））を混ぜた。表６は、この地下水試料の特性を示
す。
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【表６】

【０１０１】
　試験は、この水を、試験物質を有する図１に示したようなカラム内にポンプ輸送するこ
とにより行なった。空筒接触時間（ＥＢＣＴ）は３０分とした。流出液の水を一定時間後
の汚染物質に関して解析した。０時間目の汚染物質の含有量を、非処理水（流入液）中の
含有量に等しいとする。０．５％の銀を熱合金化したアトマイズ鉄粉末からなる１００ｇ
のフィルター媒体を使用した。
【０１０２】
　カラムに通した水（流出液）中の種々の汚染物質の種々の時間後の濃度を表７に示す。
【表７】

【０１０３】
　表７においてわかるように、本発明によるフィルター媒体は、この水中の多種の汚染物
質（この場合では、ヒ素、六価クロム、塩素、硝酸塩および病原性大腸菌）を効果的に除
去する。
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【図１】



(20) JP 2014-508036 A 2014.4.3

【図３】



(21) JP 2014-508036 A 2014.4.3

10

20

30

40

【国際調査報告】
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