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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高分子を溶媒に溶解させて高分子溶液を形成するステップと；
　静電界下で電極により前記高分子溶液から細繊維を電気紡糸するステップと；
　前記細繊維を基体層上に堆積させるステップと；
　少なくとも１つの溶媒と少なくとも１つの高分子を選択するステップを含み、前記細繊
維を生成するステップであって、１００ナノメートル未満の直径を有する繊維を生成する
ステップとを備え；
　前記少なくとも１つの溶媒を選択するステップは、前記高分子のための溶解剤を選択す
るステップと、制御剤を用いて前記高分子溶液の導電性および表面張力の少なくとも一方
を調整するステップとを含み、
　前記制御剤は、前記溶解剤と異なる溶媒であり；
　前記高分子はナイロンであり、前記少なくとも１つの溶媒は酸を含み、高分子対溶媒の
溶媒比は８乃至２０重量％に制御され、
　前記少なくとも１つの溶媒は、前記制御剤としての酢酸と前記溶解剤としての蟻酸との
組み合わせであり、
　前記少なくとも１つの溶媒は、蟻酸よりも酢酸の割合が大きい、
　濾過媒体の製造方法。
【請求項２】
　前記方法は：
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　前記高分子溶液を浸漬容器に収容するステップと；
　前記電極を前記高分子溶液に浸漬させ、前記基体層の幅方向にわたり前記電極からいく
つかの紡糸位置において繊維を放出するステップと；
　前記基体層を前記幅方向に対して横断するように進行させて、前記放出された繊維を収
集するステップとを備え；
　前記紡糸位置は、前記電極の縁部に沿って前記電極にまたがる直線配列内であり、
　前記直線配列は複数列の紡糸位置を含み、
　前記基体層を前記電極から１０２ｍｍ（４インチ）乃至２５４ｍｍ（１０インチ）離間
するステップと；
　前記静電界下の雰囲気の相対湿度を３０％乃至５０％に制御するステップとをさらに備
える；
　請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、例えば高分子溶液から繊維を静電紡糸することによって製造できる
高分子細繊維、同繊維に関わる方法、および／または同繊維を組み込んだ新しい濾過媒体
複合構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　収集電極と紡糸電極との間の電圧差により生じる電界を介して静電紡糸(electrostatic
 spinning)（「電気紡糸(electro-spinning)」としても知られる）により高分子溶液から
細繊維を製造することが知られている。例えば、米国特許第６，７４３，２７３号に示さ
れているように、高分子溶液は回転エミッタ形態の紡糸電極に圧送されるが、そこではポ
ンプ溶液がリザーバから圧送されて、エミッタの孔を強制的に通過させられる。通過する
と、グリッドとエミッタ間の静電電位により電荷が付与され、液体は薄く細い繊維として
「紡糸」され、基体上で効率層として収集される。このプロセスで、溶媒は細繊維から蒸
発し、それによりフライト中の繊維の直径が小さくなる。
【０００３】
　静電紡糸装置の別の例が特許公開ＵＳ２００６／０２９００３１号およびＷＯ２００６
／１３１０８１号に示されている。両出願に開示されている紡糸電極は、いくつかの異な
る形態を取り得る設計の回転ドラム体である。ドラムを、高分子溶液リザーバに浸漬する
ように配置し、収集媒体の経路に対して垂直な軸を中心に回転させる。ドラムを高分子溶
液を通して回転させることにより、帯電電極の紡糸表面は高分子溶液で被覆される。ドラ
ム体の様々な変形が両特許公開を通じて示されており、それらには、複数の先端を提供す
ることで細繊維が生成される個別の紡糸位置が設けられるものが含まれる。
【０００４】
　さらに、濾過媒体のためのより具体的な細繊維に関する米国特許公開第２００７／０１
６３２１７号があり、この出願は、本願と発明者が共通であるため、その全開示は、参照
により本明細書に組み込まれる。’２１７公報は、細繊維層と基体層との間に溶媒結合を
有する濾過媒体セルロース／ポリアミド複合物を提供する。この公報に開示されているよ
うに、セルロース／ポリアミド複合物は、高分子溶液を圧送して小さいノズルに強制通過
させ、十分な残留溶媒がある状態でセルロース基体材料上に堆積させて溶媒結合を提供す
ることで、基体と細繊維層との間の層間剥離を防止する。かかる層間剥離、すなわち細繊
維層の一部の喪失は、濾過特性を変化させてしまうので望ましくない。この公報における
実施例によれば、ポリアミドから製造された細繊維の繊維サイズは、公報に記載された方
法により１２０ナノメートル、３００ナノメートル、および７００ナノメートルで製造さ
れた。’２１７公報に開示されているポリアミドおよびセルロース濾過媒体複合材料は、
この公報に示された細孔サイズ分布ヒストグラムにより示されるように、特定の濾過特性
を提供する。本願および本発明は、従来技術の発展および進歩に関する。
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【発明の概要】
【０００５】
　本発明は、個々または組み合わせにより特許性を有する、主張可能ないくつかの態様が
あり、かかる態様には以下が含まれるが、それらに限定されるものではない。
【０００６】
　本発明の第１の態様は、透過性媒体の基体層と、基体層に担持される細繊維層であって
、細繊維層は、１００ナノメートル未満の直径を有する著しい量の繊維を含む、細繊維層
とを備える濾過媒体を対象とする。１００ナノメートル未満の直径を有する著しい量の繊
維とは、１００ナノメートル未満の直径を有する細繊維の百分位数、平均繊維径、および
／または中間繊維径などの異なる代替法において定量化可能である。
【０００７】
　好ましくは、基体層と細繊維層間に溶媒結合を提供することで、細繊維層の層間剥離を
、濾過用途での使用に対して十分に防止する。
【０００８】
　本発明の別の態様は、一つには細繊維層に由来する効率特性の改善を対象とする。本態
様によれば、濾過媒体は、透過性媒体の基体層と、基体層に担持される電気紡糸細繊維層
とを備え、基体層と細繊維層との組み合わせの効率は、他の層は別として、０．７５から
１．００マイクロメートルサイズの粒子に対しては少なくとも９０パーセントである。加
えて、これは、細繊維層と基体層との組み合わせを基体層単体と比較した場合、圧力低下
の差が１５パーセント未満（より好ましくは、それよりはるかに少ない）であることと同
時に達成される。
【０００９】
　本発明のさらに別の態様は、より制御された細孔サイズ分布に関する。詳細には、細孔
サイズ分布が制御された濾過媒体は、透過性媒体の基体層と、基体層に担持される電気紡
糸細繊維層とを備え、かかる層の組み合わせは、他の層がある場合それらは別として、６
マイクロメートルの分離範囲に対しては少なくとも５０パーセントの細孔サイズ分布を有
することができる。
【００１０】
　本発明の別の態様は、高分子を溶媒に溶解させて高分子溶液を形成するステップと、電
極から高分子溶液からの細繊維を電気紡糸するステップと、細繊維を基体層上に堆積させ
るステップと、少なくとも１つの高分子および少なくとも１つの溶媒の選択を含む紡糸パ
ラメータを制御して１００ナノメートル未満の直径を有する著しい量の細繊維を生成する
ステップとを含む、濾過媒体の形成方法を対象とする。
【００１１】
　さらなる態様では、表面張力および／または導電性制御剤と組み合わせて溶解剤が利用
される。例えば、溶媒の混合物（例えば、ナイロンについての酢酸および蟻酸の溶媒の組
み合わせなど）を利用して、より薄い繊維を形成することができる。
【００１２】
　本発明の他の態様、目的および利点は、添付図面を参照した、以下の詳細な説明からさ
らに明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　本明細書に組み込まれ、その一部を成す添付図面は、本発明のいくつかの態様を示し、
詳細な説明とともに、本発明の原理を説明するのに役立つ。図面は下記の通りである。
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態による濾過媒体の製造に用いることができる細繊維生成装置
の部分側立面略図である。
【００１５】
【図２】図１に示す装置の部分平面略図である。
【００１６】
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【図３】本発明の実施の形態に従う、図１に示す略図に組み込んで用いることができる、
複数の高分子溶液槽および電気紡糸電極、ならびにそれらを駆動するための適切な駆動機
構の等角図である。
【００１７】
【図４】図３に示す装置の一部拡大図である。
【００１８】
【図５】駆動ユニットの例をより良好に示す、図３に示す装置の一部の異なる拡大等角図
である。
【００１９】
【図６】図３に示す装置の個々のユニットの１つの拡大側面図である。
【００２０】
【図７】図３に示す電気紡糸セルまたはユニットの１つの断面図である。
【００２１】
【図８】動作中に個々のチェーンセグメントの各々の高分子溶液被覆から少なくとも２つ
の紡糸位置をどのように形成するのが典型的であるかを説明するために用いる、前述の図
面において用いられる無端チェーン電極の一部の近接説明図である。
【００２２】
【図９】本発明の代替の実施の形態によるサーペンタインベルト電気紡糸装置の斜視図で
ある。
【００２３】
【図１０】動作中にベルトを高分子溶液で濡らすためのニードル投与位置が単一の、無端
ベルトを駆動する２つのガイドホイールプーリを伴う本発明のさらに別の代替の実施の形
態を示す。
【００２４】
【図１１】ドナルドソン・カンパニー（Donaldson Company, Inc.）から市販されている
製品による細繊維および基体濾過媒体複合物を含む濾過媒体の、既知の従来例についての
細孔サイズ分布ヒストグラムである。
【００２５】
【図１２】既知の従来例の細繊維被覆の効果を示す、図１１で用いた媒体の濾過媒体基体
（国際規格ＥＮ－７７９によりサンプルをイソプロピルアルコールに浸漬することにより
細繊維層が除去されている）についての細孔サイズ分布ヒストグラムである。
【００２６】
【図１３】図１１および図１２についての無被覆媒体と被覆媒体との比較（細繊維層を有
する媒体の方が高効率）を提供する分別効率グラフデータを示す。
【００２７】
【図１４】本発明の実施の形態の実施例において基体濾過媒体として用いられる濾過媒体
基体（細繊維層が付加されていない）についての細孔サイズ分布ヒストグラムである。
【００２８】
【図１５】本発明の実施例および実施の形態に従って細繊維層が付加された濾過媒体基体
（図１４において用いたもの）を備える濾過媒体複合物の細孔サイズ分布ヒストグラムで
ある。
【００２９】
【図１６】図１４および図１５について用いた細繊維で被覆されていない媒体と細繊維で
被覆されている媒体との比較（細繊維層を有する媒体の方が高効率）を提供する分別効率
グラフデータを示す。
【００３０】
【図１７】本明細書における分別効率試験に用いたＩＳＯ試験用微粒ダストの塵埃粒子の
濃度を示すグラフ図である。
【００３１】
【図１８】ドナルドソン・カンパニーの既知の濾過媒体例（例えば、試験結果を図１１お
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よび図１３に示す媒体）の細繊維層を４０，０００倍に拡大して撮影した走査電子顕微鏡
画像であって、本発明との比較目的で、測定観察値を画像上に示している。
【００３２】
【図１９】本発明の実施の形態に従って製造された細繊維層例（例えば、試験結果を図１
５および図１６に示すもの）を４０，０００倍に拡大して撮影した走査電子顕微鏡画像で
あって、測定観察値を画像上に示している。
【００３３】
　本発明は、ある好ましい実施の形態と関連付けて説明されるが、それら実施の形態に限
定する意図はない。反対に、意図するところは、全ての代替物、変形、均等物を、添付の
特許請求の範囲に定義されているように、本発明の精神と範囲内に含まれるものとしてカ
バーすることである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本開示おいて、出願人は、まず、濾過媒体を製造するための好適な細繊維生成装置につ
いて開示し、次いで、かかる装置により実現できる新しい細繊維、濾過媒体、および方法
について説明する。系統立てて読み易くする目的で、セクションおよびサブセクションに
異なる標題を付した。まず、本発明の実施の形態に従って細繊維および濾過媒体を作製可
能な細繊維製造装置の実施の形態に着目する。
【００３５】
［細繊維製造装置］
【００３６】
　説明のために、本発明の実施の形態に従って細繊維および濾過媒体を製造する細繊維製
造装置の実施例を、濾過媒体製造システム１２の一部である細繊維製造装置１０としての
部分概略形態で、図１および図２に示す。製造システムは、アンワインド装置１６上に配
置した濾過媒体基体ロール１４の形態で示す細繊維収集媒体基体の交換式マスターロール
１４を含む。連続基体シート１８は、細繊維を収集するため濾過媒体基体ロール１４から
細繊維製造装置を通じて送られ、濾過媒体基体層２４および高効率細繊維層２６を有する
濾過媒体ロール２２上にリワインド装置２０により巻き取られる。マスター基体ロール１
４は、空になってから、必要に応じて新しい濾過媒体基体ロールに交換される。
【００３７】
　図示のように、媒体のシート１８は、概ね入口領域３２から出口領域３４まで細繊維製
造装置１０を通じて第１方向３０に沿って延びている。濾過媒体シートの両方の側部３６
は、自ずと第１方向３０に対して略平行に延びている。
【００３８】
　細繊維製造装置は、第１および第２電極間に生成される静電界を含む一方、細繊維が生
成される１つ以上の紡糸電極４０と、細繊維が静電界により提供される力を受けて引き寄
せられる収集電極４２とを含む。図示のように、通常は細繊維が収集電極４２上に堆積せ
ずに濾過媒体シート１８上に堆積するように、媒体シート１８を紡糸電極４０と収集電極
４２との間に延在させるのが普通である。収集電極４２は、好ましくは、スレッド収集位
置を最大数にするように相当な表面積を有する導電性多孔板である。多くの小孔４６を穿
孔板に形成することにより、蒸発した溶媒を施設外などの外部位置に排出するブロワ駆動
換気フードシステム４８を通じて、蒸発した溶媒を真空吸引（vacuum suction）すること
が容易になる。（概略的に示すように、収集電極４２は、換気フードシステム４８と同様
に、少なくとも媒体の幅に及ぶとともに、紡糸電極４０をひとまとめにした長さに及ぶ。
濾過媒体基体層は、収集電極４２に接触した状態で延在するとともに、重力に抗する吸引
圧力を受けて収集電極４２に支持されている。この支持配置は、図示のように平坦で平面
状であるのが好ましい。
【００３９】
　静電界を生成するため、高電圧源が設けられ、かかる高電圧源は、電極４０と４２の間
に１０，０００～１５０，０００ボルト以上（濾過媒体用細繊維の製造にとって、より好
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ましくは７５，０００～１２０，０００ボルト）のオーダーの高電圧差を発生させるよう
に、電極４０および４２の少なくとも一方に接続されるが、他の電圧範囲も可能である。
収集電極４２は、普通には単純に接地されるが、紡糸電極が接地電位に対して必ずしもか
かる高電位を有さなくてもよいように、電圧生成源により収集電極に対して接地電位以外
の電位を与えてもよい。いずれの場合も、電圧源は、静電界を通じて高分子溶液から細繊
維を紡糸するために十分な電圧差を第１および第２電極間に発生させるように配置される
。
【００４０】
　一実施の形態において、装置は単一紡糸電極４０を含む。例えば、図７の単一電極を用
いてそれ自体の装置を形成してもよい。その他の図に示すように、複数の紡糸電極４０を
入口領域３２と出口領域との間に設けることができる。１つ以上の紡糸電極を、ユニット
として個々の細繊維製造セル５０に組み込んでもよい。例えば、図１～図３に示すように
、入口領域と出口領域との間に複数の細繊維製造セル５０を配置することが可能である。
細繊維製造セル５０の各々は、電線５２を介して高電圧源４４に結合され、セルの各々は
、収集電極４２に対して同じ電位差を受ける。
【００４１】
　個々の製造セル５０のさらなる詳細について説明する。図７を参照すると、各セル５０
は、プラスチック製の有壁箱状の容器構造の形態であってもよい浸漬槽５４を含む。浸漬
槽５４の各壁５６は、高電圧源４４から槽５４に伝えられた電圧の不意の放電を防止する
ため、プラスチックなどの絶縁材料（ただし、使用予定の溶媒に対して可溶性がないプラ
スチックまたは他の絶縁材料）から構成される。浸漬槽５４は、細繊維の電気紡糸にとっ
て好適な溶媒と好適な高分子との高分子溶液５８を含む。
【００４２】
　プラスチック壁５６の１つには、壁５６の１つを貫通して延び、電線５２を介して高電
圧源４４に接続される金属の電気端子６０が装着されている。端子６０は、高分子溶液５
８と導通することにより、溶液を通じて電位を紡糸電極４０に伝えるために溶液を帯電さ
せる。
【００４３】
　加えて、高分子溶液を周期的に補充するため、一方向チェック弁を含む従来からのクイ
ック接続カップリング６２などの流体継手を壁５６の１つを貫通して装着することで、か
かる溶液のさらなる追加による高分子溶液の周期的な補充が可能になる。流体計量ユニッ
ト６４およびリザーバ６６を含み、槽に高分子溶液をさらに周期的に補充する流体補充シ
ステムを接続してもよい。制御弁または個々の計量ユニット（各ユニットを各セルの専用
とする）を設けることで、各セルにおける溶液を個々に制御してもよい。
【００４４】
　図示のように、紡糸電極４０は、ストランドの形態を呈してもよいし、実施の形態で示
すように、無端チェーン７０の形態をした無端ストランドであってもよい。無端チェーン
７０は金属製または他の導電材料製であるのが好ましく、それにより無端チェーン７０は
難なく導電性を呈し、かつ高分子溶液５８により、およびそれを通じて提供される電気的
導通により高電圧源４４との間で電気回路を構成する。図８に最良に示すように、無端チ
ェーン７０は、複数の個別セグメント７２を含むのが好ましい。個別セグメントの各々は
、間隙７４とスペーサセグメント７６とにより、隣接する別のセグメントから離間して接
続されている。本実施の形態において、セグメント７２はビード付チェーンを形成するビ
ードであり、各ビードは略球状のボール７８の形をとる。例えば、ステンレス鋼製のビー
ド付チェーンを紡糸電極とすることができる。
【００４５】
　無端チェーン７０は、浸漬槽５４の離間する対向両端にある可動ガイドホイール８２の
形態をとってもよい２つのガイド周りの無端経路８０に沿って装着される。ガイドホイー
ル８２は、図示のようにシーブ状構造であってもよく、金属、プラスチック、または他の
好適な材料で構成できる。ガイドホイール８２は、プラスチック材料の軸などの絶縁軸８
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４に回転可能に装着されることで、浸漬槽５４内の電位を絶縁する。軸８４は、浸漬槽５
４の壁５６に対して回転可能である。無端チェーン７０は、ガイドホイール８２に巻き回
され、高分子溶液５８から露出した直線紡糸経路８６を含む。紡糸経路８６は、収集電極
４２に最も近接して対面している。また、無端チェーン７０は、無端チェーンのセグメン
トを周期的に再生させる目的で、（すなわち、チェーンを高分子溶液に浸漬し、通過させ
ることにより）浸漬槽５４および高分子溶液５８を通して延びる直線戻し経路８８を有す
る。どの時点においても、チェーンの一部は溶液で再生されており、一部は電気紡糸のた
めに露出している。
【００４６】
　無端チェーン７０をガイドホイール８２周りの無端経路８０に沿って駆動するために、
出力軸９２上に回転出力部を有する回転モータ９０を備えた好適な駆動ユニットが設けら
れる。出力は、次いで、伝動装置を通じて伝達軸９４に伝達され、伝達軸９４により、チ
ェーンおよびスプロケット機構９６を介して電気絶縁駆動装置９８に伝達される。これら
の駆動装置９８は、永久磁石１０２を収容する、分離しているが近接して配置されたハウ
ジング１００（図６参照）を含み、ハウジング１００は、動作時にハウジング１００の一
方が回転すると、両ハウジング間の永久磁石１０２の散在した関係およびそれらの永久磁
石により生成される反発力または吸引力により他方のハウジング１００が回転するように
、図示のようなオフセット配置（磁石が互いの間に介在している）に構成されている。駆
動ハウジング１００の一方を、各浸漬槽セルのガイドホイール８２の少なくとも一方に装
着されることで、ガイドホイールは、無端チェーン７０を無端経路８０周りに駆動する駆
動ホイールを兼ねるようになっている。勿論、他の適切な駆動ユニットを設けて無端チェ
ーン７０を無端経路８０周りに駆動してもよい。
【００４７】
　図１、図２、および図７から分かるように、無端チェーン７０の直線紡糸経路８６部分
は、第１方向３０に対して好ましくは横断する（すなわち、垂直または対角もしくは斜め
などその他横方向のいずれかである）第２方向１０４に沿って移動するため、第１方向に
対して横断するように延在する。その結果、媒体のシートが入口領域３２から出口領域３
４まで第１方向３０に沿って移動するに従って、無端チェーン７０の個々のセグメント７
２が、対向する側部３６の間を基体シートを横切って第２方向に沿って移動する。
【００４８】
　加えて、図７に最良に示すように、個々のセグメント７２が直線紡糸経路８６の全体に
かけて一端から他端まで移動する際、収集電極４２および／または媒体シート１８からセ
グメント７２までを一定の離間距離１０６とすることが可能である。かかる一定の目標距
離には、細繊維の製造に大きく影響しない無端チェーンの弛みによる軽微なばらつきがあ
ってもよい。その結果、紡糸目標離間距離１０６は、厳密に制御可能で、回転ドラムアプ
リケーションでの場合のように幅広いばらつきが生じることはない。直線紡糸経路８６に
沿う無端チェーンの望ましくない弛みが存在する限り、経路に沿って中間ガイド支持体（
不図示）を設けることが可能で、かかる中間ガイド支持体によって、無端チェーン上の高
分子被覆を周期的に再生してもよい。かかる追加の中間支持装置は、はるかに長いスパン
にかけての電気紡糸を所望する場合に設けることができる。中間における再生は、高分子
溶液をニードルからチェーン上に圧送することにより、および／または、溶液をすくい上
げて無端チェーン上に送り込む搬送ホイールを通じて、実現することも可能である。いず
れの場合も、紡糸経路に沿う無端チェーンの弛みが軽微である限り、本発明および本明細
書に付帯する請求項の意味および文脈における文言上は、一定の離間間隔１０６を含むと
考えられ、紡糸経路８６に沿う移動については、本発明および本明細書に付帯する請求項
の文脈における文言上は、直線的であると考えられる。
【００４９】
　上記から明白であるように、直線紡糸経路８６および無端チェーン７０の移動方向は、
収集媒体シート１８の移動方向３０に対して横断している。好ましくは、および図示のよ
うに、この横断配置は垂直であるのが好ましいが、９０°以外の角度を含む他の横断配置
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を用いてもよいことは言うまでもない。従って、本明細書の文脈において、横断とは、垂
直を含むがそれを意味するのではなくより広い意味を有し、概ね収集媒体シート１８の対
向する側部３６の間の方向に略横方向に移動する電気紡糸生成のためのストランドも含む
ことを意図している。
【００５０】
　動作モードの実施の形態によれば、動作中、濾過媒体収集シート１８は、第１方向に沿
って連続的に進行するとともに、無端チェーン７０は、無端経路８０周りを連続的に移動
する。しかし、様々な目的のために所望される場合は、いずれも間欠動作とすることが可
能であることは言うまでもない。
【００５１】
　動作中、図７および図８に示すように、直線紡糸経路８６に沿う無端チェーン７０は、
少なくとも１列（図では２列）のアレイ状に直線配列された複数の紡糸位置１０８を含む
。紡糸位置は、間隙７４により隔てられ、かかる間隙７４は、本実施の形態の場合、紡糸
位置１０８が直線紡糸経路８６に沿って均等に離間されるように、均等に離間させた間隙
７４である。これは、球状ボール７８の構成では、細繊維１１０の形成のための２つの紡
糸位置１０８が生じるのが典型的であるからである。図示のように、紡糸位置１０８は、
球状ボール７８の対向側にあり、電気的反発力（例えば、帯電した紡糸スレッドは互いに
反発する傾向がある）により直線紡糸経路８６に対して垂直な横軸１１２に沿って離間さ
れている。従って、個々のセグメント７２の湾曲形状は、紡糸位置間を所望される間隔と
し、各個のセグメント当たり複数の紡糸位置を設けるのに有益であり、それにより、より
細い繊維を製造し、細繊維の製造の均一性を制御できる。しかし、紡糸位置を形成するた
めに鋭利な縁部またはセグメント化されていないストランドを提供するなど、他の構成と
してもよいことは言うまでもない。
【００５２】
　水を溶媒として用いる水溶性高分子の場合、装置を、覆っていない状態で用いてもよい
。しかし、開示の実施の形態は、浸漬槽の、さもなければ開放された端部１１８を実質的
に覆うように配置された中心カバー１１６を提供することにより、伝統的な浸漬システム
に対して顕著な利点を提供する顕著なオプションの好適な特長を有する。この配置によれ
ば、カバー周りで駆動される無端チェーン電極が、浸漬槽内に収容されカバーにより実質
的に浸漬槽に封じ込められた第１部分と、露出され細繊維を生成可能な第２部分とを含む
ことが分かる。カバー１１６は、図示のようにバネ電極の異なる部分の間に介在させ、電
極の浸漬を実質的に閉じ込めることが可能である。カバー１１６は、離間する両ガイドホ
イール８２間に実質的に延在し、本実施の形態では、ガイドホイールを受け入れるととも
に無端チェーン７０が通過できる開口を提供するガイドホイールスロット１２０を含んで
もよい。本実施の形態の場合、セル５０当たり２本の無端チェーン７０が含まれ、各無端
チェーン７０に２つのガイドホイール８２のみが提供されるため、合計で４つのスロット
１２０を設けることができる。他の支持装置が所望される、または必要とされる場合は、
追加のガイドホイールのための追加のスロットを設けてもよい。カバー１１６は、高分子
溶液が揮発性溶媒および／または水以外の溶媒を伴うときに特に有益である。例えば、特
定の溶媒材料は、水よりも早く蒸発し得るので、望ましい高分子対溶液比の維持がより困
難になる。カバー１１６により、いずれの瞬間においても外部に露出した溶媒の量が最小
化され、それにより溶媒ロスが最小化される。これは、材料の節約および環境的視点から
もより有益であろう。
【００５３】
　例えば、図１～図８の開示によるカバーを有する無端ビード付チェーンの実施の形態を
、カバーのない構成を有する市販装置、すなわち、チェコ共和国リベレツ州のエル－マル
コ，ｓ．ｒ．ｏ．（El-Marco, s.r.o.）から入手可能なＥｌ－Ｍａｒｃｏ　ＮＡＮＯＳＰ
ＩＤＥＲ型式ＮＳ－８Ａ １４５０の装置と比較したところ、１６時間の試験期間にわた
り顕著な溶媒の節約を示した。詳細には、蟻酸１／３および酢酸２／３の溶媒を用いるナ
イロン６などの１２％高分子溶液（高分子対溶液比）から高分子細繊維を紡糸する際、浸
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漬槽における溶液を１２％に維持するため、エル－マルコ装置の覆われていない浸漬槽に
おける局所的な高分子溶液の補充については、蒸発した溶媒のロスにより、大いに希釈さ
れた高分子溶液（より多くの溶媒を含む）を浸漬槽に補充することが要求された。具体的
には、エル－マルコ装置には、溶媒を多く含む補充溶液である２％溶液が必要であった。
一方、実施の形態では、溶媒の蒸発が少ないため、より多くの高分子を含む溶液である７
％補充溶液で１２％高分子溶液の維持が達成された。この比較では、装置のパラメータの
すべてが等しいわけではないことを述べておく（例えば、とりわけ、電極の構成および駆
動が異なり、収集媒体流量が異なり、本発明の実施の形態では、ドラム状電極の回転を収
容する必要がないため収集媒体の移動方向において浸漬槽をより薄くできることを考慮す
ると、浸漬槽の容器サイズがより小さい）。
【００５４】
　蒸発は大部分が利用可能な表面積（ならびに表面攪拌および空気流（例えば電極の浸漬
部の入口および出口領域周辺）など）に関することを考慮したとしても、溶媒の節約は、
主として、本明細書において開示されている槽および電極を覆う手法によるものである。
例えば、図１～図８の実施の形態では、高分子溶液の表面、および電極浸漬の入口と出口
位置（攪拌エリア）も実質的に覆われている。従って、他のパラメータは、蒸発ロスに対
して著しく影響しているようには見えない。比較した装置において、溶媒蒸発についての
節約は、６０％以上に達し得ると算出された。この利点の多くは、浸漬中の電極を覆った
こと、および高分子溶液を実質的に閉じ込めたことによるものと考えられる。従って、好
ましくは、十分な覆いを設けることにより、溶媒ロスを少なくとも２５％、より好ましく
は少なくとも５０％削減する。
【００５５】
　一実施の形態を実装する際、カバー１１６を浸漬槽５４の壁にねじなどで堅固に締結す
ることが可能である。カバーの構成および取付は、電極の構成に依存し得る。他の配置ま
たは他の種類の電気紡糸システムも可能である。好ましくは、カバーにより、高分子溶液
の溶媒からの蒸発が、無カバー電極紡糸装置と比較して少なくとも２５％、より好ましく
は少なくとも５０％削減される。例えば、上記実施例では、溶媒のおよそ３分の２の節約
が実証されている。
【００５６】
　さらに、図示の実施の形態は、セル５０の対向端に、カバー１１６の上方に延在する壁
延長部１２４に装着された端部カバー１２２を含み、端部カバー１２２は、無端チェーン
７０の対向端の上方に位置してガイドホイール８２の上方に配設される。端部カバー１２
２も、溶媒の蒸発を低減し、また、細繊維の製造スパンを制限するシュラウドとしての役
も担う。図示のように、対向端部カバーの内縁の間の端部カバースパン１２６は、対向す
る側部３６の間に定義された対応する媒体シート１８の幅とほぼ同じであり、好ましくは
媒体シート１８の幅よりも少し長い。細繊維製造装置１０を通じて延在し得る収集媒体シ
ート１８の異なる幅を収容するためスパン１２６を調整できるように、端部カバー１２２
は、調整可能であり、および／または、他のより長い端部カバーと相互交換可能であって
もよい。
【００５７】
　図９を参照して、本発明の代替の実施の形態を、多くの点において第１の実施の形態と
同様の細繊維製造装置１４０として示す。例えば、本実施の形態は、高分子溶液で濡らさ
れ収集媒体に対して一定間隔の紡糸位置を維持可能なストランドを同様に用いる。さらに
、本実施の形態は、紡糸電極を提供する無端経路周りに駆動される無端ストランドも含む
。従って、より際立った差違のいくつかについて詳細に説明する。
【００５８】
　本実施の形態において、細繊維製造装置は、複数のガイドホイール１４４周りの無端経
路で駆動される無端サーペンタインベルト１４２を含む。サーペンタインベルト１４２は
導電材料製であるのが好ましく、紡糸電極を提供するため図示のように連続的な無端金属
バンドの形態を呈してもよい。サーペンタインベルト１４２は、各々が複数の紡糸位置を
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提供する、隣接するガイドホイール１４４の間のいくつかの直線セグメント１４６を含む
。一般に、収集電極に最も近接して配設された縁部１４８が、紡糸位置を提供する。この
縁部１４８は、複数の個別の均等に離間する鋭利な縁部（不図示）を提供するため鋸歯状
とすることが可能であり、および／または、縁部１４８に沿って局所的な高分子溶液流体
リザーバを提供するためポケットその他を構成することができる。好ましくは、ガイドホ
イールは、ベルト１４２上の孔１５２および他の同様の位置決め構造に係合する歯または
他の位置決め構造を含み、一定の間隔が望ましい場合は、縁部を一定の間隔に維持するこ
とにより一定の離間距離１０６を維持する。
【００５９】
　サーペンタインベルト１４２は、電圧源により静電界を生成し、それにより紡糸電極と
しての役を担う。ベルト１４２に沿って高分子溶液を提供するため、本実施の形態は、サ
ーペンタインベルト１４２の縁部１４８に隣接して離間する制御オリフィス１５５を有す
る１つ以上のニードル１５４を含む濡れ供給システムを含む。加えて、ニードルは、リザ
ーバ１５８からの高分子溶液を配給するポンプ１５６により実現される加圧高分子溶液源
に、流体線路に沿って接続される。従って、ストランドの生成は、必ずしも浸漬により行
う必要はなく、代替として、本実施の形態に従って他の手段において濡らすことにより行
うことができる。加えて、本実施の形態は、浸漬槽において電極を浸漬させる能力も提供
可能である。例えば、サーペンタインベルトの柔軟な性質により、サーペンタインベルト
の各部分を、水平方向ではなく垂直方向に延在するように配置することが可能である。代
替として、収集媒体を水平方向ではなく垂直方向に延在するように配置した状態で、右手
部分を、高分子溶液を含む浸漬容器に浸漬させてもよい。
【００６０】
　図９の実施の形態に大きく類似する細繊維製造装置１６０である本発明の第３の実施の
形態を図１０に示す。従って、説明は限定する。本実施の形態は、同様に、ニードル制御
オリフィス、ポンプ、および高分子溶液リザーバを備える高分子供給システムを用いるこ
とが可能である。本実施の形態も、無端ストランドを用い、かかる無端ストランドは、本
実施の形態では、２つのプーリ１６４周りで駆動されるより単純な金属バンド１６２の形
態を呈する。繊維の生成は、収集媒体（不図示）に最も近接して配設されることを意図す
る縁部１６６から得ることができる。また、本実施の形態は、バンド１６２の両方の直線
セグメント１６８が繊維の製造のために配置され、高分子溶液に浸漬されないという点を
除き、第１の実施の形態に大きく類似する。セグメント１６８の各々を一定の距離に維持
する必要がないことに留意すべきである。例えば、収集媒体に対して異なる距離に配置さ
れた、異なる繊維生成紡糸電極ストランドを有し、異なる特性の異なる繊維を生成するこ
とが有益であるかもしれない。本実施の形態において、プーリ１６４は、シーブまたは他
の位置決め構造の形態を呈することで、収集媒体に対する縁部１６６の位置決めを維持し
てもよい。
【００６１】
　好適な装置を説明してきたので、ここに、上で開示したまたは他の装置により製造可能
な新しい濾過媒体、細繊維および方法について述べる。
【００６２】
［濾過媒体一般］
【００６３】
　液体流および気体流（例えば空気流）などの流体ストリームは、流体ストリームに含ま
れる望ましくない汚染物質であることが多い微粒子を運ぶことが多い。流体ストリームか
ら微粒子の一部またはすべてを除去するためフィルタが一般に用いられる。例えば、幅広
い用途で気体ストリームを濾過するために空気濾過システムが用いられる。かかるシステ
ムの例には、より一般的な空気濾過用途のいくつかを挙げると、燃焼機関吸気システム；
車両キャブ吸気システム；ＨＶＡＣ（暖房、換気、および空調）システム；クリーンルー
ム換気システム；フィルタバッグ、バリア布、織布を用いる種々の産業用途；発電システ
ム；ガスタービンシステム；および燃焼炉システムなどがある。同様に、液体濾過も幅広
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い用途に関わり、より一般的な濾過対象の液体のいくつかを挙げると、水、燃料、冷媒、
油、および作動流体などがある。
【００６４】
　濾過媒体には、典型的には、表面捕集媒体（障壁濾過としても知られる）および深さ媒
体の２種類がある。表面捕集媒体は、一般に、媒体の表面上の粒子を濾過ケーキと呼ばれ
ることもある薄層において捕らえる。フィルタケーキ層は、多くの場合、濾過媒体上の薄
皮として形成され、通常、比較的軽い機械力で剥離することが可能である。反転パルスア
プリケーションなどのいくつかのアプリケーションにおいて、フィルタケーキは、空気の
反転パルス噴射（または他の機械力の印加）により濾過媒体の表面から自動的に吹き飛ば
され、廃棄物レセプタクルにおいて収集される。多くの場合、フィルタは、濾過ケーキが
十分に蓄積した後に単純に交換される。他方、深さ媒体は、媒体の深さを通じて作用し、
粒子を媒体の「深さ」の内部に捕らえる。深さ媒体は、媒体が占める体積すなわち深さの
全体を通じて微粒子を捕集する。
【００６５】
　濾紙は、表面捕集媒体の広く知られる形態である。一般に、濾紙は、流体ストリームに
対して略横断するように配向されたセルロース繊維、合成繊維、および／または他の繊維
の厚いマットを備える。濾紙は、一般に、（１）流体流に対して透過性を有し、（２）特
定のサイズよりも大きい粒子の通過を妨害する十分に細かい細孔サイズを有し、（３）濾
過システムまたはアプリケーションの流体要件を満たすために十分な流体の通過を可能に
する適切な孔隙率を有する。流体が濾紙を通過する際、濾紙の上流側では拡散および妨害
作用が生じ、選択されたサイズの粒子が流体ストリームから捕集され、保持される。
【００６６】
　濾過媒体の１つの一般的なパラメータ特性には、濾過媒体の「効率」がある。効率とは
、微粒子を濾過せずに媒体を通過させてしまうのでなく、微粒子を捕らえる媒体の性質で
ある。別の一般的な特性には、伝統的にしばしば媒体の孔隙率に関連付けられてきた、媒
体にまたがる圧力低下である。圧力低下とは、濾過媒体が流体流に対してどれほど制限的
であるかに関する。典型的には、細孔サイズが大きいほど、流体流が大きくなるが、より
多くの微粒子を通過させてしまうことにもなる。その結果、多くの場合、効率は圧力低下
と相反する。詳細には、大量の微粒子を捕らえることが望ましいことが多い一方、かかる
高効率を提供するには媒体の制限、すなわち媒体にまたがる圧力低下を増加させるという
望ましくない作用が生じることが多かった。
【００６７】
　効率とは、初期効率、すなわち製造後であって微粒子を捕集する使用前の濾過媒体の効
率を意味し、それに言及することが多い。使用中、濾過媒体は、塵埃ケーキとして、およ
び／または、それ以外の方法で、媒体内に微粒子を捕らえ、回収する。これらの濾過除去
された微粒子は、媒体における大きい孔を塞ぎ、それによりさらに小さい粒子が通過する
ための孔を妨げ、それにより時間を経て媒体の効率を初期効率よりも大きい動作効率に増
加させてしまう。しかし、流体流経路を塞ぐことにより、かかる濾過除去された微粒子は
、また、流体の通路を無効化または部分的に目詰まりさせ、それにより媒体にまたがる圧
力低下を増加させ、流体流に対する制限を強めてしまう。
【００６８】
　通常、フィルタの耐用寿命は、フィルタにまたがる圧力低下により決定される。より多
くの粒子が流体流から濾過除去され、濾過媒体により捕らえられるに従って、濾過媒体の
流体流に対する制限は強まる。その結果、濾過媒体にまたがる圧力低下は高まる。最終的
に、媒体は制限が強すぎるものとなり、所与の用途の流体ニーズに対して不十分な流体流
となってしまう。フィルタ交換間隔は、かかる事態（例えば、流体流が不十分な状況に達
する前）に概ね一致するように算出されている。また、フィルタ交換間隔は、媒体にまた
がる圧力低下負荷を測定するセンサにより決定してもよい。
【００６９】
　フィルタ業界でしばしば用いられる濾過媒体のための１つの有用なパラメータは、ＡＳ
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ＨＲＡＥ規格５２．２による報告ＭＥＲＶ（最小効率報告値）特性である。これは、圧力
低下抵抗に対する効率の測定値を含む。一般に、ＭＥＲＶ値が高いほど濾過媒体のグレー
ドが高いとされ、より高価であるのが普通である。例えば、次表にＭＥＲＶ報告値要件を
記載する。
【００７０】
　表１－最小効率報告値（ＭＥＲＶ）パラメータ

【００７１】
　表面捕集濾過の場合、塵埃ケーキの形成に伴う１つの問題は、塵埃ケーキが速やかに蓄
積し、フィルタの耐用寿命に早くに達してしまう点である。そのため、濾紙は、多くの場
合、プリーツもしくは溝を設けるか、または他の同様の集積方法で構成することで、所与
の体積についての媒体量および媒体表面積を増加させる。このため、本発明の表面捕集の
実施の形態による細繊維被覆媒体は、典型的には、プリーツもしくは溝を設けるか、また
は他の好適な濾過要素構成方法により集積させることで、濾過容量を増加させる。
【００７２】
　プリーツを設けた形態など媒体表面を集積化することでフィルタ耐用寿命は増加するが
、かかる表面捕集フィルタ構成には限界がある。このような理由で（および破裂強度の問
題を考慮して）、表面捕集媒体は、主として、濾過媒体の通過速度が比較的低い（多くの
場合、毎分約３０フィート（毎分約９．１４４ｍ）以下、典型的には毎分約２０または１
０フィート（毎分約６．０９６ｍまたは毎分約３．０４８ｍ）以下）アプリケーションに
おいて用いられてきた。例えば、毎分１フィート（毎分０．３０５ｍ）前後の低流量アプ
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リケーションが存在する。本明細書において用いる用語「速度」とは、媒体を通過する平
均速度（すなわち、媒体面積当たりの流量）のことである。
【００７３】
　多くの濾過媒体アプリケーション、特に高流量のアプリケーションでは、深さ媒体が選
択される。典型的な深さ媒体は、比較的厚く絡み合った繊維材料のまとまりを備える。典
型的な従来の深さ媒体フィルタは、深く（入口から出口端までを測定）実質的に一定の密
度を有する媒体である。具体的には、深さ媒体の密度は、例えば媒体の装着などによる周
縁領域の圧縮および／または伸張により生じ得る軽微な密度の変動を除き、その厚さを通
じて実質的に一定である。媒体の密度が設計勾配によって変化する勾配密度深さ媒体配置
も知られている。異なる媒体密度、孔隙率、効率、および／または他の特性を有する、異
なる領域を、深さ媒体の深さおよび体積にわたり設けることができる。
【００７４】
　深さ媒体は、多くの場合、その孔隙率、密度、および固形物含有率により特徴付けられ
る。例えば、固形率５％の媒体とは、全体積の約５％が固形物（例えば繊維材料）であり
、残りは空気または他の流体が充填された空間である、ということを意味する。別の一般
に用いられる深さ媒体の特性には、繊維径がある。一般に、所与の％の固形率については
、繊維径が小さいほど効率的な濾過媒体となり、より小さい粒子を捕らえることが可能に
なる。細かい繊維は太い繊維よりも占める体積が少ないため、より多くの細かい繊維を、
全体的な固形率％を増加させることなく詰め込むことが可能である。
【００７５】
　深さ媒体は、実質的に体積または深さ全体を通じて微粒子を捕集するため、深さ媒体配
置は、フィルタの耐用寿命を通じて表面捕集システムと比較してより大きい重量および体
積の微粒子を捕集できる。しかし、通常、深さ媒体配置は、効率の点で欠点がある。かか
る高捕集容量を可能にするため、低固形率の媒体の使用を選択することがよくある。この
結果、細孔サイズが大きくなり、微粒子がより容易に通過できるようになる可能性がある
。勾配密度システムおよび／または表面捕集媒体層の追加により、効率特性を改善するこ
とが可能である。例えば、表面捕集媒体層を深さ媒体の下流端（または上流面および下流
面の間）などに組み合わせて配置することで、効率を増加させることが可能である。この
表面捕集媒体層は、ポリッシュ層と呼ばれることがある。
【００７６】
　少なくとも１９８０年代以来、深さ媒体および表面捕集媒体についての従来技術による
試みにより、高分子細繊維層を濾過媒体配置に用いることが試みられてきた。かかる細繊
維は、静電繊維製造（一般に「電気紡糸」として知られる）を通じて製造されるものが開
示されている。例えば、細繊維濾過媒体配置が、Ｂａｒｒｉｓ他の米国特許第４，６５０
，５０６号、Ｋａｈｌｂａｕｇｈ他の米国特許第５，６７２，３９９号、およびＣｈｕｎ
ｇ他の米国特許第６，７４３，２７３号に開示されている。本発明は、これらの特許文献
で開示されている濾過媒体配置の１つ以上および／または他のかかる好適な濾過媒体配置
に組み込んでもよいため、これらの特許文献の開示全体は、参照により本明細書に組み込
まれる。加えて、本明細書において開示されている改善は、これらの先行する特許で開示
されている濾過用途に適用可能であり、さらに、それらに開示されている高分子、溶媒、
他の作用剤、添加剤、および樹脂などを含む細繊維材料（改善されているとされるいずれ
の細繊維材料も含む）は、本発明の特定の実施の形態において用いてもよく、かかる場合
も本明細書により網羅されることを意図する。
【００７７】
　これらの上記記録のいくつかにより説明されているように、細繊維は、異なる高分子材
料および溶媒から作ることが可能である。それらの例には、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、
ポリオレフィン、ポリアセタール、ポリエステル、セルロースエーテルおよびエステル、
ポリアルキレンスルフィド、ポリアリーレンオキシド、ポリスルホン、改質ポリスルホン
重合体およびポリエチレン、ポリプロピレン、ポリビニルアルコール、各種ナイロン（ナ
イロン６、ナイロン６，６、および他のナイロンなどのポリアミド）、ＰＶＤＣ、ポリス
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チレン、ポリアクリロニトリル、ＰＭＭＡ、ＰＶＤＦが含まれる。また、入手可能な幅広
い溶媒を用いることが可能である。溶媒は、高分子を十分に溶解させるのに適しているべ
きであるため、選択および使用される溶媒は、所望される高分子に依存する。例えば、一
般的なナイロン（例えば、ナイロン６またはナイロン６，６など）を含む多くの高分子に
は、水を溶媒として用いることはできない。かかる場合、蟻酸などの別の溶媒を一般的な
ナイロンなどの高分子に選択してもよい。電気紡糸用の高分子溶液を作るための溶媒には
、酢酸、蟻酸、ｍ－クレゾール、トリフルオロエタノール、ヘキサフルオロイソプロパノ
ール塩素系溶媒、アルコール、水、エタノール、イソプロパノール、アセトンおよびＮ－
メチルピロリドン、ならびにメタノールが含まれてもよい。溶媒および高分子は、所与の
溶媒における高分子の溶解度が十分であるかに基づいて、適切に用いられるように組み合
わせることが可能である。
【００７８】
［基体媒体］
【００７９】
　実施の形態の重要な特徴は、細繊維を濾過要素として用いるため濾過媒体に形成する必
要があることである。細繊維材料は、少なくともいくらかの濾過能力を有する濾過媒体基
体であるのが好ましい基体上に形成され、接着されるが、スクリムまたは他の非濾過層な
どの基体とすることも可能である。多くの濾過媒体基体は、少なくとも一部または全体に
天然セルロース繊維を含む。天然繊維および合成繊維基体を含む多くの選択肢が存在し、
スパンボンド布、合成繊維の不織布、ならびにセルロース材料、合成およびガラス繊維の
混紡でできた不織布、ガラス不織布および織布、プラスチック製のスクリーン状材料（押
出成形および穿孔されたもの）、ならびに様々な高分子膜が含まれる。これらの材料のす
べては、ロール形態で容易に購入可能なシート形態で供給されるのが典型的である。細繊
維層を有する基体シートは、浮遊しているまたは運ばれている微粒子をストリームから除
去する目的で、空気ストリームまたは液体ストリームを含む流体ストリーム内に配置され
る濾過構造に形成することが可能である。
【００８０】
　例えば、上に列挙したタイプの多孔質濾過媒体材料は、ケンタッキー州マディソンビル
のオルストーム・エンジン・フィルトレーション，ＬＬＣ（Ahlstrom Engine Filtration
, LLC）およびマサチューセッツ州イースト・ウォルポールのホーリングズワース・アン
ド・ボス・カンパニー（Hollingsworth & Voss Company）を含むサプライヤから様々な厚
さ（通常、０．００６～０．０２０インチ（０．１５２～０．５０８ｍｍ）の範囲の厚さ
）のものが一般に市販されている。本発明の実施の形態による細繊維は、かかる多孔質濾
過媒体に適用可能であり、濾過媒体は、細繊維効率層の基体材料となる。例えば、オルス
トーム製品番号１９Ｎ－１もしくは２３Ｎ－３、ＡＦＩ２３Ｎ－４もしくはＡＦＩ ２３
ＦＷ－４などのオルストームにより市販されている製品、または以下の表に記載のものと
同様の物理的特性を有する他のフィルタ材料を用いることができる（これらはエンジンの
空気濾過で典型的である）。
 
オルストーム１９Ｎ－１濾過媒体
セルロース繊維１００％
斤量＝７０ポンド（３１．７５１ｋｇ）／３０００平方フィート（２７８．７０９ｍ２）
（＝１１３．９２２ｇ／ｍ２）
平坦シート状態の厚さ＝１４．５ミル（０．３６８ｍｍ）
溝付きシート状態厚さ＝１８ミル（０．４５７ｍｍ）
Ｆｒａｚｉｅｒ（ＣＦＭ）：１１～１９、好ましくは１４（０．３１１～０．５３８、好
ましくは０．３９６ｍ３／分）
ＳＤガーレイ剛性（ｍｇ）＝３０００
 
オルストーム２３Ｎ－３濾過媒体
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セルロース繊維１００％
斤量＝５５ポンド（２４．９４８ｋｇ）／３０００平方フィート（２７８．７０９ｍ２）
（＝８９．５１３ｇ／ｍ２）
平坦シート状態の厚さ＝１３ミル（０．３３ｍｍ）
非溝付きシート
Ｆｒａｚｉｅｒ（ＣＦＭ）：１１～１９（０．３１１～０．５３８ｍ３／分）
ＳＤガーレイ剛性（ｍｇ）＝１３００
 
オルストームＡＦＩ ２３Ｎ－４
斤量：５２～６４ポンド（２３．５８７～２９．０３ｋｇ）／３０００平方フィート（２
７８．７０９ｍ２）（＝８４．６２９～１０４．１５９ｇ／ｍ２）
泡立ち点（最初の泡立ち）：６．０（最小）ＩＷＧ
Ｍｕｌｌｅｎ硬化（Mullen Cured）：３０（最小）ＰＳＩ（２０６．８４３（最小）ｋＰ
ａ）
Ｆｒａｚｉｅｒ：１９～２７ＣＦＭ（０．５３８～０．７６５ｍ３／分）
キャリパ：０．０１０～０．０１７インチ（０．２５４～０．４３２ｍｍ）
ＳＤガーレイ剛性：＝１０００（最小）ＭＧ
 
オルストームＡＦＩ ２３ＦＷ－４
斤量：７０～８０ポンド（３１．７５１～３６．２８７ｋｇ）／３０００平方フィート（
２７８．７０９ｍ２）（＝１１３．９２２～１３０．１９７ｇ／ｍ２）
泡立ち点（最初の泡立ち）：６（最小）ＩＷＧ
Ｍｕｌｌｅｎ硬化：２０（最小）ＰＳＩ（１３７．８９５（最小）ｋＰａ）
Ｆｒａｚｉｅｒ：１６～２４ＣＦＭ（０．４５３～０．６８ｍ３／分）
キャリパ：０．０１０～０．０１７インチ（０．２５４～０．４３２ｍｍ）
ＳＤガーレイ剛性：＝１０００（最小）ＭＧ
 
【００８１】
　オルストーム１９Ｎ－１製品など一部の製品は、汚れ保持能力を改善するため小さな溝
を媒体にエンボス加工した状態で入手できる。これらの溝は、濾過媒体のシートおよびロ
ールの長さに沿って延在する。濾過媒体構造に設けられるかかる機械溝および他の構成は
、細繊維層製造システムとともに用いることが可能である。従って、本明細書の目的のた
め文言上「平坦」であるとみなされる媒体基体例の溝付きシートは、完全に平坦である必
要はなく、かかるシートには、細繊維の適用前に溝、波形、およびプリーツなどを設けて
おくことが可能である。
【００８２】
　本発明の一実施の形態による濾過媒体は、深さ媒体または表面捕集媒体のいずれかであ
ってもよい、透過性を有する粗い繊維媒体であるのが典型的な、第１の基体層を含む。基
体層は、設計された濾過アプリケーションに対して相当な濾過容量および効率を有しても
よいし、または濾過容量もしくは効率をほとんどもしくはまったく有さなくてもよい。基
体層は、細繊維媒体の層を支持および固定可能な表面を提供する。好ましくは、基体層は
それ自体で（すなわち、細繊維層がない状態で）、少なくとも１０マイクロメートルの平
均径を有し、約２～約５０マイクロメートルの平均径を有するのが典型的で好ましい。ま
た、好ましくは、基体層はそれ自体で、約１８０ｇ／ｍ２以下、好ましくは約５～約１４
０ｇ／ｍ２程度の斤量を有する。他の典型的な特性として、好ましくは、透過性を有する
粗い繊維基体媒体の第１の層は、少なくとも０．０００４インチ（０．０１０２ｍｍ）の
厚さを有し、約０．００５～約０．０５インチ（約０．１２７～約１．２７ｍｍ）の厚さ
を有するのが典型的で好ましく、概ね約２～約５０マイクロメートルの細孔サイズ分布を
有するのが好ましく、約５～約７０ｐｓｉ（約３４．４７４～約４８２．６３３ｋＰａ）
のＭｕｌｌｅｎ破裂強度を有するのが好ましい。
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【００８３】
　好適な濾過媒体配置において、透過性を有する粗い繊維材料であるのが典型的な基体層
は、０．５インチ水位計（１２．７ｍｍ水位計）を用いたＦｒａｚｉｅｒ透過性試験によ
り残りの構成とは別に評価した場合、少なくとも０．５ｃｆｍ（０．０１４ｍ３／分）（
媒体の平方フィート当たり）、典型的には約５～２０００ｃｆｍ（０．１４２～５６．６
３４ｍ３／分）（媒体の平方フィート当たり）の透過性を示す材料を含む。
【００８４】
［細繊維、細繊維層、および生成］
【００８５】
　本明細書に記載の装置を用いて異なるサイズの繊維を生成することが可能であるが、透
過性を有する粗い繊維媒体層の第１表面に固定される細繊維材料の層は、好ましくは、本
明細書における実施例により例示されるナノ繊維の層であり、かかる繊維は、１００ナノ
メートル未満の直径を有する著しい量の繊維を有するのが好ましい。本文脈における１０
０ナノメートル未満の直径を有する「著しい量」の細繊維とは、以下の少なくとも１つを
意味する。（１）平均繊維径が１００ナノメートル未満である；（２）中間繊維径が１０
０ナノメートル未満である；および／または（３）細繊維層における繊維の少なくとも２
５％が１００ナノメートル未満の直径を有する。本明細書において開示されている一実施
の形態によれば、より好ましくは、細繊維層における繊維の少なくとも５０％が１００ナ
ノメートル未満の直径を有し、さらに好ましくは、細繊維層における繊維の少なくとも７
０％が１００ナノメートル未満の直径を有する。一実施の形態によれば、繊維の少なくと
も７０％、典型的には７０％～９０％以上が、５０～１００ナノメートルの直径を有する
。
【００８６】
　１００ナノメートル未満の著しい量の細繊維と組み合わせて、１００ナノメートルより
大きい他の繊維径を生成および使用することもあり得ることは言うまでもない。
【００８７】
　また、細繊維を通じて、および／または、装置における均一性の改善を通じて、達成可
能な細繊維濾過媒体特性を検討することも有用である。本明細書に開示されている新しい
細繊維生成装置の実施の形態で達成可能な被覆率および繊維生成の均一性の利点を用いて
、他のより大きい繊維サイズを生成することが可能である。その結果、本明細書で提供さ
れる実施例から明白となるように、細繊維は、必ずしもサイズにより特徴付けられるので
はなく、それに加えて、またはその代わりに、濾過媒体層の特性により特徴付けることが
可能である。既知の細繊維濾過製品よりも優れた、新しい改善された細繊維濾過層の特性
が達成されている。このため、請求項は、複合濾過媒体の特性について作成されている。
【００８８】
　本発明の実施の形態によれば、１つの強化された特性は、改善された効率である。例え
ば、細繊維層を通じて高効率を達成しつつ、比較的標準的な低効率すなわち低コストの基
体媒体を用いることができる。例えば、他のより効率的な基体を用いることもできるが、
基体媒体は、０．７５～１．００マイクロメートルサイズの粒子（比較的中程度の粒子サ
イズ）に対しては７５％未満（例えば７０％前後）の効率を有し；および／または０．２
３７～０．３１６マイクロメートルサイズの粒子（比較的細かい粒子サイズ）に対しては
４０％未満（例えば、３０％前後）の効率を有する表面捕集濾過媒体を備えてもよい。従
って、基体は、比較的細かい粒子に対してはあまり効率的でない。本発明の実施の形態に
よれば、基体層と細繊維層との組み合わせは、他の層がある場合それらは別として、０．
７５～１．００マイクロメートルサイズの粒子に対しては少なくとも９０％の効率；０．
２３７～０．３１６マイクロメートルサイズの粒子に対しては少なくとも８０％（より好
ましくは８５％より大きい）の効率を有し得る。これは、圧力低下の実質的な犠牲なく実
現可能である。
【００８９】
　本発明の実施の形態による別の強化された特性は、細孔サイズ分布、より詳細には、従
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来技術例においては分布がランダムであるかまたはさほど制御されていないのに対して、
細孔サイズの分布がより厳密に制御されていることである。本発明の実施の形態によれば
、基体層と細繊維層との組み合わせは、他の層がある場合それらは別として、６マイクロ
メートルの分離範囲に対しては少なくとも５０％（より好ましくは少なくとも６０％）の
細孔サイズ分布；４マイクロメートルの分離範囲に対しては少なくとも４０％（より好ま
しくは少なくとも２５％）の細孔サイズ分布；および／または２マイクロメートルの分離
範囲に対しては少なくとも２５％の細孔サイズ分布を有する。この特性を示す一例が実施
例４である（細孔サイズヒストグラム（図１５）も参照）。
【００９０】
　細繊維層の被覆率レベルは、重要性を有する。例えば、被覆率が高すぎると、実質的に
流れを制限し圧力低下を増加させてしまう可能性がある、フィルム状の層が作製される。
試験方法には、無被覆媒体および被覆媒体の圧力低下を比較し、不必要に効率を犠牲にす
ることを防止するというものがある。好ましくは、基体単体に対する細繊維と基体との組
み合わせの圧力低下における差は、典型的には１５％未満、より好ましくは１０％未満、
さらに好ましくは５％未満であり、特定の例によれば、圧力低下は１％未満であり得る。
被覆率のレベルを決定する別の方法には、斤量がある。好ましくは、細繊維層はそれ自体
で、好ましくは約０．０１～約１．０ｇ／ｍ２、より好ましくは約０．０１～約０．１０
ｇ／ｍ２の斤量を有する。
【００９１】
　本発明のより細い繊維は、クヌーセン数／式（流れの希薄化の尺度）により「スリップ
フロー」であると考えられるものに関するため、顕著な利点を有する。具体的には、繊維
が流体ストリームに与える妨害は、その繊維が占める表面積に直接関係する。これは、圧
力低下の制御および流体ストリームにおける濾過による制限の最小化に関して重要である
。典型的には、表面積が大きいほど層にまたがる圧力低下が高くなり、意図する流体流が
制限されるため濾過の場合は望ましくない。より大きいサイズの濾過媒体繊維については
、空気速度が繊維表面の中心において実質的にゼロであり得る。はるかに小さい濾過媒体
繊維については、空気速度が繊維表面においてゼロより著しく大きい「スリップフロー」
が生じ得る。その結果、スリップフローの作用により、はるかに多くの流体がはるかに小
さい繊維を通過して流れる。さらに、はるかに多くの細繊維がより小さい繊維径のエリア
を占め、媒体の細孔サイズが減少すると同時に、同じ全体表面エリアを占めず、それによ
り圧力低下を著しく増加させない。特定の実施の形態による１００ナノメートル未満の著
しい量の細繊維を含むより細い繊維を利用することにより、圧力低下の実質的な犠牲なく
、また、濾過媒体にまたがる制限を不当に増加させることなく、新しい濾過特性における
実質的な利点を達成可能である。
【００９２】
　本発明の実施の形態による独特の細繊維および細繊維濾過層に貢献したと考えられるい
くつかのパラメータが存在する。特定の動作パラメータはさほど重要でない一方、他のパ
ラメータはより重要であり得ることは言うまでもない。要因の多くは相互に関連し、それ
らの間の相乗効果を伴う。従って、本明細書に付帯の請求項において記載されているよう
に、かかる特定のパラメータは、本発明から逸脱することなく変更可能である。本明細書
では、所望される細繊維の製造および／または濾過媒体の特性を得るため、どのようにア
プローチし、パラメータを調整するかの方法について説明する。
【００９３】
［（ａ）装置電極構成および配置（制御された細繊維分布）］
【００９４】
　重要な要因は、濾過媒体に十分な細繊維を生成しつつ十分に小さい細繊維を生成するた
めの製造装置である。様々な望ましい装置の特性と、かかる特性を多かれ少なかれ実装す
る様々な装置とについて、本明細書において説明している。従来の細繊維濾過についての
特許では、加圧された高分子溶媒を小さいエミッタ孔を通じて強制噴霧する加圧ポンプエ
ミッタシステム（例えば、Ｃｈｕｎｇ他の米国特許第６，７４３，２７３号）が強調され
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ていたが、本発明のいくつかの実施の形態によれば、より容易な、より良好な、および／
またはより制御された細繊維生成が可能である。高分子溶液を小さいオリフィスに強制通
過させる強制システムにおいて繊維を製造できるが、本発明の好適な実施の形態による細
繊維の生成では、周期的に濡らされる、より好ましくは高分子溶液に浸漬させることで電
極上の薄い高分子溶液被覆が周期的に再生される電極が用いられる。最も好適な電気紡糸
電極浸漬配置を図１～図８に示すが、これは、本明細書のこの細繊維生成装置の説明に従
うものである。
【００９５】
　本発明の実施の形態による濾過媒体の商業ベースの製造のために特に有益であることが
見出された他の浸漬装置には、チェコ共和国リベレツ州のエル－マルコ，ｓ．ｒ．ｏ．か
ら入手可能なＥｌ－Ｍａｒｃｏ　ＮＯＮＯＳＰＩＤＥＲ型式ＮＳ－８Ａ　１４５０の装置
が含まれる。本発明の実施の形態は、かかる他の装置にも関わり得る。また、他の潜在的
に使用可能なエル－マルコ，ｓ．ｒ．ｏ．から入手可能な細繊維生成電極浸漬装置の例が
、特許公開ＷＯ２００６／１３１０８１号およびＵＳ２００６／０２９００３１号に開示
されており、これら出願の全開示は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００９６】
　電極を周期的に浸漬させることで、細繊維製造における細繊維を制御する上で有利であ
ろう。具体的には、溶媒が電極上で蒸発すると（本明細書において説明するように、溶媒
の蒸発は、繊維径を縮小させるために望ましい）、高分子が後に残る。かかる高分子の蓄
積は、細繊維製造の均一性を低下させる（従って、孔隙率または効率が不均一になる）こ
とにより、生成される繊維の直径または特性を変化させることにより、および他の潜在的
に望ましくない方法で（例えば、より大きいノズルオリフィスを用いることで、理論的に
はより大きい繊維サイズとなり得る）、潜在的に製造装置を目詰まりさせる可能性があり
、およびさもなければ潜在的に細繊維の製造を変化させる可能性がある。電極を溶液に浸
漬させることにより、電極上の高分子の蓄積が防止される。高分子が電極上に析出または
形成しようとしているときに電極を浸漬させると、この高分子を多く含む膜は、溶液中に
戻され、硬化または析出高分子膜の蓄積が形成される前に容易に溶解または再構成される
。また、電極の周期的な洗浄周期において除去または実質的に削減することで、望まれな
い高分子の蓄積を除去することも達成可能である。加えて、電極の浸漬により、強制高分
子溶液システムに圧力差が生じる可能性（かかる困難は、小さいオリフィスノズル上また
は周辺の高分子蓄積に関連するさらなる困難に至る可能性がある）が回避される。
【００９７】
　加えて、基体シートは、好ましくは、周期的に濡らされ浸漬される電極の上方で垂直に
延在する。その結果、薄い高分子被覆および膜は、静電放電が生じ細繊維スレッドの紡糸
位置（「Ｔａｙｌｏｒコーン」または「紡糸口金」としても知られ、そのように呼ばれる
）が形成される電極の上部領域に近付くにつれて、重力を受けて薄くなる傾向がある。ス
レッドが小さいプールから収集電極における孔を通じて重力に反して、しかしブロアの吸
引による対向する力を受けて引き出されることを考えると、細繊維が当初形成される高分
子膜領域をより薄く維持することにより、結果的に得られる全体的な細繊維サイズが減少
し得る。
【００９８】
　細繊維生成装置の実施の形態による新しいビード紡糸生成には、主として生成される細
繊維の量または体積に関して、他の実施の形態に対するいくつかの利益があり得る。例え
ば、図１～図８に示す実施の形態の新しいビード紡糸生成装置は、好適な方法により、濾
過媒体のシート幅全体にまたがる紡糸位置の位置にわたって実質的な均一性を制御および
維持することが可能である。ランダムにではなく、所定のアレイにより紡糸位置を離間す
ることにより、細繊維紡糸位置の所定の間隔を達成可能である。この結果、効率、細孔サ
イズ、および細孔サイズ分布がより良好に制御されると考えられる。濾過媒体基体のある
領域が他のセクションよりも細繊維の被覆が少ない場合、典型的には、かかる領域は異な
る濾過特性となるであろうと疑われる。例えば、図１～図８の実施の形態では、所定の均
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等に離間する紡糸位置のアレイを維持することが意図されている。本実施の形態における
ビード付チェーン型の電極を媒体に対して横断するように駆動すると、個々のセグメント
および紡糸位置が濾過媒体基体を横切って移動する際、対向方向に駆動されたチェーンが
時間を経て潜在的な高分子溶液勾配ロスに対して反対に作用する。
【００９９】
　さらに、電極ストランドを収集電極および媒体に対して一定距離に維持することにより
、回転ドラム型電極（例えば、エル－マルコに譲渡された前記特許における回転ドラム電
極を参照）における場合のように、目標紡糸距離および電位は変化しない。可変の距離で
はなく目標距離を維持することにより、細繊維ホイッピング時間をより大きく制御するこ
とが容易になるため、溶媒蒸発時間および細繊維縮小時間がより一定に維持される。
【０１００】
　このため、適切な細繊維生成装置を選択および／または開発することは、細繊維層の特
性において有益であり得る。
【０１０１】
［（ｂ）静電紡糸の電位および電極／媒体の間隔］
【０１０２】
　相当量の細繊維の生成に関する別の要因は、静電界の電位である。例えば、チェコ共和
国リベレツ州のエル－マルコ，ｓ．ｒ．ｏ．から市販されているＮＡＮＯＳＰＩＤＥＲ型
式ＮＳ－８Ａ　１４５０の装置は、６０，０００ボルト電力供給により提供される標準的
な静電界電位を有する。市販のＥｌ－Ｍａｒｃｏ　ＮＡＮＯＳＰＩＤＥＲ型式ＮＳ－８Ａ
　１４５０の装置に関して、追加の電圧生成電力供給を設けることによりこの装置を改造
し、６０，０００ボルトよりも高い静電界を達成することにより、細繊維製造の出力を増
加させることができる。電位は、繊維サイズには大きく影響しないが、生成される繊維の
量には著しい作用をもたらすことが見出されている。
【０１０３】
　例えば、蟻酸および酢酸の溶媒をベースとする溶液からセルロース濾過媒体基体へのナ
イロン繊維の生成については、好ましくは少なくとも７５，０００または８０，０００ボ
ルト、より好ましくは少なくとも９５，０００ボルトが、電気紡糸のために提供される。
本発明のいくつかの実施の形態によれば、電界電位は、７５，０００～１３０，０００ボ
ルト、潜在的にはそれ以上に設定してもよい。しかし、細繊維の製造物の体積がより低い
場合はより低い電位で生成することも可能であり、および／または、電圧が通常はさほど
重要でないようにより多くのセルを用いてもよい。
【０１０４】
　正および負の両方の電力供給を含む電力供給を用いて、静電界差を生成してもよい。典
型的には、収集電極は接地電位を受け、紡糸電極は電圧生成電力供給を受ける。しかし、
反対に帯電された電力供給を収集電極に接続し、アースに対するいずれかの電極の電位も
さほど高くする必要がないようにしてもよい。また、両方の電極を、アースに対して同じ
電荷で、しかしそれらの間に電位差を伴って、昇圧することも可能である。このため、収
集電極と放電紡糸電極との間の電圧差の見地からシステムを評価することが最も有用であ
る。
【０１０５】
　細繊維の生成は、一般に、個々の紡糸位置からＴａｙｌｏｒコーンにおける細繊維スト
ランドの蒸発およびホイッピングが可能になるように、十分な距離を経て行われるべきで
ある。好ましくは、濾過媒体基体は電気紡糸電極から、通常は少なくとも３インチ（７６
．２ｍｍ）および通常は約１０インチ（約２５４ｍｍ）以下、典型的には４～７インチ（
１０２～１７８ｍｍ）だけ離す。例えば、ナイロン６高分子溶液について、目標距離は、
非常に小さい繊維径を有する良好な細繊維生成のためには約５～約６インチ（約１２７～
約１５２ｍｍ）であるのが好ましい。好ましくは、収集電極または媒体（目標距離に対し
てかなり薄いのが典型的である）についての紡糸電極に対する目標距離が実効上または概
ね同じであるように、濾過媒体は収集電極に接触した状態で延在する。
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【０１０６】
　本明細書における細繊維生成装置の実施の形態において示すものなどの特定の実施の形
態によれば、この距離は一定に保つことができ、かかる場合、目標距離は、各電極セグメ
ントが媒体上を並進するため一定に維持される（例えば、系統的に回転することで目標に
対して接近および離間しないのが好ましい）。加えて、目標距離は、収集電極の構成にも
関わる。例えば、図１および図７に示すように、収集電極は、蒸発した溶媒の吸引および
除去を容易にするため多くの小さいオリフィスを有する大きい表面積を有する実質的に中
実の多孔板とすることが可能である。表面積が大きいことは、目標距離を維持する助けと
なる。（例えば、収集電極上の表面部の間で大きくジャンプすることが回避される）。
【０１０７】
［（ｃ）高分子の選択］
【０１０８】
　濾過アプリケーションは、湿気および熱（および／または冷たい環境）を伴うことが多
い。例えば、車両の燃焼機関のための空気濾過アプリケーションは、高温または低温環境
で動作し得るだけでなく、エンジンにより生成される熱、および高い湿気、霧、雨、雪、
またはみぞれなど他の条件をも受け、湿気が空気ストリームとともにフィルタ内に容易に
引き込まれる可能性がある。液体濾過要素も共存しなければならず、濾過対象の液体に溶
解してはならない。また、一貫した品質の濾過媒体を経済的および商業的に大量生産する
ことも、考慮すべき点である。
【０１０９】
　多くの濾過用途についての本発明の好適な実施の形態は、水中においてまたは湿気を受
けたときに自ずと溶解せずに、１００°Ｃ以上までの温度を含む相当な温度の振れに耐え
る高分子を含む。かかる濾過用途において生じるであろうかかる環境条件に長期間さらさ
れたときも、かかる高分子で構成された細繊維は、その濾過特性のすべてまたは少なくと
も相当な部分を保持すべきである。
【０１１０】
　例えば、本発明の特定の実施の形態は、これらの性質を満たすナイロン材料を含み、か
かるナイロン材料は、ナイロン６およびナイロン６，６を含むがこれらに限定されない。
例えば、ナイロン６材料は、本明細書に記載の実施の形態および実施例による１００ナノ
メートル未満の著しい量の細繊維を含む細繊維に紡糸される。しかし、上で記載したよう
に他の高分子材料も考えられる。
【０１１１】
［（ｄ）溶媒の選択および高分子溶液の制御］
【０１１２】
　一般に、高分子に対する溶媒分は、細繊維紡糸口金の形成を妨げるまたは妨害しない程
度に高いことが所望される。溶液の割合が高すぎると、スレッドの形成よりもむしろ高分
子溶媒のスパッタリングを生じさせてしまう可能性がある。しかし、溶媒の割合が大きい
ほど、一般に、より薄い高分子細繊維製品が得られる。溶媒分が高いと、より多くのスレ
ッド紡糸口金が、紡糸電極から基体材料まで電気防止されているときに蒸発する。従って
、制御すべき１つの要因は、溶媒の割合である。
【０１１３】
　溶媒の選択は、また、選択された高分子に部分的に依存する要因である。単一の溶媒を
用いてもよいが、導電性および表面張力を制御するため溶媒の組み合わせを用いるのが好
ましく、一実施の形態によれば、少なくとも選択された高分子を溶解させるのに好適な高
分子溶解剤と、高分子溶液の導電性および表面張力を調整する導電性制御剤とを含むこと
で、繊維の形成を制御して細繊維を生成する。導電性および表面張力制御剤は、塩、酸、
および導電性に影響する他の作用剤を含んでもよい。一実施の形態によれば、導電性制御
剤は、導電性および表面張力低減剤（表面張力を低下させ導電性を低下させる作用剤）を
含む。表面張力および導電性が低いと、本明細書の実施の形態による著しく薄い繊維の形
成に使用可能であることが見出されている。具体的には、導電性および／または表面張力
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を高くすると、細繊維スレッドが紡糸電極から収集媒体および電極に向けて早くジャンプ
すると考えられる。その結果、理論的には電気紡糸Ｔａｙｌｏｒコーン状態においてホイ
ッピングに費やされる時間が少なくなり、繊維サイズを引き下げる機械的作用が少なくな
る。
【０１１４】
　ナイロン６の実施の形態および実施例などのポリアミドについて、好適な溶媒には、溶
解剤としての蟻酸と、主として導電性制御剤および表面張力剤としての酢酸とが含まれる
。酢酸が潜在的なポリアミド溶媒として記載されており、酢酸は室温においてナイロンを
分解しないためこの記載は厳密には正確でないが、酢酸を用いた場合、熱が要求されるも
ののナイロンは溶液から析出される。従って、溶媒の組み合わせは、本発明の実施の形態
のいくつかによる重要な態様である。本例において、通常、蟻酸に対してより多くの酢酸
を用いることが望ましい（例えば、５０％を超える酢酸および５０％未満の蟻酸）。例え
ば、約２／３の酢酸および約１／３の蟻酸を有する溶媒により、優れた繊維生成により１
００ナノメートル未満の望ましい薄さの細繊維が作製されることが見出された（本例にお
ける濃度レベルは：８８％の蟻酸（すなわち、例えば８８％の蟻酸および１２％の水）；
および９９．９％の酢酸（氷酢酸として知られる））。具体的には、純粋な蟻酸の溶媒か
ら酢酸および蟻酸の組み合わせに移行した際、ナイロン６については細繊維サイズが大幅
に縮小した。８～２０％の高分子を溶媒（すなわち、９２～８０％の溶媒）に対して含む
溶液が、良好な繊維を形成するために使用可能な範囲の例である。より好ましくは、約１
２％の高分子を含む溶液により、良好な繊維形成が得られ、望ましい薄い繊維が生成され
る。
【０１１５】
［（ｅ）環境の制御］
【０１１６】
　関わるさらに別の要因は、相対湿度および温度である。他の温度を用いてもよいが、工
業生産上の理由から、および作業者の快適性の理由から、温度は、典型的な工場の温度範
囲に関するのが好ましい。例えば、温度の例は、６０°Ｆ～８０°Ｆ（１５．５５４°Ｃ
～２６．６６５°Ｃ）とすることができ、７２°Ｆ（２２．２２°Ｃ）が室温として典型
的である。
【０１１７】
　相対湿度は、溶媒の蒸発およびフラッシュオフレートに影響するため、より重要な要因
である。湿度が高すぎると、十分な溶媒が蒸発せず、より厚い繊維となる。あるいは、湿
度が低すぎると、溶媒の蒸発が早すぎる。溶媒の蒸発が早すぎると、繊維は、十分に薄く
なることができず（ホイッピング作用を通じた機械力のためと考えられる）、より厚い繊
維となり望ましくない（例えば、高分子繊維の析出が速すぎるため、機械的ホイッピング
作用により繊維が縮小されない）。従って、湿度の環境制御は重要である。例えば、約４
０％～約５５％の相対湿度が使用可能な範囲である。ナイロン６の実施の形態に関して、
４４％前後の相対湿度（例えば、好ましくは４２～４６％）を用いると、良好で非常に薄
い繊維の形成が得られる。
【０１１８】
［（ｆ）基体の接着］
【０１１９】
　加えて、濾過用途については、繊維を濾過媒体基体に接着することが望ましい。その結
果、および一般的なセルロース系の基体の場合、溶媒の一部が蒸発のため残った状態で細
繊維を濾過媒体基体上に堆積させることが、細繊維層の基体に対する、溶媒タイプの結合
、および／または、より良好な一体化を実現するために望ましい。接着は、単純に媒体上
に指を走らせることによる、および／または、媒体に対する通常の摩耗または取り扱いに
よる、繊維層の剥離を防止するために十分であるべきである。接着は、少なくとも、Ｆｒ
ｅｙ他の米国特許公開第２００７／０１６３２１７号「セルロース／ポリアミド複合物」
の開示および教示に従って、手で加えられる剥離力を防止するのに十分であることが好ま
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しく、この出願の全開示は、参照により本明細書に組み込まれる。
【０１２０】
　別々の細繊維結合／保持システムの利用が提案されているが（例えば、Ｂａｒｒｉｓ他
の米国特許第４，６５０，５０６号）、好ましくは、細繊維と濾過媒体基体との間に溶媒
タイプの結合を設けることにより、新しく形成された繊維上に残る十分な溶媒を、その上
に堆積させたときに濾過媒体基体に接触させるのが好ましい。蟻酸を用いるナイロンの例
に関して、’２１７特許公開に記載のように、優れた溶媒結合を例えばセルロース系の媒
体基体との間で生じさせることが可能である。しかし、接着剤、カバー層、およびトラッ
ピング技術を（例えば、層間で）用いてもよい。
【０１２１】
［試験方法］
【０１２２】
　以下の実施例を説明する前に、細繊維および濾過媒体のパラメータを評価するために有
用であり得る試験方法に着目する。
【０１２３】
　本明細書における効率は、大まかにはＡＳＨＲＡＥ規格５２．２、より詳細には以下で
説明する方法および装置による分別効率試験方法を用いて測定可能である。
【０１２４】
　本明細書における試験結果について、分別効率方法では、ミネソタ州バーンズビルのパ
ウダー・テクノロジー社（Powder Technology, Inc.）から入手可能な「ＩＳＯ　Ｆｉｎ
ｅ」試験粉体（品番：ＩＳＯ１２１２１０３－１）を利用した。この粉体は、一度の試験
で異なる粒子サイズについての粒子捕捉効率を測定可能なように、段階的な粒子サイズの
ものを含んでいる。例えば、粒子サイズの濃度および分布を図１７のグラフに示す。ＰＡ
ＬＡＳ　ＭＦＰ２０００（ドイツ国カールスルーエのＰａｌａｓ（登録商標）ＧＭＢＨか
ら入手可能）において、濾過媒体試験サンプル（上記装置で従来から用いられているよう
な１００平方センチメートルの円盤状媒体）に、１２０ｌ／ｍで７０ｍｇ／ｍ３の塵埃濃
度でＩＳＯ　ＦＩＮＥ粉体を適用した。静電荷の読み誤りを防止ぐために、ＰＡＬＡＳ　
ＭＦＰ２０００には、塵埃上のいずれの電荷も中和するコロナ放電ユニット（ＣＤ２００
０）を設けた。この試験装置は、装置に内蔵された、圧力低下情報を同時に提供する圧力
変換器を介して、圧力低下の読み取りを同時に、すなわち同じ動作パラメータ下で、提供
するため、同じ共通の流量パラメータに基づいて圧力低下の測定と比較を行うことができ
る。
【０１２５】
　細孔サイズ分布データは、規格ＡＳＴＭ－Ｆ３１６による細孔サイズ分布試験を用いて
測定可能である。ここで実施した試験では、次の方法および装置により細孔サイズ分布試
験を行った：ＰＭＩ（ニューヨーク州イサカのポラス・マテリアル・インク(Porous Mate
rials, Inc.））ブランドの毛細管流動ポロメータ－型番：ＣＦＰ－１１００ＡＸ－Ｕ－
０８１８２００５－１４４６。
【０１２６】
　本開示および請求項の文脈における細繊維「径（diameter）」とは、図１８～図１９に
見られるように、個々の繊維部分を走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）により観察および／または
測定した繊維の幅または太さを意味し、それに言及するものである。一般に、測定は、横
断する繊維または繊維部分の間に延在する繊維部分の中間領域で行うのが典型的である（
例えば、図１８～図１９のＳＥＭ画像の数値を参照）。一般に、繊維ストランドがともに
延びる、交わる、または重なるところでは測定しない。本文脈および請求項における「直
径（diameter）」とは、繊維が完全に丸形であることを意味するものでも、要求するもの
でもないが、一部またはすべての繊維は円形であってもよい。繊維の小さいサイズおよび
技術上の制約を考慮すると、細繊維の真の断面形状がどのようなものであるかは現時点で
未知である。繊維は略円形の断面を有すると想定されている。
【０１２７】
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［試験例および／または製造例］
【０１２８】
　以下の試験例において、最初の２つの例は、ミネソタ州ミネアポリスのドナルドソン・
カンパニー・インクから入手可能な、出願日より前に市販されている濾過媒体製品の対照
サンプルである。かかる対照サンプルは、比較を目的とするものである。媒体は、Ｃｈｕ
ｎｇ他の米国特許第６，７４３，２７３号（または同じファミリー中の類似する関連特許
）などのドナルドソンに譲渡された細繊維分野における１つ以上の特許出願に記載の方法
に従って製造できると考えられる。水および／またはイソプロピルアルコールに溶解する
傾向が見られることからして、細繊維は、ポリビニルアルコールの誘導体であると思われ
、またはそのように考えられる。
【０１２９】
　実施例３は、実施例４および実施例５に用いられる市販の濾過媒体基体の例である。実
施例４は、図１～図８に関して上で説明したビード付無端チェーンの実施の形態に従って
製造されたものであり、実施例５は、チェコ共和国リベレツ州のエル－マルコ，ｓ．ｒ．
ｏ．から入手可能なＥｌ－Ｍａｒｃｏ　ＮＡＮＯＳＰＩＤＥＲ型式ＮＳ－８Ａ　１４５０
の機械で製造した濾過媒体複合物の実施の形態の観察に関する。
【０１３０】
［実施例１］
【０１３１】
　ミネソタ州ミネアポリスのドナルドソン・カンパニー・インクから市販されている濾過
媒体複合物製品に対して試験を行った。媒体はカートリッジに収容されていたので、試験
のため濾過媒体サンプルをカートリッジから慎重に取り外した。観察したところ、濾過媒
体複合物は、粗い濾過媒体基体材料と、その上に堆積させた細繊維層とを含んでいた。図
１８の走査電子顕微鏡画像に示すように、細繊維層中の細繊維の繊維径は１００ナノメー
トル超が典型的であることが観察され、直径が１００ナノメートル未満の細繊維は著しい
量ではなかった。
【０１３２】
　複合媒体は、斤量が７１．０３ｌｂ（３２．２１９ｋｇ）／３０００ｆｔ２（２７８．
７０９ｍ２）（＝１１５．６０１ｇ／ｍ２）；Ｆｒａｚｉｅｒ透過性が１３．５（ＣＦＭ
＠０．５”ＷＧ）（水柱圧１２．７ｍｍで０．３８２ｍ３／分）；およびキャリパ厚が０
．３ミル（０．００７６２ｍｍ）であった。試験結果によれば、濾過媒体はＭＥＲＶ１４
（分別効率データに基づく）に適合し、初期圧力低下は３６２．８７Ｐａであった。
【０１３３】
　実施例１についての細孔サイズおよび分別効率試験データは下記の通りであり、および
／または、図１１および図１３に示す。
【０１３４】
　表２－細孔サイズ（μｍ）

【０１３５】
　表３－累積フィルタ流、細孔サイズ（μｍ）
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【０１３６】
　表４－分別効率（Ｅ）結果

【０１３７】
［実施例２］
【０１３８】
　細繊維層の濾過特性をより良好に評価する目的で、実施例１の基体濾過媒体を試験した
。具体的には、まず、ミネソタ州ミネアポリスのドナルドソン・カンパニー・インクから
市販されている濾過媒体複合物製品のサンプルをイソプロピルアルコールに浸漬して、細
繊維層を溶解し、これを除去した。細繊維は、イソプロピルアルコールに完全に溶解した
ようであったが、イソプロピルアルコールを溶媒として選択したのはこれが理由である。
次いで、サンプルを乾燥させてイソプロピル溶媒を蒸発させ、その後、サンプルに試験を
行った。
【０１３９】
　基体媒体は、斤量が７１．２７ｌｂ（３２．３２８ｋｇ）／３０００ｆｔ２（２７８．
７０９ｍ２）（＝１１５．９９２ｇ／ｍ２）；Ｆｒａｚｉｅｒ透過性が１５．３（ＣＦＭ
＠０．５”ＷＧ）（水柱圧１２．７ｍｍで０．４３３ｍ３／分）；およびキャリパ厚が０
．３ミル（０．００７６２ｍｍ）であった。試験結果によれば、濾過媒体はＭＥＲＶ１３
（分別効率データに基づく）に適合し、初期圧力低下は３７８．１３Ｐａであった。
【０１４０】
　実施例２についての細孔サイズおよび分別効率試験データは下記の通りであり、および
／または、図１２および図１３に示す。
【０１４１】
　表５－細孔サイズ（μｍ）
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【０１４２】
　表６－累積フィルタ流、細孔サイズ（μｍ）

【０１４３】
　表７－分別効率（Ｅ）結果

【０１４４】
［実施例３］
【０１４５】
　実施例４の細繊維濾過媒体複合物のための基体材料として用いられた、無被覆で比較的
低グレードのセルロース繊維材料基体濾過媒体に試験を行った。基体濾過媒体は、ＡＦＩ
－２３Ｎ－４のブランド／モデル指定でオルストームから購入した。従って、実施例２で
行ったようにイソプロピルアルコールに浸漬してサンプルを作成する必要はなかった。
【０１４６】
　基体媒体は、斤量が５９．８ｌｂ（２７．１２５ｋｇ）／３０００ｆｔ２（２７８．７
０９ｍ２）（＝９７．３２４ｇ／ｍ２）；Ｆｒａｚｉｅｒ透過性が２３．４（ＣＦＭ＠０
．５”ＷＧ）（水柱圧１２．７ｍｍで０．６６３ｍ３／分）；およびキャリパ厚が０．４
ミル（０．０１０１６ｍｍ）であった。試験結果によれば、濾過媒体はＭＥＲＶ１２（分
別効率データに基づく）に適合し、初期圧力低下は２４２．６３Ｐａであった。
【０１４７】
　実施例３についての細孔サイズおよび分別効率試験データは下記の通りであり、および
／または、図１４および図１６に示す。
　表８－細孔サイズ（μｍ）
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【０１４８】
　表９－累積フィルタ流、細孔サイズ（μｍ）

【０１４９】
　表１０－分別効率（Ｅ）結果

【０１５０】
［実施例４］
【０１５１】
　セルロース系の基体層とナイロン６の細繊維層とを有する濾過媒体複合物を、実施例３
の基体媒体を用いて製造した。複合媒体は、図１～図８に関して上で説明したように、金
属ビード付無端チェーン電極（１つのビード付チェーンセルを用いた実施の形態）で製造
した。環境条件は、室温（例えば７２°Ｆ（２２．２２°Ｃ））および相対湿度４４％で
あった。細繊維は、氷酢酸２／３および蟻酸１／３の溶液（用いた蟻酸の濃度８８％、酢
酸の濃度レベル９９．９％）にナイロン６を溶解させた１２％ナイロン６溶液から製造し
た。
【０１５２】
　９５，０００ボルトの電位を与えた。ビード付金属チェーン電極は、負の４５，０００
ボルトの電源と電気的に結合し、収集電極は、正の５０，０００ボルトの電源に結合した
。目標の間隔は、基体媒体が収集電極に接触して延びた状態で、ビード付金属チェーン電
極と収集電極との間を５と１/２インチ（１４０ｍｍ）に維持した。
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【０１５３】
　図１９の走査電子顕微鏡画像に示すように、細繊維層中の細繊維の繊維径は１００ナノ
メートル未満が典型的であり、直径が１００ナノメートル未満である著しい量の細繊維が
あることが観察された。何回かの試行および／またはいくつかの観察位置について、ＳＥ
Ｍによる観察によれば、約８０～９０％の細繊維の直径は、５０ナノメートル～１００ナ
ノメートルであるのが典型的であった。
【０１５４】
　複合媒体は、斤量が６１．０５ｌｂ（２７．６９２ｋｇ）／３０００ｆｔ２（２７８．
７０９ｍ２）（＝９９．３５８ｇ／ｍ２）；Ｆｒａｚｉｅｒ透過性が２２．９（ＣＦＭ＠
０．５”ＷＧ）（水柱圧１２．７ｍｍで０．６４８ｍ３／分）；およびキャリパ厚が０．
５ミル（０．０１２７ｍｍ）であった。試験結果によれば、複合濾過媒体はＭＥＲＶ１５
（分別効率データに基づく）に適合し、初期圧力低下は２４３．６３Ｐａ（例えば、実施
例３の無被覆媒体に対して１％未満の差）であった。
【０１５５】
　実施例４についての細孔サイズおよび分別効率試験データは下記の通りであり、および
／または、図１５および図１６に示す。
【０１５６】
　表１１－細孔サイズ（μｍ）

【０１５７】
　表１２－累積フィルタ流、細孔サイズ（μｍ）

【０１５８】
　表１３－分別効率（Ｅ）結果
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【０１５９】
［実施例５］
【０１６０】
　セルロース系基体層とナイロン６の細繊維層とを有する濾過媒体複合物を、実施例３の
基体媒体を用いて実施例４のパラメータにより製造した。ただし、異なる装置、すなわち
、チェコ共和国リベレツ州のエル－マルコ，ｓ．ｒ．ｏ．から入手可能なＥｌ－Ｍａｒｃ
ｏＮａｎｏｓｐｉｄｅｒの型式ＮＳ－８Ａ １４５０の機械を利用し、細繊維の製造量を
増加させるために供給電圧を９５，０００ボルトに増加させる改造を施した。環境条件は
、室温（例えば７２°Ｆ（２２．２２°Ｃ））および相対湿度４４％であった。細繊維は
、酢酸２／３および蟻酸１／３の溶液（用いた蟻酸の濃度８８％、酢酸の濃度レベル９９
．９％）にナイロン６を溶解させた１２％ナイロン６溶液から製造した。電圧差９５，０
００の静電界を与えた。紡糸電極と収集電極との間の目標の間隔を５と１/２インチ（１
４０ｍｍ）とした（最も近接した点で測定）。何回かの試行および／またはいくつかの観
察位置について、ＳＥＭによる観察によれば、約８０％～９０％の細繊維の直径は５０ナ
ノメートル～１００ナノメートルが典型的であった。
【０１６１】
　本明細書中で引用する公報、特許出願および特許を含むすべての文献は、各文献を個々
に、具体的に示し、引用して組み込むかのように、また、その全体を本明細書に記載する
かのように、引用して組み込まれる。
【０１６２】
　本発明の説明に関連して（特に以下の請求項に関連して）用いられる名詞及び同様な指
示語の使用は、本明細書中で特に指摘したり、明らかに文脈と矛盾したりしない限り、単
数および複数の両方に及ぶものと解釈される。語句「備える」、「有する」、「含む」お
よび「包含する」は、特に断りのない限り、オープンエンドターム（すなわち「～を含む
が限らない」という意味）として解釈される。本明細書中の数値範囲の具陳は、本明細書
中で特に指摘しない限り、単にその範囲内に該当する各値を個々に言及するための略記法
としての役割を果たすことだけを意図しており、各値は、本明細書中で個々に列挙された
かのように、明細書に組み込まれる。本明細書中で説明されるすべての方法は、本明細書
中で特に指摘したり、明らかに文脈と矛盾したりしない限り、あらゆる適切な順番で行う
ことができる。本明細書中で使用するあらゆる例または例示的な言い回し（例えば「など
」）は、特に主張しない限り、単に本発明をよりよく説明することだけを意図し、本発明
の範囲に対する制限を設けるものではない。明細書中のいかなる言い回しも、請求項に記
載されていない要素を、本発明の実施に不可欠であるものとして示すものとは解釈されな
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いものとする。
【０１６３】
　本明細書中では、本発明を実施するため本発明者が知っている最良の形態を含め、本発
明の好ましい実施の形態について説明している。当業者にとっては、上記説明を読めば、
これらの好ましい実施の形態の変形が明らかとなろう。本発明者は、熟練者が適宜このよ
うな変形を適用することを予期しており、本明細書中で具体的に説明される以外の方法で
本発明が実施されることを予定している。従って本発明は、準拠法で許されているように
、本明細書に添付された請求項に記載の内容の修正および均等物をすべて含む。さらに、
本明細書中で特に指摘したり、明らかに文脈と矛盾したりしない限り、すべての変形にお
ける上記要素のいずれの組合せも本発明に包含される。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(31) JP 5468548 B2 2014.4.9

【図７】 【図８】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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