
滅菌グレード疎水性エアフィルター
STERILE AIR

プロセスフィルトレーション （精密濾過）
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ペットボトル成型

ガス封入 / タンク加圧

ホイップ製品製造用撹拌エア

無菌処理

無菌包装

インキュベーションタンク

熟成タンク

空気搬送設備

タンクベンチレーション

プロセスフィルトレーション（精密濾過）
ドナルドソンのプロセスフィルトレーションは、35 年以上にわたり、世界中の化学 ・医薬 ・食品飲料産業に高品質の滅菌エア、食品加工用蒸気、

および、液体濾過製品を提供しています。

ドナルドソンの革新的なフィルター設計は、高流量であっても効率の良い濾過に重点を置いています。 そのため、特定の要件を満たすための

さまざまな材料、濾過精度、およびエンドキャップ形状 （ハウジングとの勘合形状） でのご利用が可能です。

プレフィルターからファイナルフィルターまで、また少流量から大流量まで、さらには清浄度を考えるとき、ドナルドソンをご検討ください。

滅菌エア・ガスについて

圧縮空気には、ほこり ・ 花粉 ・水または油のエアロゾル ・炭化水素などのミストといった汚染物質に加えて、製品を損なう可能性のある細菌が

含まれている可能性があります。

食品 ・飲料 ・製薬 ・バイオ医薬品、および電子機器業界でのサニタリー用途には、上記のすべての汚染物質を含まない圧縮空気が必要です。

以下の厳格に定められている清浄度要件を満たすには、 最高品質の滅菌エア用の濾過製品が必要です。

二酸化炭素（CO2）/窒素

無菌の圧縮エアが必要なだけでなく、食品 ・飲料 ・ その他の業界

の多くのアプリケーションでは、特定のガスを無菌状態に濾過する

必要があります。

例としては、飲料のカーボネーションや農産物包装の窒素封入など

があります。

タンクベンチレーション

貯蔵タンクには、細菌汚染から保護しなければならない製品が含まれ

ていることがよくあります。

タンクの内容物が充填と排出が繰り替えされると、大気がタンクの

ヘッドスペースを出入りします。

大気にはバクテリアが含まれているため、この換気される空気は、

タンクに入るときに、濾過する必要があります。

タンク用の滅菌に使用するベントフィルターは、タンクに入る空気から

バクテリアや固形粒子を取り除きます。

産業

食料 ・飲料

製薬

バイオ医薬品

バイオテクノロジー

エレクトロニクス /半導体

ヘルスケア

技術応用（アプリケーション）
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ヒューム

霧

粘土

スモッグ

ウィルス

カーボンブラック

タバコの煙

コロイダルシリカ 製粉された小麦粉

炭塵

花粉

肥料

バクテリア

雲/霧

綿屑

ビーチサンド

シルト 細かい砂

噴霧

ほこり

（対数スケール）

典型的な
空中浮遊粒子の
相対サイズ

粒子径（μｍ）
0.001 0.01 0.1 1.0 10 100 1000

技術的定義

大気条件

走査型電子顕微鏡 光学顕微鏡 目視

霧雨/雨

セメントダスト

カビ胞子

人間の髪の毛

一般的に、 バクテリアのサイズは 0.2 ミクロンから 30 ミクロンの範囲です。

滅菌 VS 清潔

“滅菌” と “清潔” という用語は同義語として使用されることもありますが、意味は異なります。

プロセス濾過では、 “滅菌” とは 「生きたバクテリアやその他の微生物がない」 ことを意味します。

例えば、ドナルドソン P-SRF V シリーズ滅菌エアフィルターエレメントは、バクテリアのない空気を生成するために使用されます。

一方、“清潔 （サニタリー）” はやや広い意味を持っています。

この用語は、健康または健康の保護に関連し、「健康を危険にさらす汚物や病原体などの要素がないこと」 を意味します。

何かがサニタリーであるということは、清潔であるとか、容易に清潔に保たれることをいいます。

例えば、ドナルドソン 3A 認定の PG-EG サニタリーグレードフィルターハウジングは、簡単に清潔な状態に保ち、健康を脅かす

可能性のある汚物や病原体がないように設計されています。

つまり、“清潔 （サニタリー）” が特徴であるのに対し、 “滅菌” は状態を意味します。

バクテリアのサイズ比較

サイズ比較チャート
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No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

説明

アフタークーラー付きエアコンプレッサー

DF-Cサイクロンセパレーター

湿式貯蔵タンク

Vグレードコアレッサフィルター付きDFフィルター

UFM-Dゼロロス凝縮ドレン

冷蔵乾燥機

DSオイル/水セパレーター

Mグレードコアレッサフィルター付きDFフィルター

乾式貯蔵タンク

Ultrapac2000ドライヤー

Sグレードパティキュレートフィルター付き
DFフィルター

Aグレードカーボン吸着フィルター付き
DFフィルター

P-SRFV滅菌フィルター付き
PG-EGサニタリーハウジング

ドレン排出

P-GS 5 µmスチームフィルター付き
P-EGハウジング

滅菌エアの作り方
滅菌フィルターエレメントの主な目的は、バクテリアを取り除くことです。

したがって、長期にわたって使用でき、除去効率がを確保するために、上流工程で適切なプレフィルターで保護しなければなりません。

一般的な滅菌エアフィルターの配置構成は、次のとおりです。

A P 高多孔質焼結ポリエチレン微粒子フィルターエレメント （25 µm）

A S ポリエステルマイクロファイバーフリース微細合体フィルターエレメント （0.01 µm で 99.99998％の除去効率）

An A 活性炭炭化水素蒸気フィルターエレメント （残留油分　<0.003 PPM）

P-SRF V 滅菌空気最終フィルターエレメント （0.02 µm で 99.9999998％の除去効率）

滅菌エア

圧縮エアの変動需要を伴う設置

定置滅菌（SIP: Sterilization-In-Place）

ファイナルフィルターを保護し、 また滅菌エア自体を全体的に品質向上するためのプレフィルターに加えて、 P-SRF V フィルターエレメントと

PG-EG ハウジングは、 アプリケーションの要件に従って定期的に滅菌しなければなりません。

捕獲されたバクテリアは、 濾材の外面にコロニーを形成し、 移動し始める可能性があります。

上の図に示すように、 P-SRF V フィルターエレメント / PG-EG フィルターハウジングは蒸気で所定の位置に滅菌されます。

蒸気自体は、 P-EG ハウジングに内蔵された P-GS 焼結ステンレス鋼エレメントを通してろ過されます。

オートクレーブ滅菌（高圧蒸気滅菌）

SIP を使用していない場合は、 オートクレーブ装置の手順に沿って、 オートクレーブ装置でフィルターエレメントを滅菌できます。



1

116

2

2

3 4
5

6

7

8

7

9

7
7

10

12

5

滅菌グレードエアフィルター

プロセスフィルトレーション

説明

ボイラー

スチームヘッダー

ストップバルブ

ストレーナー

エントレインメントセパレーター
（25μmのP-GSLNエレメントを備えた
　P-EGハウジング）

凝縮水トラップ

圧力計

減圧弁

蒸気絞り弁

食品加工用スチームフィルター
（5μmのP-GSエレメントを備えた
PG-EGハウジング）

サンプリングバルブ

サニタリーチェックバルブと配管

通常、オートクレーブで滅菌されるのはフィルターエレメントのみ

ですが、ラインから取り外して分解しオートクレーブに入れると、

ハウジングとエレメントの両方を滅菌できます。

滅菌手順
P-SRF および P-SRF V 滅菌エアフィルターエレメントは、 次の 2 つの手順のいずれかを使用して滅菌できます。 1） インプレース滅菌 （SIP）

または 2） オートクレーブ。 いずれのエレメントも、 完全性を失うことなく、 最大 100 回の滅菌サイクルに耐えることができます。 両方の手順

のサイクル時間と温度は次のとおりです。

定置滅菌（SIP）手順

SIP を使用すると、フィルターエレメントとハウジングは所定の位置に

残り、分解することなく蒸気を使用して濾過システムを滅菌します。

SIP には、さびやその他の固形粒子を濾過した蒸気をご使用ください。

SIP プロセス全体で蒸気圧が 1 bar （15psid） を下回らないよう

お気を付けください。

滅菌中は、システムからドレンを排出します。

ハウジング内の空気はすべて排気してください。

SIP 中にフィルター全体の差圧が 0.34bar （5psid） を超えない

ためには、上流と下流の差圧ゲージをご使用ください。

滅菌後、使用する蒸気圧までプロセス空気またはガスでシステム

を加圧し、使用する準備ができるまでシステムを冷却します。

フィルターエレメントに不必要なストレスがかからないように、

可能な限り、 常に低い滅菌温度を使用してください。

食品加工用蒸気

圧縮エアの変動需要を伴う設置

オートクレーブ滅菌（高圧蒸気滅菌）

前ページ記載のサイクル時間に加えて、使用中のオート

クレーブに付属の特定の手順に従ってください。

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

サイクル時間（分)

温度              滅菌            冷却        再加熱       合計

122-123 °C 30 15 15 60

129-135 °C 15 15 15 45

140 °C 10 15 15 40
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滅菌グレードエアフィルター

SUS304 あるいは SUS316L

１～ 370 m3/min （35〜13,000scfm） の流量容量 18 サイズ

高流量での低い差圧

内面表面処理 ：

    - モデル 0006-0288 ： 酸洗処理　および 不動態化処理 ： 表面粗度 Ra 63

    - モデル 0432-1920 ： ビードブラスト

外面仕上げ ：

    - モデル 0006-0288 ： 酸洗処理、 不動態化処理　および 研磨　 ： 表面粗度 Ra 63

    - モデル 0432-1920 ： ビードブラスト

NPT および ANSI 接続 （要求に応じて代替接続を利用可能）

P-SRF V –マイクロファイバープリーツ

ドナルドソン P-SRF V は、濾過性能を向上させた滅菌エアフィルターです。

プリーツデプスメディア構造は、圧力損失が低く、 保持能力が向上するように研究の上設計されており、不稼働時間と懸るコストを最小限に

抑えます。 当社独自のメディア構成は、素早いハジキ性能を持つ疎水性に改善したものとなっています。

今日の市場では、これ以上の滅菌エアフィルターはないでしょう。

効率 ：  > 99.99999995% ＠0.02 μm
　　　　　MS2 Coliphage (>/= 0.02 μm) LRV > 9

強化された PTFE 層を備えたバインダーフリーのホウケイ酸メディア

ステンレス鋼のエンドキャップとサポートコア

工場で 100％完全性テスト済み

工場で 100％完全性テスト済み

食品および飲料の接触に関する米国 FDA、CFR タイトル 21 および 1935/2004 / EC 要件に適合

インラインでの蒸気滅菌、また オートクレーブで繰り返し滅菌

PG-EG、P-EG、および P-BE ハウジングで推奨

PT N - PTFE メンブレン

ドナルドソン PT N フィルターは、強酸性またはアルカリ性溶液などの過酷な濾過用途で使用するため、

メンブレンメディアを採用しています。

絶対濾過精度 ： 　0.2μm

高多孔性で、疎水性を持つ PTFE メンブレンメディアで、高流量および固形粒子を効率よく保持

ポリプロピレン (PP) 製エンドキャップとサポートコア

バインダーや接着剤は含まれていません

工場で 100％完全性テスト済み

食品および飲料の接触に関する米国 FDA、CFR Title21 および 1935/2004 / EC の要件に適合

インラインでの蒸気滅菌、また オートクレーブで繰り返し滅菌可能

P-EG、PG-EG、P-BE ハウジングで推奨

P-EG ガス & スチームフィルターハウジング

空気、ガス、または蒸気をろ過するための経済的ソリューションです。
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滅菌グレードエアフィルター

PG-EG サニタリーフィルターハウジングは、サニタリーおよび衛生用途での圧縮空気またはテクニカルガスの

浄化用に設計されています。

P-BE フィルターは、固定式または移動式の貯蔵タンクで、大気にベンチレーションするように設計されています。 

シンプルなツーピース構造には、液体が濾材と接触するのを防ぐための飛沫保護が組み込まれています。

無菌および非無菌グレードのフィルターエレメントをこのハウジングに組み込むことができます。

SUS304 あるいは SUS316L

大気圧下で、 0.09 ～ 34 m3/min (3〜1,200 cfm) の流量容量で 12 サイズ

高流量での滅菌低差圧用 ／ P-SRF V 滅菌エアフィルターエレメントを内蔵して使用

化学的適合性のために UF 接続を備えた他のフィルターエレメントと互換性あり

PG-IL インラインフィルターハウジングは、衛生および衛生用途での液体および気体の清浄用に設計されています。

3-A 認証 ／ サニタリー管用継手 BPE 規格に準拠

SUS304 あるいは SUS316L

下記のケースで 4 つのサイズ

- 液体流量の場合 ： 11 ～ 68 L/min (3〜18 gpm)

- サニタリーガス ： 6 ～ 36.5 m3/min (215〜1,290 scfm)

内面表面処理 ： 電解研磨／表面粗度 Ra15

外面表面処理 ： 電解研磨／表面粗度 Ra32

PG-EG サニタリーガスおよびスチームフィルター用ハウジング

モデル 0006-0192 ： 3-A 認証

SUS304 あるいは SUS316L

１～ 370 m3/min （35〜13,000scfm） の流量容量 12 サイズ

高流量での低い差圧

内面および外面表面処理 ：

    - モデル 0006-0192 ： 　電解研磨 ／ 表面粗度 Ra32

    - モデル 0432-1920 ： 硝酸不動態化処理 ／ 表面粗度 Ra32

配管接続 ：

 - モデル 0006-0192 ： トライクランプ (Tri-Clamp) （要求に応じて代替接続を利用可能）

    - モデル 0432-1920 ： 　ANSI フランジ接続

P-BE ベントフィルターハウジング

PG-IL インラインサニタリーガスおよび液体フィルター
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優れたフィルトレーション  最大限のプロテクション
豊富な製品ラインナップ

空気、蒸気、液体用フィルター製品
衛生ガイドラインに適合した設計
幅広い用途目的に対応
ハウジング、エレメント、部品など
豊富な在庫

最先端技術

最適化されたフィルター性能
と濾過効率
広範囲にわたる研究開発能力
最新鋭の設計および試験・評価設備
世界中で1,000人を超える技術者

製品サポートと専門知識

専任技術者

包括的な営業サポート
広範なフィルター分析技術と
トラブルシューティング
100年以上にわたる
グローバルな成功実績


