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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）閉端部、開端部、内部容積部および内側に延びる棚状部とを有するハウジングであ
って、
　　（ｉ）前記開端部に隣接するねじ領域を含み、
　（ｉｉ）内側に延びる前記棚状部は周方向であり、前記ハウジングの前記壁面の内表面
全体に沿って延び、
　　　（Ａ）内側に延びる前記棚状部が前記閉端部と前記ねじ領域の間に配置されている
ハウジングと、
（ｂ）前記ハウジングの前記内部容積部内に位置されており、開口したフィルタ内部を形
成するフィルタ媒体の筒状構成を含むフィルタ・カートリッジであって、
　　（ｉ）フィルタ媒体の前記筒状構成は第１の端部を有し、
　　（ｉｉ）フィルタ・カートリッジは、フィルタ媒体の前記筒状構成の前記第１の端部
に固定された端部キャップを含み、前記端部キャップは前記開口したフィルタ内部と流体
的に連通する開口部を備えたフィルタ・カートリッジと、
（ｃ）前記フィルタ・カートリッジと前記ハウジングの前記壁面の間に流体流路を形成す
るために、前記フィルタ・カートリッジを前記ハウジングの前記壁面から離すように構成
および配置された突起装置であって、
　　（ｉ）ベースおよび側壁を含み、
　　（ｉｉ）前記ベースおよび前記側壁の少なくとも１つから延びる少なくとも１つの弾
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性変形する突起部を備え、
　　（ｉｉｉ）内側に延びる前記棚状部と係合し、前記フィルタ・カートリッジと前記ハ
ウジングの前記壁面の間に流体流路を形成するために、前記フィルタ・カートリッジを前
記ハウジングから離す突起装置とを備える
ことを特徴とする流体フィルタ装置。
【請求項２】
（ａ）前記突起装置は、複数の突起部を含み、
（ｂ）前記突起部はそれぞれ自由端部を含み、
　　（ｉ）前記突起部の夫々の自由端部は内側に延びる前記棚状部と係合する
ことを特徴とする請求項１に記載の流体フィルタ装置。
【請求項３】
（ａ）前記突起部の夫々は前記ハウジングと係合するように流体フィルタ装置の中心長手
軸方向に延びることを特徴とする請求項２に記載の流体フィルタ装置。
【請求項４】
（ｂ）前記ベースおよび前記側壁は、前記端部キャップとは別個の部片であるプレートの
一部であることを特徴とする請求項２または３に記載の流体フィルタ装置。
【請求項５】
（ａ）前記ベースおよび前記側壁は、前記端部キャップの一部であることを特徴とする請
求項２または３に記載の流体フィルタ装置。
【請求項６】
（ａ）前記突起部の夫々は前記端部キャップの前記側壁から流体フィルタ装置の中心長手
軸方向に延びることを特徴とする請求項４に記載の流体フィルタ装置。
【請求項７】
（ａ）前記フィルタ媒体に隣接する前記ハウジングの前記壁面の一部が、前記ねじ領域と
内側に延びる前記棚状部との間の内径とほぼ等しい内径を形成し、
　　（ｉ）内側に延びる前記棚状部と前記一部の間には、逃げ部を形成するように前記部
分の前記内径より大きな内径の前記ハウジングの前記壁面の領域が形成され、
　　（Ａ）前記逃げ部により、前記突起装置が通常位置まで跳ね返ることが可能になる
ことを特徴とする請求項１に記載の流体フィルタ装置。
【請求項８】
（ａ）前記フィルタ媒体は、ひだ付き媒体と、前記第１の端部と反対側の第２の端部とを
含み、
（ｂ）前記端部キャップは第１の端部キャップであり、
（ｃ）前記フィルタ・カートリッジはさらに、
　　（ｉ）前記フィルタ媒体の前記第２の端部に固定された第２の端部キャップであり、
　　　（Ａ）閉じられている第２の端部キャップと、
　　（ｉｉ）前記ひだ付き媒体によって境界をなす内部筒状ライナであって、
　　　（Ａ）前記第１の端部キャップと前記第２の端部キャップの間に延びる内部筒状ラ
イナとをさらに備える
ことを特徴とする請求項２に記載の流体フィルタ装置。
【請求項９】
（ａ）閉端部、開端部、内部容積部および内側に延びる棚状部を有するハウジングであっ
て、
　　（ｉ）前記ハウジングは、前記開端部に隣接するねじ領域を含み、
　　（ｉｉ）内側に延びる前記棚状部は周方向であり、前記ハウジングの壁面の内表面全
体に沿って延び、
　　　（Ａ）前記閉端部と前記ねじ領域の間に配置されている前記ハウジングと、
（ｂ）前記ハウジングの前記内部容積部内に位置されており、開口したフィルタ内部を形
成するフィルタ媒体の筒状構成を含むフィルタ・カートリッジであって、
　　（ｉ）フィルタ媒体の前記構成は第１の端部を有し、
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　　（ｉｉ）前記フィルタ・カートリッジは、フィルタ媒体の前記筒状構成の前記第１の
端部に固定された端部キャップを含み、前記端部キャップは前記開口したフィルタ内部と
流体的に連通する開口部を形成し、
（ｃ）前記フィルタ・カートリッジと前記ハウジング壁面の間に流体流路を形成するため
に、前記フィルタ・カートリッジを前記ハウジング壁面から離すように構成および配置さ
れた突起装置であって、
　　（ｉ）ベースおよび側壁を含み、
　　（ｉｉ）前記ベースおよび前記側壁の少なくとも１つから延びる少なくとも１つの弾
性変形する突起部を備え、
　　（ｉｉｉ）内側に延びる前記棚状部と係合し、前記フィルタ・カートリッジと前記ハ
ウジングの前記壁面の間に流体流路を形成するために、前記フィルタ・カートリッジを前
記ハウジングから離す突起装置と、を含むフィルタ・カートリッジを備えるフィルタ組立
体であって、
（ｄ）流体の流入口ポートおよび流体の流出口ポートを有するフィルタ・ヘッドを備え、
（ｅ）前記フィルタ・カートリッジは、前記フィルタ・ヘッドから解除可能に固定される
ことを特徴とするフィルタ組立体。
【請求項１０】
（ａ）フィルタ・カートリッジおよび前記フィルタ・カートリッジの端部キャップから軸
方向に延びた複数の突起部を含む突起装置とをハウジングの開端部に挿入する工程と、
（ｂ）前記フィルタ・カートリッジを前記ハウジングに固定するように、前記ハウジング
の一部に対して前記突起装置上の前記突起部を係合させる工程であって、
　　（ｉ）前記ハウジングの前記一部は、前記ハウジングの内表面全体に沿って延びる内
側に延びる周面の棚状部を含み、
　　（ｉｉ）前記突起装置の前記係合は、前記ハウジングの閉端部に向かう前記棚状部の
側部に対して係合する工程と、
　　（ｉｉｉ）前記ハウジングの内側に延びる棚状部と、前記フィルタ・カートリッジに
隣接する前記一部の間は、逃げ部を形成するように前記一部の内径よりも大きな内径を有
するハウジング領域が形成され、
　　（Ａ）前記逃げ部は、前記突起装置が通常位置まで跳ね返ることを可能にする、
ことを含むフィルタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体濾過、フィルタ要素、カートリッジ、システムと組み立ておよび使用方
法に関する。より詳細には、本発明はフィルタ、フィルタ・カートリッジ、および産業的
目的に関連して例えばエンジンに使用される流体を浄化する方法に関する。このような適
用例は、潤滑フィルタ、油圧フィルタ、燃料フィルタ、および気体用のスピン・オン・フ
ィルタを含むことができる。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、米国法人および居住者であるＤｏｎａｌｄｓｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ
．（米国を除く全ての国における出願人）、米国民および居住者であるＤａｖｉｄ　Ｂ．
Ｈａｒｄｅｒ（米国のみの出願人）、英国民および米国居住者であるＰｈｉｌｉｐ　Ｅｄ
ｗａｒｄ　Ｊｏｈｎｓｏｎ（米国のみの出願人）、ノルウェー国民および米国居住者であ
るＥｉｖｉｎｄ　Ｓｔｅｎｅｒｓｅｎ（米国のみの出願人）、および米国民および居住者
であるＣｕｒｔ　Ａ．Ｒａｕｓｃｈ（米国のみの出願人）の発明者名で、全ての国々を指
定して、２００２年１０月８日出願の米国特許出願第６０／４１７，２８５号の優先権を
主張したＰＣＴ国際特許出願である。
【０００３】
　流体を浄化して機器を保護するためには、濾過が必要である。濾過は例えば、内燃機関
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システム、油圧システム、圧縮機、発電機などで行われる。典型的なシステムでは、濾過
はいくつかの種類の濾過媒体を有するフィルタ装置を使用することで行われる。使用期間
の後に、フィルタ媒体は詰り、媒体全体にわたる目詰まりが許容できないレベルにまで達
する。この時、フィルタ装置を点検整備する必要がある。いくつかのシステムでは、フィ
ルタ装置全体を処分し、新しいフィルタ装置に交換される。いくつかのシステムでは、フ
ィルタ装置の所定の内部構成部品だけを交換する。また他のシステムでは、フィルタ媒体
を洗浄するだけの場合がある。
【０００４】
　フィルタの１つのタイプが、「スピン・オン・フィルタ」である。スピン・オン・フィ
ルタは使い捨て可能な装置であり、普通は永久的に取り付けられた交換不可能なフィルタ
要素（またはフィルタ・カートリッジ）を保持するための１回使用のハウジングを含んで
いる。フィルタ・カートリッジを保持する缶体は、通常、ねじ係合するようにフィルタ・
ヘッドの上で回される。洗浄する液体は、濾過するためにフィルタ・ヘッドからハウジン
グ内を通過する。洗浄された液体はハウジングの外部に出て、フィルタ・ヘッドに再び入
る。何回かの使用後に、缶体式のスピン・オン・フィルタをフィルタ・ヘッドから取り外
し、処分する。新しい缶体式のスピン・オン・・フィルタをその後、フィルタ・ヘッドの
上に取り付ける。
【特許文献１】米国特許出願第６０／４１７，２８５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　製造コストを少なくする方法と、使用上の利便性および容易性を実現することが望まれ
ている。濾過装置、組み立て方法、および使用方法の他の領域における改良も望まれてい
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ハウジング、ハウジング内で配向されているフィルタ・カートリッジ、および突起装置
を有する流体フィルタ装置が開示される。突起装置は、フィルタ・カートリッジとハウジ
ング壁面の間において流体流路を形成するように、フィルタ・カートリッジをハウジング
の壁面から離すように設けられる。
【０００７】
　いくつかの実施形態では、突起装置はフィルタ・カートリッジの一部分の上に向けられ
た端部キャップの一部であるように構成される。いくつかの実施形態では、これらの部品
は逆の構成である。いくつかの実施形態では、突起装置は端部キャップとは別個の部片で
あるプレートの上に設けられる。いくつかの実施形態では、突起装置はフィルタ・カート
リッジからハウジングの開口に向けて軸方向に延びている。他の実施形態では、突起装置
はフィルタ・カートリッジからハウジングの壁面に向かって径方向に延びている。他の実
施形態は、これら各実施形態の間の変更形態を含み、突起装置は径方向および軸方向の構
成部品の両方を含む所定角度を備える。
【０００８】
　本明細書に記載する流体フィルタ装置は、フィルタ組立体の一部であってもよい。この
ようなフィルタ組立体は普通、流体流入口および流体流出口を有するフィルタ・ヘッドを
含むことができる。フィルタ装置は、入口を通って流れる流体中の汚染物質の少なくとも
一部を取り除くため、フィルタ・ヘッドに解放可能に固定することができる。フィルタ・
システムは、エンジン、油圧システム、発電機、圧縮機などの一部であってもよい。
【０００９】
　本明細書に記載するフィルタ装置の一部として使用できるフィルタ・カートリッジが設
けられている。典型的なフィルタ・カートリッジは、フィルタ媒体の領域、およびフィル
タ・カートリッジの一部から延びる突起装置を含むことができる。突起装置は、カートリ
ッジの一体部であっても、またはカートリッジと係合する別個の部片であってもよい。
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【００１０】
　フィルタを構成または組み立てる方法、および濾過方法が説明されるが、本明細書で記
載する様々なタイプの構成が利用される。一実施形態では、ハウジングが設けられ、フィ
ルタ・カートリッジがハウジングに挿入され、フィルタ・カートリッジをハウジング内に
固定するように複数の突起がハウジングとフィルタ・カートリッジの間で係合される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　流体フィルタ装置の第１の実施形態が、図１～３において全体が２０で示されている。
「フィルタ装置」または「フィルタ」という用語は、本明細書では通常はハウジング、お
よび「フィルタ・カートリッジ」または「フィルタ要素」を含む装置を意味している。フ
ィルタ・カートリッジは、ハウジングから取り外し可能および交換可能である、または永
久的にハウジング内に取り付けることができる。「永久的に取り付ける」ということによ
って、カートリッジまたは要素はハウジングまたはフィルタ要素を損傷することなく、ハ
ウジングから取り外し、交換することができないことを意味している。図示した例におい
て、フィルタ装置２０は、フィルタ・ヘッドから取り外し可能かつ交換可能であり、その
一例を図７に示し、以下にさらに説明する。
【００１２】
　図示した実施形態では、フィルタ装置２０は、ハウジング２２と、その中に配置される
フィルタ・カートリッジ２４を備える。図示した実施形態では、フィルタのハウジング２
２は、周囲壁面２８を有する缶２６の形で具体化されている。缶２６は、閉端部３０、お
よび開口または端部３２を形成する。缶２６は多くの異なる形状でも良い。ここで図示す
る目的で、缶２６は断面が円形の円筒形である。図１に示す特定の実施形態では、周囲壁
面３２に隣接する周囲壁面２８は、直径が異なる少なくとも２つの領域を形成している。
より詳細には、第１の領域３４および第２の領域３６が形成される。第１の領域３４は、
図示される実施形態では開端部３２に隣接する領域であり、第２の領域３６より大きな直
径を有している。第１の領域３４と第２の領域３６の間には、段差３８が形成される。段
差３８は、以下に説明するように、他の構造体を支持および保持するために利用可能とな
る連続周辺肩部４０を形成することが好ましい。図１に示す実施形態で開端部３２で壁面
２８を終端させ、他のフィルタ構造を固定または保持するの補助するためにＵ字形フック
４２が使用される、これについては以下にさらに説明する。
【００１３】
　フィルタエレメントまたはカートリッジ２４は、図では、動作可能にハウジング２２の
内部４４内に位置されている。カートリッジ２４はこの実施形態では、フィルタ媒体４６
の筒状領域を含んでいる。フィルタ媒体は、例えばひだ付き媒体４８を含む多くの異なる
タイプの媒体でも良い。ひだ付き媒体４８は、複数のひだ４９を含み、全体的に閉端部３
０と開端部３２の間に延び、開口したフィルタ内部５０を形成するために、筒状方向に配
置されている。使用可能なひだ付き媒体４８のタイプとして、紙、セルロース、合成媒体
、およびその組合せが挙げられる。いくつかの応用例では、ミクロンまたはサブミクロン
程度の寸法（繊維直径）の細かい繊維で処理することができる。
【００１４】
　図示された実施形態では、媒体４６の筒状領域が内部支持管または内部ライナ５２によ
って支持される。内部ライナ５２は、媒体４６との間で境界を形成するように取り囲まれ
ている。内部ライナ５２を、エキスパンドメタル、穴開きメタル、または他の材料（非金
属を含む）から構成することができ、ライナを通る透過性および流体流が可能になる。い
くつかの実施形態では、媒体４６と境界をなし、これを囲むように位置決めされた外部ラ
イナの形を有する追加の支持管を設けても良い。
【００１５】
　図示された実施形態では、フィルタ・カートリッジ２４は少なくとも１つの端部キャッ
プまたは端部カバー５４を備えている。図示された実施形態では、端部カバー５４はフィ
ルタ媒体４６の第１の端部５６に固定される。端部カバー５４は、図示された実施形態に
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よれば、開口したフィルタ内部５０と流体的に連通する穴または開口部５８を形成する。
特定の望ましい端部カバー５４に関するさらなる詳細を、以下にさらに説明する。
【００１６】
　図示された実施形態では、フィルタ媒体４６の第２の端部６２に固定された第２のキャ
ップまたは端部カバー６０も設けられる。第２の端部カバー６０は図示された実施形態で
は、閉じられており、開口は形成されていない。より詳細には、第２の端部カバー６０は
フィルタ媒体の第２の端部６２に固定されており、部分６４を通して開口されたフィルタ
内部５０を覆うように閉じている。図示される実施形態では、部分６４はドーム形をして
おり、フィルタ媒体４６と境界をなしており、開口したフィルタ内部５０内に延びている
。部分６４はまた、閉端部３０の内部と部分６４の間に配置されているばね６７などの偏
倚機構６６と係合している。ばね６７は、ハウジング２２内の定位置にフィルタ・カート
リッジ２４を保持するための補助を行う。
【００１７】
　フィルタ装置２０はまた、フィルタ装置２０をフィルタ・ヘッドに固定する機構７０を
備えている。図示された実施形態では、機構７０はプレート７２、より詳細にはねじプレ
ート７４の形をしている。ねじプレート７４は、ハウジング２２の全体の断面形状を有す
る。図示された例では、ねじプレート７４は、円形断面を形成する円筒形である。ねじプ
レート７４は、直径が異なる少なくとも第１および第２の領域７８、８０を有するリング
７６を形成する。第１の領域７８は、第２の領域８０よりも直径が大きい。第１の領域７
８と第２の領域８０の間には、段付き部分８２がある。図１から分かるように、段付き部
分８２はハウジング２２の肩部４０と係合し、これによって支持されている。第１の領域
７８は壁面２８の第１の領域３４と位置合せされ、第２の領域８０は壁面２８の第２の領
域３６と位置合せされている。壁面２８のフック４２は、ねじプレート７４の先端部８４
に重なり、これを保持し、これと係合する。
【００１８】
　図１を参照することにより、フック４２、先端部８４、段付き部分８２、および肩部４
０の間の相互作用および係合により、ねじプレート７４が機械的係合により缶２６に固定
されることが分かる。
【００１９】
　プレート７２は、図１に示す方法と同様に、缶２６と永久的に固定される場合、ハウジ
ング２２の一部であると考えられる。
【００２０】
　ねじプレート７４の第１の領域７８の内部を覆っているのは、一連のねじ８６である。
ねじ８６により、選択的にフィルタ装置２０をフィルタ・ヘッドに取り付け、取り外すた
めに、フィルタ・ヘッド上のねじとのねじ係合があってもよい。図１から分かるように、
ねじ８６は特に図示した実施形態では、ねじプレート７４の第１の領域７８に沿っている
だけである。ねじプレート７４の第２の領域８０には、溝８８が形成されている。溝８８
は図示された実施形態では、その上に動作可能に取り付けられる場合に、フィルタ・ヘッ
ドとのシールを形成するシール部材９０を支持および保持する。
【００２１】
　ねじプレート７４は、先端部８４の反対側の端部である端縁部９２を形成する。このよ
うに、端縁部９２（棚状部の段差部）は先端部８４よりもフィルタ・カートリッジ２４側
の近くに位置決めされている。
【００２２】
　フィルタ装置２０は、フィルタ・カートリッジ２４とハウジング壁面２８の間に流体流
路を形成するため、フィルタ・カートリッジ２４をハウジング２２から離すように構成さ
れるとともに、配置される突起装置１００を備える。これは例えば、図１を検討すること
によって分かる。洗浄される流体は、フィルタ装置２０内に案内される。流体は、前方流
れ装置内で、カートリッジ２４と壁面２８の間の容積９４内に流れ込む。突起装置１００
は、フィルタ媒体４６の領域の外側の容積９４の間に到達するため、カートリッジ２４を
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ハウジング２２（この実施形態では、ねじプレート７４を含むハウジング２２）から離し
て、流体路を形成して流体を流すことが可能になる。流体はその後、中の汚染物質の少な
くとも一部を取り除くフィルタ媒体４６を通って流れる。洗浄された流体は、内部ライナ
５２を通って、開口したフィルタ内部５０内に流れ込む。そこから、洗浄流体は開口部５
８を通って流れ、その後フィルタ装置２０から外に出る。フィルタ装置２０はまた、逆流
の形でも動作可能である。逆流では、洗浄される流体は開口したフィルタ内部５０内に案
内され、フィルタ媒体４６を通して、容積９４内に入り、その後ハウジング２２から外に
出る。
【００２３】
　突起装置１００は、フィルタ・カートリッジ２４とハウジング２２の間に延びる少なく
とも１つの突起部１０２を含んでいる。突起部は、軸方向、径方向、またはその組合せ（
軸方向構成部品と径方向構成部品の両方を有する）に延びることができる。突起部１０２
は様々な構造で良い。他の実施形態では、突起部１０２をハウジング上に取り付けること
ができる。他の実施形態では、突起部１０２をカートリッジ上に取り付けることができる
。他の実施形態では、突起部１０２を他の構造物上に取り付けることができる（図２０参
照）。
【００２４】
　図１に示す特定の実施形態では、突起装置１００は端部カバー５４の一部である。端部
カバー５４は、ベース９６と側部壁面９８を備えている（図２および３）。ベース９６は
、フィルタ媒体４６の第１の端部５６とほぼ垂直である。側部壁面９８は、フィルタ媒体
４６の方向にほぼ平行であり、缶２６の壁面２８と平行である。側部壁面９８は示される
実施形態では、全体的にベース９６と境界をなしている。開口部５８は、ベース９６と側
部壁面９８の両方によって境界をなしている。ベース９６は、開口部５８と側部壁面９８
の間に延びている。
【００２５】
　図示された実施形態では、端部カバー５４は媒体を含む部分９９を備えている（図３）
。媒体を含む部分は、図１～３に示す例では、側部壁面９８の形で具体化されている。媒
体を含む部分９９は、フィルタ媒体４６の周りに連続壁面１０１を形成する。
【００２６】
　図２および３をさらに参照すると、突起装置はベース９６および側部壁面９８の少なく
とも１つから延びる、少なくとも１つの、図示された実施形態では、複数の突起部１０２
を含む。図２および３に示す実施形態では、互いに同じ間隔を置いて配置されるとともに
、側部壁面９８から延びる４つの突起部１０３、１０４、１０５、１０６が設けられる。
図示された実施形態では、突起部１０３、１０６はそれぞれ側部壁面９８から軸方向に延
びる。「軸方向」によって、突起部１０３～１０６が全体的に、フィルタ装置２０の中心
長手軸１０９（図１）にほぼ平行な部分を少なくとも含む、長手軸１０８（図３）を形成
することを意味している。
【００２７】
　図２および３に示す実施形態では、突起部１０３～１０６はそれぞれ、端部キャップ５
４から延びるタングまたはタブ１１０の形をしている。図３に示す例では、タブ１１０は
湾曲部１１４で壁面９８に結合されるベース部１１２を含む。ベース部１１２から延びる
のは、自由端部１１８を形成する第２の部分１１６である。図示された実施形態では、ベ
ース部１１２と第２の部分１１６の間に湾曲部または角度部１２０がある。タブ１１０は
それぞれ、端部カバー５４から片持ちであることが分かる。また、図示された実施形態で
は、タブ１１０は側部壁面９８の長さより長く、自由端部１１８はベース９６を越えた（
上の図３に示す）距離だけ延びていることが分かる。
【００２８】
　上述のように、タブ１１０は様々な構造で、端部カバー５４およびハウジング２２に対
して向けることができる。また図３を参照すると、図図示した特定の例では、タブ１１０
は端部カバー５４の媒体を含む部分９９から延びているように構成されている。例えば図
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３では、タブ１１０は壁面９８の湾曲部１１４から延びている。
【００２９】
　カートリッジ２４が動作可能にハウジング２２の内部４４内で配向されている場合、フ
ィルタ・カートリッジ２４とハウジング壁面２８の間の流体の流れを可能にするように、
タブ１１０はハウジング２２のねじプレート２４に係合する（特に、図１）。また図１を
参照すると、ねじプレート７４からカートリッジ２４を離し、容積１２２を形成するため
、各タブ１１０の自由端部１１８がどのように縁部９２に係合するか分かる。
【００３０】
　図１～３に示すフィルタ装置２０を構築するため、普通は缶２６が準備される。この時
点では、缶２６はそれに取り付けられる機構７０を備えていない。フィルタ・カートリッ
ジ２４が準備され、缶２６の開口３２を通して挿入される。フィルタ・カートリッジはば
ね６７に対して偏倚され、ねじプレート７４は開口３２内で配向される。ねじプレート７
４は、タブ１１０の自由端部１１８とねじプレート７４の底縁部９２の間の係合によって
フィルタ・カートリッジ２４に対して押される。ねじプレート７４は、その間の機械的係
合と圧入によって缶２６に固定される。図示した実施形態では、フィルタ・カートリッジ
は、ねじプレート７４に対するばね６７の偏倚係合によってハウジング２２内の定位置に
保持される。他の実施形態では、使用されるばねがない場合もある。
【００３１】
　ハウジング２２の代替実施形態が図４に示されている。この実施形態では、ねじプレー
ト７４は溶接連結１２４などの溶着により、ハウジング壁面２８’に固定される。図４か
ら分かるように、ねじプレート７４と壁面２８’をこのように連結させる場合において、
壁面２８’は開端部３２’に隣接する異なる直径の面積ではない。
【００３２】
　ハウジング２２の別の実施形態が図５に示されている。この実施形態では、ハウジング
の壁面２８”は内側に延びる突起またはビード１２６を含んでいる。この特定の実施形態
で示すように、ビード１２６は周方向であり、ハウジング２８”の縁部周り全体に延びて
いる。壁面２８”は、ビード１２６と、開口３２”を形成する自由端部１２８の間に延び
る取付部分１３０を有する。取付部分１３０により、ねじプレート７４を溶接１２などの
溶融によって、ハウジングの壁面２８”に固定することが可能になる。ねじプレート７４
の縁部９２はビード１２６に係合することに留意されたい。この実施形態では、タブ１１
０はビード１２６に係合する。図示された実施形態では、縁部９２およびタブ１１０は、
ビード１２６の両側部１３３、１３４に係合する。
【００３３】
　次に図６～１２を参照し、まず図７から始めると、フィルタ装置の別の実施形態は全体
が１４０で示されている。図７では、フィルタ組立体は全体が１４２で示され、それに取
り外し可能に固定されたフィルタ組立体１４２を備えるフィルタ・ヘッド１４４を含む。
フィルタ・ヘッド１４４は、流体流経路１４８、１５０を形成する本体またはブロック１
４６を備える。図示された実施形態では、流経路１４８、１５０はそれぞれ、流れポート
１５２、１５４で終端する。前方向流れ装置では、流経路１４８は入口または汚い流体流
経路１４９に対応し、ポート１５２は入口流れポート１５３に対応する。前方向流れシス
テムでは、流経路１５０は出口または清浄流経路１５１に対応し、ポート１５４は出口流
れポート１５５に対応する。シール部材１５９は図では、ハウジング端部１７６（図８）
とフィルタ・ヘッド１４４の間にある。
【００３４】
　フィルタ・ヘッド１４４がフィルタ装置１４０に動作可能に連結される場合、流経路１
４８は容積１５８と流体流連通するポート１５６で終端する。容積１５８を以下にさらに
規定する。流経路１５０はポート１６０で終端し、フィルタ・ヘッド１４４がフィルタ装
置１４０の動作可能に連結する場合、ポート１６０は開いたフィルタ内部１６２と流体流
連通する。
【００３５】



(9) JP 4550579 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

　図１の実施形態と同様に、図７に示すフィルタ装置１４０は、ハウジング１６６と、そ
の中に向いているフィルタ・カートリッジ１６８とを備える。ハウジング１６６は、周辺
壁面１７２を有し、閉端部１７４および開口または端部１７８（図８）を形成する缶１７
０の形で具体化されている。
【００３６】
　図８を参照すると、ハウジング１６６は開口１７６に隣接するねじ領域１７８を含んで
いる。ねじ領域１７８は、図示された特定の実施形態では、缶１７０の一部として製造さ
れるように示されている。ねじ領域１７８は、例えば、転動されたねじ１７９、または他
のタイプの形成されたねじを含むことができる。ねじ領域１７８はまた、缶１７０の内部
にねじを機械加工する過程により作ることができる。別の方法では、ハウジング１６６は
、缶１７０に機械的に固定されたねじプレート７４の形で具体化された、図１に示すタイ
プの機構７０を含むことができる。図１に示すハウジング２２はまた、図示するようにね
じ領域１７８を備える、図８に示すハウジングのタイプであってもよい。
【００３７】
　図８に図示するハウジング１６６の特定の実施形態は、内側に延びる突起またはビード
１８０を含む。ビード１８０は、図５に図示するビード１２６に類似している。ビード１
８０は周方向であり、ハウジング壁面１７２の内部径方向表面１８２に全体的に沿って延
びている。図８から分かるように、ビード１８０は閉端部１７４とねじ部または領域１７
８の間の位置に配置される。ねじ領域１７８は、ビード１８０と開口１７６の間に配置さ
れる。ビード１８０は、湾曲した頂点１８８で互いに結合された両側部１８４、１８６を
有するほぼ湾曲した形状をしている。以下にさらに説明するように、ビード１８０は、フ
ィルタ・カートリッジ１６８をハウジング壁面１７２から離す構造と相互に作用して、フ
ィルタ・カートリッジ１６８と壁面１７２の間の流体流路を形成する。
【００３８】
　次に図９および１０を参照すると、フィルタ・カートリッジ１６８の一実施形態が図示
されている。フィルタ・カートリッジ１６８は、図１の端部カバー５４を除いて、フィル
タ・カートリッジ２４と同様である。フィルタ・カートリッジ１６８は、第１の端部キャ
ップまたは端部カバー１９２と第２の端部キャップまたは端部カバー１９４の間に延びる
媒体１９０の領域を含む。フィルタ媒体１９０は様々な異なる媒体のタイプであってもよ
い。図示された例では、媒体１９０はひだ付き媒体１９６である。ひだ付き媒体は、開い
たフィルタ内部１６２を画定し、囲むような筒状構成で形成されている。また、端部カバ
ー１９２と１９４の間に延びているのは、内部支持管またはライナ１９８である。内部ラ
イナ１９８は、ひだ付き媒体１９６と境界をなしている。内部ライナ１９８は、そこを通
る流体の流れを可能にするように形成された複数の穴２０２を備える剛性プラスチックな
どの材料で構成されている。図１０から分かるように、第２の端部キャップ１９４は、開
口または穴を形成しない閉端部キャップである。第２の端部キャップ１９４は、媒体１９
０の端部２０４を覆い、端部２０４で開いたフィルタ内部１６２を閉じる。端部カバー１
９２は、開いたフィルタ内部１６２との流体流の連通を可能にするように開口部または開
口２０６を形成する。
【００３９】
　再度、図７を参照すると、フィルタ装置１４０は、上述した突起装置１００と類似して
いる突起装置２１０を備えている。突起装置２１０は、フィルタ・カートリッジ１６８と
ハウジング壁面１７２の間に流体流路を形成するためフィルタ・カートリッジ１６８をハ
ウジング１６６から離すように構成および配置されている。これは図７を検討することに
よって分かる。洗浄される流体は、入口ポート１５３を通ってフィルタ・ヘッド１４４内
に案内される。流体は、汚い流れ流路１４９を通って、ポート１５６から流出する。そこ
から、流体はカートリッジ１６８とハウジング壁面１７２の間の容積１５８内に流れる。
突起装置２１０は、容積１５８に到達するようにカートリッジ１６８をハウジング１６６
から離すことで、流体路に流体が流れることが可能になる。流体はその後、中の汚染物質
の少なくとも一部を取り除くフィルタ媒体１９０を通って流れる。浄化された流体は、内
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部ライナ１９８を通って、開口したフィルタ内部１６２内に流れ込む。そこから、浄化さ
れた流体は開口部２０６（図１０）およびポート１６０を通って流れる。そこから、クリ
ーン流れ経路１５１を通って流れ、出口ポート１５５を通ってフィルタ・ヘッド１４２か
ら出る。
【００４０】
　図１の実施形態に関して上述したように、突起装置２１０を様々な構成で具体化するこ
とができる。図６～１２に示す特定の実施形態では、突起装置２１０は端部カバー１９２
の一部である。次に図１２を参照すると、端部カバー１９２はベース２１２および側部壁
面２１４を備えている。ベース２１２は、フィルタ媒体１９０の端部２０５（図１０）に
ほぼ垂直である。側部壁面２１４は、フィルタ媒体１９０の方向にほぼ平行である。側部
壁面２１４は図１２に示す実施形態ではまた、ベース２１２とほぼ垂直である。側部壁面
２１４は図示された実施形態では、フィルタ媒体１９０の周りに連続壁面２１８を形成す
る媒体を含む部分２１６を画定している。図１２から分かるように、媒体を含む部分２１
６はベース２１２から延びている。
【００４１】
　さらに図１２を参照すると、突起装置２１０は、少なくとも１つの、図示された実施形
態では、複数の突起部２２０を含んでいる。図１１および１２に図示された実施形態では
、３つの突起部２２１、２２２、および２２３が設けられる。図１１では、突起部２２１
、２２２、２２３がどのように例の実施形態で互いに等しい間隔を置いて配置されている
かが分かる。他の実施形態では、間隙を変更することができる。図示された実施形態では
、突起部２２１、２２２、２２３の夫々は、端部カバー１９２から径方向に延びている。
より詳細には図１２では、突起部２２１がどのように端部キャップ１９２のベース２１２
から径方向に延びているか分かる。突起部２２１、２２２、２２３はそれぞれ図示された
実施形態では、媒体を含む部分２１６に対してほぼ垂直である。
【００４２】
　図１１および１２に示す実施形態では、突起部２２１、２２２、２２３は夫々、端部キ
ャップ１９２から延びるタブ２２６の形を備える。タブ２２６は、ベース２１２の外周縁
部２２８から延びるか突起している。
【００４３】
　タブ２２６は、所望量の可撓性および弾性を与える材料でできている。このように、タ
ブ２２６は手の力で弾性変形することができ、ハウジング１６６内にフィルタ・カートリ
ッジ１６８を動作可能に設けることが可能になる。これを以下にさらに説明する。
【００４４】
　再度図７を参照すると、フィルタ・カートリッジ１６８とフィルタ・ハウジング１６６
の間の相互作用が、ビード１８０とのタブ２２６の係合により分かる。より詳細には、タ
ブ２２６はビード１８０の側部１８６に対して係合して、フィルタ・カートリッジ１６８
をハウジング１６６内に捕捉および保持する。端部カバー１９２の外周面２２８と壁面１
７２の間の空間または容積により、流体流路２３０が、端部カバー１９２とフィルタ・ハ
ウジング１６６の間に形成される。タブ２２６は、缶の内部の径方向表面１８２と係合し
て、流路２３０を作り出す。タブ２２６の外側軸方向表面２３２（図１２）は、缶１６６
の側部１８６（図８）に係合して、カートリッジ１６８をハウジング１６６内に保持する
。したがって、カートリッジ１６８がビード１８０とハウジング１６６の閉端部１７４の
間に捕捉される。
【００４５】
　フィルタ装置１４０を構成するため、ハウジング１６６が設けられている。フィルタ・
カートリッジ１６８が設けられ、開端部１７６を通して挿入される。外側軸方向表面２３
２と反対側の第２の軸方向表面２３４（図１２）は、ビード１８８の側部１８４に係合す
る。ビード１８８を通して、さらにハウジング１６６内にカートリッジ１６８を押し込む
ように、フィルタ・カートリッジ１６８に力が加えられる。この力が加えられると、タブ
２２６は弾性変形し、ビード１８０の上にすばやく移動する。最終静止位置は、ビード１
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８０に対して係合するタブ２２６を有し、特に外側軸方向表面２３２はビード１８０の側
部１８６に係合している。これにより、外周縁部２２８とフィルタ・ハウジング１６６の
間に流体流路２３０が作り出される。フィルタ装置１４０はその後、フィルタ組立体１４
２を形成するように、フィルタ・ヘッド１４４の上で組み立てられる。これは、フィルタ
・ヘッド１４４上のねじ２３６（図７）とハウジング１６６上のねじ領域１７８の対合を
介して、フィルタ・ヘッド１４４に対してフィルタ装置１４０をスピンさせることによっ
て行なわれる。
【００４６】
　タブ２２６を、プラスチック、ガラス充填ナイロン、金属、合成物、または個別のばね
を含む様々な材料から構成することができる。
【００４７】
　次に、全体が２４０であるフィルタ装置の代替実施形態を示す図１３を参照する。フィ
ルタ装置２４０は、変更した口２４４を有するハウジング２４２を備える。ハウジング２
４２内に位置決めされているのは、フィルタ・カートリッジ２４６である。カートリッジ
２４６は、端部カバー２４８を除いて、カートリッジ２４、１６８と類似している。これ
を以下にさらに説明する。
【００４８】
　図１３および図１５の変更した口２４４は、ハウジング２４２の本体２５０の断面より
大きい断面開口を有するように形成されている。このように、ハウジング２４２の壁面２
５２は、壁面２５２の壁部２５６で径方向外側（すなわち、中心長手軸２５４から離れる
ように）角度付けする。図１６では、口（図示せず）は、本体２５０の断面より小さな断
面開口を有する。図１６では、壁面２５２’は壁面２５２’の壁部２５６’で径方向内側
に角度付けしている。
【００４９】
　ハウジング２４２は、フィルタ・ヘッドと連結する構造２５８を備える。図示された実
施形態では、構造２５８は概して、フィルタ・ヘッドと係合するねじ２６２を有するねじ
プレート２６０として示されている。点線２６４は概して、フィルタ・ヘッドの底部ベー
スの位置を示す。
【００５０】
　ねじプレート２６０を、様々な方法で缶２４３に固定することができ、図図示した特定
の実施形態では、溶接２６６などの金属溶着により行なわれる。
【００５１】
　この実施形態では、またハウジング２４２からフィルタ・カートリッジ２４６を離し、
フィルタ・カートリッジ２４６とハウジング２４２の間い流体流路を形成する突起装置２
６８が設けられる。この実施形態では、突起装置２６８は、端部カバー２４８から延びる
複数の突起部２７０を含んでいる。図示された実施形態では、突起２７０は端部カバー２
４８から延びるタブ２７１、２７２の形をしている。２つのタブ２７１、２７２がこのよ
うに略断面図で示されているが、端部カバー２４８から延びる３つ以上のタブがあっても
よい。この実施形態では、説明した全ての他の実施形態と同様に、突起２７０は端部カバ
ー２４８と永久的に一体連結していてもよく、あるいは突起部２７０は端部カバー２４８
に永久的には固定されず、むしろ端部カバー２４８の上に圧入されている。別の方法では
、突起部２７０はハウジング２４２に（永久的または取り外し可能に）固定される。
【００５２】
　突起部２７０は、径方向延長部２７４と角度の付いた延長部２７６の両方を含んでいる
。より詳細には、角度の付いた延長部２７６は、フィルタ媒体２７８の外表面に対して測
定した角度θで延びているように示されている。角度θは、垂直ではなく、１８０°でも
なく示されている。図示した実施形態では、角度θは鋭角（９０°より小さい）であるよ
うに示されている。より詳細には、角度θは図では１０°～６０°の間である。角度の付
いた延長部１７６から延びているのは、径方向の延長部２７４である。径方向の延長部２
７４は、この実施形態では、端部カバー２４８のベース２８０にほぼ平行であるように図
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示されている。
【００５３】
　ねじプレート２６０は、溶接継手２６６に隣接して配置された縁部２８２を含む。フィ
ルタ装置２４０を組み立てる場合、フィルタ・カートリッジ２４６がハウジング２４２に
挿入される。突起部２７０は弾性変形（または屈曲）し、ねじプレート２６０の縁部２８
２の上にすばやく移動する。縁部２８２の上にあると、突起部２７０は壁面２５２、ねじ
プレートの縁部２８２、または両方のいずれかでハウジング２４２に係合する。縁部２８
２は、ハウジング２４２内の定位置にフィルタ・カートリッジ２４６を保持するのを補助
し、脱落するのを防ぐ。
【００５４】
　図１３の装置により、長いフィルタ媒体２７８が可能になる。これにより、長さが短い
媒体および全体的に小さい媒体を有する実施形態より長い寿命がカートリッジ２４６に与
えられる。
【００５５】
　図１４は、フィルタ装置２４０に対するねじプレート２６０の変更形態を示す。図１４
では、ねじプレート２６０’が再び、溶接継目２８４で壁面２５２に溶接される。ねじプ
レート２６０’はこの実施形態では、スチールなどの金属である。ねじスチール・ボス２
８６は、アルミニウム・ヘッド２８８に結合されている。このタイプの装置により、ねじ
プレート２６０’で固体アルミニウムを含む装置の上で、缶２４３内の流れ面積を大きく
することが可能である。
【００５６】
　図１５および１６は、ねじプレート２９３と缶の間の溶接点の２つの代替実施形態を示
している。図１５は、溶接継目２９０を有する外側に溶接された缶を示し、図１６は溶接
継目２９２を有する内側に溶接された缶を示す。ねじプレート２９３は、Ｏリング・ガス
ケット２９４を保持する軸方向に配置された溝２９５を含んでいる。ガスケット２９４は
、それに取り付けられる場合にフィルタ・ヘッド１４４でシールを形成する。
【００５７】
　次に図１７～１９、２１、および２２を参照すると、フィルタ装置の別の実施形態は全
体が３００で示されている。図１７では、フィルタ組立体３０２は斜視図で示されている
。フィルタ組立体３０２は、図７に示すフィルタ・ヘッド１４４などのフィルタ・ヘッド
に取り外し可能に取り付けることができる。フィルタ組立体３０２は、ハウジング３０４
と、その中に向いているフィルタ・カートリッジ３０６（図１９）を備えている。ハウジ
ング３０４は、周辺壁面３０８を有し、閉端部３１０および開口または端部３１２を備え
ている。図１７～１９の実施形態のハウジング３０４は、金属で構成することができるが
、図示した実施形態では、成形プラスチックで構成されている。外側壁面３０８は、ハウ
ジング３０４を強化するのを助けるように補強リブ３１４を有するように見える。図１７
および１９に示す実施形態では、ハウジング３０４は開口３１２に隣接するねじ領域３１
６を含む。ねじ領域３１６は、ハウジング３０４の一部として製造されているように示さ
れている。上述したように、ねじ領域は、ハウジング３０４に固定された別個のねじプレ
ートを含む、様々な方法で含めることができる。
【００５８】
　図１９に示すハウジング３０４は、アンダーカットまたは内側に延びる突起物または突
起３１８を含む。突起３１８は、ビード１８０およびビード１２６に類似している。突起
３１８は周方向であり、ハウジング壁面３０８の内部径方向表面３２０全体に沿って延び
ている。突起３１８は、閉端部３１０とねじ領域３１６の間の位置に配置されている。フ
ィルタ媒体３２２の大部分に隣接するハウジング壁面３０８の一部分３２３は、ねじ部３
１６と突起３１８の間にハウジング壁面の内径とほぼ等しい内径を形成する。突起３１８
と部分３２３の間には、逃げ３８０を形成する大きな内径の領域がある。以下にさらに説
明するように、突起３１８はハウジング壁面３０８からフィルタ・カートリッジ３０６を
離す構造と相互作用して、フィルタ・カートリッジ３０６と壁面３０８の間に流体流路を
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形成する。
【００５９】
　次に図１９を参照すると、フィルタ・カートリッジ３０６の一実施形態が断面図で示さ
れている。フィルタ・カートリッジ３０６は、ある材料の使用を除いて、フィルタ・カー
トリッジ２４と同様である。図１の実施形態と同様に、フィルタ・カートリッジ３０６は
、第１の端部キャップ３２４と第２の端部キャップ３２６の間に延びる媒体３２２の領域
を含んでいる。フィルタ媒体３２２は様々な異なる媒体のタイプであってもよいが、図図
示した例では、媒体３２２はひだ付き媒体３２８である。媒体３２２は、開いたフィルタ
内部３３０を形成し、囲むような筒状構成に形成されている。また、第１の端部キャップ
３２４と第２の端部キャップ３２６の間に延びているのは、内部支持管またはライナ３３
２である。内部ライナ３３２は、媒体３２２を支持するように働き、剛性プラスチックま
たは金属などの材料で構成されて、そこを通る流体の流れを可能にするように穴を形成す
る。図１９から分かるように、第２の端部キャップ３２６は、開口または穴を画定しない
閉端部キャップである。第２の端部キャップ３２６は、媒体３２２の端部３３４を覆い、
端部３３４で開いたフィルタ内部３３０を閉じる。第１の端部キャップ３２４は開口部ま
たは開口３３６を画定して、開いたフィルタ内部３３０との流体流連通を可能にする。
【００６０】
　ハウジング３０４は、突起３１８とねじ領域３１６の間に溝３３８を形成する。溝３３
８は、フィルタ・ヘッドでシールを形成するようにＯリング３４０を保持する。第１およ
び第２の端部キャップ３２４、３２６を、金属を含む多くの異なる材料で構成することが
できるが、好ましい実施形態では、第１の端部３２４はプラスチックで構成され、第２の
端部キャップ３２６は金属で構成されている。ハウジング３０４は、その閉端部３１０内
で成形された支持構造３４２を含むことに留意されたい。支持構造３４２は、ハウジング
３０４に全体的な強度を与え、加えて、フィルタ・カートリッジ３０６のハウジング３０
４内への軸方向支持および位置決めを行なう。この支持構造３４２により、図１の実施形
態のばね６７などの、ばねの使用がなくなる。
【００６１】
　続いて図１９を参照すると、フィルタ装置３００は、上に説明した突起装置２１０およ
び突起装置１００と同様の突起装置３５０を備える。突起装置３５０は、フィルタ・カー
トリッジ３０６をハウジング３０４から離すように構成および配置されて、フィルタ・カ
ートリッジ３０６とハウジング壁面３０８の間に流体流路を形成する。これは図１９を参
照することによって分かる。洗浄される流体は、ハウジング３０４、およびカートリッジ
３０６とハウジング壁面３０８の間の容積３５２内に案内される。突起装置３５０は、容
積３５２に到達するように、カートリッジ３０６をハウジング３０４から離して、流体経
路が流体を流すのを可能にする。流体はその後、中の汚染物質の少なくとも一部を取り除
くフィルタ媒体３２２を通って流れる。洗浄された流体は、内部ライナ３３２を通して、
開いたフィルタ内部３３０内に流れる。そこから、きれいな流体が開口部３３６を通って
流れ、フィルタ・ヘッドを通して流れ出る。
【００６２】
　上述したように、他の実施形態に関して、突起装置３５０を様々な構成で具体化するこ
とができる。図１７～１９、２１および２２に示す実施形態では、突起装置３５０は第１
の端部キャップ３２４と一体部分である。次に図２１を参照すると、端部キャップ３２４
はベース３５４および側部壁面３５６を含む。ベース３５４は、フィルタ媒体３２２の端
部３５８にほぼ垂直である。側部壁面３５６は、フィルタ媒体３２２の方向にほぼ平行で
ある。側部壁面３５６はまた、ベース３５４にほぼ垂直である。側部壁面３５６は図示さ
れた実施形態では、フィルタ媒体３２２の周りに連続壁面３５６を形成する媒体を含む部
分３６０を形成する。
【００６３】
　さらに図２１および２２を参照すると、突起装置３５０は少なくとも１つの、図示され
た実施形態では、複数の突起３６２を含む。図示された特定の実施形態では、４つの突起
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があり、それぞれ約９０°だけ互いに等しい間隔で配置されている。図２の実施形態と同
様に、突起３６２はそれぞれ、第１の端部キャップ３２４から延びるタングまたはタブ３
６４の形をしている。タブ３６４は、湾曲部３６８で壁面３６０に結合されたベース部３
６６を備えている。ベース部３６６は自由端部３７２を形成する。タブ３６４はそれぞれ
、端部キャップ３２４から片持ち状になっていることが分かる。図示した例では、タブ３
６４は第１の端部キャップ３２４の媒体を含む部分３６０から延びるように構成されてい
る。もちろん、他の実施形態も可能である。第１の端部キャップ３２４はまた、図２１で
溝３７６を形成するものとしていてもよい。溝３７６は、Ｏリング・シール部材３７８（
図１９）を保持している。Ｏリング・シール部材３７８は、フィルタ・ヘッドでシールを
形成する。
【００６４】
　フィルタ装置３００を構成するため、ハウジング３０４が設けられている。フィルタ・
カートリッジ３０６は開口３１２を通して挿入される。フィルタ・カートリッジ３０６は
、閉端部３１０で支持構造３４２に係合する。タブ３２４は、アンダーカットまたは突起
３１８に到達するまで、ハウジング３０４の内表面に対して係合することによって、径方
向内側に偏倚される。アンダーカットまたは突起３１８による逃げ３８０によって、タブ
が通常位置まで跳ね返ることが可能になる。このことが起こると、タブ３６４の自由端部
３７２は突起３１８に係合する。これにより、フィルタ・カートリッジ３０６をハウジン
グ３０８内に捕捉する。
【００６５】
　代替実施形態が図２０に図示されている。図２０の実施形態は、第１の端部キャップを
除いて図１９の実施形態と同じである。第１の端部キャップは、図２０では端部キャップ
３２４’として示されている。図２０の実施形態での第１の端部キャップ３２４’は、一
体型突起装置を含んでいない。単に、そこから延びる突起もタブもない閉連続側部壁面３
５６’を有するだけである。しかしフィルタ装置３００’は、突起装置４００を備えてい
る。この実施形態では、突起装置４００は別個かつ独立したプレート４０２の一部である
。プレート４０２は図示された実施形態では、第１の端部キャップ３２４’の上部かつね
じ部３１６’の下で配向されている。プレート４０２は、第１の端部キャップ３２４のベ
ース３２４’にほぼ平行で配向されているベース４０４と、ベース４０４とほぼ垂直な側
部壁面４０６とを有する。側部壁面４０６は図示された実施形態では全体的に、端部キャ
ップ３２４’の側部平面３５６’および媒体３２２’と境界をなしている。プレート４０
２と一体的であるのは、複数の突起４１０である。単一の突起４１０しか図２０の断面図
には見えないが、普通は図２２に示す４つの突起のように、複数の突起４１０があること
を理解すべきである。突起４１０は突起３６２と類似に構成されている。より詳細には、
突起４１０はそれぞれ、側部壁面４０６に湾曲部４１４によって結合されたベース部４１
２を含んでいる。各ベース部４１２は自由端部４１８を形成する。
【００６６】
　使用する際、フィルタ装置３００’を組み立てるため、フィルタ・カートリッジ３０６
’をハウジング３０４’に挿入する。次に、ドロップ・イン・プレート４０２を挿入する
ことによって、フィルタ・カートリッジ３０６’をハウジング３０４’内の定位置に固定
する。ドロップ・イン・プレートを、第１の端部キャップ３２４’の上部に静止するよう
に向ける。フィルタ・カートリッジ３０６’をその後、ドロップ・イン・プレート４０２
と支持構造３４２’の間に捕捉する。プレート４０２の突起４１０はハウジング３０４’
に挿入され、その後通常方向にすばやく戻されながら、径方向内側に偏向し、ハウジング
３０４’の突起３１８’と係合する。
【００６７】
　使用する際には、図１～２２で本明細書中に説明したタイプのフィルタを使用して流体
を浄化するためフィルタ装置が設けられ、フィルタ・ヘッドの上で回す。洗浄されるべき
流体は、フィルタ・ヘッドを通してハウジング内に流れ、フィルタ・カートリッジを通し
てフィルタ・ハウジングのからフィルタ・ヘッドを通して戻り、その後フィルタ・ヘッド
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から流出する。使用期間の後、フィルタ媒体は詰まるか目詰まりする。この時点で、フィ
ルタを使えるようにすることが望ましい。フィルタを使えるようにするため、フィルタは
ヘッドから回転させることによって取り除かれる。すなわち、フィルタ装置とフィルタ・
ヘッドの間のねじ係合が解除される。いくつかの使用において、フィルタ装置全体が処分
され、新しいフィルタ装置と交換される。例えば図１～５の実施形態では、フィルタ装置
全体が処分され、新しいフィルタ装置と交換される。図７～１６の実施形態のようなある
装置では、口を通して引っ張ることによって、古いフィルタ・カートリッジをハウジング
から取り除くことができることが考えられる。タブは、内部ハウジング突起の上で離脱、
または湾曲して、ハウジングからのフィルタ・カートリッジの取り外しを可能にする。こ
のような例では、古いフィルタ・カートリッジが処分（または再利用）され、新しいフィ
ルタ・カートリッジと交換される。新しいフィルタ・カートリッジはハウジングに挿入さ
れる。タブがカートリッジに連結されている場合、タブはハウジング・ビードまたは突起
の上で湾曲し、すばやく移動する。タブがカートリッジから離れている場合、突起装置は
、タブがハウジング・ビードまたは突起の上で湾曲し、すばやく移動するまで、ハウジン
グ内の定位置に取り付けられる。新しいフィルタ装置はまた、フィルタ・ヘッドの上で動
作可能なアセンブリ内に取り付けることができる。
【００６８】
　説明した実施形態では、端部キャップ上の突起を金属、プラスチック、および合成物を
含む様々な材料から作ることができる。ハウジングはひだを付けることができる、または
カートリッジが中に挿入される前にクロムまたはニッケルめっきで仕上る、または熱処理
することができる。これによって、ハウジングを耐食性に処理すること可能になる。組立
が便利であることにより、ハウジングをフィルタ・カートリッジの製造とは独立して、別
個の設備または別個の位置で製造することができる。ハウジング内でのカートリッジの最
終組立を、第３の位置でも行なうことができる。
【００６９】
　いくつかの応用例では、中で使用されるフィルタ媒体は樹脂ベッドであってもよい。樹
脂ベッドを使用して、ハウジングの外径まで充填することができる。
【００７０】
　ねじプレートは、打抜加工、パイプからの機械加工を含む様々な材料から作ることがで
きる、または粉末金属から形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】は、本開示の原理により構成された、ハウジングおよびフィルタ・カートリッジ
を含むフィルタの一実施形態の略断面図である。
【図２】は、図１に図示したフィルタ内で利用される、突起装置を有する端部カバーの一
実施形態の外観斜視図である。
【図３】は、図２に図示した端部カバーの断面図である。
【図４】は、図１に図示したものと同様であるが、別の実施形態を示す、フィルタの一部
分の断片断面図である。
【図５】は、本開示の原理により構成された、フィルタの別の実施形態の一部を示す断片
断面図である。
【図６】は、本開示の原理により構成された、フィルタ・ヘッド及びフィルタを含むフィ
ルタ組立体の端面図である。
【図７】は、フィルタ・ヘッド、および本開示の原理により構成されたフィルタの別の実
施形態を示す、図６の線７－７に沿った断面図である。
【図８】は、図７に示すフィルタ・ハウジングの断面図である。
【図９】は、図６および７のフィルタ装置で使用されるフィルタ・カートリッジの端面図
である。
【図１０】は、図９の線１０－１０に沿った、図９に図示したフィルタ・カートリッジの
断面図である。
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【図１１】は、図９および１０のフィルタ・カートリッジで利用される端部カバーの端面
図である。
【図１２】は、線１２－１２に沿った、図１１に示す端部カバーの断面図である。
【図１３】は、本開示の原理により構成された、フィルタ装置の別の実施形態を示す略断
面図である。
【図１４】は、本開示の原理により構成された、フィルタ装置の別の実施形態を示す略断
面図である。
【図１５】は、別の実施形態により構成された、フィルタ装置の一部を示す略断片断面図
である。
【図１６】は、別の実施形態により構成された、フィルタ装置の一部を示す略断片断面図
である。
【図１７】は、本開示により構成された、フィルタ装置の別の実施形態を示す外観斜視図
である。
【図１８】は、図１７に示す実施形態の平面図である。
【図１９】は、図１８の線１９－１９に沿った、図１７および１８に示す実施形態の略断
面図である。
【図２０】は、本開示の原理により構成された、フィルタ装置の別の実施形態を示す略断
面図である。
【図２１】は、図１７～１９に示す実施形態の一部の略断面図である。
【図２２】は、図２１に示す実施形態の一部の外観斜視図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】
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