
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
フィルタ本体（２２）と、
流れ入口（３０）と流れ出口（３７）を備え、かつ、前記フィルタ本体に組付けられるこ
とにより前記フィルタ本体を通って前記流れ入口から前記流れ出口まで延在する流路を形
成する、フィルタヘッド（２１）と、
前記フィルタ本体内に配置され、かつ、前記流路内に位置決めされた、全流フィルタエレ
メント（２３）と、
出口開口部（４０）を有する出口流れ導管（２５）を備え、かつ、前記流路内に位置決め
されて前記フィルタ本体（２２）内に配置された、バイパスフィルタエレメント（２４）
と、

流動物質用の全流－バイパス複合
型フィルタ。
【請求項２】
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前記流路内に配置された、ベンチュリノズル型の流れノズル（２６）と
　を備え、
　前記全流フィルタエレメント（２３）を通って前記流れ出口（３７）に至るオイルの流
れが前記流れノズル（２６）を通過するようにするとともに、前記流れノズル（２６）内
に形成された低圧領域内に前記出口流れ導管（２５）の前記出口開口部（４０）が配置さ
れるように、前記流れノズル（２６）を前記全流フィルタエレメント（２３）及び前記バ
イパスフィルタエレメント（２４）に対して配置した、



前記流れノズルは前記フィルタヘッドの一部分である、 に記載のフィルタ。
【請求項３】
前記流れノズルは前記出口流れ導管用の中心位置決め装置を含む、 に記載のフィ
ルタ。
【請求項４】
前記流動物質はオイルである、 に記載のフィルタ。
【請求項５】
前記流れノズル及び前記出口流れ導管は単一の一体部材で構成されている、 に記
載のフィルタ。
【請求項６】
前記流れノズルは前記フィルタ本体の一部分である、 に記載のフィルタ。
【請求項７】
前記流れノズルは二つの部分からなるように形成され、これらの部分のうちの一方の部分
は前記フィルタヘッドの一部分であり、他方の部分は前記フィルタ本体の一部分である、

に記載のフィルタ。
【請求項８】
前記流れノズルは前記フィルタヘッドの一部分である、請求項１に記載のフィルタ。
【請求項９】
前記流れノズルには、流体流れが前記全流フィルタエレメントを通過することなく前記流
れ入口と前記流れ出口との間を流れないように設計されたシールフランジが一体的に設け
られている、請求項１に記載のフィルタ。
【請求項１０】
フィルタ本体（２２）と、
前記フィルタ本体に組み付けられたフィルタヘッド（２１）と、
外径入口側及び内径出口側を有し、かつ、前記フィルタ本体内に配置された、全体として
円筒形をなす全流フィルタエレメント（２３）と、
外径入口側及び内径出口側を有し、かつ、前記フィルタ本体（２２）内に配置された、全
体として円筒形をなすバイパスフィルタエレメント（２４）であって、該バイパスフィル
タエレメントを通り抜けて流出する流体の流れを受け入れかつ案内するように、前記
入口側 出口流れ導管（２５）を有する、前記バイパスフィルタエレメ
ント（２４）と、

流体用の全流－バイパス複合型フィルタ
。
【請求項１１】
前記流れノズルは前記フィルタヘッドの一部分である、 に記載のフィルタ。
【請求項１２】
前記流れノズルは前記出口流れ導管用の中心位置決め装置を備える、 に記載の
フィルタ。
【請求項１３】
前記流れノズル及び前記出口流れ導管は単一の一体的部材で構成されている、
に記載のフィルタ。
【請求項１４】
前記流れノズルは前記フィルタ本体の一部分である、 に記載のフィルタ。
【請求項１５】
前記流れノズルは二つの部分からなるように形成され、これらの部分のうちの一方の部分
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請求項１

請求項２

請求項３

請求項２

請求項１

請求項１

外径
と流体的に連通した

前記全流フィルタエレメント（２３）の前記内径出口側の略中央に配置された、ベンチュ
リノズル型の流れノズル（２６）と
　を備え、
　前記全流フィルタエレメント（２３）を通って流出する流体の流れが前記流れノズル（
２６）を通るとともに、前記出口流れ導管（２５）は、前記流れノズル（２６）の内部に
形成された低圧領域内に配置されるようにした、

請求項１０

請求項１１

請求項１１

請求項１０



は前記フィルタヘッドの一部分であり、他方の部分は前記フィルタ本体の一部分である、
に記載のフィルタ。

【請求項１６】
前記流体フィルタが濾過する流体はオイルである、 に記載のフィルタ。
【請求項１７】
前記流れノズルには、前記フィルタヘッド内への流体流れが前記全流フィルタエレメント
を最初に通過することなく前記フィルタヘッドから流出しないように設計されたシールフ
ランジが、一体的に形成された、 に記載のフィルタ。
【請求項１８】
フィルタ本体（２２）と、
流れ入口（３０）と流れ出口（３７）を備え、かつ、前記フィルタ本体に組付けられるこ
とにより前記フィルタ本体を通って前記流れ入口から前記流れ出口まで延在する流路を形
成する、フィルタヘッド（２１）と、
前記流路内に位置決めされ、かつ、前記フィルタ本体内に配置された、前記流動物質を処
理するための第１エレメント（２３）と、
出口開口部（４０）を有する出口流れ導管（２５）を備え、かつ、前記流路内に位置決め
されて前記フィルタ本体内に配置された、第２エレメント（２４）と、

流動物質用の全流－バイパス複合型フィルタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、ガソリンエンジン及びディーゼルエンジンのような内燃エンジン、及び流体の
濾過を必要とするこうしたエンジンと関連した装置用の流体濾過エレメント及びシステム
に関する。更に詳細には、本発明は、全流濾過（ｆｕｌｌ　ｆｌｏｗ　ｆｉｌｔｒａｔｉ
ｏｎ）及びバイパス濾過（ｂｙｐａｓｓ　ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ）の両方を使用した潤滑
油の濾過に関する。
【０００２】
【従来の技術】
内燃エンジンは、一般的には、潤滑油を清浄にするために二種類の濾過を使用する。これ
らの二種類の濾過は、一般的には、全流濾過及びバイパス濾過と呼ばれる。全流濾過に用
いる全流フィルタエレメントは、オイルをエンジン区画室へ供給する前に、調整済みオイ
ルポンプ吐出量の９０％乃至１００％を受入れてこれを（比較的大まかに）濾過する。バ
イパス濾過に用いるバイパスフィルタは、代表的には、ポンプ吐出量の５％乃至１０％を
受入れ、一般に、オイルを「超清浄」にする上で有効である。多くの最新型のエンジン（
ガソリンエンジン及びディーゼルエンジン）では、全流フィルタが使用されている。大型
エンジン（特にディーゼルエンジン）には全流フィルタの他にバイパスフィルタが設けら
れていることが多い。従来、エンジンでは、全流－バイパス複合型濾過（ｃｏｍｂｉｎｅ
ｄ　ｆｕｌｌ　ｆｌｏｗ　ａｎｄ　ｂｙｐａｓｓ　ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ）が三つの方法
のうちの一つの方法で行われた。
【０００３】
全流－バイパス複合型濾過を行うための一つの方法は、全流フィルタエレメント及びバイ
パスフィルタエレメントを別々の容器に置き、バイパスフィルタに強制的に流すための積
極的な手段を備えた別々の個々の流れ回路を構成することである。全流－バイパス複合型
濾過を行うための第２の方法は、全流フィルタエレメント及びバイパスフィルタエレメン
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請求項１０

請求項１０

請求項１０

前記流路内に配置された、ベンチュリノズル型の流れノズル（２６）と
　を備え、
　前記第１及び第２エレメント（２３、２４）を通過して前記流れ出口（３７）に到る流
体の流れが前記流れノズル（２６）を通過するとともに、前記流れノズル（２６）内に形
成された低圧領域内に出口流れ導管（２５）の前記出口開口部（４０）が配置されるよう
に、前記流れノズル（２６）を前記第１及び第２エレメント（２３、２４）に対して配置
した、



トを同じ容器に置き、別々の個々の流れ回路及びバイパスフィルタに強制的に流すための
積極的な手段を設けることである。第３の方法は、全流フィルタエレメント及びバイパス
フィルタエレメントを同じ単一の容器に置くことを必要とするが、流れ回路を一つしか持
たず、バイパスフィルタエレメントに強制的に流すための積極的な手段を備えていない。
【０００４】
本発明は、全流－バイパス複合型濾過を同じ単一の容器内で行うことのできる設計を提供
する。この設計は、単一のエンジンオイル流れ回路を備え、バイパスフィルタを通る流れ
をつくりだす積極的な手段を有する。本発明では、この「積極的な手段」は、以下に説明
するように、駆動（吸引）力である。
【０００５】
本発明の重要な特徴は、全流－バイパス複合型フィルタと関連してノズルを使用すること
である。狭幅のスロートノズルがフィルタ出口に挿入され、即ちフィルタ出口と組み合わ
されており、このノズルは、高速流れ領域及び低圧領域の両方を形成するのに全流流体を
使用する。バイパスフィルタ出口は、ノズルスロート（低圧領域）に配置され、本発明に
ついて所望の流れをつくりだすのはこの配置の正確さ及び性質である。
【０００６】
全流フィルタエレメント及びバイパスフィルタエレメントは共通の入口を有し、そのため
、上流圧力ゾーンが共通である。しかしながら、バイパス出口は、その出口が低圧領域と
一致するようにノズルに配置されている。このため、バイパスフィルタエレメントは、全
流フィルタエレメントよりも下流圧力が低い。バイパスフィルタエレメントの前後の差圧
が全流フィルタエレメントの前後の差圧よりも大きいため、本発明のノズル設計を使用し
ない同様の濾過装置と比べて多くの流れがバイパスフィルタエレメントを通って引き出さ
れる。ノズル及びバイパスフィルタ出口の設計及び寸法を変化させることによってバイパ
スフィルタを通る所望の流量を変化させることができる。
【０００７】
本発明の設計により、バイパスオイル及び全流オイルを分離するために使用される従来の
第２流れ回路がなくなる。このように流れ回路をなくすことによってエンジンの内部及び
外部の両方の配管を大幅に減少させ、これによって、費用を劇的に減少させる。本発明に
より、従来は油溜めに戻されたバイパスオイル流れを、清浄な加圧オイルを必要とするエ
ンジン区画室に直接供給する。この設計の一つの経済上の利点は、付随する動力損失を減
少させるということである（本発明では、バイパス濾過を行うためにオイルを圧送する必
要がないということは明らかである）。第２の経済上の利点は、本発明では、潤滑された
構成要素にバイパスオイルが直接的に供給されるという点で（バイパスオイルは油溜めに
戻らない）、エンジンに供給されるオイルが従来技術のシステムで得られるよりも清浄で
あるということである。これは、エンジンの磨耗を少なくし、エンジンの寿命を長くする
結果をもたらす。
【０００８】
本発明の別の利点は、従来は全流濾過だけを使用していたエンジンにバイパス濾過を加え
る比較的費用のかからない手段を提供することである。本発明以前には、新たな流れ回路
をエンジンの内部又は外部に加える必要がある強制駆動式／引込み式バイパスが用いられ
てきた。これは、更に、エンジンが付随的なバイパス流れを可能にするポンプ出力の余裕
を持つことを必要とする。バイパス回路をエンジンの内部に加える場合にはエンジンの変
更に大きな費用がかかるため、本発明がこのような大幅な改善をもたらす理由が明らかで
ある。バイパス回路をエンジンの外部に加える場合でも、これには、取り付け空間を必要
とする他に別のフィルタ容器及び費用のかかる配管が必要となる。上述のように、本発明
は、追加の配管又は追加の流れ回路のいずれをも付加することなくバイパス濾過を可能に
する。
【０００９】
本発明のアイデアと或る程度関連していると考えることのできるオイルフィルタ設計を持
つ幾つかの特許がある。以下に列挙する特許は、従来のオイルフィルタ設計の例であり、
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本発明を詳細に論じる前にこれらの特許の考えを適宜に分析する。
【００１０】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上掲の表において、カントーニに賦与された米国特許及び欧州特許は同じ発明であり、従
って、これらの文献は重複していると考えることができる。同様に、英国特許の文献はイ
タリア特許の文献と同じであり、これらの二つの文献もまた重複している。更に、英国の
文献は、イタリアの文献の適当な翻訳であると指摘される。
【００１１】
上掲の文献、特に英国の文献（８６０，８７１）を更に詳細に見ていくと、開示の装置は
、バイパスチューブの外径と全流エレメントの出口との間に環状領域を形成することによ
って全流エレメントを横切る拘束を高めることが特許請求の範囲に記載されているという
ことに着目されたい。全流エレメントを横切って形成された拘束はバイパスエレメントの
外側に影響し、従って、拘束の大きいバイパス濾材を通して追加の流体を圧送する。フィ
ルタ前後の圧力降下を人工的に増大させると、フィルタの有効寿命が短くなる。拘束が増
大するため、多くの問題点が生じ、かくして、この設計は、特に本発明と関連していると
考えられるわけではないが、その価値及び利点において本発明に及ぶものではない。この
システムにバイパス弁が設けられている場合には、圧力降下の増大によりフィルタの早期
バイパスが起こり、その結果、汚染された流体がエンジンに送られることとなる。バイパ
ス弁がない場合には、拘束の増大によりエンジンへの流体流れが減少し、その結果、エン
ジンを破損することになる。更に、圧力降下が増大すると、ポンプから失われる動力がこ
れに付随して増大する。この動力の損失は、システムの効率を低下させ、従って望ましく
ない。本発明では、全流フィルタエレメント前後の圧力差はどのようなかたちであっても
大きく増大することはない。その代わりに、本発明の設計は、バイパスフィルタエレメン
トを通してオイルを吸い込む吸引効果をつくりだすのに減圧ゾーンを使用する。
【００１２】
更に、上掲の英国の文献には、バイパス濾材の出口に低圧領域を形成するのに截頭円錐形
のノズルを使用することが特許請求されている。この文献では、截頭円錐形のノズルの外
側の周りの主流れにより、バイパスフィルタエレメント内部に減圧を生じる。ノズルの周
りの流れを膨張させることは低圧領域を形成する上で最も効率的な方法ではない。本発明
は、全ての流出オイルをノズルを通して圧送し、従って速度を高め、低圧領域を形成する
。エネルギの損失を少なくして速度の上昇を高める上でベンチュリノズルが優れている。
この設計により、流出流を最大に使用してバイパスフィルタエレメントの出口に低圧領域
を形成できる。
【００１３】
カントーニ、ワダ、及びケネディに賦与された特許には、バイパス濾材を通る流れをつく
りだすのにノズルを使用することが開示されている。しかしながら、これらの設計の各々
は、ノズルの壁内へのバイパスフィルタエレメントの出口を提供する。オイルを壁内へ流
出させることによって、流れは存在する壁力に打ち勝たねばならない。開示の発明は、バ
イパスフィルタエレメントの出口を流れの中心内に直接位置決めすることによってノズル
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の使用の効率を高める。上文中で言及した壁力により、速度は流れの中心で最大になり、
従って圧力が最小になる。これにより、速度のプロフィール（ｖｅｌｏｃｉｔｙ　ｐｒｏ
ｆｉｌｅ）を最大に使用できる。更に、出口を流れの中心に挿入することによって、ノズ
ルの壁を通して流出させる場合に可能であるよりも大きな断面積を与えることができる。
面積の増大により、バイパスフィルタエレメントを通る流れを大きくすることができる。
従って、本発明は、従来提案された設計のいずれよりも効率が高く、上掲の特許のいずれ
からも想到できないし明らかでない。
【００１４】
本発明は、内燃エンジン用のオイルの濾過に関して詳述するが、本発明の教示は、空気を
含むどのような種類の流体にも実際上適用できるということは強調されなければならない
。更に、本願中に開示したバイパスフィルタエレメントは、変形例では、特別の「バイパ
ス」流を必要とせずに有用な化学物質をオイル又は他の流体に導入する、化学的処理が施
されたエレメントであってもよい。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、改良された全流－バイパス複合型フィルタを提供することである。
【００１６】
本発明の関連した目的及び利点は、オイルフィルタに関してなされる以下の説明から明ら
かになる。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
内燃エンジンのオイルを濾過するための、本発明の一実施例による全流－バイパス複合型
オイルフィルタは、フィルタ本体と、このフィルタ本体に組み立てられる、流れ入口及び
流れ出口を備えたフィルタヘッドであって、フィルタヘッド及びフィルタ本体からなる組
み立て済みの組み合わせが流れ入口から流れ出口までフィルタ本体を通る流路を形成する
、フィルタヘッドと、フィルタ本体内に配置され、流路内に位置決めされた全流フィルタ
エレメントと、フィルタ本体内に配置され、流路内に位置決めされ、出口開口部を含む出
口流れ導管を持つバイパスフィルタエレメントと、流路内に位置決めされた流れノズルと
を有し、このノズルは、全流フィルタエレメント及びバイパスフィルタエレメントを通過
して流れ出口に到るオイルの流れがこのノズルを通過するように両フィルタエレメントに
対して配置され、この流れノズルは、低圧領域をつくりだすするように構成され、出口流
れ導管の出口開口部は、低圧領域内に位置決めされている。
【００１８】
【実施例】
次に、本発明の原理の理解を促す目的のため、添付図面に示す実施例を参照し、特定の用
語を使用してこれを説明する。しかしながら、これによって本発明の範囲を限定しようと
するものではなく、本発明と関連した分野の当業者は、例示の装置の変形及び変更、及び
本発明の原理の、本願に例示した用途とは異なる用途を容易に思いつくであろう。
【００１９】
図１を参照すると、この図には、全流－バイパス複合型オイルフィルタ２０の全断面が正
面図で示してある。オイルフィルタ２０は、全体に円筒形のフィルタヘッド２１、全体に
円筒形のフィルタ本体２２、全流フィルタエレメント２３、及びバイパスフィルタエレメ
ント２４を含む。各フィルタエレメントは、全体に円筒形であり且つ中空であり、外径入
口側及び内径出口側を各々有する。バイパスフィルタエレメント２４は、ノズル２６内に
上方に同心に延びる出口導管２５に繋がっており、且つこれと協働する。ノズル２６は、
全体に円筒形の外壁面及び狭幅のスロート２９を含む内部形状を有する。バイパスフィル
タエレメント２４は、全体に円筒形のその開放した中央部２４ａを通る全ての流出流が出
口導管２５内に案内されるように設計されている。
【００２０】
四つの主要なベルヌーイ障害型ノズル設計があるが、ノズル２６の内部形状の設計には、
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ベンチュリノズル型が使用されてきた。他の三つの主要な形式には、（ａ）薄いプレート
オリフィス、（ｂ）長半径ノズル、及び（ｃ）ドールノズルがある。
【００２１】
オイルの流れは、雌ねじを備えた入口孔３０を介して入り、上プレート３２に設けられた
半径方向に間隔を隔てられた一連の円形開口部３１及び外隙間領域３３及び３４を介して
フィルタエレメント２３及び２４の外側を取り囲む。フィルタエレメント２３を通って流
れるオイルは、フィルタエレメント２３の円筒形の内壁３６が構成する円筒形内部空所３
５内に通過する。この濾過済みのオイルの流出流は、全部がノズル２６を通り、ノズルか
ら雌ねじを備えた出口孔３７を通る。
【００２２】
図１に示すように、ノズル２６の狭幅のスロート２９は軸線方向（半径方向）に対称であ
り、ノズル２６に対して同心である。ノズル２６は、全体に円筒形のフィルタエレメント
２３及び２４、フィルタヘッド２１、フィルタ本体２２、及び出口導管２５に関して同心
であり、これらは互いにほぼ同心である。出口導管２５の上開放端４０は、ノズル２６の
狭幅のスロート２９内に位置決めされ、最小内径の位置と一致する。ノズル２６は、フィ
ルタエレメント２３を通るオイルの全流を使用して高速流領域及び低圧領域をつくりだす
。出口導管２５の開放端４０は、低圧領域に配置されている。二つのフィルタエレメント
２３及び２４は共通の入口孔３０を有し、そのため、上流圧力ゾーンが共通である。しか
しながら、狭幅のスロート２９内での出口導管２５の配置により、バイパスフィルタエレ
メント２４は下流圧力が全流フィルタエレメント２３よりも低い。フィルタエレメント２
４の前後の圧力差は、フィルタエレメント２３の前後の圧力差よりも大きく、そのため、
本発明のノズル設計を持たない同様のフィルタについて存在するよりも多くのオイルがバ
イパスフィルタエレメント２４を通って引き出される。バイパスフィルタエレメントを通
るオイルの流量は、ノズル２６、狭幅のスロート２９、及び出口導管２５の設計及び寸法
によって、所望の値に変化させることができ且つ制御することができる。
【００２３】
図１の設計では、ノズル２６は、フィルタヘッド２１の、一体に組み立てられた部分であ
る。バイパスフィルタエレメントの出口導管２５は、フィルタ本体内に配置され、フィル
タヘッドのフィルタ本体への組み立て後、出口導管２５はノズルの狭幅のスロート内に位
置決めされる。出口導管２５及びノズル２６は、図１では別体の構成要素であるけれども
、これらは、最適の性能を確保する作用ユニットとして特定的に設計されている。
【００２４】
バイパスフィルタエレメント２４を実際のフィルタエレメントとして説明したけれども、
処理用化学薬品の供給源としてつくられていてもよいということは理解されよう。処理さ
れるべき流体がこの化学的に処理されたエレメントを全て同様に通過する場合には、この
エレメントは、流体を一つ又はそれ以上の化学添加剤を加えることによって大きく処理し
、実際に機械的濾過によって処理することが少ない。更に、フィルタ２０を通過する流体
は、この流体がオイルであろうと他の流体であろうと、濾過によって塵埃等が除去される
か或いは一つ又はそれ以上の化学添加剤を加えることによって「処理」されるということ
は理解されるべきである。
【００２５】
図２は、フィルタヘッド２１を取り外した図１のフィルタ本体の細部を示す。図１のフィ
ルタヘッド２１は、同様に図３に別に示してある。フィルタ本体２２の雌ねじを備えたス
リーブ４１は、フィルタヘッド２１の雄ねじを備えたスリーブ４２を螺合により受入れる
ように設計され且つ構成されている。この組立体を完成すると、環状シール４３が環状チ
ャンネル４４内に上方にぴったりと嵌まる。
【００２６】
図４を参照すると、本発明による別の二フィルタエレメントオイルフィルタ　４５が示し
てある。このオイルフィルタは、オイルフィルタ２０と実際上同じ方法で作動し且つ機能
するけれども、一つの大きな相違点がある。図４の設計では、ノズル４６は、フィルタヘ
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ッド４８の部分でなく、フィルタ本体及び全流フィルタエレメント４７の部分として組み
込まれている。二つのフィルタエレメントの前後の上流圧力及び下流圧力における重要な
差は、出口導管５０の出口端４９をノズルスロート５１に対して固定的に位置決めするこ
とによって維持される。図５は、フィルタヘッド４８の設計をフィルタ４５の残りの構成
要素とは別体の構成要素として詳細に示す。図６は、フィルタ本体５２の設計をフィルタ
ヘッド４８とは別体の構成要素として詳細に示す。フィルタヘッド４８及びフィルタ本体
５２は、フィルタ本体のスリーブ５２ａをフィルタヘッドのスリーブ４８ａと螺合させる
ことによって組み立てられる。環状シール５２ｂが環状チャンネル４８ｂ内に上方にぴっ
たりと嵌まる。
【００２７】
図７を参照すると、本発明による別のオイルフィルタ５５が示してある。図７の設計では
、ノズル５７の部分５６がフィルタ本体５８に組み込んであり、この部分と対をなす部分
５９がフィルタヘッド６０に組み込んである。バイパス出口導管６１及びノズルスロート
６２の相対的な位置は、フィルタヘッド６０のフィルタ本体５８上への螺合組み立てに伴
って固定される。図７のフィルタ組立体は、オイルフィルタ４５並びにオイルフィルタ２
０と実際上同じ方法で作動し且つ機能する。フィルタヘッド６０を図８に別に示し、フィ
ルタ本体５８を図９に別に示す。図９では、雌ねじを備えた中央孔６３がノズル部分５６
と同心に且つこのノズル部分の真上に配置されている。図８では、雄ねじを備えたスリー
ブ６４がノズル部分５９を受け入れてこれを取り囲んでいる。スリーブ６４及びノズル部
分５９は、単一の一体のユニットとして鋳造されているのがよい。スリーブ６４と孔６３
との螺合により、ノズル５７が完成され且つ形成され、オイルフィルタ５５の組み立てが
完了される。
【００２８】
次に図１０を参照すると、この図には、ノズル設計が異なっていることを除き、主に図４
の設計のフィルタヘッド及びフィルタ本体に基づいて設計されたオイルフィルタ７０が図
示してある。図１０では、ノズル７１は、フィルタ本体７３内にこのフィルタ本体の部分
として全流フィルタエレメント７２の上部と嵌合している。ノズル７１は、エレメント７
２の全体に円筒形の中空内部７４内に下方に延び、このエレメントと同心であるように配
置されている。ノズル７１は、縮径スロート７５を有し、ノズルの最も下の部分（入口）
７６には、一体の中心決め装置７７が設けられている。
【００２９】
ノズル入口に組み込まれた中心決め装置７７は、バイパス出口導管７８を受入れる。この
導管７８は、棚部分８０に形成された孔７９内に上方に嵌まる。中心決め装置７７は、ノ
ズル７１の低圧領域内での出口導管の同心の中心決め及び長手方向位置決めを制御する。
【００３０】
図１１Ａを参照すると、本発明による別のヘッド設計８５が示してある。中心決め装置８
７を有するヘッド８５は、図２のオイルフィルタ本体と関連して使用するのがよく、この
場合には、中心決め装置８７（孔８８及び棚部分８９）がノズルの入口に加えられる。図
１１Ｂは、中心決め装置８７の構造を詳細に示す、図１１Ａに示すフィルタヘッド８５の
底面図である。
【００３１】
図１０に示す実施例の変形例である図１２の実施例では、中心決め装置７７がなくしてあ
り、バイパス出口導管９０をオイルフィルタ９２のノズル９１の一体の延長部にする。バ
イパス出口導管９０とノズル９１とを組み合わせて単一の一体の構成要素にすることによ
って、導管９０の出口９３の位置及びノズルの低圧領域９４の位置を最適にする。更に、
この特定の設計により、部品点数を減らすことができ、オイルフィルタ９２の設計及び組
み立てを簡単にする。この特定の構成は、図４、図７、及び図１０のフィルタヘッド及び
フィルタ本体の形体で使用できる。
【００３２】
図４、図７、図１０、及び図１２の構造に対する別の実施例は、全流フィルタエレメント
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９８のナットプレート（図１２に参照番号９６で示す）と端プレート（図１２に参照番号
９７で示す）との間の界面に液密シール面を形成するように、図１２のノズル９１のよう
なノズルを、特にその半径方向フランジ（図１２に参照番号９５で示す）を形成すること
である。このシール機能は、オイルがフィルタ９２の濾材を通らずにオイルフィルタ９２
の入口から出口まで通過することのないようにするための機能である。必要なシールをノ
ズルの部分として組み込むことによる利点は、別体のシール要素が不要であるということ
である。
【００３３】
図１２の一体のバイパス出口導管に対する別の変形例は、図１３Ａに示すように、この導
管をフィルタヘッドの永久的で且つ一体の部分にすることである。図１３Ａでは、フィル
タヘッド１００は、ノズル１０１及びこのノズルの一体の部分であるバイパス導管１０２
を含む。図１３Ｂは、図１３Ａのフィルタヘッド９７の底面図である。
【００３４】
本発明を添付図面に図示し且つ以上の記載中に詳細に説明したが、これは例示であって特
徴を限定するものではないと考えられるべきであり、単に好ましい実施例を図示し且つ説
明したものであり、本発明の精神の範疇の全ての変形及び変更を保護するのが所望である
ということは理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の代表的な実施例による全流－バイパス複合型フィルタの側断面図である
。
【図２】図１のオイルフィルタのフィルタ本体の側断面図である。
【図３】図１のオイルフィルタのフィルタヘッドの側断面図である。
【図４】本発明の代表的な実施例による全流－バイパス複合型フィルタの側断面図である
。
【図５】図４のオイルフィルタのフィルタヘッドの側断面図である。
【図６】図４のオイルフィルタのフィルタ本体の側断面図である。
【図７】本発明の代表的な実施例による全流－バイパス複合型フィルタの側断面図である
。
【図８】図７のオイルフィルタのフィルタヘッドの側断面図である。
【図９】図７のオイルフィルタのフィルタ本体の側断面図である。
【図１０】本発明の代表的な実施例による全流－バイパス複合型フィルタの側断面図であ
る。
【図１１】図１１Ａは、本発明による図２のフィルタ本体で使用するのに適したフィルタ
ヘッドの側断面であり、図１１Ｂは、図１１Ａに示したフィルタヘッドの底面図である。
【図１２】本発明の代表的な実施例による全流－バイパス複合型フィルタの正断面図であ
る。
【図１３】図１３Ａは、本発明による変形例のフィルタヘッド設計の側断面であり、図１
３Ｂは、図１３Ａに示したフィルタヘッドの底面図である。
【符号の説明】
２０  全流－バイパス複合型オイルフィルタ
２１  フィルタヘッド
２２  フィルタ本体
２３  全流フィルタエレメント
２４  バイパスフィルタエレメント
２５  出口導管
２６  ノズル
２９  スロート
３０  入口孔
３２  上プレート
３７  出口孔

10

20

30

40

50

(9) JP 3630720 B2 2005.3.23

（第１エレメント）
（第２エレメント）

（出口流れ導管）
（ベンチュリノズル型の流れノズル）

（流れ入口）

（流れ出口）



４０  上開放端
４１、４２  スリーブ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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（出口開口部）



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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