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(57)【要約】
　本発明は、流体入口と流体出口を有するフィルタハウ
ジングを含み、フィルタハウジング内に、フィルタエレ
メントを受容できる、フィルタ装置に関する。濾過プロ
セス中、各流体は、フィルタエレメントの濾材を、濾材
の未濾過側から濾過済側へ貫流できる。濾材は内側フィ
ルタ中空室を囲む。濾材の少なくとも一方の側に、分離
された水のための分離領域を有する水分離システムが設
けられる。水分離システムは、分離領域に向かって開い
た水開口を介して水捕集空間に接続され、フィルタエレ
メントは、内側フィルタ中空室との流体接続を形成する
通流部を有し、フィルタハウジングのエレメント受容体
に結合できる。フィルタ装置は、流体搬送システムが設
けられ、該システム内で、互いに分離された流体路が形
成され、第１流体路がハウジングの流体入口からフィル
タエレメントの未濾過側へ延び、第２流体路がそれぞれ
の水開口を水捕集空間と接続する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特に水分不純物で汚染された、ディーゼル油のような流体のためのフィルタ装置であっ
て、流体入口（４３）と流体出口（４４）とを有するフィルタハウジング（１）を含んで
おり、該フィルタハウジング内に、少なくとも１つのフィルタエレメント（９）を収容す
ることができ、該フィルタエレメントの、内側フィルタ中空室（１７）を取り囲む濾材（
１１）を、濾過プロセス時に未濾過側（１４）から濾過済側（１３）へ向かって各流体が
貫流するようになっており、該濾材（１１）の少なくとも一方の側に、分離された水のた
めの分離領域（２５）を備えた水分離装置（２３）が設けられており、該分離領域が、分
離領域（２５）に向かって開いた少なくとも１つの水流過部（３５）を介して水捕集空間
（４５）に接続されており、該フィルタエレメント（９）が、該内側フィルタ中空室（１
７）との流体接続を形成する通流部（２９）を有していて、該フィルタハウジング（１）
のエレメント保持体（４７）に固定可能である、フィルタ装置において、
　流体案内装置（４１）が設けられており、該流体案内装置（４１）内には、互いに分離
された流体路が形成されていて、これらの流体路のうち、第１流体路（５９，６９）が該
フィルタハウジング（１）の該流体入口（４３）から該フィルタエレメント（９）の未濾
過側（１４）へ延びており、第２流体路（５７）がそれぞれの水流過部（３５）を該水捕
集空間（４５）と接続していることを特徴とする、フィルタ装置。
【請求項２】
　該未濾過側（１４）が、該フィルタエレメント（９）の該内側フィルタ中空室（１７）
によって形成されていることを特徴とする、請求項１に記載のフィルタ装置。
【請求項３】
　該水分離装置（２３）が、該分離領域（２５）に向かって開いたその水流過部（３５）
とともに、該フィルタエレメント（９）の構成部分であることを特徴とする、請求項１又
は２に記載のフィルタ装置。
【請求項４】
　該水捕集空間（４５）が該フィルタハウジング（１）の最も低い個所で該フィルタハウ
ジングに接続されており、該フィルタハウジング（１）のエレメント保持体（４７）が、
該水捕集空間（４５）の上方に位置していることを特徴とする、請求項１～３のいずれか
一項に記載のフィルタ装置。
【請求項５】
　該フィルタエレメント（９）が下端部に、該濾材（１１）を受容するように意図された
エンドキャップ（２１）を有しており、該エンドキャップは、該内側フィルタ中空室（１
７）内に通じる該通流部（２９）と、少なくとも１つの水流過部（３５）とを有しており
、該流体案内装置（４１）は該エンドキャップ（２１）と密に流体接続されるようになっ
ていることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載のフィルタ装置。
【請求項６】
　該流体案内装置は、別個の流体路（５９，６９及び５７）を形成するためにアダプタ部
材（４１）を有しており、該アダプタ部材（４１）は結合エレメントとして形成されてお
り、該結合エレメントを介して、該フィルタエレメント（９）を好ましくはそのエンドキ
ャップ（２１）によって、該エレメント保持体（４７）に固定することができることを特
徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載のフィルタ装置。
【請求項７】
　該好ましくは円形のエンドキャップ（２１）の周縁が環状体（３３）を有しており、該
環状体は、互いに分離された、軸線方向に延びる、内側環状外套面（３７）を形成してお
り、該内側環状外套面（３７）のうちの一方には、疎水性スクリーン（２３）が当て付け
られており、該疎水性スクリーンは、該分離領域（２５）を形成する半径方向間隔を置い
て該濾材（１１）の外側を取り囲み、該内側環状外套面のうちの他方は、該アダプタ部材
（４１）の周縁部分（３９）に流体密に接触するためのシール面を形成していることを特
徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載のフィルタ装置。
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【請求項８】
　該エンドキャップ（２１）は該通流部（２９）を形成するために管片（２７）を有して
おり、該管片は、該エンドキャップ（２１）の主平面を画定する、該濾材（１１）のため
の支持部を形成するエンドキャップ底部（３１）から、軸線方向で上方に向かっては該内
側フィルタ中空室（１７）内へ延び、軸線方向で下方に向かっては、該アダプタ部材（４
１）内に位置する内側管（５９）内に密に係合するために延びており、該内側管は、第１
流体路（５９，６９）の部分として、該ハウジング（１）の該流体入口（４３）と流体接
続していることを特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載のフィルタ装置。
【請求項９】
　該アダプタ部材（４１）の内側管（５９）が、スリーブ体（５１）によって取り囲まれ
ており、該スリーブ体は、該エンドキャップ（２１）とは反対側の下端部で、該水捕集空
間（４５）に向かって開いていて、該内側管（５９）を所定の間隔を置いて取り囲んでお
り、該間隔によって、水路が該第２流体路（５７）の部分として形成されていることを特
徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載のフィルタ装置。
【請求項１０】
　該アダプタ部材（４１）の該スリーブ体（５１）は該エンドキャップ（２１）に向いた
端部に、平らなリングワッシャ（５５）を有しており、該リングワッシャが、該エンドキ
ャップ（２１）の対応配置された環状外套面（３７）と密に接触するようになっている該
リングワッシャの周縁部分（３９）まで中断することなしに連続していて、作業位置では
該エンドキャップの底部（３１）に沿って所定の間隔を置いて延びており、該間隔によっ
て、該スリーブ体（５１）の該水路（５７）が、該エンドキャップの底部（３１）内に形
成されたそれぞれの水流過部（３５）まで続いていることを特徴とする、請求項１～９の
いずれか一項に記載のフィルタ装置。
【請求項１１】
　該エレメント保持体（４７）が、該水捕集空間（４５）と、該フィルタエレメント（９
）を収容する、該ハウジング（１）の主要部分（３）との結合を形成する管コネクタ（４
９）を有しており、該管コネクタ内には、当該フィルタエレメント（９）を、該アダプタ
部材（４１）と密に結合されたエンドキャップ（２１）を介して該ハウジング（１）内に
固定するために、該スリーブ体（５１）を収容することができることを特徴とする、請求
項１～１０のいずれか一項に記載のフィルタ装置。
【請求項１２】
　該スリーブ体（５１）の外側が、該エレメント保持体（４７）の管コネクタ（４９）の
内側に接触するために、互いに軸線方向の間隔を置いて配置された、半径方向に突出する
２つの環状部分（６１，６３）を有しており、該環状部分によって、該スリーブ体（５１
）の外側と該エレメント保持体（４７）の管コネクタ（４９）の内側との間に環状室（６
５）が形成されており、該環状室（６５）内に、該ハウジング（１）の該流体入口（４３
）に通じる供給通路が、該第１流体路（５９，６９）の部分として開口していることを特
徴とする、請求項１～１１のいずれか一項に記載のフィルタ装置。
【請求項１３】
　該アダプタ部材（４１）の内側管（５９）から接続通路（６９）が分岐しており、該接
続通路が、該スリーブ体（５１）の外側で該環状室（６５）内に開口していることを特徴
とする、請求項１～１２のいずれか一項に記載のフィルタ装置。
【請求項１４】
　該エレメント保持体（４７）の該管コネクタ（４９）におけるスリーブ体（５１）の環
状部分（６１，６３）、該アダプタ部材（４１）の該内側管（５９）における該エンドキ
ャップ（２１）の管片（２７）、並びに該エンドキャップ（２１）の該環状外套面（３７
）における該アダプタ部材（４１）の該リングワッシャ（５５）の縁部（３９）のシーリ
ングが、それぞれＯリング（７１）によって形成されていることを特徴とする、請求項１
～１３のいずれか一項に記載のフィルタ装置。
【請求項１５】
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　請求項１～１４のいずれか一項に記載のフィルタ装置内で使用するためのフィルタエレ
メント（９）であって、内側フィルタ中空室（１７）を取り囲む濾材（１１）を含んでお
り、該濾材が濾過プロセスに際して、その都度濾過されるべき流体によって貫流可能であ
り、該フィルタエレメント（９）の少なくとも一方の側に、水分離装置（２３）と、分離
された水のための分離領域（２５）とが設けられている形式のものにおいて、該分離領域
（２５）が少なくとも１つの水流過部（３５）を有しており、該フィルタエレメント（９
）の内側フィルタ中空室（１７）との流体接続を形成する通流部（２９）が設けられてお
り、該水流過部（３５）が、該フィルタエレメント（９）内部の該通流部（２９）から、
流体案内装置（４１）によって分離されていることを特徴とする、フィルタエレメント。
【請求項１６】
　該フィルタエレメントが下端部に、該濾材（１１）を受容するように意図されたエンド
キャップ（２１）を有しており、該エンドキャップは、該内側フィルタ中空室（１７）内
に通じる該通流部（２９）と、該少なくとも１つの水流過部（３５）とを有しており、該
エンドキャップ（２１）は該流体案内装置（４１）と密に流体接続されるようになってい
ることを特徴とする、請求項１５に記載のフィルタエレメント。
【請求項１７】
　該フィルタエレメントは、該エンドキャップ（２１）によって該エレメント保持体（４
７）に、結合エレメントとして形成された、該流体案内装置を形成するアダプタ部分（４
１）を介して固定することができることを特徴とする、請求項１５又は１６に記載のフィ
ルタエレメント。
【請求項１８】
　該好ましくは円形のエンドキャップ（２１）の周縁が環状体（３３）を有しており、該
環状体は、互いに分離された、軸線方向に延びる、内側環状外套面（３７）を形成してお
り、該内側環状外套面（３７）のうちの一方には、疎水性スクリーン（２３）が当て付け
られており、該疎水性スクリーンは、該分離領域（２５）を形成する半径方向間隔を置い
て該濾材（１１）の外側を取り囲み、該内側環状外套面のうちの他方は、該アダプタ部材
（４１）の周縁部分（３９）に流体密に接触するためのシール面を形成していることを特
徴とする、請求項１５～１７のいずれか一項に記載のフィルタエレメント。
【請求項１９】
　該エンドキャップ（２１）は該通流部（２９）を形成するために管片（２７）を有して
おり、該管片は、該エンドキャップ（２１）の主平面を画定する、該濾材（１１）のため
の支持部を形成するエンドキャップ底部（３１）から、軸線方向で上方に向かっては該フ
ィルタ中空室（１７）内へ延び、軸線方向で下方に向かっては、該アダプタ部材（４１）
内に位置する内側管（５９）内に密に係合するために延びており、該内側管は、第１流体
路（５９，６９）の部分として、該ハウジング（１）の該流体入口（４３）と流体接続し
ていることを特徴とする、請求項１５～１８のいずれか一項に記載のフィルタエレメント
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に水分不純物で汚染された、ディーゼル油のような流体のためのフィルタ
装置であって、流体入口と流体出口とを有するフィルタハウジングを含んでおり、フィル
タハウジング内に、少なくとも１つのフィルタエレメントを収容することができ、フィル
タエレメントの、内側フィルタ中空室を取り囲む濾材を、濾過過程時に未濾過側から濾過
済側へ向かって各流体が貫流するようになっており、濾材の少なくとも一方の側に、分離
された水のための分離領域を備えた水分離装置が設けられており、分離領域が、分離領域
に向かって開いた少なくとも１つの水流過部を介して水捕集空間に接続されており、フィ
ルタエレメントが、内側フィルタ中空室との流体接続を形成する通流部を有していて、フ
ィルタハウジングのエレメント保持体に固定可能である形式のものに関する。さらに本発
明は、このようなフィルタ装置内で使用するためのフィルタエレメントに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　前記タイプのフィルタ装置は従来技術において知られている。このようなフィルタ装置
は典型的には、内燃機関のための燃料システム内で使用して、鋭敏な構成部分、具体的に
は噴射システムを、燃料中に含まれる水成分に起因する劣化から保護する。この場合、燃
料中に連行された水成分は、凝集プロセスによって分離することができる。凝集プロセス
中、濾材上に水滴が形成され、これらの水滴は、フィルタエレメント内に形成された分離
空間から水捕集空間に流れることができる。
【０００３】
　フィルタの下流に配置されたシステムの運転信頼性を保証するために、実働時間経過中
に必要とされるフィルタエレメント交換過程、すなわち、使用済フィルタエレメントのエ
ンドキャップをエレメント保持体から取り外すたびにフィルタエレメントの濾過済側とハ
ウジングの流体出口との間の流体接続が遮断される、フィルタエレメント交換過程に際し
て、使用済フィルタエレメントに蓄積された汚れが落下することによってシステムの汚染
が生じないことが重要である。さらに、発生した水から各流体を分離した状態で信頼性高
く搬送することが望ましく、このことは運転信頼性を高める。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記問題点に基づいて、本発明の目的は、最大限の運転信頼性を保証し、また、交換過
程中、特にハウジングの流体出口における汚染のリスクを低減するような構造を有する、
考察中の形式のフィルタ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によればこの目的は、請求項１に指定された特徴を全体として有するフィルタ装
置によって達成される。
【０００６】
　請求項１の特徴部によれば、本発明の重要な特徴は、流体案内装置が設けられており、
流体案内装置内には、互いに分離された流体路が形成されていて、これらの流体路のうち
、第１流体路がハウジングの流体入口からフィルタエレメントの未濾過側へ延びており、
第２流体路がそれぞれの水流過部を水捕集空間と接続している、ことにある。こうして、
考察中の流体経路の信頼性高い分離が流体案内装置を介して実現されるので、使用済フィ
ルタエレメントを取り出し、新しいエレメントと交換しても、使用済フィルタエレメント
に蓄積された汚れが濾過済側の方向に落下することによってシステムの汚染が生じること
はなく、そればかりかこのような汚れは未濾過側に残される。また、水が濾過済側にも未
濾過側にも不慮に導入されることはない。
【０００７】
　濾過過程時にフィルタエレメントの濾材が外側の未濾過側から、濾過済側を形成する内
側フィルタ中空室に向かって貫流される、このタイプの周知のフィルタ装置と比較して、
本発明の有利な実施態様の場合、流体案内装置は一種の流れ逆転を引き起こすので、フィ
ルタエレメントは好ましくは内側フィルタ中空室から、外方へ向かって貫流される。この
ことは、フィルタ交換過程中の状況を大幅に改善する。フィルタエレメントが内方から外
方へ向かって貫流される場合、内側フィルタ中空室内に未濾過側が位置するので、フィル
タエレメントを取り外す際に場合によっては落下する、未濾過側に蓄積された汚染粒子は
、未濾過側の流体路の分離された領域内に留まる一方、濾過済側を形成する濾材外側で開
口する流体出口は、「危険」領域外に位置する。流体出口の下流側のシステムの汚染リス
クはこれにより効果的に回避される。
【０００８】
　特に有利には、未濾過側がフィルタエレメントの内側フィルタ中空室によって形成され
ており、水分離装置が、分離領域に向かって開いたその水流過部とともに、フィルタエレ
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メントの構成部分であるような装置が設計されている。
【０００９】
　水捕集空間は好ましくは、これがフィルタハウジングの最も低い個所でフィルタハウジ
ングに接続され、フィルタハウジングのエレメント保持体が、水捕集空間の上方に位置す
るように配置されている。
【００１０】
　模範的実施態様では、フィルタエレメントが下端部にエンドキャップを有しており、エ
ンドキャップは、フィルタ中空室内に通じる通流部と、少なくとも１つの水流過部とを有
しており、流体案内装置はエンドキャップと密に流体接続することができ、このことは機
械的に、シンプルな構造をもたらす。
【００１１】
　特に有利には、流体案内装置が別個の流体路を形成するためにアダプタ部材を有し、ア
ダプタ部材は結合エレメントとして形成され、結合エレメントを介して、フィルタエレメ
ントのエンドキャップをエレメント保持体に固定し得るような装置を設計することができ
る。エンドキャップはこのように、フィルタエレメントと一緒に交換されるべき使い捨て
構成部分として、単純な、経済的に生産可能な構造として設計することができるのに対し
て、別個の流体路を形成する手段を含む流体案内装置は、これとは別の固有の構成部分を
アダプタ部材の形態で形成することができる。
【００１２】
　有利な模範的実施態様の場合、好ましくは円形のエンドキャップの周縁が環状体を有し
ており、環状体は、互いに分離された、軸線方向に延びる、内側環状外套面を形成してお
り、内側環状外套面のうちの一方には、疎水性スクリーンが当て付けられており、疎水性
スクリーンは、分離領域を形成する半径方向間隔を置いて濾材の外側を取り囲み、内側環
状外套面のうちの他方は、アダプタ部材の周縁部分に流体密に接触するためのシール面を
形成している。
【００１３】
　エンドキャップの構造に関しては、エンドキャップが通流部を形成するために管片を有
し、管片は、エンドキャップの主平面を画定する、濾材のための支持部を形成するエンド
キャップ底部から、軸線方向で上方に向かってはフィルタ中空室内へ延び、軸線方向で下
方に向かっては、アダプタ部材内に位置する内側管内に密に係合するために延び、内側管
は第１流体路の部分として、ハウジングの流体入口と流体接続するような装置が好ましく
は形成される。
【００１４】
　特に有利な模範的実施態様では、アダプタ部分の内側管がスリーブ体によって取り囲ま
れており、スリーブ体はエンドキャップとは反対側の下端部で、水捕集空間に向かって開
いていて、内側管を所定の間隔を置いて取り囲んでおり、この間隔によって、水路が第２
流体路の部分として形成されている。
【００１５】
　さらに、アダプタ部材は有利には、アダプタ部材のスリーブ体がエンドキャップに向い
た端部に、平らなリングワッシャを有し、リングワッシャが、エンドキャップの対応配置
された環状外套面と密に接触するようになっているリングワッシャの周縁部分まで中断す
ることなしに連続し、作業位置ではエンドキャップ底部に沿って所定の間隔を置いて延び
、この間隔によって、スリーブ体の水路が、エンドキャップ底部内に形成されたそれぞれ
の水流過部まで続くように形成することができる。エンドキャップの下側と一緒に流体案
内装置として使用されるアダプタ部材はこのように、第２流体路の、それぞれの水流過部
に通じる部分を形成し、この第２流体路を介して、分離空間内に捕集された水が流出する
。
【００１６】
　エレメント保持体は有利には、水捕集空間と、フィルタエレメントを収容する、ハウジ
ングの主要部分との結合を形成する管コネクタを有することができ、管コネクタ内には、
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当該フィルタエレメントを、アダプタ部材と密に結合されたエンドキャップを介してハウ
ジング内に固定するために、スリーブ体を収容することができる。
【００１７】
　流体案内装置として機能するために、アダプタ部材は有利には、スリーブ体の外側が、
エレメント保持体の管コネクタの内側に接触するために、互いに軸線方向の間隔を置いて
配置された、半径方向に突出する２つの環状部分を有し、環状部分によって、スリーブ体
の外側とエレメント保持体の管コネクタの内側との間に環状室が形成されており、環状室
内に、ハウジングの流体入口に通じる供給通路が、第１流体路の部分として開口するよう
に設計することができる。
【００１８】
　この流体路が内側管から流体入口へ延びるように、アダプタ部材の内側管から接続通路
が分岐し、接続通路が、スリーブ体の外側で環状室内に開口し、第１流体路をハウジング
の流体入口に向かって連続させるような装置を形成することができる。
【００１９】
　フィルタエレメントのエンドキャップと、アダプタ部材と、エレメント保持体との間の
シーリングに関しては、エレメント保持体の管コネクタにおけるスリーブ体の環状部分、
アダプタ部材の内側管におけるエンドキャップの管片、並びにエンドキャップの環状外套
面におけるアダプタ部材のリングワッシャの縁部のシーリングを、それぞれＯリングによ
って形成することができる。
【００２０】
　エレメント保持体の内壁に対してアダプタ部材のスリーブ本体の外側をシーリングする
ことによって、ハウジングの内側に対するエンドキャップの周面の、さもなければ従来通
り行われるシーリングが省かれ、その代わりに濾過済側と未濾過側との間のシーリングが
、著しく小さいシール直径で実現される。これにより、組み付け力が低減され、従ってフ
ィルタエレメントの組み込み及び取り外しが単純化される。
【００２１】
　本発明の対象はまた、請求項１５に記載された特徴を有する、本発明によるフィルタ装
置において使用するように意図されたフィルタエレメントである。このフィルタエレメン
トの有利な構成は、続く従属請求項の対象である。
【００２２】
　図面に示された１つの模範的実施態様を用いて本発明を以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本明細書において説明しようとする本発明によるフィルタ装置の模範的
実施態様を示す長手方向断面図である。
【図２】図２は、流体案内装置と境を接する模範的実施態様の部分領域だけを、長手方向
に切断した状態で示す拡大斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　この装置は、中空円筒状の主要部分３と、その下側に続いて設けられた底部５とを備え
たフィルタハウジング１を有している。上端部では、主要部分３にハウジングカバー７が
螺合されている。ハウジングカバー７はフィルタエレメント９の組み込み及び取り外しの
ために取り除くことができる。ハウジング１内に保持されたフィルタエレメント９の外側
とハウジング１の内壁との間には、間隙が位置している。この間隙は濾過過程時に濾過済
側１３を形成する。濾過済側１３からハウジング１外部へ通じる、清浄化済の流体を流出
させるための流体出口が図１に符号４４で示されている。フィルタエレメント９の濾材１
１は、中空円筒形に成形された濾過マットによって形成されている。濾過マットは流体透
過性の支持管１５を取り囲んでいる。この支持管１５によって内側フィルタ中空室１７が
形成されている。内側フィルタ中空室は濾過プロセス時に未濾過側１４を形成する。未濾
過側には、清浄化しようとする流体を供給することができる。この流体は濾過プロセス時
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に濾材１１を内側から外方に向かって貫流する。
【００２５】
　フィルタエレメントの端部はコンベンショナルな形式でエンドキャップ１９及び２１を
有している。これらのエンドキャップは濾材１１及び支持管１５のためのエンクロージャ
を形成している。エンドキャップ１９，２１はさらに、疎水性スクリーン２３のためのエ
ンクロージャを形成している。疎水性スクリーンは中空円筒の形で、濾材１１の外側を所
定の間隔を置いて取り囲んでいる。この間隔によって、疎水性スクリーン２３と濾材１１
との間に、分離空間の形態を成す分離領域２５が形成されている。水を分離させるために
、これらの燃料フィルタにおいては従来通りのことであるが、燃料によって連行された水
を凝集させるように作用する濾材１１を使用することによって、液滴状の水が流体から析
出し、スクリーン２３が凝集水滴を通さないため、水は分離空間２５内で沈降する。
【００２６】
　フィルタエレメント９を作業位置においてハウジング１内に固定する際に介在すること
ができる下側のエンドキャップ２１は、濾過作業のために流体案内装置と相互作用するよ
うに設計されている。これを目的として、エンドキャップ２１は管片２７を有している。
管片２７は、内側フィルタ中空室１７へ流体を流入させるための通流部２９を形成してい
る。管片２７は、濾材１１の下縁部のための平らな支持面を形成するエンドキャップ底部
３１から、軸線方向で上方に向かってフィルタ中空室１７内へ延びており、またエンドキ
ャップ底部３１から軸線方向で下方に向かっても延びている。外周縁として、エンドキャ
ップ底部３１は環状体３３を有しており、分離領域２５に整合された、エンドキャップ底
部３１内のギャップが、分離領域２５から水を流出させるための水流過部３５を形成して
いる。エンドキャップ２１の環状体３３は、エンドキャップ底部３１の上方及び下方に環
状外套面３７が形成されるように成形されている。上側の環状外套面には疎水性スクリー
ン２３が当て付けられており、下側の環状外套面３７は、流体案内装置として用いられる
アダプタ部材４１の周縁部３９と相互作用するためのシール面を形成している。
【００２７】
　アダプタ部材４１は作業中には流体案内装置として、互いに分離された流体路を形成す
る。これらの流体路のうち、第１流体路は、ハウジング１の流体入口４３から通流部２９
を介して、未濾過側１４を形成するフィルタ中空室１７へ延びており、第２流体路は、分
離領域２５から水流過部３５を介して、ハウジングの底部５内の水捕集空間４５まで延び
ている。独立したアダプタ部材４１の代わりに、その接続ジオメトリがフィルタエレメン
ト９の下側エンドキャップ２１の一体的な構成部分であってもよい。
【００２８】
　この例において、結合エレメント又は中間エレメントとして使用されるアダプタ部材４
１を介してフィルタエレメント９を固定することができるエレメント保持体４７は、管コ
ネクタ４９を有している。管コネクタは、フィルタエレメント９を保持する主要ハウジン
グ部分３と水捕集空間４５との単一の結合部を形成している。アダプタ部分４１はスリー
ブ体５１を有している。スリーブ体は管コネクタ４９内に収容することができ、下端部５
３では水捕集空間４５に対して開いており、上端部ではリングワッシャ５５に移行させら
れている。リングワッシャ５５は半径方向平面内に延びており、その周縁では、軸線方向
で上方に向かって突出する縁部３９を形成している。この縁部３９は、エンドキャップ２
１の環状体３３の内側環状外套面３７に対してシールされている。こうして、水流過部３
５から出発して、エンドキャップ底部３１とアダプタ部材４１のリングワッシャ５５との
間には水路５７が形成されている。水路は、スリーブ体５１の内側に沿って水捕集空間４
５まで続いていて、第２流体路を形成している。
【００２９】
　ハウジング１の流体入口４３からアダプタ部材４１及びエンドキャップ３１の通流部２
９を介して内側フィルタ中空室１７内に延びる第１流体路を形成するために、アダプタ部
材４１は内側管５９を有している。内側管は、スリーブ体５１内部にその内壁から所定の
距離を置いて同軸的に延びるので、内側管５９の外側では水路５５に対して開いた状態で
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空間が残される。流過部２９を含む管片２７は内側管５９と密に係合する。
【００３０】
　スリーブ体５１はその下端部の近く、及び上側のリングワッシャ５５の近くに、半径方
向に突出した環状部分６１及び６３を有している。環状部分６１及び６３ではそれぞれ、
エレメント保持体４７の管コネクタ４９の内壁に対してシーリングが行われる。半径方向
に突出した環状部分６１及び６３は、管コネクタ４９とスリーブ体５１との間に環状室６
５を形成している。この環状室から、図面では見られない供給通路が流体入口４３に通じ
ている。この流体入口４３は第１流体路の入口部分を形成する。アダプタ部材４１の内側
管４９を介して、未濾過側１４を形成するフィルタ中空室１７までこの流体路を連続させ
るために、接続通路６９が設けられている。接続通路６９は内側管５９の閉じた端部６７
から分岐して、環状室６５内に通じているので、第１流体路は流体入口４３、環状室６５
、及び内側管４９の接続通路６９から、エンドキャップ２１の通流部２９まで続いている
。内側管５９は、接続通路６９を介して、及び／又は詳細には述べない接続ブリッジを介
して、スリーブ体５１に好ましくは一体的に接続されている。
【００３１】
　図面から明らかなように、エレメント保持体４７の管コネクタ４９におけるスリーブ体
５１の環状部分６１，６３のシーリング、並びにアダプタ部材４１の内側管５９における
エンドキャップ２１の管片２７のシーリング、また同様に、エンドキャップ２１の環状外
套面３７におけるアダプタ部材４１のリングワッシャ５５の縁部４９のシーリングはＯリ
ング７１によって行うことができる。このように形成されたシーリングにおいて、ハウジ
ング１の内側に対して、フィルタエレメント９のエンドキャップ２１の外周をシールする
必要はない。
【００３２】
　フィルタエレメント９は、内側フィルタ中空室１７を取り囲む濾材１１を有している。
濾材は、濾過プロセスに際してその都度濾過しようとする流体によって貫流されるように
なっている。濾材１１の外周側には、水分離装置、並びに分離された水のための分離領域
２５が設けられている。分離領域２５は少なくとも１つの水流過部３５を有している。フ
ィルタエレメント９の内側フィルタ中空室１７との流体接続を形成する通流部２９が設け
られている。さらに水流過部３５は、アダプタ形の流体案内装置４１によってフィルタエ
レメント９内部の通流部２９から分離されている。
【００３３】
　フィルタエレメント９は下端部に、濾材１１を受容するように設けられたエンドキャッ
プ２１を有している。エンドキャップ２１は、内側フィルタ中空室１７内に通じる通流部
２９とそれぞれの水流過部３５とを有している。エンドキャップ２１は、流体案内装置４
１にシールされた状態で流体接続されている。例えば使用済フィルタエレメントを新しい
エレメントと交換するために、こうして完成されたフィルタエレメント９を、上側ハウジ
ングカバー７をねじ外した後でフィルタハウジング１から取り外すと、濾材１１の内側に
沈着した粒子状の汚れ、並びに未濾過流体の生じ得る残留物は、濾過集成体の未濾過側１
４に残り、また、分離領域２５内にまだ存在する分離済の水がそれぞれの水流過部３５を
介してさらに水捕集空間４５の方向に移動し、この点に関して、未濾過側１４にも濾過済
側１３にも不慮に達することがないことがさらに保証される。
【００３４】
　フィルタハウジング１の底部側に配置された水捕集空間４５は捕集ハウジングによって
取り囲まれている。捕集ハウジングはフィルタハウジング１に下方から螺合することがで
きる。捕集ハウジングは、透明なカップ形のプラスチックから成っていることが好ましく
、特に図１から明らかなように、捕集ハウジングの底部には、例えばコンベンショナルな
ドレンスクリュの形態の少なくとも１つの水除去手段が設けられている。捕集ハウジング
内の水捕集空間４５が相応に充填されると、水をこのように、それぞれのドレンスクリュ
を介して装置から排出することができる。適宜の新しいフィルタエレメント９、及び水捕
集空間４５が少なくとも最大充填レベルにあるときに空にされた捕集ハウジングタンクを
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組み付けた後、フィルタ装置は更なる濾過作業のために再び利用可能になる。

【図１】 【図２】
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