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(57)【要約】

（修正有）

【課題】内燃機関に代表される燃焼室およびその排気通
路の内壁に油煙またはその炭化物が付着してデポジット
が発生することを、剥離などの問題を生ずることなく、
安価な方法で防止する方法およびシステムを提供する。
【解決手段】内燃機関の燃焼室または排気通路の内壁が
ＦｅまたはＦｅを含む合金で構成されている場合に、内
壁の表面に酸化処理を施すことにより内壁表面に酸化鉄
被膜を形成しておけば、酸化鉄のバンド間遷移により大
量の正孔と電子とが生成する温度領域で、正孔の酸化力
を利用して内壁に接触する油煙は分解除去され、油煙ま
たはその炭化物が酸化物被膜に付着してデポジットを発
生することが防止される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＦｅまたはＦｅを含む合金の表面に酸化処理を施すことにより前記Ｆｅまたは前記合金
表面に酸化物被膜を形成し、前記酸化物のバンド間遷移により大量の正孔と電子とが生成
する温度領域で、前記酸化物被膜に接触する油煙を正孔の酸化力を利用して前記油煙を分
解除去することにより、前記油煙またはその炭化物が前記酸化物被膜に付着してデポジッ
トが発生することを防止することを特徴とする油煙デポジットの発生を防止する方法。
【請求項２】
前記酸化物はＦｅ３Ｏ４であることを特徴とする請求項１に記載の油煙デポジットの発
生を防止する方法。
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【請求項３】
内燃機関の燃焼によって生ずる油煙またはその炭化物が燃焼室及び排気通路の内壁に付
着してデポジットが発生することを防止するシステムであって、前記燃焼室及び前記排気
通路の少なくとも一か所にＦｅまたはＦｅを含む合金が配置され、前記Ｆｅまたは前記合
金の表面には酸化処理により酸化物被膜が形成されており、前記酸化物のバンド間遷移に
より大量の正孔と電子とが生成する温度領域で、前記酸化物被膜に接触する前記油煙を前
記正孔の酸化力を利用して分解除去することにより、前記油煙またはその前記炭化物が前
記内壁に付着して油煙デポジットが発生することを防止するシステム。
【請求項４】
前記酸化物はＦｅ３Ｏ４であることを特徴とする請求項３に記載の油煙デポジットが発生
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することを防止するシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、内燃機関に代表される燃焼室およびその排気通路の内壁に油煙またはその炭
化物が付着してデポジットが発生することを防止する方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
燃料等の不完全燃焼等により燃焼室内の部品の表面に油煙またはその炭化物が付着して
デポジットが発生すると、種々の問題を引き起こすのでデポジットの発生を抑制、防止す
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る技術が求められている。燃焼室からの排気ガスを導く排気通路においても、同様に排気
通路の内部壁面に油煙またはその炭化物が付着してデポジットが発生するのは好ましくな
く、デポジットの発生を防止する技術が求められている。ガソリンエンジンやディーゼル
エンジンなどの内燃機関においては特に、デポジットは深刻であり、その抑制、防止技術
が強く望まれている。
【０００３】
エンジン・デポジットの発生箇所は、燃焼室、排気系、ならびに吸気系にもおよび、摺動
部の作動不良や固着、目詰りを誘起する。そのデポジットの発生源は、不明な点も多いが
、燃料、エンジン・オイル等に起因すると考えられている。特に、昨今の過給器付エンジ
ンにおいて高過給化が進む中、コンプレッサ―内でブローバイ・ガスのオイルミストに起
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因するデポジットが原因となり、過給圧（ブースト圧）が低下することが問題となってい
る。この理由からデポジットを分解し、過給圧低下を抑制することが求められている。
こうしたデポジットの付着、堆積を抑制するために、特許文献１には、ターボチャージ
ャの内壁に遷移金属の酸化物を溶射法によりコーティングし、触媒として作用させる技術
が開示されている。また、特許文献２にはスパッタリング法によりＬｉＮｂＯ３を形成す
るなど、リチウム元素を含むセラミックス被覆層を形成してデポジットの付着、堆積を抑
制する技術が開示されている。他には光触媒を用いる方法も開示されている（特許文献３
）。しかしながら、これらの技術のデポジット抑制効果は限定的であり、膜の剥離の問題
に対しても万全ではない。
【０００４】
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本発明者の一人は有機物、ポリマー、ガス体等の被処理物を分解する方法として、半導
体を真性電気伝導領域となる温度に加熱して電子・正孔キャリアーを大量に発生させ、被
処理物を加熱処理により発現した強力な酸化力を持つ正孔に接触させ、酸素の存在下にお
いて被処理物を（炭酸ガスと水に）完全分解する処理方法（半導体の熱活性法，Ｔｈｅｒ
ｍａｌ

Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ

ｏｆ

Ｓｅｍｉ−Ｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ，以後ＴＡＳＣ

と略称する）について提案した（特許文献４、非特許文献１）。ＴＡＳＣ分解の素過程は
、次の３つの素過程から構成される：１．

強力な酸化力により、被分解物（例えば、ポ

リマーのような巨大分子）から結合電子を引き抜き、被分解物の中に不安定なラジカルを
生成する、２．

この不安定なラジカルが巨大分子内を伝播し、巨大分子を不安定化し、

巨大分子は自滅するような形で小さな分子に裁断化される、３．

裁断化された分子は空
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気中の酸素と反応して、水と二酸化炭素に完全分解される。ＴＡＳＣ法で用いる半導体を
触媒と呼ぶことがあるが、通常の化学触媒とは根本的に機能が異なっている。つまり、化
学触媒は、ある化学反応種に作用して、活性錯合体（遷移状態における活性物）を生成し
、見かけ上の反応障壁を低下させて反応を進行させるものである。これに対して、ＴＡＳ
Ｃ法では被分解物を不安定化させ、小分子化を誘起して、完全燃焼を行なうものである。
ＴＡＳＣ法で使用できる半導体は高温、酸素雰囲気で安定な半導体であれば良い。従っ
て、酸化物半導体が好んで用いられる。酸化物半導体の例として、ＢｅＯ、ＣａＯ、Ｃｕ
Ｏ、Ｃｕ２Ｏ、ＳｒＯ２、ＢａＯ、ＭｇＯ、ＮｉＯ、ＣｅＯ２、ＭｎＯ、ＧｅＯ、ＰｂＯ
、ＴｉＯ、ＶＯ、ＺｎＯ、ＦｅＯ、ＰｄＯ、Ａｇ２Ｏ、ＴｉＯ２、ＭｏＯ２、ＰｂＯ２、
ＩｒＯ２、ＲｕＯ２、Ｔｉ２Ｏ３、ＺｒＯ２、Ｙ２Ｏ３、Ｃｒ２Ｏ３、ＺｒＯ２、ＷＯ３
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、ＭｏＯ３、ＷＯ２、ＳｎＯ２、Ｃｏ３Ｏ４、Ｓｂ２Ｏ３、Ｍｎ３Ｏ４、Ｔａ２Ｏ５、Ｖ
２Ｏ５、Ｎｂ２Ｏ５、ＭｎＯ３、Ｆｅ２Ｏ３、Ｆｅ３Ｏ４、Ｙ２Ｏ２Ｓ、ＭｇＦｅ２Ｏ４

、ＮｉＦｅ２Ｏ４、ＺｎＦｅ２Ｏ４、ＺｎＣｏ２Ｏ４、ＭｇＣｒ２Ｏ４、ＦｅＣｒＯ４、
ＣｏＣｒＯ４、ＣｏＣｒＯ４、ＺｎＣｒ２Ｏ４、ＣｏＡｌ２Ｏ４、ＮｉＡｌ２Ｏ４等があ
る。この中で、酸化クロム（Ｃｒ２Ｏ３）は高温安定性（融点：約２２００℃）に優れ、
さらに飲料用のガラス瓶の染色にも使われる安全な材料である。また、酸化鉄（α−Ｆｅ
２Ｏ３：ヘマタイト）は安全で廉価な材料であるので実用性が高い。

【０００５】
ミスト状の油煙を小分子化し、分子状のガスとする能力のある触媒で、かつ、剥離しに
くいものが求められている。これらの機能を備えたＴＡＳＣ触媒を用いることを考えた。
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【０００６】
本発明者の一人は非特許文献２において、発熱体であるニクロム線（Ｎｉ−Ｃｒ）を湿
潤水素で選択酸化（Ｎｉ−Ｃｒ／Ｃｒ２Ｏ３）し、この上に酸化チタンを約３μｍ電着し
た触媒素子を用いたＶＯＣ分解装置を試作し、トルエン濃度７，５００ｐｐｍ、空気流量
５０ｍｌ／ｍｉｎの条件でＴＡＳＣ法を適用したところ、トルエンが完全に分解すること
を報告している。ここで酸化チタン（ＴｉＯ２）はＴＡＳＣ法で使用できる酸化物半導体
として用いていた。Ｎｉ−Ｃｒに直接ＴｉＯ２を付けると両者の熱膨張係数が大きく異な
ることからＴｉＯ２が剥離し易くなるため、ＴｉＯ２との熱膨張係数の差が小さいＣｒ２
Ｏ３を介してＴｉＯ２を付けたのであり、膜厚が約０．５ミクロン程度と薄いＣｒ２Ｏ３
層にはＴＡＳＣの働きを想定していなかった。
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【０００７】
しかし、デポジットの発生を防止するためであれば、燃焼室または排気通路を通過する
有機物のすべてを分解する必要はないので、ＴｉＯ２のないＮｉ−Ｃｒ／Ｃｒ２Ｏ３だけ
でも使える可能性がある。しかしながら、内燃機関の燃焼室に今なお多く使われているの
は鉄であり、鉄の酸化物はバンドギャップが小さいために比較的低温でＴＡＳＣ効果を期
待できる。また鉄の表面に形成される酸化鉄被膜は非常に強固な被膜であり、剥離の恐れ
が全くないという利点がある。このような考えの元に、鉄／酸化鉄被膜のＴＡＳＣ効果に
よるデポジットの付着防止を検討することにした。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００８】
【特許文献１】特表２００９−５４３９７７号公報
【特許文献２】特開平８−１０５３５２号公報
【特許文献３】特開２００７−１７７７６２号公報
【特許文献４】特許第４５１７１４６号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Ｔ．
ｍｏｔｏ，

Ｓｈｉｎｂａｒａ，

ａｎｄ

ｓｉｔｉｏｎ

ｏｆ

Ｊ．

ｐｏｌｙｍｅｒｓ

ｇｅｎｅｒａｔｅｄ

ｈｏｌｅｓ

ｔｉｔａｎｉｕｍ

Ｊ．

ｂｙ

ａｔ

ｄｉｏｘｉｄｅ

ｍｅｃｈａｎｉｓｍ，

Ｔ．

Ｍａｋｉｎｏ，

Ｍｉｚｕｇｕｃｈｉ：

ｍｅａｎｓ

ｈｉｇｈ

ａｎｄ

Ａｐｐｌ．

Ｋ．

Ｃｏｍｐｌｅｔｅ
ｏｆ

Ｍａｔｓｕ

ｄｅｃｏｍｐｏ

ｔｈｅｒｍａｌｌｙ

ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓ

ｉｔｓ

Ｐｈｙｓ．
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ｉｎ

ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ
９８，

０４４９０９

１−５

（２００５）
【非特許文献２】水口
ンバーテック

仁：半導体の高温領域の特性を利用したＶＯＣ分解システム、コ

２００９年１月号

Ｐ．１２８−１３３

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
内燃機関に代表される燃焼室およびその排気通路の内壁に油煙またはその炭化物が付着
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してデポジットが発生するのを、剥離などの問題を生ずることなく、安価な方法で防止す
る方法およびシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
燃料のガソリンは通常炭素数が４−１０程度の混合物で、分子量が小さいため揮発性が
あり、かつ発火しやすい物質である。これに対し、潤滑性を求められるエンジン・オイル
の場合には基油ベースでも分子量が３００−７００位であり、粘度が高く、発火しにくい
ことが求められる。シリンダーとピストンの隙間から漏洩したオイルは、ブローバイ・ガ
スのシステム中でオイル・ミストを形成する。オイル・ミストはガソリンに比べ分子量が
格段に大きく、燃えにくいため、不完全燃焼となる場合が多いと考えることは合理的であ
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る。つまり、デポジットの大半は分子量の大きなオイルの不完全燃焼に起因すると考えら
れる。それでは、分子量の大きなオイル・ミスト、あるいはオイル・ミストの部分分解物
が、触媒の作用により、ガソリンに相当する小分子に分解することが出来れば、これらの
小分子はガソリンと同様に酸素と反応して水と二酸化炭素になり、デポジットは発生しな
いと想定される。
[０００３]で述べたデポジットを分解する従来の試みは総て、デポジットの発生が回避
できないことを前提とし、デポジットを触媒等の後処理で分解除去しようとする方法であ
る。これに対して、我々が本願で提案する技術は、デポジットを発生させない手法である
。エンジン・オイルは（基本的にはオリゴマーに近い液状ポリマーで）燃料に比べ、分子
量も格段に大きく、基本的にはミストの状態で燃焼室、排気系、ならびに吸気系内を飛び
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回っている。我々のＴＡＳＣ法の特徴は[０００４]で述べたように巨大分子をＴＡＳＣ効
果で小分子化し、ガス化、空気中の酸素と反応させて水と二酸化炭素に完全分解する技術
である。つまり、オイルのミストが分子状のガスになれば、ガス分子は燃焼室、排気系、
ならびに吸気系内の壁には沈着することなく、ガソリンと同様に燃焼されるか、あるいは
、排気ガスと一緒に系外に運び去られると考えられる。
ここで重要な点は、ＴＡＳＣ法により高濃度、高風量のＶＯＣガスなどを処理する場合
には、高いＴＡＳＣ処理温度（例えば３５０−５００℃）を必要とされる。しかし、極め
て低濃度のオイル・ミストを単にガス化（すなわち分子状態）にするだけの作業であれば
、２００℃程度の温度でも十分だと考えられる。
触媒の支持体からの剥離を回避する手段について述べる。ＴＡＳＣ法で使用される酸化
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物半導体を例えば金属製のコンプレッサー内壁に塗布しても、金属と酸化物の熱膨張係数
は１桁以上も異なるので、熱履歴により酸化物は剥離する。これを避ける方法として、[
０００６]で述べたように、金属を酸化して金属支持体の上に酸化物を形成する場合には
剥離を避けることができる。この例として、Ｎｉ−Ｃｒ線を湿潤水素で酸化して、Ｎｉ−
Ｃｒ／Ｃｒ２Ｏ３とするとＣｒ２Ｏ３は剥離することもない。しかし、この酸化膜の比表
面積は極めて小さい（実測では３．７

ｍ２／ｇ）ため、大量のＶＯＣガスを処理するこ

とは出来ない。このような場合には、Ｎｉ−Ｃｒ／Ｃｒ２Ｏ３の支持体の上に比表面積の
大きいＴｉＯ２粉体［２７８

ｍ２／ｇ：

ＳＴ−０１

石原産業株式会社］を塗布して

もＣｒ２Ｏ３とＴｉＯ２の熱膨張係数は近いので剥離することはなく、大量のＶＯＣガス
を処理することができる。一方、オイルミストを単にガス化すれば良い本願の課題は、比
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表面積の極めて小さいＮｉ−Ｃｒ／Ｃｒ２Ｏ３によっても解決できる。
しかし、過給器の付いたターボ・システムのようなエンジンにはＮｉやＣｒ合金は使わ
れることはなく、また、酸化処理を技術的には可能であっても、経済的には好ましくない
。この意味で、エンジン等で最もポピュラーが材料であるＦｅの酸化を考えるに至った。
Ｆｅの酸化処理として、黒錆は広く知られ、防錆処理として広く使われている。卑近な例
としては、中華鍋の黒錆処理であり、空気中で、ガス・レンジ等で数時間焼くことで容易
に形成される。また、形成された黒錆は機械的にも強く、長期の使用に対しても剥離する
ことも劣化することもない。さらに、黒錆は化学的な手法でも簡単に形成される。
以上のように、Ｆｅ含むコンプレッサーに乾式、あるいは湿式法で酸化鉄を形成すれば
、極少量のオイル・ミストは２００℃程度の低温度でも小分子化（即ち、ガス化）され、
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ミストの中に放置しても、酸化鉄被膜上にデポジットが形成されることはない。酸化鉄と
しては黒錆（Ｆｅ３Ｏ４）がＦｅ基板から剥離されにくい点で特に優れているので好まし
い。
【００１２】
本発明に係る油煙デポジットの発生を防止する方法は、ＦｅまたはＦｅを含む合金の表
面に酸化処理により酸化物被膜を形成し、前記酸化物のバンド間遷移により大量の正孔と
電子とが生成する温度領域で、前記酸化物被膜に接触する油煙を正孔の酸化力を利用して
前記油煙を分解除去することにより、前記油煙またはその炭化物が前記酸化物被膜に付着
してデポジットが発生することを防止することを特徴とする。
【００１３】
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また、本発明にかかる油煙デポジットが発生することを防止するシステムは、内燃機関
の燃焼によって生ずる油煙またはその炭化物が燃焼室及び排気通路の内壁に付着してデポ
ジットが発生することを防止するシステムであって、前記燃焼室および前記排気通路の少
なくとも一か所にＦｅまたはＦｅを含む合金が配置され、前記Ｆｅまたは前記合金の表面
には酸化処理により酸化物被膜が形成されており、前記酸化物のバンド間遷移により大量
の正孔と電子とが生成する温度領域で、前記酸化物被膜に接触する前記油煙を前記正孔の
酸化力を利用して分解除去することにより、前記油煙またはその前記炭化物が前記内壁に
付着して油煙デポジットが発生することを防止することを特徴とする。
【００１４】
本発明に係るＦｅまたはＦｅを含む合金の表面に酸化処理により形成される酸化物はＦ
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ｅ３Ｏ４であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
本発明によれば、ＦｅまたはＦｅを含む合金の表面に酸化処理を施すだけで、油煙が内
燃機関に代表される燃焼室およびその排気通路の内壁に油煙またはその炭化物が付着して
デポジットが発生するのを防止することができる。酸化物被膜は、酸化物粉などを塗布す
るのとは異なり、剥離などの問題を生ずることなく、安価な方法で油煙デポジットの発生
を防止する方法およびシステムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
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【図１】内燃機関構成図
【図２】油煙デポジットの発生を防止する実験装置図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
本発明は油煙デポジットが発生するのを防止する方法及びシステムであるので、その対
象は広く、油煙が存在し、油煙またはその炭化物が付着してデポジットが発生することを
防止したいところにはすべて有効である。ただし、２００℃程度以上の温度になることが
期待できる個所が望ましい。温度上昇が望めない場合に加温装置を併用できればそれでも
良い。具体的には、内燃機関の他に排気ダクトなどの煙や油の発生する場所に適用するこ
とができる。以下では内燃機関で代表して、発明の実施形態を説明する。
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図１は内燃機関の構成図である。ガソリンエンジンやディーゼルエンジンなどの内燃機
関には、シリンダー２やピストン１または排気通路８などには内壁が存在し、燃焼室３で
発生し、排気通路８に送られる燃焼ガスは内壁と接する。吸気バルブ４、吸気通路７、排
気バルブ５、点火プラグ６においても燃焼ガスと接する内壁がある。内壁に処理を行うこ
となく内燃機関として作動させると、燃焼ガスによる油煙またはその炭化物が、接触する
内壁に付着してデポジットが発生する。本発明においては内壁がＦｅまたはＦｅを含む合
金からなる場合に、その表面を酸化処理することにより酸化鉄被膜９を形成しておく。酸
化鉄被膜を形成するにはいくつかの方法が既知であり、そのいずれの方法でも良い。内壁
表面に酸化被膜処理９を施す以外は従来通りの内燃機関として作動させれば、燃焼ガスに
含まれる油煙は酸化鉄被膜９に接することとなる。内燃機関内は燃焼により２００℃程度

20

に昇温されることが期待されるから、酸化鉄被膜には大量の正孔と電子を生成し、正孔の
強い酸化力により酸化鉄被膜に接する油煙は分解されて、酸化鉄被膜に油煙またはその炭
化物が付着してデポジットが発生することがない。燃焼室内の油煙がすべて分解されると
いうことはなく、酸化鉄被膜に接しない油煙は分解されることなく排気通路８を通って排
気される。酸化鉄被膜はこれに接する油煙のみを分解すれば良いので、その量は微量であ
り、高い分解速度は必要ない。排気通路８の内壁にも酸化皮膜処理を施しておけば、内壁
の上昇温度にも依存するが、油煙またはその炭化物が付着してデポジットが発生すること
を防止する効果がある。
【実施例】
【００１８】
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長さ３０ｍｍ，幅５ｍｍ、厚み２ｍｍの鉄板、及び長さ２０ｍｍ，幅４ｍｍ、厚み２ｍ
ｍの鉄板を空気中３５０℃において１時間酸化処理を行い、鉄板表面に膜厚約１μｍの酸
化被膜を形成した。形成された酸化皮膜は黒色を呈しており、Ｘ線測定によりＦｅ３Ｏ４
と同定された。以下では酸化処理を行った鉄板をＦｅ／Ｆｅ３Ｏ４板と、酸化処理を行っ
ていない鉄板をＦｅ板と称する。幅５ｍｍのＦｅ板１１とＦｅ／Ｆｅ３Ｏ４板１２、及び
幅４ｍｍのＦｅ板１１とＦｅ／Ｆｅ３Ｏ４板１２の計４枚を図２のようにホットプレート
１０上に置いた。ステンレス容器１３に潤滑剤１４であるベニサンオールマイティ油（株
式会社紅椿化学工業所製）を１５滴入れてホットプレート１０上に置いた。次に１リット
ル容量のビーカー１５を４枚の板とステンレス容器を覆うように上からかぶせてホットプ
レート１０に通電した。定常状態になった時に、４枚の板の位置での温度は２００℃、ス
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テンレス容器１３の底の位置での温度は１５０℃とした。通電によりステンレス容器１３
内の潤滑材１４は蒸発し、ビーカー１５内は潤滑材１４の油煙で充満する。１５時間連続
通電して様子を観測したところ、５ｍｍ幅及び４ｍｍ幅のＦｅ板１１は共に２時間経過後
には油煙が凝集し、薄い褐色物が認められた。１５時間経過後には膜厚が増加して黒色を
呈する付着物となった。これらは潤滑材成分である有機物及び部分的にはその炭化物と考
えられる。一方５ｍｍ幅および４ｍｍ幅のＦｅ／Ｆｅ３Ｏ４板１２は共に、２時間経過後
及び１５時間経過後においても何ら変化は認められず、１５時間経過後に取りだして顕微
鏡で観測した結果においても何らの付着物も観測されなかった。
【産業上の利用可能性】
【００１９】
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本発明によれば、簡単な処理方法により内燃機関の内壁に燃焼の結果生ずる油煙または
その炭化物が付着してデポジットが発生することを防止することができるので、従来の内
燃機関の課題を解決することができ、産業上の利用可能性は大きい。
【符号の説明】
【００２０】
１

ピストン

２

シリンダブロック

３

燃焼室

４

吸気バルブ

５

排気バルブ

６

点火プラグ

７

吸気通路

８

排気通路

９

酸化鉄被膜

１０

ホットプレート

１１

Ｆｅ板

１２

Ｆｅ／Ｆｅ３Ｏ４板

１３

ステンレス容器

１４

潤滑材

１５

ビーカー

【図１】

【図２】
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