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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オイルを濾過する濾材を備える濾過部と、
　オイルの劣化を抑制する粉状の劣化抑制剤を備える劣化抑制部と、を備え、
　オイル貯留部から送られるオイルのうちで、前記濾過部で濾過されたオイルを潤滑対象
部に送るとともに、前記劣化抑制部で劣化が抑制されたオイルを前記オイル貯留部に戻す
か又は前記潤滑対象部に送るようにし、
　前記劣化抑制部は、前記劣化抑制剤を保持し且つオイルが通過可能である多孔層を備え
、
　前記多孔層は、オイルの通過方向に積層される第１多孔層及び第２多孔層を有し、上流
側となる前記第１多孔層の空隙率は、下流側となる前記第２多孔層の空隙率より大きいこ
とを特徴とするオイル劣化抑制装置。
【請求項２】
　前記劣化抑制部は、複数の前記多孔層の間に配置され且つ前記劣化抑制剤が通過不能で
あり且つオイルが通過可能である中間層を備える請求項１記載のオイル劣化抑制装置。
【請求項３】
　オイルを濾過する濾材を備える濾過部と、
　オイルの劣化を抑制する粉状の劣化抑制剤を備える劣化抑制部と、を備え、
　オイル貯留部から送られるオイルのうちで、前記濾過部で濾過されたオイルを潤滑対象
部に送るとともに、前記劣化抑制部で劣化が抑制されたオイルを前記オイル貯留部に戻す
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か又は前記潤滑対象部に送るようにし、
　前記劣化抑制部は、前記劣化抑制剤を保持し且つオイルが通過可能である多孔層を備え
、
　前記劣化抑制部は、複数の前記多孔層の間に配置され且つ前記劣化抑制剤が通過不能で
あり且つオイルが通過可能である中間層を備えることを特徴とするオイル劣化抑制装置。
【請求項４】
　前記濾過部及び前記劣化抑制部を収容するハウジングを備え、
　前記ハウジングには、前記オイル貯留部から送られるオイルを該ハウジング内部に流入
させるためのオイル流入路と、前記濾過部で濾過されたオイルを前記潤滑対象部に流出さ
せるためのオイル流出路と、前記劣化抑制部で劣化が抑制されたオイルを前記オイル貯留
部に戻すためのオイル戻し路と、が形成されている請求項1乃至３のいずれか一項に記載
のオイル劣化抑制装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オイル劣化抑制装置に関し、さらに詳しくは、通油抵抗を減らして圧力損失
の上昇を抑制することができるオイル劣化抑制装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の濾材として、内燃機関で生じるカーボン、酸、劣化物等を除去するための微粒子
（例えば、ハイドロタルサイト等）及び繊維からなるものが知られている（例えば、特許
文献１参照）。この濾材を用いたオイルフィルタでは、例えば、図９に示すように、濾材
２１０を収容するハウジング２０２には、オイルパンから送られるオイルをハウジング２
０２内部に流入させるオイル流入路２０５と、濾材２１０で濾過されたオイルをエンジン
の潤滑対象部（例えば、クランクシャフト、シリンダー壁、動弁機構等）に流出させるオ
イル流出路２０６と、が形成されている。そして、オイル流入路２０５からハウジング２
０２内部に流入されるオイルは、濾材２１０で濾過されつつ微粒子２１７によりカーボン
が除去されてオイル流出路２０６からエンジンの潤滑部に流出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０３－２９６４０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記従来のオイルフィルタでは、オイルパンから送られる全てのオイルが濾材
を通過する形態（いわゆる、フルフロー形態）であるため、濾材を構成するハイドロタル
サイト等の微粒子が抵抗となり圧力損失が上昇してしまう問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、通油抵抗を減らして圧力損失の上昇
を抑制することができるオイル劣化抑制装置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】
【０００６】
　上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、オイルを濾過する濾材を備え
る濾過部と、オイルの劣化を抑制する粉状の劣化抑制剤を備える劣化抑制部と、を備え、
オイル貯留部から送られるオイルのうちで、前記濾過部で濾過されたオイルを潤滑対象部
に送るとともに、前記劣化抑制部で劣化が抑制されたオイルを前記オイル貯留部に戻すか
又は前記潤滑対象部に送るようにし、前記劣化抑制部は、前記劣化抑制剤を保持し且つオ
イルが通過可能である多孔層を備え、前記多孔層は、オイルの通過方向に積層される第１
多孔層及び第２多孔層を有し、上流側となる前記第１多孔層の空隙率は、下流側となる前



(3) JP 5639615 B2 2014.12.10

10

20

30

40

50

記第２多孔層の空隙率より大きいことを要旨とする。
　請求項２に記載の発明は、請求項１において、前記劣化抑制部は、複数の前記多孔層の
間に配置され且つ前記劣化抑制剤が通過不能であり且つオイルが通過可能である中間層を
備えることを要旨とする。
　上記問題点を解決するために、請求項３に記載の発明は、オイルを濾過する濾材を備え
る濾過部と、オイルの劣化を抑制する粉状の劣化抑制剤を備える劣化抑制部と、を備え、
オイル貯留部から送られるオイルのうちで、前記濾過部で濾過されたオイルを潤滑対象部
に送るとともに、前記劣化抑制部で劣化が抑制されたオイルを前記オイル貯留部に戻すか
又は前記潤滑対象部に送るようにし、前記劣化抑制部は、前記劣化抑制剤を保持し且つオ
イルが通過可能である多孔層を備え、前記劣化抑制部は、複数の前記多孔層の間に配置さ
れ且つ前記劣化抑制剤が通過不能であり且つオイルが通過可能である中間層を備えること
を要旨とする。
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれか一項において、前記濾過部及び前
記劣化抑制部を収容するハウジングを備え、前記ハウジングには、前記オイル貯留部から
送られるオイルを該ハウジング内部に流入させるためのオイル流入路と、前記濾過部で濾
過されたオイルを前記潤滑対象部に流出させるためのオイル流出路と、前記劣化抑制部で
劣化が抑制されたオイルを前記オイル貯留部に戻すためのオイル戻し路と、が形成されて
いることを要旨とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のオイル劣化抑制装置によると、オイル貯留部から送られるオイルのうちで、濾
過部で濾過されたオイルは潤滑対象部に送られるとともに、劣化抑制部で劣化が抑制され
たオイルはオイル貯留部に戻されるか又は潤滑対象部に送られる。これにより、オイル貯
留部から送られるオイルの一部がバイパスフローされることとなり、オイルの通油抵抗を
減らして圧力損失の上昇を抑制することができる。
　また、前記劣化抑制部が多孔層を備えるので、多孔層において劣化抑制剤を適当に分散
された状態で保持できるため、オイルの通油抵抗を更に低減できるとともに、劣化抑制部
によるオイルの劣化抑制効果を更に高めることができる。
　また、前記多孔層が第１多孔層及び第２多孔層を有し、上流側となる前記第１多孔層の
空隙率が下流側となる前記第２多孔層の空隙率より大きい場合は、第１多孔層に比べて第
２多孔層で多くの劣化抑制剤を保持できるため、オイルは第１多孔層から第２多孔層に向
かって徐々に拡がりつつ流れる。よって、オイルの通油抵抗を更に低減できるとともに、
劣化抑制部によるオイルの劣化抑制効果を更に高めることができる。
　また、前記劣化抑制部が中間層を備える場合は、中間層により複数の多孔層間で劣化抑
制剤が移動しないため、下流側の多孔層への劣化抑制剤の凝集が防止される。よって、オ
イルの通油抵抗を更に低減できるとともに、劣化抑制部によるオイルの劣化抑制効果を更
に高めることができる。
　さらに、前記濾過部及び前記劣化抑制部を収容するハウジングを備え、前記ハウジング
には、オイル流入路と、オイル流出路と、オイル戻し路と、が形成されている場合は、オ
イル貯留部から送られるオイルがオイル流入路を介してハウジング内部に流入され、濾過
部で濾過されたオイルがオイル流出路を介して潤滑対象部に流出され、劣化抑制部で劣化
が抑制されたオイルがオイル戻し路を介してオイル貯留部に戻される。これにより、オイ
ル劣化抑制装置や濾過部及び劣化抑制部を容易に交換することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本発明について、本発明による典型的な実施形態の非限定的な例を挙げ、言及された複
数の図面を参照しつつ以下の詳細な記述にて更に説明するが、同様の参照符号は図面のい
くつかの図を通して同様の部品を示す。
【図１】実施例１に係るオイル劣化抑制装置の縦断面図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線断面拡大図である。
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【図３】上記オイル劣化抑制装置の作用を説明するための説明図である。
【図４】上記オイル劣化抑制装置の作用を説明するための説明図である。
【図５】実施例２に係るオイル劣化抑制装置の縦断面図である。
【図６】上記オイル劣化抑制装置の作用を説明するための説明図である。
【図７】その他の形態の劣化抑制部の要部縦断面図を示し、（ａ）は複数の多孔層のそれ
ぞれが単層である形態を示し、（ｂ）は単層の多孔層と複層の多孔層とが組み合わせられ
た形態を示す。
【図８】その他の形態の劣化抑制部の要部縦断面図を示し、（ａ）は単一の多孔層を備え
る形態を示し、（ｂ）は多孔層を備えずに劣化抑制剤を封入した形態を示す。
【図９】従来のオイル劣化抑制装置の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　ここで示される事項は例示的なものおよび本発明の実施形態を例示的に説明するための
ものであり、本発明の原理と概念的な特徴とを最も有効に且つ難なく理解できる説明であ
ると思われるものを提供する目的で述べたものである。この点で、本発明の根本的な理解
のために必要である程度以上に本発明の構造的な詳細を示すことを意図してはおらず、図
面と合わせた説明によって本発明の幾つかの形態が実際にどのように具現化されるかを当
業者に明らかにするものである。
【００１０】
１．オイル劣化抑制装置
　本実施形態１．に係るオイル劣化抑制装置（１、１０１）は、オイルを濾過する濾材（
１０）を備える濾過部（３、１０３）と、オイルの劣化を抑制する粉状の劣化抑制剤（１
７）を備える劣化抑制部（４、１０４）と、を備え、オイル貯留部（９）から送られるオ
イルのうちで、濾過部で濾過されたオイルを潤滑対象部に送るとともに、劣化抑制部で劣
化が抑制されたオイルをオイル貯留部に戻すか又は潤滑対象部に送るようにしたことを特
徴とする（例えば、図１及び図５等参照）。
【００１１】
　なお、上記「オイル貯留部」としては、例えば、ウェットサンプエンジンで用いられる
オイルパン、ドライサンプエンジンで用いられるオイルタンク、自動変速機で用いられる
オイルパン等を挙げることができる。また、上記「潤滑対象部」としては、例えば、エン
ジンの各機構部（例えば、クランクシャフト、シリンダー壁、動弁機構等）や自動変速機
の各機構部などを挙げることができる。また、上記「濾材」は、オイルを濾過する限り、
その種類、形状等は特に問わない。この濾材としては、例えば、不織布、紙、織物、編物
等の繊維体、ウレタン等の樹脂連泡体、樹脂多孔質フィルムなどを挙げることができる。
さらに、上記「粉状の劣化抑制剤」は、オイルの劣化を抑制できる限り、その種類、劣化
抑制形態等は特に問わない。この劣化抑制剤としては、例えば、ハイドロタルサイト、ビ
スマス、炭酸セリウム、水酸化ジルコニア、チタン酸担持ジルコニア、オキシ炭酸ジルコ
ニア等の無機イオン交換剤、ダイアイオン（商品名）等のイオン交換樹脂剤などを挙げる
ことができる。これらのうち、オイル中の異物（特に、エンジンで生じる酸性物質等）の
吸着性、耐熱性及び耐環境性といった観点から、ハイドロタルサイトであることが好まし
い。
【００１２】
　本実施形態１．に係るオイル劣化抑制装置としては、例えば、上記劣化抑制部（４、１
０４）は、劣化抑制剤（１７）を保持し且つオイルが通過可能である多孔層（１８、１１
８）を備える形態（例えば、図１及び図５等参照）を挙げることができる。この多孔層と
しては、例えば、不織布、紙、織物、編物等の繊維体、ウレタン等の樹脂連泡体、樹脂多
孔質フィルムなどを挙げることができる。
【００１３】
　上述の形態の場合、例えば、上記多孔層（１８、１１８）は、オイルの通過方向に積層
される第１多孔層（１８ａ、１１８ａ）及び第２多孔層（１８ｂ、１１８ｂ）を有し、上
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流側となる第１多孔層の空隙率は、下流側となる第２多孔層の空隙率より大きいことがで
きる（例えば、図４等参照）。この場合、例えば、第１多孔層の空隙率は０．７～０．９
９（好ましくは０．９～０．９９）であり、第２多孔層の空隙率は０．５～０．９５（好
ましくは０．８～０．９５）であることができる。なお、上記「空隙率」は、通常、｛１
－〔多孔層の目付量／（多孔層の厚さ×多孔層を構成する材質の密度）〕｝の式で算定さ
れる。この多孔層の目付量とは、多孔層の単位面積当たりの重量を意図する。さらに、上
記劣化抑制剤の平均粒子径は、例えば、０．０１～５００μｍ（好ましくは５～２００μ
ｍ）であることができる。なお、上記「平均粒子径」とは、レーザー光回折法による粒度
分布測定において累積重量が５０％となる時の粒子径（メジアン径）を意図する。
【００１４】
　上述の形態の場合、例えば、上記劣化抑制部（４、１０４）は、複数の多孔層（１８、
１１８）の間に配置され且つ劣化抑制剤（１７）が通過不能であり且つオイルが通過可能
である中間層（１９、１１９）を備えることができる（例えば、図４等参照）。この中間
層の材質としては、例えば、不織布、紙、織物、編物等の繊維体、ウレタン等の樹脂連泡
体、樹脂多孔質フィルムなどを挙げることができる。
【００１５】
　本実施形態１．に係るオイル劣化抑制装置としては、例えば、〔Ａ〕上記濾過部（３）
及び劣化抑制部（４）を収容するハウジング（２）を備え、ハウジングには、オイル貯留
部（９）から送られるオイルをハウジング内部に流入させるためのオイル流入路（５）と
、濾過部で濾過されたオイルを潤滑対象部に流出させるためのオイル流出路（６）と、劣
化抑制部で劣化が抑制されたオイルをオイル貯留部に戻すためのオイル戻し路（７）と、
が形成されている形態（例えば、図１等参照）、〔Ｂ〕上記濾過部（１０３）及び劣化抑
制部（１０４）を収容するハウジング（１０２）を備え、ハウジングには、オイル貯留部
（９）から送られるオイルをハウジング内部に流入させるためのオイル流入路（１０５）
と、濾過部で濾過されたオイル及び劣化抑制部で劣化が抑制されたオイルを潤滑対象部に
流出させるためのオイル流出路（１０６）と、が形成されている形態（例えば、図５等参
照）を挙げることができる。
【００１６】
　上述の〔Ａ〕形態の場合、例えば、上記オイル流出路（６）の最大横断面積（Ｓ１）は
、オイル戻し路（７）の最大横断面積（Ｓ２）より大きい形態（例えば、図２等参照）を
挙げることができる。これにより、オイル流出路に比較的多量のオイルを流して潤滑対象
部を好適に潤滑し得る一方、オイル戻し路に比較的少量のオイルを流してオイルの通油抵
抗を更に低減できる。この場合、例えば、上記各通路の最大横断面積の比（Ｓ１／Ｓ２）
は１０～１０００（好ましくは５０～２００）であることができる。
【００１７】
　上述の〔Ａ〕形態の場合、例えば、上記濾過部（３）及び劣化抑制部（４）は、ハウジ
ング（２）の内部空間を、上記オイル流入路（５）に連なる上流側空間（Ｒ１）と上記オ
イル流出路（６）に連なる下流側空間（Ｒ２）とに仕切るように設けられ、上記劣化抑制
部（４）は、劣化抑制剤（１７）を収容する収容ケース（２０）を備え、この収容ケース
には、上流側空間に開口する流入口（２１）と、上流側空間及び下流側空間に対して隔離
されて上記オイル戻し路（７）に連なる流出口（２２）と、が形成されていることができ
る（例えば、図１等参照）。これにより、オイル貯留部から送られるオイルがオイル流入
路を介してハウジング内部の上流側空間に流入され、濾過部で濾過されたオイルが下流側
空間及びオイル流出路を介して潤滑対象部に流出される一方、流入口から収容ケース内に
流入するオイルは劣化抑制剤により劣化が抑制されてから流出口及びオイル戻し路を介し
てオイル貯留部に戻される。
【００１８】
　上述の〔Ｂ〕形態の場合、例えば、上記濾過部（１０３）及び劣化抑制部（１０４）は
、ハウジング（１０２）の内部空間を、上記オイル流入路（１０５）に連なる上流側空間
（Ｒ１）と上記オイル流出路（１０６）に連なる下流側空間（Ｒ２）とに仕切るように設
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けられ、上記劣化抑制部（１０４）は、劣化抑制剤（１７）を収容する収容部（１２０）
を備え、この収容部には、上流側空間に開口する流入口（１２１）と、下流側空間に開口
する流出口（１２２）と、が形成されていることができる（例えば、図５等参照）。これ
により、オイル貯留部から送られるオイルがオイル流入路を介してハウジング内部の上流
側空間に流入され、濾過部で濾過されたオイルが下流側空間及びオイル流出路を介して潤
滑対象部に流出される一方、流入口から収容部内に流入するオイルは劣化抑制剤により劣
化が抑制されてから流出口、下流側空間及びオイル流出路を介して潤滑対象部に流出され
る。
【００１９】
　上述の〔Ａ〕形態の場合、例えば、上記ハウジング（２）内部には、その軸方向に沿っ
て筒状の上記濾過部（３）及び劣化抑制部（４）が配置され、上記収容ケース（２０）は
、筒状の内壁（２０ａ）及び外壁（２０ｂ）と、これら内壁及び外壁の一端側を繋ぐ板状
の底壁（２０ｃ）と、を有し、上記流入口（２１）は、収容ケースの軸方向の一端側に筒
状の濾材（１０）の軸方向の端面に対向して開口するように設けられ、上記流出口（２２
）は、収容ケースの軸方向の他端側に設けられ、この収容ケースの内壁、外壁及び底壁で
囲まれた空間に上記劣化抑制剤（１７）が収容されていることができる（例えば、図１等
参照）。これにより、流入口から収容ケース内に流入したオイルは、劣化抑制剤の全体に
わたって流れて流出口からオイル戻し路に流れるため、劣化抑制部によるオイルの劣化抑
制効果を更に高めることができる。さらに、濾過部及び劣化抑制部を容易に配置できると
ともに装置の小型化を図ることができる。
【実施例】
【００２０】
　以下、図面を用いて実施例により本発明を具体的に説明する。なお、本実施例では、エ
ンジンオイル（以下、単に「オイル」とも記載する。）の劣化を抑制するオイル劣化抑制
装置を例示する。
【００２１】
＜実施例１＞
（１）オイル劣化抑制装置
　本実施例に係るオイル劣化抑制装置１は、図１に示すように、ハウジング２内に収容さ
れる濾過部３及び劣化抑制部４を備えている。このハウジング２は、軸方向の一端側を開
放した有底筒状のケース２ａと、このケース２ａの一端開放部を閉鎖する円盤状のボトム
プレート２ｂと、このボトムプレート２ｂの中央部に形成された孔部に螺合される軸部材
２ｃと、を備えている。このボトムプレート２ｂの孔部の周囲には円周方向に沿って所定
間隔で複数のオイル流入路５が形成されている。これら各オイル流入路５は、配管等を介
してオイルを貯留するオイルパン９（本発明に係る「オイル貯留部」として例示する。図
３参照）に接続されている。また、ハウジング２内には、オイル流入路５の開口を覆うよ
うにゴム製のチェック弁１６が設けられている。
【００２２】
　上記軸部材２ｃの中央部には、濾過部３で濾過されたオイルをエンジンの潤滑対象部（
例えば、クランクシャフト、シリンダー壁、動弁機構等）に送るためのオイル流出路６が
形成されている。このオイル流出路６は、エンジン内部に形成された通路等を介してエン
ジンの潤滑対象部に接続されている。さらに、軸部材２ｃのオイル流出路６の外周側には
、劣化抑制部４で劣化が抑制されたオイルをオイルパン９に戻すためのオイル戻し路７が
形成されている。このオイル戻し路７は、配管等を介してオイルパン９に接続されている
。ここで、図２に示すように、上記オイル流出路６の横断面積Ｓ１は約１１３ｍｍ２とさ
れ、オイル戻し路７の横断面積Ｓ２は約１．１３ｍｍ２とされている。よって、これら各
通路６、７の横断面積の比（Ｓ１／Ｓ２）は約１００とされている。
【００２３】
　上記濾過部３は、図１に示すように、オイルを濾過する濾材１０を備えている。この濾
材１０は、不織布製のシート材をひだ折りして筒状（「菊花状」とも称される。）とされ
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ている。この濾材１０の内周側には、多数の貫通孔１２を有する筒状のプロテクタ１１が
取り付けられている。このプロテクタ１１は、濾材１０を支持する大径部１１ａと、この
大径部１１ａの一端側から軸方向に突出する小径部１１ｂと、を有している。また、上記
濾材１０は、ハウジング２の内部空間を、上記オイル流入路５に連なる濾過前の上流側空
間Ｒ１（すなわち、濾過前のオイルが存在する空間）と、上記オイル流出路６に連なる濾
過後の下流側空間Ｒ２（すなわち、濾過後のオイルが存在する空間）とに仕切るように設
けられている。
【００２４】
　上記プロテクタ１１は、ケース２ａとの間に設けられたバネ１４によりボトムプレート
２ｂ側に向かって付勢されている。また、プロテクタ１１の軸方向の一端側には、周知の
リリーフ弁１５が設けられている。このリリーフ弁１５は、ハウジング２内における濾材
１０の上流側及び下流側空間Ｒ１、Ｒ２の圧力差が設定値を超えた場合に、これら両空間
Ｒ１、Ｒ２を連通するようになっている。
【００２５】
　上記劣化抑制部４は、図１に示すように、オイルの劣化を抑制するハイドロタルサイト
からなる粉状の劣化抑制剤１７を備えている。この劣化抑制剤１７は、オイルが通過可能
である不織布製で筒状の複数（図１中で５つ）の多孔層１８に保持されている。なお、本
実施例では、多孔層１８を成形する過程で粉状の劣化抑制剤１７が分散混入されるものと
する。
【００２６】
　上記各多孔層１８は、図４に示すように、オイルの通過方向に積層される第１多孔層１
８ａ及び第２多孔層１８ｂを有している。ここで、上流側となる第１多孔層１８ａの空隙
率は約０．９８とされ、下流側となる第２多孔層１８ｂの空隙率は約０．９２とされてい
る。よって、第１多孔層１８ａの密度は、第２多孔層１８ｂの密度より小さな値とされて
おり、第１多孔層１８ａに比べて第２多孔層１８ｂで多くの劣化抑制剤１７が保持されて
いる。また、複数の多孔層１８の間には、劣化抑制剤１７が通過不能であり且つオイルが
通過可能である不織布製でリング板状の中間層１９が配置されている。
【００２７】
　上記多孔層１８及び中間層１９は、図１に示すように、収容ケース２０内に収容されて
いる。この収容ケース２０は、同心円状に配置される筒状の内壁２０ａ及び外壁２０ｂと
、これら内壁２０ａ及び外壁２０ｂの一端側を繋ぐリング板状の底壁２０ｃと、を有して
いる。この収容ケース２０には、その軸方向の一端側に濾材１０の軸方向の端面に対向し
て開口する流入口２１が形成され、その軸方向の他端側に上記オイル戻し路７に連なる流
出口２２が形成されている。そして、この収容ケース２０の内壁２０ａ、外壁２０ｂ及び
底壁２０ｃで囲まれた空間に上記多孔層１８及び中間層１９が積層状態で収容されている
。
【００２８】
　上記収容ケース２０の内壁２０ａには、その一端側に上記プロテクタ１１の小径部１１
ｂが挿入され、その他端側に上記軸部材２ｃの先端側が挿入されている。また、収容ケー
ス２０の内壁２０ａには、軸部材２ｃの先端外周側に設けられたゴム製でリング状のシー
ル部材２３が圧接している。さらに、収容ケース２０は、プロテクタ１１の小径部１１ｂ
の外周側に配置されたゴム製でリング状のシール材２４とチェック弁１６との間で軸方向
に挟持されている。そして、収容ケース２０の内壁２０ａの内側空間２５は、プロテクタ
１１の内側空間２６と上記オイル流出路６とに連なっている。また、収容ケース２０の流
出口２２は、チェック弁１６、シール材２３、内壁２０ａ及び軸部材２ｃで囲まれた空間
２７を介して内壁２０ａの内側空間２５から隔離されて上記オイル戻し路７に連なってい
る。
【００２９】
（２）オイル劣化抑制装置の作用
　次に、上記構成のオイル劣化抑制装置１の作用について説明する。ポンプ２９（図３参
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照）の作動によりオイルパン９内に貯留されるオイルがオイル劣化抑制装置１に送られる
。そして、図１に示すように、オイル流入路５に送られるオイルは、チェック弁１６を弾
性変形させてハウジング２内部の上流側空間Ｒ１内に流入して濾過部３及び劣化抑制部４
に至る。
【００３０】
　上記濾過部３に至るオイルは、濾材１０によりオイル中の異物（例えば、塵埃、金属磨
耗片、スラッジ等）が捕捉され、プロテクタ１１の貫通孔１２を介して下流側空間Ｒ２及
びオイル流出路６を通ってエンジンの潤滑対象部に送られる。一方、劣化抑制部４に至る
オイルは、流入口２１を介して収容ケース２０内に流入して多孔層１８及び中間層１９を
通過して劣化抑制剤１７によりオイル中の異物（例えば、エンジンで生じる酸性物質等）
が吸着除去され、流出口２２を介して空間２７及びオイル戻し路７を通ってオイルパン９
に戻される。ここで、通常、濾過部３の差圧Ｐ１（数ｋＰａ）より劣化抑制部４の差圧Ｐ
２（数百ｋＰａ）が大きいため（図３参照）、適量のオイルを劣化抑制部４を通過させる
ことができ、オイルの劣化抑制効果が大きい。
【００３１】
（３）実施例の効果
　以上より、本実施例のオイル劣化抑制装置１によると、オイルパン９から送られるオイ
ルは濾過部３及び劣化抑制部４のそれぞれに分流し、濾過部３で濾過されたオイルは劣化
抑制部４を通らずにエンジンの潤滑対象部に送られるとともに、劣化抑制部４で劣化が抑
制されたオイルは濾過部３を通らずにオイルパン９に戻される。これにより、オイルパン
９から送られるオイルの一部がバイパスフローされることとなり、オイルの通油抵抗を減
らして圧力損失の上昇を抑制することができる。
【００３２】
　また、本実施例では、劣化抑制部４が多孔層１８を備えるので、多孔層１８において劣
化抑制剤１７（ハイドロタルサイト）を適当に分散された状態で保持できるため、オイル
の通油抵抗を更に低減できるとともに、劣化抑制部４によるオイルの劣化抑制効果を更に
高めることができる。
【００３３】
　また、本実施例では、多孔層１８が第１多孔層１８ａ及び第２多孔層１８ｂを有し、上
流側となる第１多孔層１８ａの空隙率が下流側となる第２多孔層１８ｂの空隙率より大き
いので、第１多孔層１８ａに比べて第２多孔層１８ｂで多くの劣化抑制剤１７を保持でき
、オイルは第１多孔層１８ａから第２多孔層１８ｂに向かって徐々に拡がりつつ流れる（
図４参照）。よって、オイルの通油抵抗を更に低減できるとともに、劣化抑制部４による
オイルの劣化抑制効果を更に高めることができる。
【００３４】
　また、本実施例では、劣化抑制部４が中間層１９を備えるので、中間層１９により複数
の多孔層１８間で劣化抑制剤１７が移動しないため、下流側の多孔層１８への劣化抑制剤
１７の凝集が防止される。よって、オイルの通油抵抗を更に低減できるとともに、劣化抑
制部４によるオイルの劣化抑制効果を更に高めることができる。
【００３５】
　さらに、本実施例では、濾過部３及び劣化抑制部４を収容するハウジング２を備え、ハ
ウジング２には、オイル流入路５と、オイル流出路６と、オイル戻し路７と、が形成され
ているので、オイルパン９から送られるオイルがオイル流入路５を介してハウジング２内
部に流入され、濾過部３で濾過されたオイルがオイル流出路６を介してエンジンの潤滑対
象部に流出され、劣化抑制部４で劣化が抑制されたオイルがオイル戻し路７を介してオイ
ルパン９に戻される。これにより、オイル劣化抑制装置１や濾過部３及び劣化抑制部４を
容易に交換することができる。
【００３６】
　また、本実施例では、オイル流出路６の横断面積Ｓ１は、オイル戻し路７の横断面積Ｓ
２より大きいので、オイル流出路６に比較的多量のオイルを流してエンジンの潤滑対象部
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を好適に潤滑し得る一方、オイル戻し路７に比較少量のオイルを流してオイルの通油抵抗
を更に低減することができる。
【００３７】
　また、本実施例では、濾過部３及び劣化抑制部４は、ハウジング２の内部空間を、オイ
ル流入路５に連なる上流側空間Ｒ１とオイル流出路６に連なる下流側空間Ｒ２とに仕切る
ように設けられ、劣化抑制部４は、劣化抑制剤１７を収容する収容ケース２０を備え、こ
の収容ケース２０には、上流側空間Ｒ１に開口する流入口２１と、上流側空間Ｒ１及び下
流側空間Ｒ２に対して隔離されてオイル戻し路７に連なる流出口２２と、が形成されてい
るので、オイルパン９から送られるオイルがオイル流入路５を介してハウジング２内部の
上流側空間Ｒ１に流入され、濾過部３で濾過されたオイルが下流側空間Ｒ２及びオイル流
出路６を介してエンジンの潤滑対象部に流出される一方、流入口２１から収容ケース２０
内に流入するオイルは劣化抑制剤１７により劣化が抑制されてから流出口２２及びオイル
戻し路７を介してオイルパン９に戻される。
【００３８】
　さらに、本実施例では、ハウジング２内部には、その軸方向に沿って筒状の濾過部３及
び劣化抑制部４が配置され、収容ケース２０は、筒状の内壁２０ａ及び外壁２０ｂと、こ
れら内壁２０ａ及び外壁２０ｂの一端側を繋ぐ板状の底壁２０ｃと、を有し、流入口２１
は、収容ケース２０の軸方向の一端側に筒状の濾材１０の軸方向の端面に対向して開口す
るように設けられ、流入口２２は、収容ケース２０の軸方向の他端側に設けられ、この収
容ケース２０の内壁２０ａ、外壁２０ｂ及び底壁２０ｃで囲まれた空間に劣化抑制剤１７
が収容されているので、流入口２１から収容ケース２０内に流入したオイルは、劣化抑制
剤１７の全体にわたって流れて流出口２２からオイル戻し路７に流れる。よって、劣化抑
制部４によるオイルの劣化抑制効果を更に高めることができる。さらに、濾過部３及び劣
化抑制部４を容易に配置できるとともに装置の小型化を図ることができる。
【００３９】
＜実施例２＞
　次に、本実施例２に係るオイル劣化抑制装置の構成について説明する。なお、本実施例
２のオイル劣化抑制装置では、上記実施例１に係るオイル劣化抑制装置１と略同じ構成部
位には同符号を付けて詳説を省略する。
【００４０】
（１）オイル劣化抑制装置
　本実施例に係るオイル劣化抑制装置１０１は、図５に示すように、ハウジング１０２内
に収容される濾過部１０３及び劣化抑制部１０４を備えている。このハウジング１０２は
、軸方向の一端側を開放した有底筒状のケース１０２ａと、このケース１０２ａの一端開
放部を閉鎖する円盤状のボトムプレート１０２ｂと、このボトムプレート１０２ｂの中央
部に形成された孔部に螺合される軸部材１０２ｃと、を備えている。このボトムプレート
１０２ｂの孔部の周囲には円周方向に沿って所定間隔で複数のオイル流入路１０５が形成
されている。これら各オイル流入路１０５は、配管等を介してオイルを貯留するオイルパ
ン９（本発明に係る「オイル貯留部」として例示する。図６参照）に接続されている。ま
た、ハウジング１０２内には、オイル流入路１０５の開口を覆うようにゴム製のチェック
弁１６が設けられている。
【００４１】
　上記軸部材１０２ｃの中央部には、濾過部１０３で濾過されたオイルをエンジンの潤滑
対象部（例えば、クランクシャフト、シリンダー壁、動弁機構等）に送るためのオイル流
出路１０６が形成されている。このオイル流出路１０６は、エンジン内部に形成された通
路等を介してエンジンの潤滑対象部に接続されている。さらに、軸部材１０２ｃの外周側
には、オイル流出路１０６に連なる連絡路１０７が形成されている。
【００４２】
　上記濾過部１０３は、オイルを濾過する濾材１０を備えている。この濾材１０の内周側
には筒状のプロテクタ１１１が取り付けられている。このプロテクタ１１１は、濾材１０
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を支持する大径部１１１ａと、この大径部１１１ａの一端側から軸方向に突出する小径部
１１１ｂと、を有している。この大径部１１１ａの外周側には多数の貫通孔１１２が形成
されている。また、小径部１１１ｂの一端側は、軸部材１０２ｃの外周に固定されている
。また、濾材１０は、ハウジング１０２の内部空間を、上記オイル流入路１０５に連なる
濾過前の上流側空間Ｒ１（すなわち、濾過前のオイルが存在する空間）と、上記オイル流
出路１０６に連なる濾過後の下流側空間Ｒ２（すなわち、濾過後のオイルが存在する空間
）とに仕切るように設けられている。なお、上記プロテクタ１１１は、ケース２ａとの間
に設けられたバネ１４によりボトムプレート２ｂ側に向かって付勢されている。また、プ
ロテクタ１１１の軸方向の一端側には、周知のリリーフ弁１５が設けられている。
【００４３】
　上記劣化抑制部１０４は、オイルの劣化を抑制するハイドロタルサイトからなる粉状の
劣化抑制剤１７を備えている。この劣化抑制剤１７は、オイルが通過可能である不織布製
で筒状の複数（図５中で３つ）の多孔層１１８に保持されている。これら複数の多孔層１
１８は、ハウジング１０２の軸心を中心として同心円状に配設されている。なお、本実施
例では、多孔層１１８を成形する過程で粉状の劣化抑制剤１７が分散混入されるものとす
る。
【００４４】
　上記各多孔層１１８は、オイルの通過方向に積層される第１多孔層１１８ａ及び第２多
孔層１１８ｂを有している。ここで、上流側となる第１多孔層１１８ａの空隙率は約０．
９８とされ、下流側となる第２多孔層１１８ｂの空隙率は約０．９２とされている。よっ
て、第１多孔層１１８ａの密度は、第２多孔層１１８ｂの密度より小さな値とされており
、第１多孔層１１８ａに比べて第２多孔層１１８ｂで多くの劣化抑制剤１７が保持されて
いる。また、複数の多孔層１１８の間には、劣化抑制剤１７が通過不能であり且つオイル
が通過可能である不織布製でリング板状の中間層１１９が配置されている。
【００４５】
　上記多孔層１１８及び中間層１１９は、収容部１２０内に収容されている。この収容部
１２０は、プロテクタ１１１の小径部１１１ｂと、この小径部１１１ｂの外周に配設され
る上下の環状板１２０ａと、を備えている。また、収容部１２０の外周側には、上流側空
間Ｒ１に開口する流入口１２１が形成されている。また、小径部１１１ｂには、下流側空
間Ｒ２に開口する流出口１２２が形成されている。
【００４６】
（２）オイル劣化抑制装置の作用
　次に、上記構成のオイル劣化抑制装置１０１の作用について説明する。ポンプ２９（図
６参照）の作動によりオイルパン９内に貯留されるオイルがオイル劣化抑制装置１０１に
送られる。そして、図５に示すように、オイル流入路１０５に送られるオイルは、チェッ
ク弁１６を弾性変形させてハウジング１０２内部の上流側空間Ｒ１内に流入して濾過部１
０３及び劣化抑制部１０４に至る。
【００４７】
　上記濾過部１０３に至るオイルは、濾材１０によりオイル中の異物（例えば、塵埃、金
属磨耗片、スラッジ等）が捕捉され、プロテクタ１１１の貫通孔１１２を介して下流側空
間Ｒ２及びオイル流出路１０６を通ってエンジンの潤滑対象部に送られる。一方、劣化抑
制部１０４に至るオイルは、流入口１２１を介して収容部１２０内に流入して多孔層１１
８及び中間層１１９を通過して劣化抑制剤１７によりオイル中の異物（例えば、エンジン
で生じる酸性物質等）が吸着除去され、流出口１２２を介して下流側空間Ｒ２及びオイル
流出路１０６を通ってエンジンの潤滑対象部に送られる。
【００４８】
（３）実施例の効果
　以上より、本実施例のオイル劣化抑制装置１０１によると、上記実施例１のオイル劣化
抑制装置１と略同様の作用・効果を奏することに加えて、オイルパン９から送られるオイ
ルは濾過部１０３及び劣化抑制部１０４のそれぞれに分流し、濾過部１０３で濾過された
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オイルは劣化抑制部１０４を通らずにエンジンの潤滑対象部に送られるとともに、劣化抑
制部１０４で劣化が抑制されたオイルは濾過部１０３を通らずにエンジンの潤滑対象部に
送られる。これにより、オイルパン９から送られるオイルの一部がバイパスフローされる
こととなり、オイルの通油抵抗を減らして圧力損失の上昇を抑制することができる。
【００４９】
　また、本実施例では、濾過部１０３及び劣化抑制部１０４を収容するハウジング１０２
を備え、ハウジング１０２には、オイル流入路１０５と、オイル流出路１０６と、が形成
されているので、オイルパン９から送られるオイルはオイル流入路１０５を介してハウジ
ング１０２内部に流入され、濾過部１０３で濾過されたオイルはオイル流出路１０６を介
して潤滑対象部に流出されるとともに、劣化抑制部１０４で劣化が抑制されたオイルはオ
イル流出路１０６を介して潤滑対象部に流出される。
【００５０】
　また、本実施例では、濾過部１０３及び劣化抑制部１０４は、ハウジング１０２の内部
空間を、オイル流入路１０５に連なる上流側空間Ｒ１とオイル流出路１０６に連なる下流
側空間Ｒ２とに仕切るように設けられ、劣化抑制部１０４は、劣化抑制剤１７を収容する
収容部１２０を備え、この収容部１２０には、上流側空間Ｒ１に開口する流入口１２１と
、下流側空間Ｒ２に開口する流出口１２２と、が形成されているので、オイルパン９から
送られるオイルがオイル流入路１０５を介してハウジング１０２内部の上流側空間Ｒ１に
流入され、濾過部１０３で濾過されたオイルが下流側空間Ｒ２及びオイル流出路１０６を
介して潤滑対象部に流出される一方、流入口１２１から収容部１２０内に流入するオイル
は劣化抑制剤１７により劣化が抑制されてから流出口１２２、下流側空間Ｒ２及びオイル
流出路１０６を介して潤滑対象部に流出される。
【００５１】
　尚、本発明においては、上記実施例１及び２に限られず、目的、用途に応じて本発明の
範囲内で種々変更した実施例とすることができる。即ち、上記実施例１及び２では、複数
の多孔層１８、１１８のそれぞれが第１及び第２多孔層１８ａ、１８ｂ、１１８ａ、１１
８ｂを備える複層である劣化抑制部４、１０４を例示したが、これに限定されず、例えば
、図７（ａ）に示すように、複数の多孔層３１のそれぞれが単層である劣化抑制部３２と
したり、図７（ｂ）に示すように、単層の多孔層３３ａと複層の多孔層３３ｂとを組み合
わせてなる劣化抑制部３４としたりしてもよい。
【００５２】
　また、上記実施例１及び２では、多孔層１８、１１８が２つの第１及び第２多孔層１８
ａ、１８ｂ、１１８ａ、１１８ｂを備える形態を例示したが、これに限定されず、例えば
、多孔層が３以上の空隙率の異なる層からなるようにしてもよい。また、上記実施例１及
び２では、複数の多孔層１８、１１８の間に中間層１９、１１９を配置してなる劣化抑制
部４、１０４を例示したが、これに限定されず、例えば、中間層１９を配置せずに、複数
の多孔層１８、１１８のうちの隣接する多孔層１８、１１８が直接積層される劣化抑制部
としてもよい。さらに、上記実施例１及び２では、収容ケース２０又は収容部１２０内に
多孔層１８、１１８を収容してなる劣化抑制部４を例示したが、これに限定されず、例え
ば、収容ケース２０又は収容部１２０を設けずに、多孔層１８、１１８をハウジング２内
に配置するようにしてもよい。
【００５３】
　また、上記実施例１及び２では、複数の多孔層１８、１１８を備える劣化抑制部４、１
０４を例示したが、これに限定されず、例えば、図８（ａ）に示すように、単一の多孔層
３５を備える劣化抑制部３６としてもよい。また、上記実施例１及び２では、粉状の劣化
抑制剤１７を保持する多孔層１８、１１８を備える劣化抑制部４、１０４を例示した。参
考例として、例えば、図８（ｂ）に示すように、多孔層１８、１１８を備えずに、収容ケ
ース２０内（又は収容部１２０内）に劣化抑制剤１７を封入してなる劣化抑制部３９とし
てもよい。
【００５４】
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　また、上記実施例１及び２では、オイル劣化抑制装置１、１０１としてハウジング２、
１０２を含む装置全体を交換する形態（いわゆる、スピンオン形態）を例示したが、これ
に限定されず、例えば、ハウジング２、１０２が分解可能とされ、濾過部３、１０３及び
／又は劣化抑制部４、１０４を直接的に交換可能とされたオイル劣化抑制装置としてもよ
い。
【００５５】
　また、上記実施例１及び２では、単一のハウジング２、１０２内に濾過部３、１０３及
び劣化抑制部４、１０４を収容してなる形態を例示したが、これに限定されず、例えば、
第１ハウジングに収容された濾過部３、１０３と、第１ハウジングとは別の第２ハウジン
グに収容された劣化抑制部４、１０４と、を備えるようにしてもよい。
【００５６】
　さらに、上記実施例１及び２では、ウェットサンプエンジンで用いられるオイル劣化抑
制装置１、１０１を例示したが、これに限定されず、例えば、ドライサンプエンジンで用
いられるオイル劣化抑制装置としたり、自動変速機で用いられるオイル劣化抑制装置とし
たりしてもよい。
【００５７】
　前述の例は単に説明を目的とするものでしかなく、本発明を限定するものと解釈される
ものではない。本発明を典型的な実施形態の例を挙げて説明したが、本発明の記述および
図示において使用された文言は、限定的な文言ではなく説明的および例示的なものである
と理解される。ここで詳述したように、その形態において本発明の範囲または精神から逸
脱することなく、添付の特許請求の範囲内で変更が可能である。ここでは、本発明の詳述
に特定の構造、材料および実施例を参照したが、本発明をここにける開示事項に限定する
ことを意図するものではなく、むしろ、本発明は添付の特許請求の範囲内における、機能
的に同等の構造、方法、使用の全てに及ぶものとする。
【００５８】
　本発明は上記で詳述した実施形態に限定されず、本発明の請求項に示した範囲で様々な
変形または変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　オイルの劣化を抑制する技術として広く利用される。特に、乗用車、バス、トラック等
の他、列車、汽車等の鉄道車両、建設車両、農業車両、産業車両などの車両のエンジンオ
イルの劣化を抑制する技術として好適に利用される。
【符号の説明】
【００６０】
　１，１０１；オイル劣化抑制装置、２，１０２；ハウジング、３，１０３；濾過部、４
，１０４，３２，３４，３６，３９；劣化抑制部、５，１０５；オイル流入路、６，１０
６；オイル流出路、７；オイル戻し路、９；オイルパン、１０；濾材、１７；劣化抑制剤
、１８，１１８，３１，３３ａ，３３ｂ，３５；多孔層、１８ａ，１１８ａ；第１多孔層
；１８ｂ，１１８ｂ；第２多孔層、１９，１１９；中間層。
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