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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料油に、水と、加水燃料用添加剤であって、炭素数１６以上の脂肪酸から選ばれる１
種類又は複数種類の界面活性剤と、グリコール系アルコールと、エタノール、メタノール
、プロパノール、及びブタノールからなる群から選ばれる１種類または複数種類のアルコ
ールと、アンモニア水とからなり、当該加水燃料用添加剤の組成が、前記界面活性剤５５
～７０重量部、前記グリコール系アルコール１０～１５重量部、エタノール、メタノール
、プロパノール、及びブタノールからなる群から選ばれる１種類または複数種類の前記ア
ルコール１５～２５重量部、及び前記アンモニア水５．５～８．８重量部（２５％溶液と
して）である、加水燃料用添加剤とを配合し、前記燃料油に対して水の粒子を細かくして
分散し可溶化した、
　加水燃料。
【請求項２】
　前記燃料油が、Ａ重油、ガソリン、軽油、灯油、ケロシン、植物油、バイオディーゼル
燃料からなる群から選ばれる一種類の燃料油である、
　請求項１に記載の加水燃料。
【請求項３】
　当該加水燃料の組成が、前記燃料油５８～６２重量部、前記加水燃料用添加剤１５～２
０重量部、前記水１８～２７重量部である、
　請求項１又は２に記載の加水燃料。
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【請求項４】
　燃料油５８～６２重量部と、加水燃料用添加剤であって、炭素数１６以上の脂肪酸から
選ばれる１種類又は複数種類の界面活性剤と、グリコール系アルコールと、エタノール、
メタノール、プロパノール、及びブタノールからなる群から選ばれる１種類または複数種
類のアルコールと、アンモニア水とからなり、当該加水燃料用添加剤の組成が、前記界面
活性剤５５～７０重量部、前記グリコール系アルコール１０～１５重量部、エタノール、
メタノール、プロパノール、及びブタノールからなる群から選ばれる１種類または複数種
類の前記アルコール１５～２５重量部、及び前記アンモニア水５．５～８．８重量部（２
５％溶液として）である、加水燃料用添加剤１５～２０重量部とを混合し撹拌する工程と
、得られた混合液に水１８～２７重量部を加え、撹拌および混合して、前記燃料油に水を
可溶化させる工程と、を含む、
　加水燃料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本国際出願は、２０１０年１０月１４日に日本国特許庁に出願された日本国特許出願第
２０１０－２３１８６２号に基づく優先権を主張するものであり、日本国特許出願第２０
１０－２３１８６２号の全内容を本国際出願に援用する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、加水燃料用添加剤、それを使用した加水燃料及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　近年、原油価格の高騰や地球資源である化石燃料の枯渇問題、また、それを使用する際
に排出され、地球の環境破壊につながるＣＯ２等の温室効果ガスや環境汚染物質の低減化
の観点から、燃料油に適量の水を混合した燃料、いわゆるエマルジョン燃料の研究が盛ん
に行われている。
【０００４】
　エマルジョン燃料は、一般には燃料油（重油や灯油、軽油、廃油等）に水と界面活性剤
を添加し、機械的に撹拌して燃料油中に水を分散させた燃料であり、燃料の使用量の削減
やそれに伴う環境汚染物質の低減化に、ある程度有効な燃料として公知である。このよう
なエマルジョン燃料としては、例えば特許文献１から５を始めとした様々なものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－７７４１８
【特許文献２】特開２００９－５１９３９
【特許文献３】特開２００８－１５０４２１
【特許文献４】特開２００７－５１００４６
【特許文献５】特開２００６－１８８６１６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように、エマルジョン燃料に関しては、長年にわたり研究、開発が行われてお
り、一部で試験的に運用されている。
　しかしながら、前記従来のエマルジョン燃料においては、製造後に比較的短時間で燃料
油と水が分離し、上層に油分の多くが移動し下層に水分の多くが移動して二層化すること
がある。このような二層化による使用上のトラブルや、貯蔵（備蓄）と輸送の困難性及び
含水の影響による燃焼効率や燃焼カロリーの低下、熱効率の低下による燃費の低下及び燃
焼室の腐食等、様々な欠点や問題点を有していた。
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【０００７】
　したがって、エマルジョン燃料においては、これらの要因が重なり、一部で試験的に運
用されている例はあるものの、市場での十分な普及には至っていないのが現状である。
（本発明の目的）
　本発明は、水の粒子を細かくし、燃料油全体に均一に分散させ、乳化を抑制して可溶化
することができる加水燃料用添加剤及びその製造方法を提供することを目的とする。
【０００８】
　本発明の他の目的は、燃料油と水が分離したり二層化したりすることを抑制して、製造
後、品質を低下させることなく長期にわたる貯蔵と、輸送ができる加水燃料およびその製
造方法を提供することである。本発明のさらなる目的は、通常の燃料と比較して、燃焼効
率及び燃焼カロリーの向上を図ると共に、ＣＯ２等の温室効果ガスや環境汚染物質の排出
を低減することができる加水燃料及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために成された本発明は、次のとおりである。
　本発明の加水燃料用添加剤は、
　界面活性剤と、グリコール系アルコールと、エタノール、メタノール、プロパノール、
及びブタノールからなる群から選ばれる１種類または複数種類のアルコールと、アンモニ
ア水（２５％溶液）とを含む。
【００１０】
　本発明の加水燃料用添加剤においては、
　前記界面活性剤５５～７０重量部、前記グリコール系アルコール１０～１５重量部、エ
タノール、メタノール、プロパノール、及びブタノールからなる群から選ばれる１種類ま
たは複数種類の前記アルコール１５～２５重量部、及び前記アンモニア水（２５％溶液）
５．５～８．８重量部であってもよい。
【００１１】
　本発明の加水燃料用添加剤においては、
　当該加水燃料用添加剤の組成が、前記界面活性剤５５～７０重量部、前記グリコール系
アルコール１０～１５重量部、エタノール、メタノール、プロパノール、及びブタノール
からなる群から選ばれる１種類または複数種類の前記アルコール１５～２５重量部を混合
した溶液に、該溶液１００ｇ当たり、前記アンモニアを１．２５～２．０リットル溶解さ
せたものであってもよい。
【００１２】
　本発明の加水燃料用添加剤においては、
　前記界面活性剤が、炭素数１６以上の脂肪酸から選ばれる１種類又は複数種類の界面活
性剤であってもよい。
【００１３】
　また、前記炭素数が１６以上の脂肪酸が、パルミチン酸、パルミトレイン酸、マルガリ
ン酸、ステアリン酸、オレイン酸、パクセン酸、リノール酸、リノレン酸、エレオステア
リン酸、ツベルクロステアリン酸、アラキジン酸、アラキドン酸、ベヘン酸、リグノセリ
ン酸、ネルボン酸、セロチン酸、モンタン酸又はメリシン酸からなる群から選択されても
よい。
【００１４】
　本発明の加水燃料用添加剤においては、
　前記グリコール系アルコールが、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチ
レングリコール、ポリエチレングリコールからなる群から選ばれる１種類または複数種類
のグリコール系アルコールであってもよい。
【００１５】
　本発明の加水燃料用添加剤においては、
　アルコールが、エタノール、メタノール、プロパノール、ブタノールからなる群から選
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ばれる１種類または複数種類のアルコールであってもよい。
【００１６】
　本発明の加水燃料用添加剤の製造方法は、
　界面活性剤５５～７０重量部、グリコール系アルコール１０～１５重量部、エタノール
、メタノール、プロパノール、及びブタノールからなる群から選ばれる１種類または複数
種類のアルコール１５～２５重量部を混合し撹拌する工程と、得られた混合液にアンモニ
ア水（２５％溶液）５．５～８．８重量部を加え、更に撹拌および混合する工程と、を含
む。
【００１７】
　本発明の加水燃料は、
　燃料油に、水と、本発明の加水燃料用添加剤とを配合し、前記燃料油に対して水の粒子
を細かくして分散し可溶化したものである。
【００１８】
　本発明の加水燃料においては、
　前記燃料油が、Ａ重油、ガソリン、軽油、灯油、ケロシン、植物油、バイオディーゼル
燃料からなる群から選ばれる一種類の燃料油であってもよい。
【００１９】
　本発明の加水燃料においては、
　当該加水燃料の組成が、前記燃料油５８～６２重量部、前記加水燃料用添加剤１５～２
０重量部、前記水１８～２７重量部であってもよい。
【００２０】
　本発明の加水燃料の製造方法は、
　燃料油５８～６２重量部と、請求項１から７の何れか１項に記載の加水燃料用添加剤１
５～２０重量部とを混合し撹拌する工程と、得られた混合液に水１８～２７重量部を加え
、撹拌および混合して、前記燃料油に水を可溶化させる工程と、を含む。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明は、水の粒子を細かくし、燃料油全体に均一に分散させ、乳化を抑制して可溶化
することができる加水燃料用添加剤及びその製造方法を提供することができる。
　また、本発明は、燃料油と水が分離したり二層化したりすることを抑制して、製造後、
品質を低下させることなく長期にわたる貯蔵と、輸送ができると共に、通常の燃料と比較
して、燃焼効率及び燃焼カロリーの向上を図ると共に、ＣＯ２等の温室効果ガスや環境汚
染物質の排出を低減することができる加水燃料及びその製造方法を提供することができる
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明に係る加水燃料用添加剤及びそれを使用した加水燃料について説明する。
　本明細書及び特許請求の範囲において、「可溶化」の用語は、水などの溶媒に本来は溶
けないか又は溶けにくい物質が、界面活性剤の存在下で、その溶媒に溶けるようになると
いう意味を含むものである。
【００２３】
　本発明に係る加水燃料用添加剤及び加水燃料の原料又は成分の主な性質を以下に簡単に
説明する。
　前記原料又は成分は、いずれも一般市場で様々な用途に使用されているものであり、流
通量も多く比較的安価なものであるため入手が容易である。
【００２４】
　界面活性剤には多くの種類があるが、本発明においては脂肪酸を使用する。脂肪酸には
炭素数が４から３０まで様々な種類があり、本発明者が試行及び実験を重ねた結果、炭素
数が１６以上の脂肪酸が特に有効であることが分かった。
【００２５】
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　炭素数１６以上の脂肪酸としては、例えばパルミチン酸、パルミトレイン酸、マルガリ
ン酸、ステアリン酸、オレイン酸、パクセン酸、リノール酸、リノレン酸、エレオステア
リン酸、ツベルクロステアリン酸、アラキジン酸、アラキドン酸、ベヘン酸、リグノセリ
ン酸、ネルボン酸、セロチン酸、モンタン酸、メリシン酸等があげられる。これらの炭素
数１６以上の脂肪酸の中でも、特に流通量、価格等の観点から入手及び使用に有利と思わ
れるオレイン酸を使用することが好ましい。本発明では、これらの炭素数１６以上の脂肪
酸からなる群から選ばれる一種類の界面活性剤を使用してもよいし、これらの炭素数１６
以上の脂肪酸からなる群から選ばれる複数種類の界面活性剤を混合して使用してもよい。
【００２６】
　グリコール系アルコールとしては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエ
チレングリコール、ポリエチレングリコール等があげられる。これらのグリコール系アル
コールの中でも、特に流通量、価格等の観点から入手及び使用に有利と思われるプロピレ
ングリコールを使用することが好ましい。本発明では、ここで例示したグリコール系アル
コールの中から一種類を選択して使用してもよいし、ここで例示したグリコール系アルコ
ールの中から複数種類を選択して混合して使用してもよい。
【００２７】
　また、アルコールとしては、エタノール、メタノール、プロパノール、ブタノール等が
あげられる。これらのアルコールの中でも、特に流通量、価格等の観点から入手及び使用
に有利と思われるエタノールを使用することが好ましい。本発明では、ここで例示したア
ルコールの中から一種類を選択して使用してもよいし、ここで例示したアルコールの中か
ら複数種類を選択して混合して使用してもよい。
【００２８】
　オレイン酸（oleic Acid）は、浅黄色もしくは黄褐色をした液体であり、例えばラード
のような動植物油に含まれる脂肪酸である。水には溶けず、有機溶剤に溶ける。本発明に
係る加水燃料用添加剤の主成分であるが、完成した添加剤の凝固点を勘案して凝固点８℃
以下のものを採用するのが好ましい。
【００２９】
　プロピレングリコール（propylene glycol）は、無色、無味、無臭で吸湿性のある液体
である。保湿剤、潤滑剤、乳化剤、不凍液などとして用いられる。
　エタノール（ethanol）は、一般的なアルコールの性質を持つものであり、水を始めと
する極性溶媒や炭化水素を含む各種有機溶剤など、様々な溶媒と混和することができる。
殺菌、消毒の用途で用いられる。
【００３０】
　アンモニア（Ammonia）は、常温常圧では無色の気体で、特有の強い刺激臭を持つ。水
によく溶けるため、水溶液（アンモニア水）として使用されることも多い。
　次に、加水燃料用添加剤の各成分の作用（役割）について説明する。
【００３１】
　燃料油の表面張力は比較的小さく（弱く）、これに対し水の表面張力は比較的大きい（
強い）。界面活性剤は、燃料油と水の双方の表面張力をより小さくし、撹拌混合すること
で、乳化状態になりやすいようにする働きをする。
【００３２】
　プロピレングリコールは、水の表面張力の大きさを燃料油の表面張力に近づける改質作
用を促進する働きをする。
　エタノールは、プロピレングリコールとは反対に燃料油の表面張力の大きさを水の表面
張力に近づける改質作用を促進する働きをする。
【００３３】
　また、アンモニア（アンモニア水）は、水の粒子を細かくして燃料油と水を結合させ、
水を可溶化し燃料油に包含させる働きをする。
　加水燃料用添加剤の製造にあたり、界面活性剤の配合割合が７０重量部を超えると、燃
料油と水の表面張力を小さくする作用の進行は鈍化し、他の成分の機能を抑制する傾向が
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ある。また、界面活性剤の配合割合が５５重量部に満たないと、燃料油と水の表面張力を
十分に小さくすることができなくなる傾向がある。これにより、いずれの場合も加水燃料
用添加剤を使用した加水燃料が乳化しやすくなる。
【００３４】
　プロピレングリコールの配合割合が１５重量部を超えると、前記水の表面張力の大きさ
を燃料油の表面張力に近づける改質作用が鈍化する傾向がある。また、プロピレングリコ
ールの配合割合が１０重量部に満たないと、前記改質作用が不十分となる傾向がある。こ
れにより、いずれの場合も加水燃料用添加剤を使用した加水燃料が乳化しやすくなる。
【００３５】
　エタノールの配合割合が２５重量部を超えると、前記燃料油の表面張力の大きさを水の
表面張力に近づける改質作用が鈍化する傾向がある。また、エタノールの配合割合が１５
重量部に満たないと、前記改質作用が不十分となる傾向がある。これにより、いずれの場
合も加水燃料用添加剤を使用した加水燃料が乳化しやすくなる。
【００３６】
　アンモニアは、次のような性質を有する。アンモニア水（２５％溶液）の場合は、８．
８重量部を超えると、前記水の粒子を細かくして燃料油と水を結合させ、水を可溶化し燃
料油に包含させる作用が鈍化する傾向がある。また、アンモニアの場合は、界面活性剤、
グリコール系アルコール、アルコールを混合した溶液１００ｇ当たりの溶解量が２．０リ
ットルを超えると、前記水の粒子を細かくして燃料油と水を結合させ、水を可溶化し燃料
油に包含させる作用が鈍化する傾向がある。さらに、アンモニア水（２５％溶液）の場合
は、５．５重量部に満たないと、前記水を可溶化し燃料油に包含させる作用が不十分とな
る傾向がある。また、アンモニアの場合は、界面活性剤、グリコール系アルコール、アル
コールを混合した溶液１００ｇ当たりの溶解量が１．２５リットルに満たないと、前記水
を可溶化し燃料油に包含させる作用が不十分となる傾向がある。また、これにより、いず
れの場合も加水燃料用添加剤を使用した加水燃料が乳化しやすくなる。
【００３７】
　加水燃料の製造にあたり、燃料油の配合割合が５８重量部に満たないと、十分な燃焼効
率と燃焼カロリーが得られない傾向がある。また、燃料油の配合割合が６２重量部を超え
ると、地球の環境破壊につながるＣＯ２等の温室効果ガスや環境汚染物質の排出が増加す
る傾向がある。
【００３８】
　加水燃料の製造に使用する燃料油は、Ａ重油、ガソリン、軽油、灯油、ケロシン（ジェ
ット燃料として利用される場合がある）、植物油、バイオディーゼル燃料から選択するこ
とができる。Ａ重油とは、重油の一種であり、動粘度によりＪＩＳ規格で分類されたもの
である。また、バイオディーゼル燃料は、ＢＤＦ（登録商標）とも呼ばれ、生物由来油か
ら作られるディーゼルエンジン用燃料の総称である。バイオディーゼル燃料は、バイオマ
スエネルギーの１つであり、原料となるパーム、ジャトロファ、廃食油などの油脂からグ
リセリンをエステル交換により取り除くなどして化学処理を施し、ディーゼルエンジンと
して使用できるようにしたものである。
【００３９】
　水の配合割合が２７重量部を超えると、十分な燃焼効率と燃焼カロリーが得られない傾
向がある。また、水の配合割合が１８重量部に満たないと、地球の環境破壊につながるＣ
Ｏ２等の温室効果ガスや環境汚染物質の排出が増加する傾向がある。
【００４０】
　加水燃料用添加剤の配合割合が１５重量部に満たないと、水の粒子を細かくして燃料油
と水を結合させることにより水を可溶化し燃料油に包含させることができなくなる傾向が
ある。また、加水燃料用添加剤の配合割合が２０重量部を超えると、水を可溶化し燃料油
に包含させることはできても、燃料油の配合割合が相対的に減るため十分な燃焼効率と燃
焼カロリーが得られない傾向がある。
【００４１】
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　加水燃料用添加剤の製造は、撹拌機に界面活性剤５５～７０重量部、グリコール系アル
コール１０～１５重量部、アルコール１５～２５重量部を混合し撹拌する工程と、その後
、アンモニア水（２５％溶液）５．５～８．８重量部を混合し、所要時間撹拌して反応さ
せる工程を経て行われる。また、アンモニア水ではなく、アンモニア（アンモニアガス）
を使用する場合は、界面活性剤、グリコール系アルコール、アルコールを混合した溶液１
００ｇ当たり、１．２５～２．０リットルを溶解させる。なお、アンモニア水又はアンモ
ニアを混合した後の反応については、溶液に気泡状のものが発生し、溶液の温度が４０～
５５℃位まで上昇することで確認ができる。
【００４２】
　加水燃料は、燃料油と前記加水燃料用添加剤及び水の配合割合が、燃料油５８～６２重
量部、加水燃料用添加剤１５～２０重量部、水１８～２７重量部である。加水燃料の製造
は、燃料油５８～６２重量部と加水燃料用添加剤１５～２０重量部を混合し、所要時間撹
拌する工程と、得られた混合液に水１８～２７重量部を加えながら撹拌・混合し、水を可
溶化し包含させる工程を経て行われる。
（作用）
　まず、燃料油と水を界面活性剤の存在下で混合した後、燃料油と水が分離したり二層化
したりする最大の要因は、燃料油と水の表面張力が大きく違うためである。
【００４３】
　本発明に係る加水燃料用添加剤を使用して加水燃料を製造した場合、燃料油と水の表面
張力の大きさが同等又は同等にきわめて近くなることにより、燃料油の粒子の中に水の粒
子を細かくして均一に分散させ、可溶化・包含させることができると思われる。この理由
は明らかではないが、仮に、前記理由が正しくないとしても、本発明の成立にいささかの
影響も与えるものではない。
【００４４】
　本発明に係る加水燃料は、加水燃料用添加剤の存在下で水の粒子が細かくなって燃料油
に可溶化していると思われるので、エマルジョン化（乳化）することがなく、燃料油その
ものと同等の透明度を有しており、時間の経過と共に燃料油と水が分離したり二層化した
りすることもない。したがって、製造後、数年経過したものも分離したり二層化したりせ
ず透き通った状態、すなわち水の粒子が燃料油に可溶化した状態を保つことができる。
【００４５】
　また、加水燃料の燃焼時には、一般に使用される燃料油そのものを燃料とした場合と比
較して、より完全燃焼に近い状態で燃焼するので、燃焼効率や燃焼カロリーが向上すると
共に、ＣＯ２等温室効果ガスや環境汚染物質の発生も抑制することができる。このことは
、後述する取得データはもとより、試験施設である炉内の煤の色、量からも確認すること
ができる。
【００４６】
　以下、本発明の一実施例について説明する。但し、本発明はこれに限定されるものでは
ない。
【実施例】
【００４７】
〔加水燃料用添加剤の製造方法〕
　本実施例においては、炭素数１６以上の脂肪酸としてオレイン酸を使用し、グリコール
系アルコールとしてプロピレングリコールを使用し、アルコールとしてエタノールを使用
した。
【００４８】
　加水燃料用添加剤は、まず、撹拌機の撹拌槽に、界面活性剤であるオレイン酸１．３０
ｋｇ（６５重量部）、プロピレングリコール０．２４ｋｇ（１２重量部）、エタノール０
．３４ｋｇ（１７重量部）、を投入して混合し、５分間撹拌する。なお、この撹拌時間は
、前記各成分の配合割合や量の違いで適宜調整することができる。この攪拌時間は、例え
ば、５～１０分間としてもよい。
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【００４９】
　前記のようにオレイン酸、プロピレングリコール及びエタノールを混合した後、撹拌槽
にアンモニア水（２５％溶液）０．１２ｋｇ（６重量部）を加えながら、１０分間撹拌・
混合する。この攪拌時間は、例えば、５～１０分間としてもよい。
【００５０】
　その後、前記混合物である溶液に気泡状物質が発生し、溶液の温度が反応熱の発生によ
り、４０～５５℃位まで徐々に上昇する。なお、温度については外気温などの条件によっ
て前記温度範囲から逸脱することがあってもよい。
【００５１】
　前記のような溶液中の気泡状物質の発生と溶液の温度の上昇は、化学反応の進行を意味
していると思われるが、そのメカニズムについては明らかではない。そして、そのままし
ばらく撹拌を続けると、この気泡状物質が徐々に消滅していき、溶液の温度も元の温度に
戻るので、これが反応の終了を意味すると思われる。このようにして、加水燃料用添加剤
２．０ｋｇを製造することができた。
【００５２】
　前記製造方法で使用する撹拌機は、任意・公知のものが使用される。撹拌方法について
は、アジテータ、循環ポンプ、ラインミキサーなど、様々な方法があるが、本発明に係る
製造方法においては、市販の循環ポンプにより循環させるだけの簡単な方法で撹拌を行っ
た。循環ポンプの吐量など、撹拌の強さについて特に限定するものではないが、気泡が発
生するような激しい撹拌を行う必要はない。
〔加水燃料の製造方法〕
　次に、前記のようにして製造された加水燃料用添加剤を用いた加水燃料を製造する方法
について説明する。
【００５３】
　撹拌機を使用し、燃料油であるＡ重油６．０ｋｇ（６０重量部）と前記のようにして製
造された加水燃料用添加剤２．０ｋｇ（２０重量部）を混合し、５分間撹拌する。撹拌時
間はこれに限定するものではなく、前記原料の配合割合や量の違いで適宜調整することが
できる。この攪拌時間は、例えば、５～１０分間としてもよい。
【００５４】
　前記撹拌作業によって十分に撹拌することにより、燃料油の中に加水燃料用添加剤を満
遍なく均一に混合することが重要である。満遍なく均一に混合することで、この後加えら
れる水を燃料油の中に均一に分散し、可溶化・包含させることが可能になる。
【００５５】
　次に、燃料油に加水燃料用添加剤が加えられ撹拌された溶液に、水２．０ｋｇ（２０重
量部）を加えながら、さらに撹拌する。この撹拌時間は本実施例では１０分間であるが、
撹拌時間はこれに限定するものではなく、各原料の配合割合や量の違いで適宜調整するこ
とができる。この攪拌時間は、例えば、５～１０分間としてもよい。
【００５６】
　このような工程を経ることで、燃料油中には水の粒子が細かくなって均等に分散し、可
溶化・包含されたものと思われ、乳化することなく、原料の燃料油であるＡ重油そのもの
と同等の透明度を有する加水燃料１０．０ｋｇを製造することができた。
【００５７】
　なお、加水燃料を製造する際に各成分を混合する順序は、燃料油に加水燃料用添加剤を
入れた後、水を入れるのが重要である。加水燃料用添加剤と水を直接混合するとドロドロ
の粘性を有する状態となるため、混合する順序に間違いがないようにする。
【００５８】
　また、加水燃料の製造に使用する撹拌機は、本実施例ではラインミキサーであるが、他
の撹拌機を使用することもできる。また、本実施例に係る加水燃料用添加剤を使用した加
水燃料は、原料である水の種類について特に限定することなく使用することができる。つ
まり、いわゆる硬水でも軟水でも使用することができ、普通の水道水や井戸水を使用する
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こともできる。
【００５９】
　本実施例に係る加水燃料の外観を経時的に観察した結果について以下に説明する。
　比較対象となる燃料としては、本実施例の加水燃料の原料であり、漁船の燃料として使
用しているものと同等のＡ重油を使用した。
【００６０】
　表１は、Ａ重油と、本実施例に係る加水燃料の製造後における経過時間の異なるサンプ
ルＳ１、Ｓ２の外観を示すデータである。
【００６１】
【表１】

〔考察〕
　表１から分かるように、製造直後のサンプルＳ１は、原料の燃料油であるＡ重油そのも
のとそれ程違わない透明度を有しており、更に、製造後８７８日（約二年五ヶ月）が経過
したサンプルＳ２もサンプルＳ１に比べれば色濃くなったが透明度を有する状態を維持し
ていた。また、サンプルＳ１、Ｓ２共に燃料油であるＡ重油と水の分離も二層化も認めら
れなかった。このように、本実施例に係る加水燃料は、製造後、長期にわたって燃料油と
水の分離及び二層化が起こらない状態を維持できることがわかった。
〔燃焼試験〕
　本実施例に係る加水燃料の燃焼試験の結果について以下に説明する。
【００６２】
　比較対象となる燃料としては、本実施例の加水燃料の原料であり、漁船の燃料として使
用しているものと同等のＡ重油を使用した。
　また、Ａ重油と本実施例に係る加水燃料との燃焼試験は、バーナーボイラーを使用して
行った。データの測定は、環境衛生科学研究所において、オルザット法、円形ろ紙方、化
学発光法、中和滴定法など、ＪＩＳ規格に沿った測定方法で測定した。
【００６３】
　具体的には、ＣＯ２等の排出ガス組成をオルザット法、煤塵濃度を円形ろ紙法、窒素酸
化物濃度を化学発光法、硫黄酸化物濃度を中和滴定法、水分量を吸湿管法、酸素濃度をジ
ルコニア式で測定した。
【００６４】
　なお、使用したバーナーボイラーは、三州社製のビニールハウス暖房機ＳＫ－２００Ｋ
Ｍ－ＤＦであり、使用した循環ポンプは、荏原製作所社製の１５ＧＰＥ６．４型であり、
ラインミキサーは、ＯＨＲ社製のスタティクミキサーＦ型を使用した。
【００６５】
　表２は、Ａ重油と、本実施例に係る加水燃料の製造後における経過時間の異なるサンプ
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ルＳ１、Ｓ２の燃焼性能を比較したデータである。
【００６６】
【表２】

〔考察〕
　表２から、本実施例に係る加水燃料は、Ａ重油と比較して燃焼温度がやや向上すること
が認められた。また、加水燃料は、温室効果ガスであるＣＯ２を始めとする煤塵、窒素酸
化物、硫黄酸化物等の各種環境汚染物質の排出量が大幅に低減することがわかった。しか
も、加水燃料の製造後における経過時間に関わらず、サンプルＳ１、Ｓ２は、ほぼ同等の
値を示した。
【００６７】
　また、前記燃焼試験の結果から、一応次のようにまとめることができる。
　すなわち、バーナーボイラーでの加水燃料の燃焼は、燃料油であるＡ重油滴の燃焼であ
り、Ａ重油滴の表面に物理的現象により気化したＡ重油と空気中の酸素が混合気を形成し
て燃焼が進行するようである。そして、加水燃料に含まれている水の粒子がこの燃焼によ
り輻射熱を受けて加熱され、沸点に達して次々とミクロ爆発を起こし、周囲のＡ重油滴を
飛散させることによりＡ重油の二次微粒化が起こるものと考えられる。
【００６８】
　このように、燃料油であるＡ重油が瞬時に細かくなる（超微粒化する）ことにより、空
気との接触面積が増大し、急速に完全燃焼が行なわれ、燃焼排ガス中の煤煙や未燃炭素の
発生を抑えると思われる。また、この接触面積の増大は、燃焼に必要な空気量が過剰にな
ることを抑え、排気ガスによる熱の持ち去りを低く抑えることができるので、省エネルギ
ー効果が大きくなる。
【００６９】
　この条件を満たすためには、燃料油の粒子の中に水の粒子を細かくして均一に分散・包
含させることが最も重要であるが、通常、水の粒子は表面張力が比較的大きいため、例え
ば２０～４０ナノメートルまで細かくすることは困難であり、従来のエマルジョン燃料は
この水の粒子を細かくすることが十分にできていないために乳化した状態となっていた。
【００７０】
　表３は、本実施例の加水燃料と従来のエマルジョン燃料の特徴の比較を示したものであ
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る。エマルジョン燃料については、日本国内だけでも数多くの会社が実験、研究を行って
おり、容易に入手することができる。ここでは、その中の１つのエマルジョン燃料を比較
例として使用した。
【００７１】
【表３】

　本実施例に係る加水燃料用添加剤は、燃料油に混合される水の粒径を２０～４０ナノメ
ートルまで細かくすることが可能であると思われる。水の粒径がナノメートル単位である
ことは、水がＡ重油に可溶化し、乳化することなく、透明度がＡ重油とそれ程変わらない
ことで証明することができる。これにより、加水燃料を単なる燃料油・水の混合ではなく
、燃料油であるＡ重油の粒子の中に細かくなった水の粒子が均一に分散した可溶化・包含
状態とすることができる。
【００７２】
　なお、エマルジョン燃料に含まれる水の粒子の大きさはマイクロメートル単位であり、
ナノメートル単位まで細かくすることができないために乳化した状態となる。
　このように、本実施例に係る加水燃料は、エマルジョン燃料と比較して、燃焼温度・燃
焼効率及び燃焼カロリーが高く燃費が低下しない。また、燃料油と水が乳化することなく
透き通った包含状態となっているために分離したり二層化することがない。したがって、
長期にわたる貯蔵と、輸送をすることが可能であり、装置の腐食等、燃焼機関への影響も
低減できる。
〔発電機出力試験〕
　続いて、本実施例に係る加水燃料の発電機出力試験の結果について以下に説明する。こ
の試験では、発電機として、西鉄テクノサービス株式会社建設機械事業部の福岡営業所に
ある型式ＤＣＡ９０ＳＰＨ（発電機容量９０ＫＶＡ／２２０Ｖ／６０Ｈｚ／２３６Ａ／力
率０．８）の発電機を使用し、また、負荷装置として同営業所の型式ＬＥ－１２５の装置
を使用した。
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【００７３】
　比較対象となる燃料としては、本実施例の加水燃料の原料であり、漁船の燃料として使
用しているものと同等のＡ重油を使用した。
　その結果を、以下の表４に示す。
【００７４】
【表４】

　表４に示すように、負荷率１００％の場合には、実施例Ａは比較例ａと比べてやや回転
数の低下が確認された。しかし、電流値は、発電機に設けられた自動電圧調整器によって
定格電流を発生させることで、実施例Ａと比較例ａとの間で差は認められなかった。
【００７５】
　さらに、上記の試験に使用した加水燃料中のＡ重油の代わりに軽油を使用して製造した
加水燃料についても、上記と同様の発電機出力試験を行った。ここでは、比較対象となる
燃料として、当該加水燃料の原料である軽油を使用した。
【００７６】
　その結果を、以下の表５に示す。
【００７７】

【表５】

　表５に示すように、負荷率１００％の場合には、実施例Ｂは比較例ｂと比べてやや回転
数の低下が確認された。しかし、電流値は、発電機に設けられた自動電圧調整器によって
定格電流を発生させることで、実施例Ｂと比較例ｂとの間で差は認められなかった。
【００７８】
　以上より、発電機出力試験では、本発明に加水燃料（実施例ＡおよびＢ）とＪＩＳ燃料
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（比較例ａおよびｂ）との間で同等の出力が得られることが確認された。
　以上、本発明について説明したが、本発明は上記実施形態だけに限定されるものではな
い。上記実施形態は例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質
的に同一な構成を有し同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の
技術範囲に包含される。



(14) JP 5786162 B2 2015.9.30

10

フロントページの続き

(56)参考文献  国際公開第２０１０／０４７０２２（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００８－２５５２０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０４７６５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０１１４７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１８４５６９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ１０Ｌ　　　１／３２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

