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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　添加剤を含有するオイルが収容されるオイル収容部と、
　前記オイル収容部に収容されるオイルとの間で流体摩擦が発生する絶縁体部を有する部
材と、
　アースされた電極と、
を有し、
　前記絶縁体部を有する部材は、前記オイルを撹拌する回転部材であり、
　前記添加剤は前記絶縁体部に吸着することで流体摩擦による前記絶縁体部の流動帯電を
低減し、前記絶縁体部に吸着している前記添加剤の量が低減すると前記絶縁体部が流動帯
電して前記電極からアースされた部分に電荷が流れるオイル劣化検出装置。
【請求項２】
　前記添加剤は、無灰分散剤及び金属清浄剤の少なくとも一方を含む請求項１に記載のオ
イル劣化検出装置。
【請求項３】
　前記回転部材は、前記絶縁体部よりも前記オイルとの間で流体摩擦による流動帯電が生
じにくい低帯電部を備え、
　前記絶縁体部及び前記低帯電部は、前記回転部材が回転するときに前記絶縁体部と前記
低帯電部とが交互に前記電極と対面するように設けられている請求項１又は請求項２に記
載のオイル劣化検出装置。
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【請求項４】
　前記絶縁体部は、フッ素樹脂を含む請求項１～請求項３のいずれか１項に記載のオイル
劣化検出装置。
【請求項５】
　前記絶縁体部は、エレクトレット化処理が施されている請求項１～請求項４のいずれか
１項に記載のオイル劣化検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オイル劣化検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両に搭載されるエンジン及び変速機には、摺動により摩擦、摩耗等が発生する部品（
例えば、ピストン、歯車など）が多数存在する。このため、エンジン及び変速機では、オ
イルによる潤滑で摩擦及び摩耗を軽減している。
【０００３】
　オイルは、エンジン及び変速機の摩擦及び摩耗の低減作用を担うだけでなく、高温部品
の冷却作用、異物の清浄作用、部品の酸化防止作用等の役割も担っている。これらの作用
を奏するために、オイルには様々な添加剤が混合されている。
【０００４】
　オイルに混合されている添加剤は、エンジン及び変速機の使用時間が経過するにつれて
徐々に消費されて失われ、その結果、オイルは徐々に劣化する。オイルの機能を確保する
点からオイルの劣化度合いを把握し、適切にオイル交換を行う必要がある。オイルの劣化
度合いを把握する方法としては、種々の方法が検討されている。
【０００５】
　オイルの劣化度合いを把握する方法としては、例えば、オイルの吸光度を測定してオイ
ルの劣化を検知する方法（例えば、特許文献１参照）、オイルのｐＨを測定してオイルの
劣化を検出する方法（例えば、特許文献２参照）、オイル中の超音波の伝達速度を測定し
てオイルの劣化を検出する方法（例えば、特許文献３参照）、オイルの電気抵抗を測定し
てオイルの劣化を判別する方法（例えば、特許文献４参照）、及び、オイルの静電容量を
測定しオイルの劣化を検出する方法（例えば、特許文献５参照）が挙げられる。
【０００６】
　さらに、オイルの温度を検出してオイルの劣化を検出する方法（例えば、特許文献６参
照）並びにオイルの温度及びオイルレベルを検出してオイルの劣化を検出する方法（例え
ば、特許文献７参照）が、オイルの劣化度合いを把握する方法として提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平５－１１８９８７号公報
【特許文献２】特開平６－２８１６１９号公報
【特許文献３】特開平１１－１１８７７４号公報
【特許文献４】特開平６－６６１２４号公報
【特許文献５】特開２００４－３５４０８２号公報
【特許文献６】特開２００６－２９１９９７号公報
【特許文献７】特開２００９－１３８８５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１～５に記載されているような従来公知のオイル劣化を検出する方法、及び当
該方法を用いた検出装置では、油密状態でオイルが劣化しているかどうかを検出する必要
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があるため、オイルの劣化を検出するためのセンサの設置場所に自由度が少ない。また、
従来公知のオイル劣化を検出する方法等は、特に変速機における気液混相状態の撹拌場に
て適用が困難である。
【０００９】
　さらに、特許文献６、７に記載されているようなオイルの温度及びオイルレベルを検出
してオイルの劣化を検出する方法、及び当該方法を用いた検出装置では、オイルの物性又
は成分を直接測定しているわけではなく、オイルの劣化を精度良く推定することが困難で
ある。
【００１０】
　本発明は、油密状態でなくとも精度良くオイルの劣化を検出できるオイル劣化検出装置
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】
【００１１】
　＜１＞　一形態に係るオイル劣化検出装置は、添加剤を含有するオイルが収容されるオ
イル収容部と、前記オイル収容部に収容されるオイルとの間で流体摩擦が発生する絶縁体
部を有する部材と、アースされた電極と、を有し、前記添加剤は前記絶縁体部に吸着する
ことで流体摩擦による前記絶縁体部の流動帯電を低減し、前記絶縁体部に吸着している前
記添加剤の量が低減すると前記絶縁体部が流動帯電して前記電極からアースされた部分に
電荷が流れる。
【００１２】
　一形態に係るオイル劣化検出装置では、オイル中に含まれる添加剤が絶縁体部に吸着す
ることで絶縁体部の流動帯電が低減され、絶縁体部に吸着している添加剤の量が低減する
と絶縁体部が流動帯電して電極からアースされた部分に電荷が流れる。このため、オイル
収容部に収容されたオイルが劣化してオイル中に含まれる添加剤の量が低減すると、絶縁
体部に吸着している添加剤の量が低減し、その結果、電極からアースされた部分に電荷が
流れるようになる。したがって、アースされた部分に流れる電荷を検出することで、オイ
ル収容部に収容されたオイルが劣化していることが検出できる。上記のオイル劣化検出装
置では、油密状態でなくとも精度良くオイルの劣化を検出することができる。
【００１３】
　＜２＞　一形態に係るオイル劣化検出装置は、＜１＞に記載のオイル劣化検出装置にお
いて、前記添加剤が、無灰分散剤及び金属清浄剤の少なくとも一方を含む。
【００１４】
　一形態に係るオイル劣化検出装置では、無灰分散剤及び金属清浄剤の少なくとも一方を
含む添加剤がオイル中に含まれている。無灰分散剤及び金属清浄剤は絶縁体部に吸着する
ことで絶縁体部の流動帯電を好適に低減する効果を奏しているため、無灰分散剤及び金属
清浄剤の少なくとも一方を含む添加剤が含まれるオイルを用いるオイル劣化検出装置では
、オイルの劣化をより好適に検出することができる。
【００１５】
　＜３＞　一形態に係るオイル劣化検出装置は、＜１＞又は＜２＞に記載のオイル劣化検
出装置において、前記絶縁体部を有する部材が、前記オイルを撹拌する回転部材である。
【００１６】
　一形態に係るオイル劣化検出装置では、オイルを撹拌する回転部材に絶縁体部が設けら
れており、オイルの劣化を検出するために必要な絶縁体部を有する部材を別途設ける必要
がなく、簡易な構造及び省スペース化が可能である。例えば、自動変速機（ＡＴ）、無段
変速機（ＣＶＴ）、ハイブリッド用変速機、手動変速機（ＭＴ）等にてオイルを撹拌する
歯車、シャフトなどの回転部材に、絶縁体部が設けられていてもよい。
【００１７】
　＜４＞　一形態に係るオイル劣化検出装置は、＜３＞に記載のオイル劣化検出装置にお
いて、前記回転部材は、前記絶縁体部よりも前記オイルとの間で流体摩擦による流動帯電
が生じにくい低帯電部を備え、前記絶縁体部及び前記低帯電部は、前記回転部材が回転す
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るときに前記絶縁体部と前記低帯電部とが交互に前記電極と対面するように設けられてい
る。
【００１８】
　一形態に係るオイル劣化検出装置では、回転部材が回転しているときにオイルが劣化し
ていると、流動帯電した絶縁体部と電極とが対面することによる電極からアースされた部
分への電荷の移動、及び低帯電部と電極とが対面することによるアースされた部分から電
極への電荷の移動が交互に起こる。これにより、電極とアースされた部分との間での電荷
の移動による周期的な電気信号が得られ、オイル収容部に収容されたオイルの劣化をさら
に精度良く検出することができる。
【００１９】
　＜５＞　一形態に係るオイル劣化検出装置は、＜１＞～＜４＞のいずれか１つに記載の
オイル劣化検出装置において、前記絶縁体部は、フッ素樹脂を含む。
【００２０】
　一形態に係るオイル劣化検出装置では、絶縁体部は、絶縁性に優れるフッ素樹脂を含む
ため、流体摩擦による流動帯電がしやすく、表面電位がより上昇しやすくなっている。そ
のため、絶縁体部に吸着している添加剤の量が低減すると電極からアースされた部分によ
り多くの電荷が流れるようになるため、オイルが劣化していない場合とオイルが劣化して
いる場合との電気信号の差がより明確になり、より精度良くオイル劣化の検出が可能とな
る。
【００２１】
　＜６＞　一形態に係るオイル劣化検出装置は、＜１＞～＜５＞のいずれか１つに記載の
オイル劣化検出装置において、前記絶縁体部は、エレクトレット化処理が施されている。
【００２２】
　一形態に係るオイル劣化検出装置では、絶縁体部は、エレクトレット化処理が施されて
いるため、表面電位が低下しにくく、より帯電しやすくなっている。そのため、絶縁体部
に吸着している添加剤の量が低減すると電極からアースされた部分により多くの電荷が流
れるようになるため、オイルが劣化していない場合とオイルが劣化している場合との電気
信号の差がより明確になり、より精度良くオイル劣化の検出が可能となる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、油密状態でなくとも精度良くオイルの劣化を検出できるオイル劣化検
出装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１実施形態に係るオイル劣化検出装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係るオイル劣化検出装置について、時間経過により検出
される電位又は電流を示すグラフである。
【図３】本発明の第２実施形態に係るオイル劣化検出装置の構成を示す図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係るオイル劣化検出装置について、時間経過により検出
される電位又は電流を示すグラフである。
【図５】試験片Ａについて、初期電位、及び各種添加剤を含まない基油又は各種添加剤が
それぞれ添加された基油に１分間浸漬した後の電位を示すグラフである。
【図６】試験片Ａ、Ｂについて、各種添加剤を含まない基油における撹拌時間と表面電位
との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本明細書において「～」を用いて示された数値範囲は、「～」の前後に記載される数値
をそれぞれ最小値及び最大値として含む範囲を示す。
　更に、本明細書において組成物中の各成分の含有率は、組成物中に各成分に該当する物
質が複数存在する場合には、特に断らない限り、組成物中に存在する当該複数の物質の合
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計の含有率を意味する。
【００２６】
＜第１実施形態＞
　以下、本発明の第１実施形態に係るオイル劣化検出装置１００について、図１を用いて
説明する。図１は、本発明の第１実施形態に係るオイル劣化検出装置の構成を示す図であ
る。
【００２７】
［オイル劣化検出装置］
　第１実施形態に係るオイル劣化検出装置１００は、添加剤を含有するオイルが収容され
るオイル収容部１１と、オイル収容部１１に収容されるオイルとの間で流体摩擦が発生す
る絶縁体部１２（絶縁体部を有する部材）と、アースされた電極１３と、を有する。オイ
ル中に含まれる添加剤は、絶縁体部１２に吸着（静電吸着）することで流体摩擦による絶
縁体部１２の流動帯電を低減し、絶縁体部１２に吸着している添加剤の量が低減すると絶
縁体部１２が流動帯電して電極１３からアースされた部分に電荷が流れる。
【００２８】
　オイル劣化検出装置１００は、例えば、エンジン、変速機等にて使用するオイルの劣化
を検出するための装置であり、エンジン、変速機等の一部を構成する、あるいは、エンジ
ン、変速機等に取り付けられる。
【００２９】
　さらに、オイル劣化検出装置１００は、電極１３とアースされた部分との間に、抵抗１
６、及び抵抗１６と並列に接続された電圧計１７を備える。電圧計１７にて電圧を測定す
ることで、絶縁体部１２が流動帯電して電極１３からアースされた部分に電荷が流れてい
るかどうかを検出できる。
【００３０】
　なお、本実施形態において、抵抗１６及び電圧計１７を設ける代わりに、あるいは、抵
抗１６及び電圧計１７とともに電流計を電極１３とアースされた部分との間に配置し、電
流計にて電極１３からアースされた部分に流れる電流を測定してもよい。
【００３１】
　オイル劣化検出装置１００では、オイル収容部１１に収容されるオイル中に含まれる添
加剤が絶縁体部１２に吸着することで絶縁体部１２の流動帯電が低減される。そのため、
オイル中に含まれる添加剤が消費されておらずオイルが劣化していない場合、オイル中に
含まれる添加剤が絶縁体部１２に吸着して絶縁体部１２の流動帯電が低減される。オイル
中に含まれる添加剤が絶縁体部１２に吸着し、絶縁体部１２の流動帯電が低減されていれ
ば、電極１３からアースされた部分に電荷（電子）はほとんど流れず、また、電圧計１７
にて電圧はほとんど測定されない。そのため、電極１３からアースされた部分に電荷はほ
とんど流れず、電圧計１７にて電圧がほとんど測定されないことを確認すれば、オイルが
劣化していないことが確認できる。
【００３２】
　オイル中に含まれる添加剤は、エンジン、変速機等の使用時間が経過するにつれて徐々
に消費されて失われ、オイルが劣化する。そのため、エンジン、変速機等の使用時間の経
過とともに絶縁体部１２に吸着している添加剤の量が低減して不足することが推測される
。絶縁体部１２に吸着している添加剤の量が低減すると絶縁体部１２が流動帯電（図中で
は、負に帯電）し、その結果、電極１３からアースされた部分に電荷が流れるようになる
。したがって、電圧計１７により電圧を測定して電極１３からアースされた部分に流れる
電荷を検出することで、オイル収容部１１に収容されたオイルが劣化していることが検出
できる。
【００３３】
　本実施形態に係るオイル劣化検出装置１００では、油密状態でオイルが劣化しているか
どうかを検出する必要がなく、特に変速機における気液混相状態の撹拌場においてもオイ
ルの劣化を精度良く検出することができる。
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【００３４】
　また、本実施形態に係るオイル劣化検出装置１００では、オイルの温度又はオイルレベ
ルを検出してオイルの劣化を検出する方法を採用したオイル劣化検出装置よりもオイルの
性状をより直接的に把握することができ、オイルの劣化を精度良く推定することが可能で
ある。
【００３５】
　オイル劣化検出装置１００は、オイル収容部１１を備える。オイル収容部１１は添加剤
を含有するオイルが収容される。本実施形態では、ハウジング１４の内部にオイル収容部
１１が設けられており、オイル収容部１１に添加剤を含有するオイルが貯留されている。
オイル収容部１１では、図１に示すように矢印方向にオイルが流動及び流通している。ま
た、オイル収容部１１は、オイルを流通させるための配管であってもよく、例えば、エン
ジンオイルを流通させるための配管であってもよい。
【００３６】
　ハウジング１４は、筐体の一例であり、その内部にオイル収容部１１を備える。また、
ハウジング１４は、オイル収容部１１の側部、底部等に絶縁体部１２を備え、オイル収容
部１１の外部であって絶縁体部１２の近傍に電極１３を備えている。
【００３７】
　電極１３とハウジング１４との間の電荷の移動を抑制するため、電極１３とハウジング
１４との間には絶縁部１５が配置されており、電極１３はハウジング１４から絶縁されて
いる。
【００３８】
　オイル収容部１１に収容されるオイルは、摺動により摩擦及び摩耗が発生する部品（例
えば、ピストン、歯車など）の潤滑に用いられ、摩擦及び摩耗を軽減する潤滑油である。
【００３９】
　本実施形態で用いるオイルは、絶縁体部１２に吸着して絶縁体部１２の流動帯電を低減
する添加剤などの各種添加剤を含む。添加剤としては、絶縁体部１２に吸着して絶縁体部
１２の流動帯電を低減する効果を奏するものであれば特に限定されない。
【００４０】
　中でも、添加剤としては、無灰分散剤及び金属清浄剤の少なくとも一方を含むものであ
ることが好ましい。無灰分散剤及び金属清浄剤は、オイル中のスラッジ等の異物に吸着し
て潤滑面を保護するために用いられ、静電吸着によって異物に付着するが、帯電した部位
である絶縁体部１２にも同様に付着し、絶縁体部１２の流動帯電を低減する。
【００４１】
　無灰分散剤としては、従来公知のものが使用可能であり、例えば、コハク酸イミド化合
物が挙げられる。コハク酸イミド化合物としては、ポリアルケニルコハク酸イミド、ポリ
アルケニルコハク酸アミド、ポリアルケニルベンジルアミン、ポリアルケニルコハク酸エ
ステル等が挙げられる。
【００４２】
　また、コハク酸イミド化合物は、コハク酸イミド化合物は、例えば、数平均分子量が５
００～５０００であるアルケニル基又はアルキル基で置換されたコハク酸無水物と、ポリ
アルキレンポリアミンと、の反応により得られる化合物であってもよい。
【００４３】
　本実施形態で用いるオイル中における無灰分散剤の含有率は、オイル中のスラッジ等の
異物を好適に吸着する点及び絶縁体部１２の流動帯電を低減する点から基油１００質量％
に対して０．５質量％～１０質量％であることが好ましく、０．５質量％～５質量％であ
ることがより好ましい。また、無灰分散剤は、単独で用いてもよく、２種以上を併用して
もよい。なお、上記無灰分散剤の含有率は、無灰分散剤が消費される前のオイルにおける
好ましい数値範囲である。
【００４４】
　金属清浄剤としては、従来公知のものが使用可能であり、例えば、ナトリウム、カリウ
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ム等のアルカリ金属又はマグネシウム、カルシウム、バリウム等のアルカリ土類金属のサ
リシレート、カルボキシレート、スルフォネート、フェネート、フォスフォネートなどが
挙げられる。
【００４５】
　本実施形態で用いるオイル中における金属清浄剤の含有率は、オイル中のスラッジ等の
異物を好適に吸着する点及び絶縁体部１２の流動帯電を低減する点から基油１００質量％
に対して０．５質量％～１０質量％であることが好ましく、０．５質量％～５質量％であ
ることがより好ましい。また、金属清浄剤は、単独で用いてもよく、２種以上を併用して
もよい。なお、上記金属清浄剤の含有率は、金属清浄剤が消費される前のオイルにおける
好ましい数値範囲である。
【００４６】
　本実施形態で用いるオイルは、絶縁体部に吸着して絶縁体部の流動帯電を低減する前述
の添加剤以外にその他の添加剤を含んでいてもよい。その他の添加剤としては、アミン系
摩擦調整剤、エステル系摩擦調整剤、アミド系摩擦調整剤、リン系摩擦調整剤等の摩擦調
整剤、イオウ系添加剤、粘度指数向上剤、酸化防止剤、極圧剤、摩耗防止剤、流動点降下
剤、腐食防止剤、防錆剤、抗乳化剤、金属不活性化剤、消泡剤などが挙げられる。本実施
形態で用いるオイル中にその他の添加剤が含まれる場合、オイル中におけるその他の添加
剤の含有率は、それぞれ、基油１００質量％に対して０．５質量％～１０質量％であるこ
とが好ましく、０，５質量％～５質量％であることがより好ましい。
【００４７】
　オイル劣化検出装置１００は、絶縁体部１２を備える。絶縁体部１２は、オイル収容部
１１に収容されるオイルとの間で流体摩擦を発生させる部位である。絶縁体部１２の配置
場所は、電極１３の近傍であって、オイル収容部１１にオイルを収容したときに、絶縁体
部１２がオイルと接触し、かつオイルを流動させたときに、オイルとの間で流体摩擦が発
生する位置であれば特に限定されず、例えば、オイル収容部１１の側部、底部等に絶縁体
部１２が配置されていてもよい。
【００４８】
　絶縁体部１２は、従来公知の絶縁体から構成されていればよく、絶縁体部１２を構成す
る絶縁体としては、フッ素樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹
脂、ポリエステル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレンテレフタレート
樹脂（ＰＥＴ）、ゴム（エラストマーを含む）等が挙げられる。
【００４９】
　絶縁体としては、中でも、高い絶縁性を有し、かつ流動帯電しやすい点からフッ素樹脂
が好ましい。フッ素樹脂を絶縁体として用いることにより絶縁体部１２が流動帯電しやす
くなるため、絶縁体部１２に吸着している添加剤の量が低減したときに、絶縁体部１２の
表面電位がより上昇する。絶縁体部１２の表面電位がより上昇すると、絶縁体部１２の近
傍に位置する電極１３からアースされた部分により多くの電荷が流れるようになるため、
オイルが劣化していない場合とオイルが劣化している場合との電気信号の差がより明確に
なり、より精度良くオイル劣化の検出が可能となる。
【００５０】
　フッ素樹脂としては、フッ素を含む単量体の重合体（他のモノマーとの共重合体であっ
てもよい）であれば特に限定されず、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリク
ロロトリフルオロエチレン（ＰＣＴＥＦ）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリフ
ッ化ビニル（ＰＶＦ）、エチレン・四フッ化エチレン共重合体（ＥＴＦＥ）、四フッ化エ
チレン・六フッ化プロピレン共重合体（ＦＥＰ）、四フッ化エチレン・パーフロロプロピ
ルビニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）、エチレン・クロロトリフルオロエチレン共重合体
（ＥＣＴＦＥ）等が挙げられる。
【００５１】
　また、絶縁体部１２を構成する材料としては、市販されているものを用いてもよく、例
えば、旭硝子株式会社製のＣＹＴＯＰ（登録商標）、デュポン社製のＴｅｆｌｏｎ（登録
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商標）などの市販のフッ素樹脂を用いてもよい。
【００５２】
　また、絶縁体部１２は、前述の絶縁体、好ましくはフッ素樹脂を含む絶縁膜又は絶縁層
であってもよい。また、絶縁体部１２は、導電部材等の表面に形成された絶縁膜又は絶縁
層であってもよい。
【００５３】
　絶縁体部１２は、エレクトレット化処理が施されたものであってもよく、中でも、フッ
素樹脂を含み、かつエレクトレット化処理が施されたものであることが好ましい。
【００５４】
　エレクトレット化処理が施された絶縁体部１２では、表面電位が低下しにくく、より帯
電しやすくなっている。そのため、絶縁体部１２に吸着している添加剤の量が低減すると
電極１３からアースされた部分により多くの電荷が流れるようになるため、オイルが劣化
していない場合とオイルが劣化している場合との電気信号の差がより明確になり、より精
度良くオイル劣化の検出が可能となる。
【００５５】
　なお、ここでいう「エレクトレット化」とは、強い誘電性をもった絶縁体部１２中に電
気分極を起こさせて、絶縁体部１２の表面に半永久的に電荷を保持させた状態（帯電状態
）にすることを指す。絶縁体部１２に電気分極を起こさせる方法としては、放電処理、熱
処理、Ｘ線処理、電子線処理、紫外線（ＵＶ）処理等があり、いずれの方法を用いてもよ
い。また、「半永久的に電荷を保持」とは、通常の摩擦による帯電と異なり、絶縁体部１
２の表面電位が低下し難いことを意味する。
【００５６】
　オイル劣化検出装置１００は、電極１３を備える。電極１３は、絶縁体部１２近傍に配
置され、アースされている。また、電極１３とハウジング１４との間には絶縁部１５が配
置されており、電極１３はハウジング１４から絶縁されている。電極１３とアースされた
部分との間には、抵抗１６及び電圧計１７が並列に配置されている。電極１３の設置場所
は、絶縁体部１２の近傍、具体的には、絶縁体部１２が流体摩擦により帯電しているとき
に、静電誘導により、絶縁体部１２とは反対符号の電荷に帯電し、かつ絶縁体部１２と同
符号の電荷が電極１３からアースされた部分に流れ、電圧計１７にて電圧又は電流計（図
示せず）にて電流が測定可能な場所であればよい。
【００５７】
　また、電極１３は、オイル劣化検出装置１００が搭載される機器（例えば、自動車）の
本体（例えば、自動車のボディ）にアースされていてもよい。
【００５８】
　ここで、オイル中に含まれる添加剤が絶縁体部１２に吸着し、電極１３の近傍に位置す
る絶縁体部１２の流動帯電が低減されている、すなわち、オイルが劣化していない場合、
例えば、図２に示すように、電極１３からアースされた部分に電荷（電子）はほとんど流
れず、電圧計１７にて電圧はほとんど測定されない。
【００５９】
　前述のように、オイル中に含まれる添加剤は、エンジン、変速機等の使用時間が経過す
るにつれて徐々に消費されてオイルが劣化し、絶縁体部１２に吸着している添加剤の量が
低減することが推測される。その結果、オイルが劣化し始めると、絶縁体部１２が流体摩
擦により帯電（図１中では、負に帯電）し、図２に示すように、電極１３からアースされ
た部分に電荷（電子）が流れるようになり、電圧計１７にて電圧又は電流計にて電流が測
定される。したがって、電圧計１７により電圧又は電流計により電流を測定して電極１３
からアースされた部分に流れる電荷を検出することで、オイル収容部１１に収容されたオ
イルが劣化していることが検出できる。
【００６０】
　オイルが劣化し始めると、絶縁体部１２が流体摩擦により帯電するが、時間が経過する
と、絶縁体部１２にて流体摩擦による表面電位が経時的にほどんど変化せず、ほぼ一定と
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なる。
【００６１】
　また、オイルが劣化し始めて電極１３からアースされた部分に電荷（電子）が流れるよ
うになると、電極１３は、絶縁体部１２とは反対符号に帯電（図１中では、正に帯電）す
る。そして、時間が経過すると、電極１３からアースされた部分に電荷が流れ続けること
により、電極１３の電位が大きくなり、絶縁体部１２の電位と電極１３の電位が均衡する
（電位の絶対値がほぼ等しくなる）ようになる。そのため、オイルが劣化して時間が経過
すると、絶縁体部１２の電位と電極１３の電位が均衡し、図２に示すように、電極１３か
らアースされた部分に電荷が流れないようになると推測される。
【００６２】
　本実施形態において、オイルが劣化しているか否かについては、電圧計１７にて測定さ
れた電圧値、電流計にて測定された電流値にて判断すればよい。例えば、電圧計１７にて
測定された電圧値又は電流計にて測定された電流値が特定の閾値以上となった場合にオイ
ルが劣化していると判断してもよく、これら電圧値又は電流値がある一定時間以上特定の
閾値以上となった場合にオイルが劣化していると判断してもよい。これにより、微量の電
圧値又は電流値が測定されるような場合、短時間の間に電圧値又は電流値が測定されるよ
うな場合等にオイルが劣化しているとは判断されず、オイル劣化検出装置１００がノイズ
のような電気信号を検出した際にオイルが劣化していると判断されることが抑制でき、オ
イルの劣化をより精度良く検出できる。
【００６３】
＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態に係るオイル劣化検出装置２００について、図３を用いて
説明する。図３は、本発明の第２実施形態に係るオイル劣化検出装置の構成を示す図であ
る。
【００６４】
　本実施形態に係るオイル劣化検出装置２００は、ハウジング１４の内部にオイル収容部
１１を備え、オイル収容部１１に絶縁体部１２ではなく、オイルを撹拌する回転部材であ
る歯車１８が配置されている点で第１実施形態に係るオイル劣化検出装置１００と相違す
る。なお、本実施形態において、第１実施形態と同様の構成については、同じ図面番号を
付し、その説明を省略する。
【００６５】
　歯車１８は、オイル収容部１１に配置されており、オイル収容部１１に収容されるオイ
ルを撹拌するための回転部材である。歯車１８は、シャフト（図示せず）に支持されてお
り、シャフトを回転させることで、図３に示すように、歯車１８が矢印方向に回転し、オ
イルが撹拌される。本実施形態で用いる歯車及びシャフトは、例えば、変速機用の歯車及
びシャフトであってもよい。
【００６６】
　歯車１８の配置場所は、オイル収容部１１にオイルを収容したときに、歯車１８の少な
くとも一部がオイルに浸漬し、オイルを撹拌可能であり、かつ、電極１３の近傍であって
、オイルを撹拌させたときにオイルとの間で流体摩擦が発生する位置であれば特に限定さ
れない。
【００６７】
　歯車１８は、歯（凹凸部）の凸部に絶縁体部２２及び側面に絶縁体部３２を備える。ま
た、歯車１８は、歯の凹部にオイルとの間で流体摩擦による流動帯電が生じにくい低帯電
部２３を備え、かつ側面における絶縁体部３２以外の部分にオイルとの間で流体摩擦によ
る流動帯電が生じにくい低帯電部３３を備えている。歯車１８が回転したときに、絶縁体
部２２及び低帯電部２３が交互に電極１３と対面する、あるいは、絶縁体部３２及び低帯
電部３３が交互に電極１３と対面するように、歯車１８が配置される。なお、図３中では
、絶縁体部３２及び低帯電部３３が交互に電極１３と対面するように、歯車１８が配置さ
れている。
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【００６８】
　低帯電部２３、３３は、それぞれ絶縁体部２２、３２よりもオイルとの間で流体摩擦に
よる流動帯電が生じにくい部位である。低帯電部２３、３３は、オイルとの間で流体摩擦
による流動帯電がほとんど生じない、あるいは、生じない部位であることが好ましい。低
帯電部としては、例えば、金属などの導電性を有する部位が挙げられる。
【００６９】
　オイル収容部１１に収容されたオイルが劣化していない場合、絶縁体部２２、３２と同
様に添加剤が低帯電部２３、３３に吸着しているため、低帯電部２３、３３が電極１３と
対面しても、電極１３からアースされた部分に電荷はほとんど流れない。
【００７０】
　オイル収容部１１に収容されたオイルが劣化している場合、絶縁体部２２、３２と同様
に低帯電部２３、３３に吸着している添加剤の量が低減する。このとき、低帯電部２３、
３３は、それぞれ絶縁体部２２、３２よりも表面電位（表面電位の絶対値）が小さくなる
。
【００７１】
　オイル収容部１１に収容されたオイルが劣化している場合、流動帯電した絶縁体部２２
又は流動帯電した絶縁体部３２が電極１３と対面すると、前述のように電極１３からアー
スされた部分への電荷（電子）の移動が起こる。また、オイル収容部１１に収容されたオ
イルが劣化している場合、表面電位が絶縁体部２２よりも小さい低帯電部２３又は表面電
位が絶縁体部３２よりも小さい低帯電部３３が電極１３と対面すると、アースされた部分
から電極への電荷（電子）の移動が起こる。
【００７２】
　したがって、歯車１８が回転しているときにオイルが劣化していると、流動帯電した絶
縁体部２２、３２と電極１３とが対面することによる電極１３からアースされた部分への
電荷の移動、及び低帯電部２３、３３と電極１３とが対面することによるアースされた部
分から電極への電荷の移動が交互に起こる。これにより、図４に示すように、電極１３と
アースされた部分との間で正負の電流値又は正負の電圧値が交互に得られ、電荷の移動に
よる周期的な電気信号（交流電流又は交流電圧）が得られる。したがって、オイル劣化検
出装置２００では、オイル収容部１１に収容されたオイルの劣化をさらに精度良く検出す
ることができる。
【００７３】
　前述の第１実施形態に係るオイル劣化検出装置１００は、オイルが劣化して時間が経過
すると、絶縁体部１２の電位と電極１３の電位が均衡し、図２に示すように、電極１３か
らアースされた部分に電荷が流れないようになると推測される。一方、本実施形態に係る
オイル劣化検出装置２００は、オイルが劣化して時間が経過しても、電極１３からアース
された部分への電荷の移動及びアースされた部分から電極１３への電荷の移動が交互に起
こり、図４に示すように、周期的な電気信号が得られる。したがって、本実施形態に係る
オイル劣化検出装置２００では、オイルの劣化をより正確に検出できる。
【００７４】
　本実施形態において、オイルが劣化しているか否かについては、電圧計１７にて測定さ
れた電圧値、電流計（図示せず）にて測定された電流値にて判断すればよい。例えば、電
圧計１７にて測定された電圧値又は電流計にて測定された電流値が特定の閾値を超えた回
数がある一定回数以上となった場合にオイルが劣化していると判断してもよい。
【００７５】
　また、オイル劣化検出装置２００では、オイルを撹拌する回転部材である歯車１８に絶
縁体部１２が設けられており、オイルの劣化を検出するために必要な絶縁体部を有する部
材を別途設ける必要がなく、簡易な構造及び省スペース化が可能である。また、回転部材
としては、歯車以外にシャフトなどであってもよい。
【００７６】
　例えば、自動変速機（ＡＴ）、無段変速機（ＣＶＴ）、ハイブリッド用変速機、手動変
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速機（ＭＴ）等にてオイルを撹拌する歯車、シャフトなどの回転部材に、絶縁体部が設け
られており、絶縁体部が設けられた箇所以外が低帯電部となっていてもよい。
【００７７】
　なお、回転部材としては、各種変速機に通常取り付けられる金属製である、歯車、シャ
フトなどが挙げられる。
【００７８】
　なお、本実施形態において、歯車における歯（凹凸部）の凸部及び側面の少なくとも一
方が絶縁体部を備えていればよく、歯車における歯（凹凸部）の凸部及び側面の少なくと
も一方に設けられた絶縁体部が電極と対面する構成であればよい。
【００７９】
　なお、本発明は、上述した第１実施形態及び第２実施形態に限定されるものではなく、
この発明の要旨を逸脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。また、図２、４は
、第１実施形態及び第２実施形態におけるオイル劣化検出装置について、時間経過により
検出される電位又は電流のグラフの一例を示しており、時間経過により検出される電位又
は電流の推移はこれらに限定されない。
【００８０】
　以下、本実施形態にて無灰分散剤及び金属清浄剤が絶縁体部の流動帯電を低減する効果
を奏すること、並びに、オイルの撹拌により絶縁体部及びエレクトレット化処理された絶
縁体部にて流動帯電が発生することを、実験結果を参照しつつ説明する。
【００８１】
＜実験１＞
　以下の実験により、無灰分散剤及び金属清浄剤が絶縁体部の流動帯電を低減する効果を
奏することを確認した。まず、各種添加剤を含まない基油を準備した。基油に以下に示す
各種添加剤を一種類のみ添加し、各種添加剤が１質量％添加された基油を準備した。次に
、フッ素樹脂膜（旭硝子株式会社製のＣＹＴＯＰ－ＥＧＧ）である試験片Ａを準備した。
試験片Ａをヘキサン中で３分間撹拌した後の初期電位を測定し、さらに、各種添加剤を含
まない基油及び各種添加剤が１質量％添加された基油に試験片Ａを１分間浸漬した後の電
位を測定した。結果を図５に示す。
［実験１で用いた各種添加剤］
・アミン系摩擦調整剤
・エステル系摩擦調整剤
・アミド系摩擦調整剤
・リン系摩擦調整剤
・無灰分散剤
・金属清浄剤
・イオウ系添加剤
・粘度指数向上剤
【００８２】
　図５に示すように、無灰分散剤又は金属清浄剤が添加された基油では、試験片Ａを基油
に浸漬させることで、帯電電位が大きく低減し、ほぼゼロとなることが示された。これに
より、無灰分散剤又は金属清浄剤が添加された基油では、基油に浸漬させた試験片Ａに無
灰分散剤又は金属清浄剤が付着して帯電電位が低減していることが推測される。
【００８３】
＜実験２＞
　以下の実験により、基油の撹拌により絶縁体部及びエレクトレット化処理された絶縁体
部にて流動帯電が発生することを確認した。まず、エレクトレット化処理されていない前
述の試験片Ａ（フッ素樹脂膜：旭硝子株式会社製　ＣＹＴＯＰ－ＥＧＧ）及びエレクトレ
ット化処理された試験片Ｂ（フッ素樹脂膜：旭硝子株式会社製　ＣＹＴＯＰ－ＥＧＧ）を
準備した。次に、各種添加剤を含まない基油（潤滑油）に試験片Ａ及び試験片Ｂをそれぞ
れ浸漬した後に基油を撹拌し、時間経過後の試験片Ａ、Ｂの表面電位を測定した。結果を
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【００８４】
　図６に示すように、試験片Ａ、Ｂともに時間が経過するにつれて表面電位が上昇してお
り、特に試験片Ｂでは、時間が経過するにつれて表面電位がより上昇することが示された
。これにより、試験片Ａ、Ｂを基油に浸漬させた状態で基油を撹拌することで、試験片Ａ
、Ｂに流動帯電が発生することが示された。
【００８５】
　図５、６の結果から、無灰分散剤又は金属清浄剤が添加された基油では基油に浸漬させ
た試験片（絶縁体部）に無灰分散剤又は金属清浄剤が付着して帯電電位が低減すること、
及び基油に含まれる無灰分散剤又は金属清浄剤の濃度が低下すると試験片（絶縁体部）の
帯電電位が増加することが推測される。
【符号の説明】
【００８６】
　１１　オイル収容部（又は配管）
　１２、２２、３２　絶縁体部
　１３　電極
　１４　ハウジング
　１５　絶縁部
　１６　抵抗
　１７　電圧計
　１８　歯車
　２３、３３　低帯電部
　１００、２００　オイル劣化検出装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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