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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）内燃エンジンにおいて用いるのに好適な基燃料；
　（ｂ）液体燃料組成物の重量基準で１０ｐｐｍｗ～２重量％の範囲の、１種類以上の有
機ＵＶフィルター化合物、ここで該１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物が、（ｉ）ア
ルキルβ，β－ジフェニルアクリレート、及び／又はα－シアノ－β，β－ジフェニルア
クリレート誘導体；（ｉｉ）サリチル酸誘導体；（ｉｉｉ）桂皮酸誘導体；（ｉｖ）ジベ
ンゾイルメタン誘導体；（ｖ）カンファー誘導体；（ｖｉ）ベンゾフェノン誘導体；（ｖ
ｉｉ）ｐ－アミノ安息香酸誘導体；（ｖｉｉｉ）フェナルキルベンゾエート誘導体；及び
（ｉｘ）イミダゾール類、トリアジン類、トリアゾン類、及びトリアゾール類から選択さ
れる窒素含有複素環式誘導体；並びにこれらの混合物から選択される；及び
　（ｃ）液体燃料組成物の重量基準で０．００１重量％～０．５重量％の範囲の、グリコ
ールと安息香酸のエステル、モノアルコールと安息香酸のエステル、ポリアルコールと安
息香酸のエステル、Ｃ４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノカルボン酸とＣ４～Ｃ１８分岐又は直
鎖モノアルコールの反応によって製造されるモノアルコールとモノカルボン酸のエステル
、及びＣ４～Ｃ１２分岐又は直鎖ジカルボン酸とＣ３～Ｃ１８分岐又は直鎖モノアルコー
ルの反応によって製造されるモノアルコールとジカルボン酸のエステルから選択される１
種類以上のエステル共添加剤化合物；
を含む液体燃料組成物。
【請求項２】
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　グリコールと安息香酸のエステルが、安息香酸と、モノエチレングリコール、ジエチレ
ングリコール、トリエチレングリコール、モノプロピレングリコール、ジプロピレングリ
コール、及びこれらの混合物から選択されるグリコールの反応によって製造される、請求
項１に記載の液体燃料組成物。
【請求項３】
　モノアルコールと安息香酸のエステルが、安息香酸と、Ｃ３～Ｃ１６分岐鎖モノアルコ
ール又はＣ２～Ｃ１６直鎖モノアルコールの反応から製造される、請求項１に記載の液体
燃料組成物。
【請求項４】
　ポリアルコールと安息香酸のエステルが、安息香酸と、グリセロール、ＴＭＰアルコー
ル、ペンタエリトリトール、及びこれらの混合物から選択されるポリアルコールの反応か
ら製造される、請求項１に記載の液体燃料組成物。
【請求項５】
　Ｃ４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノカルボン酸が２－エチルヘキサン酸であり、Ｃ４～Ｃ１

２分岐又は直鎖ジカルボン酸がマレイン酸である、請求項１に記載の液体燃料組成物。
【請求項６】
　１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物と１種類以上のエステル共添加剤化合物との重
量比が９０：１０～１０：９０の範囲である、請求項１～５のいずれかに記載の液体燃料
組成物。
【請求項７】
　基燃料がガソリン基燃料又はディーゼル基燃料から選択される、請求項１～６のいずれ
かに記載の液体燃料組成物。
【請求項８】
　（ｉ）１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物、ここで該１種類以上の有機ＵＶフィル
ター化合物が、（ｉ）アルキルβ，β－ジフェニルアクリレート、及び／又はα－シアノ
－β，β－ジフェニルアクリレート誘導体；（ｉｉ）サリチル酸誘導体；（ｉｉｉ）桂皮
酸誘導体；（ｉｖ）ジベンゾイルメタン誘導体；（ｖ）カンファー誘導体；（ｖｉ）ベン
ゾフェノン誘導体；（ｖｉｉ）ｐ－アミノ安息香酸誘導体；（ｖｉｉｉ）フェナルキルベ
ンゾエート誘導体；及び（ｉｘ）イミダゾール類、トリアジン類、トリアゾン類、及びト
リアゾール類から選択される窒素含有複素環式誘導体；並びにこれらの混合物から選択さ
れる；（ｉｉ）グリコールと安息香酸のエステル、モノアルコールと安息香酸のエステル
、ポリアルコールと安息香酸のエステル、Ｃ４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノカルボン酸とＣ

４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノアルコールの反応によって製造されるモノアルコールとモノ
カルボン酸のエステル、及びＣ４～Ｃ１２分岐又は直鎖ジカルボン酸とＣ３～Ｃ１８分岐
又は直鎖モノアルコールの反応によって製造されるモノアルコールとジカルボン酸のエス
テル、並びにこれらの混合物から選択される１種類以上のエステル共添加剤化合物；並び
に１種類以上の洗浄剤；を含む、液体燃料組成物中において用いるのに好適な添加剤ブレ
ンド。
【請求項９】
　セタン価向上剤、腐食抑制剤、及びこれらの混合物から選択される１種類以上の添加剤
化合物を更に含む、請求項８に記載の添加剤ブレンド。
【請求項１０】
　１種類以上の溶媒を更に含む、請求項８又は請求項９に記載の添加剤ブレンド。
【請求項１１】
　（ａ）内燃エンジンにおいて用いるのに好適な基燃料；
　（ｂ）請求項８～１０のいずれかに記載の添加剤ブレンド；
を含む液体燃料組成物。
【請求項１２】
　１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物の特に５℃以下の温度での液体燃料組成物中に
おける溶解度を増加させるための、１種類以上のエステル共添加剤化合物の使用であって
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、
　該１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物が、（ｉ）アルキルβ，β－ジフェニルアク
リレート、及び／又はα－シアノ－β，β－ジフェニルアクリレート誘導体；（ｉｉ）サ
リチル酸誘導体；（ｉｉｉ）桂皮酸誘導体；（ｉｖ）ジベンゾイルメタン誘導体；（ｖ）
カンファー誘導体；（ｖｉ）ベンゾフェノン誘導体；（ｖｉｉ）ｐ－アミノ安息香酸誘導
体；（ｖｉｉｉ）フェナルキルベンゾエート誘導体；及び（ｉｘ）イミダゾール類、トリ
アジン類、トリアゾン類、及びトリアゾール類から選択される窒素含有複素環式誘導体；
並びにこれらの混合物から選択され、
　該１種類以上のエステル共添加剤化合物が、グリコールと安息香酸のエステル、モノア
ルコールと安息香酸のエステル、ポリアルコールと安息香酸のエステル、Ｃ４～Ｃ１８分
岐又は直鎖モノカルボン酸とＣ４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノアルコールの反応によって製
造されるモノアルコールとモノカルボン酸のエステル、及びＣ４～Ｃ１２分岐又は直鎖ジ
カルボン酸とＣ３～Ｃ１８分岐又は直鎖モノアルコールの反応によって製造されるモノア
ルコールとジカルボン酸のエステルから選択される、
上記の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体燃料組成物、特に向上した配合安定性を有する液体燃料組成物に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　ヨーロッパ特許出願１２１９９１１９．４、１３１９００６２．３、及び１３１９００
６３．１、並びに米国仮出願６１／７４０５３５は、液体燃料組成物中における有機サン
スクリーン剤／ＵＶフィルター化合物の使用に関する。特に、ヨーロッパ特許出願１３１
９００６２．３及び１２１９９１１９．４は、ディーゼル燃料組成物において、着火遅れ
を調整し、及び／又はセタン価を増加させ、及び／又は燃焼期間を調整し、及び／又はピ
ーク圧力を調整するための有機サンスクリーン剤／ＵＶフィルター化合物の使用に関する
。ヨーロッパ特許出願１３１９００６３．１及び米国仮出願６１／７４０５３５は、増加
した火炎伝搬速度、向上した出力、及び向上した加速性能のような利益を与えるための、
ガソリン燃料組成物中における有機サンスクリーン剤／ＵＶフィルター化合物の使用に関
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ヨーロッパ特許出願１２１９９１１９．４
【特許文献２】ヨーロッパ特許出願１３１９００６２．３
【特許文献３】ヨーロッパ特許出願１３１９００６３．１
【特許文献４】米国仮出願６１／７４０５３５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　有機ＵＶフィルター／吸収剤化合物は上述の性能の利益を与えることができるが、液体
燃料組成物中、及び／又は液体燃料組成物において用いるための添加剤パッケージ／ブレ
ンド中に有機ＵＶフィルター／吸収剤化合物を含ませることを巡って安定性の問題が存在
する可能性があると認識されている。したがって、かかるＵＶフィルター化合物を含む液
体燃料組成物及び添加剤パッケージ／ブレンドの特により低い温度における安定性の向上
を与えることが望ましい。燃料の低温安定性は、曇り点、流動点、ＣＦＰＰ（低温フィル
ター目詰まり点）、濾過性試験、貯蔵安定性試験、及び視認検査のような標準的な方法に
よって評価することができる。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、
　（ａ）内燃エンジンにおいて用いるのに好適な基燃料；
　（ｂ）１種類以上のＵＶフィルター化合物；及び
　（ｃ）グリコールと安息香酸のエステル、モノアルコールと安息香酸のエステル、ポリ
アルコールと安息香酸のエステル、Ｃ４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノカルボン酸とＣ４～Ｃ

１８分岐又は直鎖モノアルコールの反応によって製造されるモノアルコールとモノカルボ
ン酸のエステル、及びＣ４～Ｃ１２分岐又は直鎖ジカルボン酸とＣ３～Ｃ１８分岐又は直
鎖モノアルコールの反応によって製造されるモノアルコールとジカルボン酸のエステル、
並びにこれらの混合物から選択される１種類以上のエステル共添加剤化合物；
を含む液体燃料組成物が提供される。
【０００６】
　本発明の他の形態によれば、（ｉ）１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物；（ｉｉ）
グリコールと安息香酸のエステル、モノアルコールと安息香酸のエステル、ポリアルコー
ルと安息香酸のエステル、Ｃ４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノカルボン酸とＣ４～Ｃ１８分岐
又は直鎖モノアルコールの反応によって製造されるモノアルコールとモノカルボン酸のエ
ステル、及びＣ４～Ｃ１２分岐又は直鎖ジカルボン酸とＣ３～Ｃ１８分岐又は直鎖モノア
ルコールの反応によって製造されるモノアルコールとジカルボン酸のエステル、並びにこ
れらの混合物から選択される１種類以上のエステル共添加剤化合物；並びに１種類以上の
洗浄剤；を含む、液体燃料組成物中において用いるのに好適な添加剤ブレンドが提供され
る。
【０００７】
　本発明の液体燃料組成物及び添加剤ブレンドは、有機ＵＶフィルター化合物を含むが、
１種類以上のエステル共添加剤化合物を含まない液体燃料組成物及び添加剤ブレンドと比
べて向上した安定性を示すことが見出された。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明の液体燃料組成物は、内燃エンジンにおいて用いるのに好適な基燃料、１種類以
上の有機ＵＶフィルター化合物、及び１種類以上のエステル共添加剤化合物を含む。基燃
料は、好ましくはガソリン基燃料又はディーゼル基燃料から選択される。基燃料がガソリ
ン基燃料である場合には、本発明の液体燃料組成物はガソリン組成物である。基燃料がデ
ィーゼル基燃料である場合には、本発明の液体燃料組成物はディーゼル組成物である。
【０００９】
　ガソリン又はディーゼル燃料組成物中において用いるのに好適である限りにおいて、本
発明において用いることができる有機ＵＶフィルター化合物のタイプには特に制限はない
。
【００１０】
　ここで用いる「有機ＵＶフィルター化合物」という用語は、有機ＵＶ吸収剤化合物及び
有機サンスクリーン化合物を包含することも意図する。
　広範囲の通常の有機サンスクリーン活性物質が、本発明において有機ＵＶフィルター化
合物として用いるのに好適である。SagarinらのCosmetics Science and Technology (197
2)のVIII章189頁以降、及び"The Encyclopedia of Ultraviolet Filters", Nadim A.Shaa
thにおいては、数多くの好適な活性物質が開示されている。本発明の液体燃料組成物及び
添加剤ブレンドにおいて有機ＵＶフィルター化合物として有用な特に好ましい疎水性有機
サンスクリーン活性物質としては、（ｉ）アルキルβ，β－ジフェニルアクリレート、及
び／又はα－シアノ－β，β－ジフェニルアクリレート誘導体；（ｉｉ）サリチル酸誘導
体；（ｉｉｉ）桂皮酸誘導体；（ｉｖ）ジベンゾイルメタン誘導体；（ｖ）カンファー誘
導体；（ｖｉ）ベンゾフェノン誘導体；（ｖｉｉ）ｐ－アミノ安息香酸誘導体；（ｖｉｉ
ｉ）フェナルキルベンゾエート誘導体；及び（ｉｘ）イミダゾール類、トリアジン類、ト
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リアゾン類、及びトリアゾール類からなる群から選択される化合物；並びにこれらの混合
物が挙げられる。
【００１１】
　好ましいα－シアノ－β，β－ジフェニルアクリレート誘導体としては、エチル２－シ
アノ－３，３－ジフェニルアクリレート、２－エチルヘキシル２－シアノ－３，３－ジフ
ェニルアクリレート、及びこれらの混合物が挙げられる。より好ましくは、α－シアノ－
β，β－ジフェニルアクリレート誘導体は、２－エチルヘキシル２－シアノ－３，３－ジ
フェニルアクリレートであり、その国際的な一般名はオクトクリレンである。２－エチル
ヘキシル２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリレートは、DSM Nutritional Products, 
Inc.からParsol 340（登録商標）の商品名で商業的に入手できる。
【００１２】
　好ましいサリチレート誘導体としては、エチルヘキシルサリチレート（オクチルサリチ
レート）、トリエタノールアミンサリチレート、３，３，５－トリメチルシクロヘキシル
サリチレート、ホモメンチルサリチレート、及びこれらの混合物が挙げられる。より好ま
しくは、サリチレート誘導体はエチルヘキシルサリチレートである。エチルヘキシルサリ
チレートは、DSM Nutritional Products, Inc.からParsol EHS（登録商標）の商品名で商
業的に入手できる。
【００１３】
　好ましい桂皮酸誘導体は、オクチルメトキシシンナメート、ジエタノールアミンメトキ
シシンナメート、及びこれらの混合物から選択される。本発明において用いるのに特に好
ましい桂皮酸誘導体はオクチルメトキシシンナメートである。オクチルメトキシシンナメ
ートは、DSM Nutritional Products, Inc.からParsol MCX（登録商標）の商品名で商業的
に入手できる。
【００１４】
　本発明において用いるのに好ましいジベンゾイルメタン誘導体は、ブチルメトキシジベ
ンゾイルメタン、エチルヘキシルメトキシジベンゾイルメタン、イソプロピルジベンゾイ
ルメタン、及びこれらの混合物から選択される。本発明において用いるのに特に好ましい
ジベンゾイルメタン誘導体はブチルメトキシジベンゾイルメタンである。ブチルメトキシ
ジベンゾイルメタンは、DSM Nutritional Products, Inc.からParsol 1789（登録商標）
の商品名で商業的に入手できる。
【００１５】
　本発明において用いるのに好ましいカンファー誘導体は、４－メチルベンジリデンカン
ファーである。４－メチルベンジリデンカンファーは、DSM Nutritional Products, Inc.
からParsol 5000（登録商標）の商品名で商業的に入手できる。
【００１６】
　本発明において用いるのに好ましいベンゾフェノン誘導体は、ベンゾフェノン－１、ベ
ンゾフェノン－２、ベンゾフェノン－３、ベンゾフェノン－４、ベンゾフェノン－５、ベ
ンゾフェノン－６、ベンゾフェノン－７、ベンゾフェノン－８、ベンゾフェノン－９、ベ
ンゾフェノン－１０、ベンゾフェノン－１１、ベンゾフェノン－１２、及びこれらの混合
物から選択される。本発明において用いるのに特に好ましいベンゾフェノン誘導体はベン
ゾフェノン－３である。ベンゾフェノン－３は、Ashland Specialty IngredientsからEsc
alol 567（登録商標）の商品名で商業的に入手できる。
【００１７】
　本発明において用いるのに好ましいフェナルキルベンゾエート誘導体はフェネチルベン
ゾエートである。フェネチルベンゾエートは、Ashland Specialty IngredientsからX-ten
d 229（登録商標）の商品名で商業的に入手できる。
【００１８】
　好適なイミダゾール類としては、ジナトリウムフェニルジベンジルイミダゾールテトラ
スルホネート（SymriseからNeoheliopan APの商品名で商業的に入手できる）、エチルヘ
キシルジメトキシベンジリデンジオキソイミダゾリンプロピオネート、フェニルベンズイ
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ミダゾールスルホン酸（DSMからParsol HSの商品名で商業的に入手できる）、及びこれら
の混合物が挙げられるが、必ずしもこれらに限定されない。
【００１９】
　好適なトリアジン類としては、フェニルトリアジン類、例えばビスエチルヘキシルオキ
シフェノールメトキシフェニルトリアジン（BASFからTinasorb Sの商品名で商業的に入手
できる）、ビスベンゾオキサゾイルフェニルエチルヘキシルアミノトリアジン（3V Sigma
からUvasorb K2Aの商品名で商業的に入手できる）、及びこれらの混合物が挙げられるが
、必ずしもこれらに限定されない。
【００２０】
　好適なトリアゾール類としては、ドロメトリゾール（BASFからTinuvin Pの商品名で商
業的に入手できる）、及びエチレンビスベンゾトリアゾリルテトラメチルブチルフェノー
ル（BASFからTinosorb Mの商品名で商業的に入手できる）、並びにこれらの混合物が挙げ
られるが、必ずしもこれらに限定されない。
【００２１】
　好適なトリアゾン類としては、ジエチルヘキシルブタミドトリアゾン（3V SigmaからUv
asorb HEBの商品名で商業的に入手できる）、エチルヘキシルトリアゾン（BASFからUvinu
l T150の商品名で商業的に入手できる）、及びこれらの混合物が挙げられるが、必ずしも
これらに限定されない。
【００２２】
　１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物の総レベルは、液体燃料組成物の重量基準で最
大で２重量％である。１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物の総レベルは、液体燃料組
成物の重量基準で少なくとも１０ｐｐｍｗである。１種類以上の有機ＵＶフィルター化合
物の総レベルは、好ましくは、液体燃料組成物の重量基準で１重量％～０．００５重量％
の範囲、より好ましくは０．５重量％～０．０１重量％の範囲、更により好ましくは０．
０５重量％～０．０１重量％の範囲である。
【００２３】
　本発明の液体燃料組成物の他の必須成分は、１種類以上のエステル共添加剤化合物であ
る。１種類以上のエステル共添加剤化合物は、グリコールと安息香酸のエステル、モノア
ルコールと安息香酸のエステル、ポリアルコールと安息香酸のエステル、Ｃ４～Ｃ１８分
岐又は直鎖モノカルボン酸とＣ４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノアルコールの反応によって製
造されるモノアルコールとモノカルボン酸のエステル、及びＣ４～Ｃ１２分岐又は直鎖ジ
カルボン酸とＣ３～Ｃ１８分岐又は直鎖モノアルコールの反応によって製造されるモノア
ルコールとジカルボン酸のエステル、並びにこれらの混合物から選択される。
【００２４】
　安息香酸のグリコールエステルは、安息香酸とモノアルキレングリコール又はポリアル
キレングリコールの反応から製造され、種々の通常のモノアルキレングリコール及びポリ
アルキレングリコールを好都合に用いることができる。
【００２５】
　本発明において用いるのに好ましいグリコール化合物は、モノマー単位として（－Ｒ－
Ｏ－）アルキレンオキシド単位（ここで、ＲはＣ１～Ｃ６アルキレン基である）を有する
ものである。好ましいグリコール化合物は、１～８個のかかるモノマー単位を有するもの
である。本発明において用いるのに特に好ましいグリコール化合物は、モノエチレングリ
コール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、モノプロピレングリコール、
ジプロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、及びこれらの混合物から選択される
。
【００２６】
　安息香酸とモノアルコールのエステルは、好ましくは、安息香酸と、Ｃ３～Ｃ１６分岐
鎖モノアルコール、又はＣ２～Ｃ１６直鎖モノアルコール、好ましくはＣ３～Ｃ１６分岐
モノアルコール、より好ましくはＣ４～Ｃ１０分岐モノアルコールの反応から製造される
。
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【００２７】
　安息香酸とポリアルコールのエステルは、好ましくは、安息香酸と、グリセロール、Ｔ
ＭＰ（トリメタノールプロパン）アルコール、ペンタエリトリトール、及びこれらの混合
物から選択されるポリアルコールの反応から製造される。
【００２８】
　エステル共添加剤化合物はまた、Ｃ４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノカルボン酸とＣ４～Ｃ

１８分岐又は直鎖モノアルコールの反応によって製造されるモノカルボン酸とモノアルコ
ールのエステル、Ｃ４～Ｃ１２分岐又は直鎖ジカルボン酸とＣ３～Ｃ１８分岐又は直鎖モ
ノアルコールの反応によって製造されるジカルボン酸とモノアルコールのエステル、又は
これらの混合物であってもよい。本発明の特に好ましい態様においては、Ｃ４～Ｃ１８分
岐又は直鎖モノカルボン酸は２－エチルヘキサン酸である。本発明の他の特に好ましい態
様においては、Ｃ４～Ｃ１２分岐又は直鎖ジカルボン酸は、マレイン酸、セバシン酸、ア
ゼライン酸、及びこれらの混合物から選択され、より好ましくはマレイン酸である。
【００２９】
　本発明において用いるのに特に好ましいエステル共添加剤は、Ｃ１２～Ｃ１５アルキル
エチルヘキサノエート（InnospecからActivemol EH-25の商品名で商業的に入手できる）
、ビス（２－エチルヘキシル）マレエート（InnospecからActivemol DOM-Rの商品名で商
業的に入手できる）、ジプロピレングリコールジベンゾエート（InnospecからFinsolv PG
-22の商品名で商業的に入手できる）、及び２-エチル－１－ヘキサノールベンゾエート（
InnospecからFinsolve EBの商品名で商業的に入手できる）から選択される。
【００３０】
　本発明の液体燃料組成物において、１種類以上のエステル共添加剤の総レベルは、液体
燃料組成物の重量基準で０．００１重量％～０．５重量％、好ましくは０．００５重量％
～０．１重量％、より好ましくは０．００５重量％～０．０５重量％の範囲である。
【００３１】
　他の態様においては、１種類以上のエステル共添加剤の総レベルは、液体燃料組成物の
重量基準で０．０５重量％～０．１重量％の範囲である。
　本発明の好ましい液体燃料組成物において、１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物と
１種類以上のエステル共添加剤化合物との重量比は、９：１～１：９の範囲、より好まし
くは５：１～１：２の範囲、更により好ましくは４：１～１：１の範囲である。
【００３２】
　有機ＵＶフィルター化合物及びエステル共添加剤は、任意の他の添加剤、例えば１つ又
は複数の添加剤性能パッケージと一緒にブレンドして添加剤ブレンドを形成することがで
きる。次に、添加剤ブレンドを基燃料に加えて液体燃料組成物を製造することができる。
【００３３】
　したがって、本発明の他の形態によれば、１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物；１
種類以上のエステル共添加剤化合物；及び１種類以上の洗浄剤；を含む、液体燃料組成物
中において用いるのに好適な添加剤ブレンドが提供される。好ましい添加剤ブレンドにお
いては、有機ＵＶフィルター化合物、エステル共添加剤化合物、及び洗浄剤に加えて、消
泡剤、腐食抑制剤、防曇剤などのような更なる添加剤を、例えば添加剤性能パッケージの
形態で添加剤ブレンド中に含ませる。洗浄剤成分それ自体を、添加剤性能パッケージの形
態で含ませることもできる。
【００３４】
　或いは、有機ＵＶフィルター化合物及びエステル共添加剤は、基燃料と直接ブレンドす
ることができる。
　添加剤ブレンドの調製中において、１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物、１種類以
上のエステル共添加剤化合物、及び添加剤（洗浄剤）性能パッケージは、任意の順番で混
合することができる。例えば、添加剤性能パッケージを１種類以上の有機ＵＶフィルター
化合物と混合することができ、続いて１種類以上のエステル共添加剤化合物を加えること
ができる。
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【００３５】
　添加剤ブレンド中の有機ＵＶフィルター化合物の量は、好ましくは、添加剤ブレンドの
重量基準で０．１重量％～９９．８重量％の範囲、より好ましくは５重量％～５０重量％
の範囲である。
【００３６】
　添加剤ブレンド中における１種類以上のエステル共添加剤の総レベルは、好ましくは、
添加剤ブレンドの重量基準で５重量％～７０重量％、より好ましくは５重量％～５０重量
％、更により好ましくは１０重量％～４０重量％の範囲である。
【００３７】
　驚くべきことに、１種類以上のエステル共添加剤化合物を１種類以上の有機ＵＶフィル
ター化合物と組み合わせて用いると、例えば５℃以下の温度、或いは０℃以下の温度、－
５℃以下の温度、－１０℃以下の温度、－１５℃以下の温度、－２０℃以下の温度で－２
５℃の温度までの温度のような低い温度における１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物
及び１種類以上のエステル共添加剤化合物を含む添加剤ブレンドにおける安定性の向上が
与えられることが本発明者らによって見出された。
【００３８】
　したがって、本発明の他の形態によれば、特に低い温度における、１種類以上の有機Ｕ
Ｖフィルター化合物及び１種類以上のエステル共添加剤化合物を含む添加剤ブレンドの安
定性のための、グリコールと安息香酸のエステル、モノアルコールと安息香酸のエステル
、ポリアルコールと安息香酸のエステル、Ｃ４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノカルボン酸とＣ

４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノアルコールの反応によって製造されるモノアルコールとモノ
カルボン酸のエステル、及びＣ４～Ｃ１２分岐又は直鎖ジカルボン酸とＣ３～Ｃ１８分岐
又は直鎖モノアルコールの反応によって製造されるモノアルコールとジカルボン酸のエス
テルから選択される１種類以上のエステル共添加剤化合物の使用が提供される。
【００３９】
　有機ＵＶフィルター化合物及びエステル共添加剤化合物に加えて添加剤ブレンドの随意
的であるが好ましい成分は溶媒である。添加剤ブレンド中において用いるのに好適である
ならば、本発明において用いることができる溶媒のタイプに関して特に制限はない。添加
剤ブレンド中において１種類以上のエステル共添加剤化合物及び１種類以上の有機ＵＶフ
ィルター化合物に加えて溶媒を用いることによって、向上した安定性及び減少した粘度が
与えられる。
【００４０】
　燃料中において用いるのに好適な任意の溶媒又は複数の溶媒の混合物を本発明において
用いることができる。燃料中において用いるのに好適な溶媒の例としては、灯油、重質芳
香族溶媒（「重質ソルベントナフサ」、「Solvesso 150」）、トルエン、キシレン、パラ
フィン、石油、ホワイトスピリット、Shell Companiesによって"SHELLSOL"の商標で販売
されているものなどのような非極性炭化水素溶媒が挙げられる。好適な溶媒の更なる例と
しては、エステル、及び特にアルコール（例えば、ｔ－ブタノール、ｉ－ブタノール、ヘ
キサノール、２－エチルヘキサノール、２－プロピルヘプタノール、デカノール、イソト
リデカノール、ブチルグリコール、並びに、Shell Companiesによって「LINEVOL」の商標
で販売されているもの、特にＣ７～９第１級アルコールの混合物であるLINEVOL 79アルコ
ール、又は商業的に入手できるＣ１２～１４アルコール混合物のようなアルコール混合物
）のような極性溶媒が挙げられる。
【００４１】
　溶媒は、好ましくは、添加剤ブレンドの重量基準で５重量％～５０重量％のレベル、よ
り好ましくは５重量％～２０重量％のレベル（性能添加剤パッケージ中に存在する溶媒を
含まない）で存在する。
【００４２】
　添加剤ブレンド中における洗浄剤或いは１つ又は複数の性能パッケージの量は、好まし
くは、添加剤ブレンドの重量基準で０．１～９９．８重量％の範囲、より好ましくは５～
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５０重量％の範囲である。
【００４３】
　好ましくは、本発明の液体燃料組成物中に存在する洗浄剤又は性能パッケージの量は、
液体燃料組成物の全重量を基準として１５ｐｐｍｗ（重量ｐｐｍ）～１０重量％の範囲で
ある。より好ましくは、本発明の液体燃料組成物中に存在する洗浄剤又は性能パッケージ
の量は、更に、下記に示すパラメーター（ｉ）～（ｘｖ）：
　（ｉ）少なくとも１００ｐｐｍｗ；
　（ｉｉ）少なくとも２００ｐｐｍｗ；
　（ｉｉｉ）少なくとも３００ｐｐｍｗ；
　（ｉｖ）少なくとも４００ｐｐｍｗ；
　（ｖ）少なくとも５００ｐｐｍｗ；
　（ｖｉ）少なくとも６００ｐｐｍｗ；
　（ｖｉｉ）少なくとも７００ｐｐｍｗ；
　（ｖｉｉｉ）少なくとも８００ｐｐｍｗ；
　（ｉｘ）少なくとも９００ｐｐｍｗ；
　（ｘ）少なくとも１０００ｐｐｍｗ；
　（ｘｉ）少なくとも２５００ｐｐｍｗ；
　（ｘｉｉ）少なくとも５０００ｐｐｍｗ；
　（ｘｉｉｉ）少なくとも１００００ｐｐｍｗ；
　（ｘｉｖ）最大で２重量％；
　（ｘｖ）最大で５重量％；
の１以上と合致する。
【００４４】
　組成物の残りは、通常は、例えば下記においてより詳細に記載するように、場合によっ
ては１種類以上の燃料添加剤と共に１種類以上の自動車基燃料から構成される。
　通常は、基燃料は、主要量、例えば液体燃料組成物の５０重量％より多い量で液体燃料
組成物中に存在し、９０重量％、又は９５重量％、又は９９重量％、又は９９．９重量％
、又は９９．９９重量％、或いは９９．９９９重量％までの量で存在させることができる
。好適には、液体燃料組成物は、基燃料を、１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物、及
び１種類以上のエステル共添加剤化合物、及び場合によっては下記に規定するような１種
類以上の通常の燃料添加剤と組み合わせて含むか、又はこれらから実質的に構成される。
【００４５】
　本発明にしたがって製造される液体燃料組成物中に存在させる１種類以上の有機ＵＶフ
ィルター化合物、１種類以上のエステル共添加剤化合物、基燃料成分、及び任意の他の成
分又は添加剤の相対割合は、密度、排出性能、及び粘度のような他の所望の特性によって
も左右される可能性がある。
【００４６】
　本発明の液体燃料組成物がガソリン基燃料を含む場合には、液体燃料組成物はガソリン
燃料組成物である。本ガソリンは、自動車用エンジン、及び例えばオフロード及び航空機
用エンジンのような他のタイプのエンジンなどの当該技術において公知の火花点火（ガソ
リン）タイプの内燃エンジンにおいて用いるのに好適な任意のガソリンであってよい。本
発明の液体燃料組成物において基燃料として用いるガソリンは、簡便に「基ガソリン」と
呼ぶこともできる。
【００４７】
　ガソリンは、通常は２５～２３０℃の範囲の沸点（ＥＮ－ＩＳＯ－３４０５）の炭化水
素の混合物を含み、最適の範囲及び蒸留曲線は、通常は気象及び季節によって変動する。
ガソリン中の炭化水素は当該技術において公知の任意の手段によって誘導することができ
、簡便には炭化水素は、直留ガソリン、合成芳香族炭化水素混合物、熱分解又は接触分解
炭化水素、水素化分解石油フラクション、接触改質炭化水素、又はこれらの混合物から任
意の公知の方法で誘導することができる。
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【００４８】
　ガソリンの具体的な蒸留曲線、炭化水素の組成、リサーチオクタン価（ＲＯＮ）、及び
モーターオクタン価（ＭＯＮ）は重要ではない。
　好都合には、ガソリンのリサーチオクタン価（ＲＯＮ）は、少なくとも８０、例えば８
０～１１０の範囲であってよく、好ましくはガソリンのＲＯＮは、少なくとも９０、例え
ば９０～１１０の範囲であり、より好ましくはガソリンのＲＯＮは、少なくとも９１、例
えば９１～１０５の範囲であり、更により好ましくはガソリンのＲＯＮは、少なくとも９
２、例えば９２～１０３の範囲であり、更により好ましくはガソリンのＲＯＮは、少なく
とも９３、例えば９３～１０２の範囲であり、最も好ましくはガソリンのＲＯＮは、少な
くとも９４、例えば９４～１００の範囲であり（ＥＮ－２５１６４）；ガソリンのモータ
ーオクタン価（ＭＯＮ）は、好都合には、少なくとも７０、例えば７０～１１０の範囲で
あってよく、好ましくはガソリンのＭＯＮは、少なくとも７５、例えば７５～１０５の範
囲であり、より好ましくはガソリンのＭＯＮは、少なくとも８０、例えば８０～１００の
範囲であり、最も好ましくはガソリンのＭＯＮは、少なくとも８２、例えば８２～９５の
範囲である（ＥＮ－２５１６３）。
【００４９】
　通常は、ガソリンは、以下の群：飽和炭化水素、オレフィン系炭化水素、芳香族炭化水
素、及び酸素化炭化水素の１以上から選択される成分を含む。好都合には、ガソリンに、
飽和炭化水素、オレフィン系炭化水素、芳香族炭化水素、及び場合によっては酸素化炭化
水素の混合物を含ませることができる。
【００５０】
　通常は、ガソリンのオレフィン系炭化水素含量は、ガソリンを基準として０～４０体積
％の範囲であり（ＡＳＴＭ－Ｄ１３１９）；好ましくはガソリンのオレフィン系炭化水素
含量は、ガソリンを基準として０～３０体積％の範囲であり、より好ましくはガソリンの
オレフィン系炭化水素含量は、ガソリンを基準として０～２０体積％の範囲である。
【００５１】
　通常は、ガソリンの芳香族炭化水素含量は、ガソリンを基準として０～７０体積％の範
囲であり（ＡＳＴＭ－Ｄ１３１９）、例えばガソリンの芳香族炭化水素含量は、ガソリン
を基準として１０～６０体積％の範囲であり；好ましくはガソリンの芳香族炭化水素含量
は、ガソリンを基準として０～５０体積％の範囲であり、例えばガソリンの芳香族炭化水
素含量は、ガソリンを基準として１０～５０体積％の範囲である。
【００５２】
　ガソリンのベンゼン含量は、ガソリンを基準として最大で１０体積％、より好ましくは
最大で５体積％、特に最大で１体積％である。
　ガソリンは、好ましくは低いか又は非常に低く、例えば最大で１０００ｐｐｍｗ（重量
ｐｐｍ）、好ましくは５００ｐｐｍｗ以下、より好ましくは１００以下、更により好まし
くは５０以下、最も好ましくは更に１０ｐｐｍｗ以下のイオウ含量を有する。
【００５３】
　ガソリンはまた、好ましくは最大で０．００５ｇ／Ｌのような低い全鉛含量を有し、最
も好ましくは鉛を含まない－鉛化合物がそれに加えられていない（即ち無鉛である）。
　ガソリンが酸素化炭化水素を含む場合には、非酸素化炭化水素の少なくとも一部は酸素
化炭化水素の代わりに用いられる。ガソリンの酸素含量は、ガソリンを基準として３５重
量％以下（ＥＮ－１６０１）（例えばエタノール自体）であってよい。例えば、ガソリン
の酸素含量は、２５重量％以下、好ましくは１０重量％以下であってよい。好都合には、
酸素化物の濃度は、０、０．２、０．４、０．６、０．８、１．０、及び１．２重量％の
任意の１つから選択される最小濃度、並びに５、４．５、４．０、３．５、３．０、及び
２．７重量％の任意の１つから選択される最大濃度を有する。
【００５４】
　ガソリン中に含ませることができる酸素化炭化水素の例としては、アルコール、エーテ
ル、エステル、ケトン、アルデヒド、カルボン酸、及びそれらの誘導体、並びに酸素含有
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複素環式化合物が挙げられる。好ましくは、ガソリン中に含ませることができる酸素化炭
化水素は、アルコール（例えばメタノール、エタノール、プロパノール、２－プロパノー
ル、ブタノール、ｔｅｒｔ－ブタノール、イソブタノール、及び２－ブタノール）、エー
テル（好ましくは分子あたり５個以上の炭素原子を含むエーテル、例えばメチルｔｅｒｔ
－ブチルエーテル及びエチルｔｅｒｔ－ブチルエーテル）、並びにエステル（好ましくは
分子あたり５個以上の炭素原子を含むエステル）から選択され；特に好ましい酸素化炭化
水素はエタノールである。
【００５５】
　酸素化炭化水素がガソリン中に存在する場合には、ガソリン中の酸素化炭化水素の量は
広範囲にわたって変化してよい。例えば、大割合の酸素化炭化水素を含むガソリン、例え
ばエタノールそれ自体及びＥ８５、並びに小割合の酸素化炭化水素を含むガソリン、例え
ばＥ１０及びＥ５は、現在、ブラジル及び米国のような複数の国において商業的に入手す
ることができる。したがって、ガソリンは、１００体積％以下の酸素化炭化水素を含んで
いてよい。ブラジルにおいて用いられているＥ１００燃料もまた、本発明に包含される。
好ましくは、ガソリン中に存在する酸素化炭化水素の量は、ガソリンの所望の最終配合に
よって、以下の量：８５体積％以下；７０体積％以下；６５体積％以下；３０体積％以下
；２０体積％以下；１５体積％以下；及び１０体積％以下；の１つから選択される。好都
合には、ガソリンは、少なくとも０．５、１．０、又は２．０体積％の酸素化炭化水素を
含んでいてよい。
【００５６】
　好適なガソリンの例としては、０～２０体積％のオレフィン系炭化水素含量（ＡＳＴＭ
－Ｄ１３１９）、０～５重量％の酸素含量（ＥＮ－１６０１）、０～５０体積％の芳香族
炭化水素含量（ＡＳＴＭ－Ｄ１３１９）、及び最大で１体積％のベンゼン含量を有するガ
ソリンが挙げられる。
【００５７】
　生物学的供給源から誘導することができるガソリンブレンド成分も、本発明において用
いるのに好適である。かかるガソリンブレンド成分の例は、ＷＯ－２００９／０７７６０
６、ＷＯ－２０１０／０２８２０６、ＷＯ－２０１０／０００７６１、ヨーロッパ特許出
願０９１６０９８３．４、０９１７６８７９．６、０９１８０９０４．６、及び米国特許
出願６１／３１２３０７において見ることができる。
【００５８】
　本発明の液体燃料組成物がディーゼル基燃料を含む場合には、液体燃料組成物はディー
ゼル燃料組成物である。
　本発明において基燃料として用いるディーゼル燃料としては、自動車用圧縮着火エンジ
ン、並びに例えばオフロード、船舶、鉄道、及び定置エンジンのような他のタイプのエン
ジンにおいて用いるためのディーゼル燃料が挙げられる。本発明の液体燃料組成物におい
て基燃料として用いるディーゼル燃料は、簡便に「ディーゼル基燃料」とも呼ぶこともで
きる。
【００５９】
　ディーゼル基燃料それ自体は２種類以上の異なるディーゼル燃料成分の混合物を含んで
いてよく、及び／又は下記に記載するように添加処理することができる。
　かかるディーゼル燃料は１種類以上の基燃料を含み、これには、通常は１種類又は複数
の液体炭化水素中間留分軽油、例えば石油系の軽油を含ませることができる。かかる燃料
は、通常は、グレード及び用途に応じて１５０～４００℃の通常のディーゼル範囲内の沸
点を有する。これらは、通常は７５０～１０００ｋｇ／ｍ３、好ましくは７８０～８６０
ｋｇ／ｍ３の１５℃における密度（例えば、ＡＳＴＭ－Ｄ４５０２又はＩＰ－３６５）、
並びに３５～１２０、より好ましくは４０～８５のセタン価（ＡＳＴＭ－Ｄ６１３）を有
する。これらは、通常は１５０～２３０℃の範囲の初留点、及び２９０～４００℃の範囲
の終点を有する。これらの４０℃における動粘度（ＡＳＴＭ－Ｄ４４５）は、好適には１
．２～４．５ｍｍ２／秒であってよい。
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【００６０】
　石油系の軽油の例は、１５℃において８００～８２０ｋｇ／ｍ３（ＳＳ－ＥＮ－ＩＳＯ
－３６７５、ＳＳ－ＥＮ－ＩＳＯ－１２１８５）の密度、３２０℃以下のＴ９５（ＳＳ－
ＥＮ－ＩＳＯ－３４０５）、及び１．４～４．０ｍｍ２／秒の４０℃における動粘度（Ｓ
Ｓ－ＥＮ－ＩＳＯ－３１０４）を有する、スウェーデン国内仕様ＥＣ１によって規定され
るスウェーデンクラス１基燃料である。
【００６１】
　場合によっては、バイオ燃料又はフィッシャー・トロプシュ誘導燃料のような非鉱油系
の燃料も、ディーゼル燃料を形成するか、又はその中に存在させることができる。かかる
フィッシャー・トロプシュ燃料は、例えば、天然ガス、天然ガス液体、石油又はシェール
オイル、石油又はシェールオイル処理残渣、石炭、或いはバイオマスから誘導することが
できる。
【００６２】
　ディーゼル燃料中において用いるフィッシャー・トロプシュ誘導燃料の量は、ディーゼ
ル燃料全体の０体積％～１００体積％、好ましくは５体積％～１００体積％、より好まし
くは５体積％～７５体積％であってよい。かかるディーゼル燃料は、１０体積％以上、よ
り好ましくは２０体積％以上、更により好ましくは３０体積％以上のフィッシャー・トロ
プシュ誘導燃料を含むことが望ましい可能性がある。かかるディーゼル燃料は、３０～７
５体積％、特に３０～７０体積％のフィッシャー・トロプシュ誘導燃料を含むことが特に
好ましい。ディーゼル燃料の残りは、１種類以上の他のディーゼル燃料成分で構成される
。
【００６３】
　かかるフィッシャー・トロプシュ誘導燃料成分は、（場合によっては水素化分解した）
フィッシャー・トロプシュ合成生成物から単離することができる中間留分燃料範囲の任意
のフラクションである。通常のフラクションは、ナフサ、灯油、又は軽油範囲の沸点を有
する。好ましくは、灯油又は軽油範囲の沸点を有するフィッシャー・トロプシュ生成物を
用いる。これは、これらの生成物は例えば国内環境で取り扱うのがより容易であるからで
ある。かかる生成物は、好適には、９０重量％より多い、１６０～４００℃の間、好まし
くは約３７０℃までの沸点を有するフラクションを含む。フィッシャー・トロプシュ誘導
灯油及び軽油の例は、ＥＰ－Ａ－０５８３８３６、ＷＯ－Ａ－９７／１４７６８、ＷＯ－
Ａ－９７／１４７６９、ＷＯ－Ａ－００／１１１１６、ＷＯ－Ａ－００／１１１１７、Ｗ
Ｏ－Ａ－０１／８３４０６、ＷＯ－Ａ－０１／８３６４８、ＷＯ－Ａ－０１／８３６４７
、ＷＯ－Ａ－０１／８３６４１、ＷＯ－Ａ－００／２０５３５、ＷＯ－Ａ－００／２０５
３４、ＥＰ－Ａ－１１０１８１３、ＵＳ－Ａ－５７６６２７４、ＵＳ－Ａ－５３７８３４
８、ＵＳ－Ａ－５８８８３７６、及びＵＳ－Ａ－６２０４４２６に記載されている。
【００６４】
　フィッシャー・トロプシュ生成物は、好適には８０重量％より多く、より好適には９５
重量％より多いイソ及びｎ－パラフィン、並びに１重量％未満の芳香族化合物を含み、残
りはナフテン系化合物である。イオウ及び窒素の含量は非常に低く、通常はかかる化合物
に関する検出限界以下である。この理由のために、フィッシャー・トロプシュ生成物を含
むディーゼル燃料組成物のイオウ含量は非常に低くすることができる。
【００６５】
　ディーゼル燃料組成物は、好ましくは５０００ｐｐｍｗ以下のイオウ、より好ましくは
５００ｐｐｍｗ以下、又は３５０ｐｐｍｗ以下、又は１５０ｐｐｍｗ以下、又は１００ｐ
ｐｍｗ以下、又は７０ｐｐｍｗ以下、又は５０ｐｐｍｗ以下、又は３０ｐｐｍｗ以下、又
は２０ｐｐｍｗ以下、或いは最も好ましくは１０ｐｐｍｗ以下のイオウを含む。
【００６６】
　本発明において用いるための他のディーゼル燃料成分としては、生物材料から誘導され
る所謂「バイオ燃料」が挙げられる。例としては脂肪酸アルキルエステル（ＦＡＡＥ）が
挙げられる。かかる成分の例は、ＷＯ－２００８／１３５６０２において見ることができ



(13) JP 6490693 B2 2019.3.27

10

20

30

40

50

る。
【００６７】
　ディーゼル基燃料は、それ自体添加処理する（添加剤を含む）か、又は添加処理しない
（添加剤を含まない）ことができる。例えば精油所において添加処理する場合には、これ
は、例えば静電防止剤、パイプライン抵抗減少剤、流動性向上剤（例えばエチレン／酢酸
ビニルコポリマー、又はアクリレート／無水マレイン酸コポリマー）、潤滑添加剤、酸化
防止剤、及びワックス沈降防止剤から選択される少量の１種類以上の添加剤を含む。
【００６８】
　本発明にとって重要ではないが、本発明の基燃料又は液体燃料組成物には、上述の必須
の１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物及び１種類以上のエステル共添加剤化合物に加
えて、１種類以上の随意的な燃料添加剤を、性能添加剤パッケージの一部としてか、又は
他の形態で好都合に含ませることができる。本発明の基燃料又は液体燃料組成物中に含ま
せることができる１種類又は複数の随意的な燃料添加剤の濃度及び性質は重要ではない。
【００６９】
　ガソリン添加剤：
　本発明の基ガソリン、又は性能添加剤パッケージ、又はガソリン組成物、或いは添加剤
ブレンド中に含ませることができる好適なタイプの燃料添加剤の非限定的な例としては、
酸化防止剤、腐食抑制剤、洗浄剤、防曇剤、アンチノック添加剤、金属不活性化剤、バル
ブシートリセッション防止化合物、染料、溶媒、キャリア流体、希釈剤、及びマーカーが
挙げられる。好適なかかる添加剤の例は、米国特許５，８５５，６２９において概説され
ている。
【００７０】
　好都合には、燃料添加剤を１種類以上の溶媒とブレンドして添加剤濃縮液を形成するこ
とができ、添加剤濃縮液を次に基ガソリン又は本発明のガソリン組成物と混合することが
できる。
【００７１】
　本発明の基ガソリン又は本発明のガソリン組成物中に存在する任意の随意的な添加剤の
（活性物質）濃度は、好ましくは１重量％以下、より好ましくは５～２０００ｐｐｍｗの
範囲、有利には３００～１５００ｐｐｍｗ、例えば３００～１０００ｐｐｍｗの範囲であ
る。
【００７２】
　上述したように、ガソリン組成物には、合成又は鉱物キャリアオイル及び／又は溶媒を
含ませることもできる。
　好適な鉱物キャリアオイルの例は、例えばＳＮ－５００～２０００クラスの粘度を有す
るブライトストック又は基油のような原油処理において得られるフラクション；並びに芳
香族炭化水素、パラフィン系炭化水素、及びアルコキシアルカノールである。鉱油の精製
において得られ、「水素化分解油」（高圧下で接触水素化し、異性化し、且つ脱パラフィ
ン化した天然鉱油から得られる、約３６０～５００℃の沸点範囲を有する真空蒸留留分）
として知られるフラクションも、鉱物キャリアオイルとして有用である。
【００７３】
　好適な合成キャリアオイルの例は、ポリオレフィン（ポリ－α－オレフィン、又はポリ
（内部オレフィン））、（ポリ）エステル、（ポリ）アルコキシレート、ポリエーテル、
脂肪族ポリエーテルアミン、アルキルフェノール出発ポリエーテル、アルキルフェノール
出発ポリエーテルアミン、及び長鎖アルカノールのカルボン酸エステルである。
【００７４】
　好適なポリオレフィンの例は、特にポリブテン又はポリイソブテン（水素化又は非水素
化）ベースのオレフィンポリマーである。
　好適なポリエーテル又はポリエーテルアミンの例は、好ましくは、Ｃ２～Ｃ６０アルカ
ノール、Ｃ６～Ｃ３０アルカンジオール、モノ－又はジ－Ｃ２～Ｃ３０アルキルアミン、
Ｃ１～Ｃ３０アルキルシクロヘキサノール、又はＣ１～Ｃ３０アルキルフェノールを、ヒ
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ドロキシル基又はアミノ基あたり１～３０モルのエチレンオキシド及び／又はプロピレン
オキシド及び／又はブチレンオキシドと反応させ、ポリエーテルアミンの場合には続いて
アンモニア、モノアミン、又はポリアミンによって還元的アミノ化することによって得ら
れるポリオキシ－Ｃ２～Ｃ４アルキレン基を含む化合物である。かかる生成物は、特にＥ
Ｐ－Ａ－３１０８７５、ＥＰ－Ａ－３５６７２５、ＥＰ－Ａ－７００９８５、及びＵＳ－
Ａ－４，８７７，４１６に記載されている。例えば、用いるポリエーテルアミンは、ポリ
－Ｃ２～Ｃ６アルキレンオキシドアミン、又はその官能性誘導体であってよい。その代表
例は、トリデカノールブトキシレート、又はイソトリデカノールブトキシレート、イソノ
ニルフェノールブトキシレート、並びにポリイソブテノールブトキシレート及びプロポキ
シレート、並びにアンモニアとの対応する反応生成物である。
【００７５】
　長鎖アルカノールのカルボン酸エステルの例は、特に、特にＤＥ－Ａ－３８３８９１８
において記載されているモノ－、ジ－、又はトリカルボン酸と、長鎖アルカノール又はポ
リオールのエステルである。用いるモノ－、ジ－、又はトリカルボン酸は、脂肪族又は芳
香族酸であってよく；好適なエステルアルコール又はポリオールは、特に、例えば６～２
４個の炭素原子を有する長鎖の典型例である。エステルの通常の典型例は、イソオクタノ
ール、イソノナノール、イソデカノール、及びイソトリデカノールのアジペート、フタレ
ート、イソフタレート、テレフタレート、及びトリメリテート、例えばジ－（ｎ－又はイ
ソトリデシル）フタレートである。
【００７６】
　更なる好適なキャリアオイル系は、例えばＤＥ－Ａ－３８２６６０８、ＤＥ－Ａ－４１
４２２４１、ＤＥ－Ａ－４３０９０７４、ＥＰ－Ａ－０４５２３２８、及びＥＰ－Ａ－０
５４８６１７（参照の目的で本明細書中に包含する）に記載されている。
【００７７】
　特に好適な合成キャリアオイルの例は、約５～３５、例えば約５～３０の、例えばプロ
ピレンオキシド、ｎ－ブチレンオキシド、及びイソブチレンオキシド単位、又はこれらの
混合物から選択されるＣ３～Ｃ６アルキレンオキシド単位を有するアルコール出発ポリエ
ーテルである。好適な出発アルコールの非限定的な例は、長鎖アルキル基によって置換さ
れている長鎖アルカノール又はフェノール（ここで、長鎖アルキル基は、特に直鎖又は分
岐のＣ６～Ｃ１８アルキル基である）である。好ましい例としては、トリデカノール及び
ノニルフェノールが挙げられる。
【００７８】
　更なる好適な合成キャリアオイルは、ＤＥ－Ａ－１０１０２９１３．６に記載されてい
るアルコキシル化アルキルフェノールである。
　鉱物キャリアオイル、合成キャリアオイル、並びに鉱物及び合成キャリアオイルの混合
物を用いることもできる。
【００７９】
　燃料中において用いるのに好適な任意の溶媒及び場合によっては共溶媒を用いることが
できる。燃料中において用いるのに好適な溶媒の例としては、灯油、重質芳香族溶媒（「
重質ソルベントナフサ」、「Solvesso 150」）、トルエン、キシレン、パラフィン、石油
、ホワイトスピリット、Shell Companiesによって"SHELLSOL"の商標で販売されているも
のなどのような非極性炭化水素溶媒が挙げられる。好適な共溶媒の例としては、エステル
、及び特にアルコール（例えば、ｔ－ブタノール、ｉ－ブタノール、ヘキサノール、２－
エチルヘキサノール、２－プロピルヘプタノール、デカノール、イソトリデカノール、ブ
チルグリコール、並びに、Shell Companiesによって「LINEVOL」の商標で販売されている
もの、特にＣ７～９第１級アルコールの混合物であるLINEVOL 79アルコール、又は商業的
に入手できるＣ１２～１４アルコール混合物のようなアルコール混合物）のような極性溶
媒が挙げられる。
【００８０】
　液体燃料中において用いるのに好適な防曇剤／解乳化剤は当該技術において周知である
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。非限定的な例としては、グリコールオキシアルキレートポリオールブレンド（例えばTO
LAD（登録商標）9312の商品名で販売されている）、アルコキシル化フェノールホルムア
ルデヒドポリマー、Ｃ１～１８エポキシド及びジエポキシドによるオキシアルキル化によ
って変性されているフェノール／ホルムアルデヒド又はＣ１～１８アルキルフェノール／
－ホルムアルデヒド樹脂オキシアルキレート（例えばTOLAD（登録商標）9308の商品名で
販売されている）、並びにジエポキシド、二酸、ジエステル、ジオール、ジアクリレート
、ジメタクリレート、又はジイソシアネートによって架橋されているＣ１～４エポキシド
コポリマー、並びにこれらのブレンドが挙げられる。グリコールオキシアルキレートポリ
オールブレンドは、Ｃ１～４エポキシドでオキシアルキル化されているポリオールであっ
てよい。Ｃ１～１８エポキシド及びジエポキシドによるオキシアルキル化によって変性さ
れているＣ１～１８アルキルフェノール／－ホルムアルデヒド樹脂オキシアルキレートは
、例えば、クレゾール、ｔ－ブチルフェノール、ドデシルフェノール、又はジノニルフェ
ノール、或いはフェノール類の混合物（例えば、ｔ－ブチルフェノールとノニルフェノー
ルの混合物）をベースとするものであってよい。防曇剤は、防曇剤を有しないガソリンが
水と接触した際に生じる可能性がある曇りを抑制するのに十分な量で用いなければならず
、この量はここでは「曇り抑制量」と呼ぶ。一般に、この量は、ガソリンの重量を基準と
して約０．１～約２０ｐｐｍｗ（例えば約０．１～約１０ｐｐｍ）、より好ましくは１～
１５ｐｐｍｗ、更により好ましくは１～１０ｐｐｍｗ、有利には１～５ｐｐｍｗである。
【００８１】
　ガソリン中において用いるための更なる通常的な添加剤は、例えば、有機カルボン酸の
アンモニウム塩（かかる塩はフィルムを形成する傾向がある）をベースとするか、或いは
非鉄金属の腐食保護のためには複素環式芳香族化合物の腐食抑制剤；例えばフェニルジア
ミン、例えばｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジ－ｓｅｃ－ブチル－ｐ－フェニルジ
アミン、ジシクロヘキシルアミン、又はこれらの誘導体のようなアミンをベースとするか
、或いは２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール又は３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－
４－ヒドロキシフェニルプロピオン酸の酸化防止剤又は安定剤；静電防止剤；フェロセン
のようなメタロセン；メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル；特定の脂肪
酸、アルケニルコハク酸エステル、ビス（ヒドロキシアルキル）脂肪アミン、ヒドロキシ
アセトアミド、又はヒマシ油のような潤滑添加剤；並びに染料（マーカー）；である。ま
た、例えばＷＯ－０３／０７６５５４に記載されているように、適当な場合にはアミンを
加えることもできる。場合によっては、ポリマー有機酸のナトリウム又はカリウム塩のよ
うなバルブシートリセッション防止添加剤を用いることができる。
【００８２】
　本発明におけるガソリン組成物にはまた、洗浄剤添加剤を含ませることもできる。好適
な洗浄剤添加剤としては、ＷＯ－２００９／５０２８７（参照として本明細書中に包含す
る）において開示されているものが挙げられる。
【００８３】
　本発明におけるガソリン組成物中において用いるのに好ましい洗浄剤添加剤は、通常は
、８５～２０，０００の数平均分子量（Ｍｎ）を有する少なくとも１つの疎水性炭化水素
基、並びに、
　（Ａ１）その少なくとも１つの窒素原子は塩基性を有する、６個以下の窒素原子を有す
るモノ－又はポリアミノ基；
　（Ａ６）ヒドロキシル基、その少なくとも１つの窒素原子は塩基性を有するモノ－又は
ポリアミノ基、或いはカルバメート基によって末端停止されているポリオキシ－Ｃ２～Ｃ

４アルキレン基；
　（Ａ８）無水コハク酸から誘導され、ヒドロキシル及び／又はアミノ及び／又はアミド
及び／又はイミド基を有する基；及び／又は
　（Ａ９）置換フェノールのアルデヒド及びモノ又はポリアミンとのマンニッヒ反応によ
って得られる基；
から選択される少なくとも１つの極性基を有する。
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【００８４】
　ベース流体中における適度の溶解性を確保する上記の洗浄剤添加剤中の疎水性炭化水素
基は、８５～２０，０００、特に１１３～１０，０００、特に３００～５０００の数平均
分子量（Ｍｎ）を有する。特に極性基（Ａ１）、（Ａ８）、及び（Ａ９）と組み合わせる
通常の疎水性炭化水素基としては、それぞれ３００～５０００、好ましくは５００～２５
００、より好ましくは７００～２３００、特に７００～１０００のＭｎを有するポリアル
ケン（ポリオレフィン）、例えばポリプロペニル、ポリブテニル、及びポリイソブテニル
基が挙げられる。
【００８５】
　洗浄剤添加剤の上記の群の非限定的な例としては以下のものが挙げられる。
　モノ－又はポリアミノ基（Ａ１）を含む添加剤は、好ましくは、３００～５０００のＭ
ｎを有するポリプロペン又は通常の（即ち主として内部二重結合を有する）ポリブテン若
しくはポリイソブテンをベースとするポリアルケンモノ－又はポリアルケンポリアミンで
ある。主として（通常はβ及びγ位置に）内部二重結合を有するポリブテン又はポリイソ
ブテンを添加剤の製造において出発材料として用いる場合には、可能な製造経路は、塩素
化して次にアミノ化することによるか、或いは空気又はオゾンによって二重結合を酸化し
てカルボニル又はカルボキシル化合物を与え、次に還元性（水素化）条件下でアミノ化す
ることによる。アミノ化のために本発明において用いるアミンは、例えば、アンモニア、
モノアミン又はポリアミン、例えばジメチルアミノプロピルアミン、エチレンジアミン、
ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラアミン、又はテトラエチレンペンタアミンで
あってよい。ポリプロペンをベースとする対応する添加剤は、特にＷＯ－Ａ－９４／２４
２３１に記載されている。
【００８６】
　モノアミノ基（Ａ１）を含む更なる好ましい添加剤は、特にＷＯ－Ａ－９７／０３９４
６に記載されている、５～１００の平均重合度を有するポリイソブテンと窒素酸化物又は
窒素酸化物と酸素の混合物との反応生成物の水素化生成物である。
【００８７】
　モノアミノ基（Ａ１）を含む更なる好ましい添加剤は、特にＤＥ－Ａ－１９６２０２６
２に記載されている、アミンと反応させ、次に脱水、及びアミノアルコールを還元するこ
とによってポリイソブテンエポキシドから得られる化合物である。
【００８８】
　ポリオキシ－Ｃ２～Ｃ４アルキレン基（Ａ６）を含む添加剤は、好ましくは、Ｃ２～Ｃ

６０アルカノール、Ｃ６～Ｃ３０アルカンジオール、モノ－又はジ－Ｃ２～Ｃ３０アルキ
ルアミン、Ｃ１～Ｃ３０アルキルシクロヘキサノール、又はＣ１～Ｃ３０アルキルフェノ
ールを、ヒドロキシル基又はアミノ基あたり１～３０モルのエチレンオキシド及び／又は
プロピレンオキシド及び／又はブチレンオキシドと反応させ、及びポリエーテルアミンの
場合には、次にアンモニア、モノアミン、又はポリアミンで還元的アミノ化することによ
って得られるポリエーテル又はポリエーテルアミンである。かかる生成物は、特にＥＰ－
Ａ－３１０８７５、ＥＰ－Ａ－３５６７２５、ＥＰ－Ａ－７００９８５、及びＵＳ－Ａ－
４８７７４１６に記載されている。ポリエーテルの場合には、かかる生成物はまたキャリ
アオイル特性も有する。これらの代表例は、トリデカノールブトキシレート、イソトリデ
カノールブトキシレート、イソノニルフェノールブトキシレート、及びポリイソブテノー
ルブトキシレート、並びにプロポキシレート、並びにアンモニアとの対応する反応生成物
である。
【００８９】
　無水コハク酸から誘導され、ヒドロキシル及び／又はアミノ及び／又はアミド及び／又
はイミド基（Ａ８）を有する基を含む添加剤は、好ましくは、３００～５０００のＭｎを
有する通常又は高反応性のポリイソブテンを、熱ルートによるか、又は塩素化ポリイソブ
テンを介して無水マレイン酸と反応させることによって得られるポリイソブテニルコハク
酸無水物の対応する誘導体である。エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチ
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レンテトラアミン、又はテトラエチレンペンタアミンのような脂肪族ポリアミンによる誘
導体が特に興味深い。かかる添加剤は、特にＵＳ－Ａ－４８４９５７２に記載されている
。
【００９０】
　置換フェノール類とアルデヒド及びモノ又はポリアミンのマンニッヒ反応によって得ら
れる基（Ａ９）を含む添加剤は、好ましくは、ポリイソブテン置換フェノール類と、ホル
ムアルデヒド、及びモノ又はポリアミン、例えばエチレンジアミン、ジエチレントリアミ
ン、トリエチレンテトラアミン、テトラエチレンペンタアミン、又はジメチルアミノプロ
ピルアミンの反応生成物である。ポリイソブテニル置換フェノール類は、３００～５００
０のＭｎを有する通常又は高反応性のポリイソブテンから生成させることができる。かか
る「ポリイソブテンマンニッヒ塩基」は、特にＥＰ－Ａ－８３１１４１に記載されている
。
【００９１】
　好ましくは、本発明のガソリン組成物中において用いる洗浄剤添加剤は、少なくとも１
種類の窒素含有洗浄剤、より好ましくは３００～５０００の範囲の数平均分子量を有する
疎水性炭化水素基を含む少なくとも１種類の窒素含有洗浄剤を含む。好ましくは、窒素含
有洗浄剤は、ポリアルケンモノアミン、ポリエーテルアミン、ポリアルケンマンニッヒア
ミン、及びポリアルケンスクシンイミドを含む群から選択される。好都合には、窒素含有
洗浄剤はポリアルケンモノアミンであってよい。
【００９２】
　上記の窒素含有洗浄剤／アミン洗浄剤は、反応させて、それ自体を別の洗浄剤として用
いることができる第４級アンモニウム塩を形成することができる。ガソリン燃料組成物中
において用いるのに好適な第４級アンモニウム塩としては、ＷＯ－２００６／１３５８８
１、ＷＯ－２０１１／１４９７９９、ＧＢ－Ａ－２４９３３７７、ＵＳ－２０１３／２９
６２１０、及びＵＳ－２０１３／２２５４６３に開示されているものが挙げられる。
【００９３】
　ガソリン燃料及びガソリン性能パッケージ組成物にはまた、ＷＯ－２０１２１６３９３
５に開示されているもののような摩擦調整剤、粘度制御剤、及びこれらの混合物を含ませ
ることもできる。
【００９４】
　上記において、成分の量（濃度、体積％、ｐｐｍｗ、重量％）は、活性物質のもの、即
ち揮発性溶媒／希釈剤材料を除外したものである。
　ディーゼル添加剤：
　洗浄剤を含むディーゼル燃料添加剤は公知であり、商業的に入手できる。かかる添加剤
は、エンジン付着物の蓄積を減少、除去、又は遅延させることを意図するレベルでディー
ゼル燃料に加えることができる。
【００９５】
　本目的のためにディーゼル燃料添加剤において用いるのに好適な洗浄剤の例としては、
ポリオレフィン置換スクシンイミド、又はポリアミンのスクシンアミド、例えばポリイソ
ブチレンスクシンイミド、又はポリイソブチレンアミンスクシンアミドが挙げられる。ス
クシンイミド分散剤添加剤は、例えばＧＢ－Ａ－９６０４９３、ＥＰ－Ａ－０１４７２４
０、ＥＰ－Ａ－０４８２２５３、ＥＰ－Ａ－０６１３９３８、ＥＰ－Ａ－０５５７５１６
、及びＷＯ－Ａ－９８／４２８０８に記載されている。ポリイソブチレンスクシンイミド
のようなポリオレフィン置換スクシンイミドが特に好ましい。
【００９６】
　本目的のためにディーゼル燃料添加剤において用いるのに好適な洗浄剤の他の例として
は、８５～２０，０００の数平均分子量（Ｍｎ）を有する少なくとも１つの疎水性炭化水
素基、並びに
　（Ａ１）その少なくとも１つの窒素原子は塩基性を有する、６個以下の窒素原子を有す
るモノ又はポリアミノ基；及び／又は
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　（Ａ９）置換フェノール類とアルデヒド及びモノ又はポリアミンのマンニッヒ反応によ
って得られる基；
から選択される少なくとも１つの極性基を有する化合物が挙げられる。
【００９７】
　本目的のためにディーゼル燃料添加剤において用いるのに好適な他の洗浄剤としては、
ＵＳ２０１２／０１０２８２６、ＵＳ２０１２／００１０１１２、ＷＯ２０１１／１４９
７９９、ＷＯ２０１１／１１０８６０、ＷＯ２０１１／０９５８１９、及びＷＯ２００６
／１３５８８１において開示されているもののような第４級アンモニウム塩が挙げられる
。
【００９８】
　ディーゼル燃料添加剤混合物には、洗浄剤に加えて他の成分を含ませることができる。
例は、潤滑性向上剤；防曇剤、例えばアルコキシル化フェノールホルムアルデヒドポリマ
ー；消泡剤（例えばポリエーテル変性ポリシロキサン）；着火改善剤（セタン価向上剤）
（例えば、２－エチルヘキシルニトレート（ＥＨＮ）、シクロヘキシルニトレート、ジ－
ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシド、ＷＯ９６／０３３９７及びＷＯ９９／３２５８４におい
て開示されているペルオキシド化合物、及びＵＳ－Ａ－４２０８１９０の２欄２７行～３
欄２１行に開示されている着火改善剤）；防錆剤（例えば、テトラプロペニルコハク酸の
プロパン－１，２－ジオールセミエステル、或いはそのα－炭素原子の少なくとも１つの
上に２０～５００個の炭素原子を含む非置換又は置換脂肪族炭化水素基を有するコハク酸
誘導体の多価アルコールエステル、例えばポリイソブチレン－置換コハク酸のペンタエリ
トリトールジエステル）；腐食抑制剤；消臭剤；耐摩耗添加剤：酸化防止剤（例えば、２
，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノールのようなフェノール類、又はＮ，Ｎ’－ジ－ｓｅ
ｃ－ブチル－ｐ－フェニレンジアミンのようなフェニレンジアミン類）；金属不活性化剤
；燃焼改善剤；静電気放散剤：低温流動向上剤；及び、ワックス沈降防止剤；である。
【００９９】
　ディーゼル燃料添加剤混合物には、特にディーゼル燃料組成物が低い（例えば５００ｐ
ｐｍｗ以下の）イオウ含量を有する場合に潤滑性向上剤を含ませることができる。添加処
理したディーゼル燃料組成物においては、潤滑性向上剤は、好都合には、１０００ｐｐｍ
ｗ未満、好ましくは５０～１０００ｐｐｍｗの間、より好ましくは７０～１０００ｐｐｍ
ｗの間の濃度で存在する。好適な商業的に入手できる潤滑性向上剤としては、エステル及
び酸ベースの添加剤が挙げられる。他の潤滑性向上剤は、特許文献において、特に低イオ
ウ含量のディーゼル燃料におけるそれらの使用に関しては、例えば
　・Danping Wei及びH.A. Spikesによる論文："The Lubricity of Diesel Fuels", Wear,
 III (1986) 217-235；
　・ＷＯ－Ａ－９５／３３８０５：低イオウ燃料の潤滑性を向上させるための低温流動性
改良剤；
　・ＵＳ－Ａ－５４９０８６４：低イオウディーゼル燃料用の耐摩耗潤滑添加剤としての
特定のジチオリン酸ジエステルジアルコール；及び
　・ＷＯ－Ａ－９８／０１５１６：特に低イオウディーゼル燃料において耐摩耗潤滑効果
を与えるための、少なくとも１つのカルボキシル基がそれらの芳香核に結合している特定
のアルキル芳香族化合物；
に記載されている。
【０１００】
　また、ディーゼル燃料組成物は、消泡剤を、より好ましくは防錆剤及び／又は腐食抑制
剤及び／又は潤滑性向上添加剤と組み合わせて含むことが好ましい可能性もある。
　他に示さない限りにおいて、添加処理したディーゼル燃料組成物中のそれぞれのかかる
随意的な添加剤成分の（活性物質）濃度は、好ましくは１００００ｐｐｍｗ以下、より好
ましくは０．１～１０００ｐｐｍｗ、有利には０．１～３００ｐｐｍｗ、例えば０．１～
１５０ｐｐｍｗの範囲である。
【０１０１】
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　ディーゼル燃料組成物中における任意の防曇剤の（活性物質）濃度は、好ましくは０．
１～２０ｐｐｍｗ、より好ましくは１～１５ｐｐｍｗ、更により好ましくは１～１０ｐｐ
ｍｗ、特に１～５ｐｐｍｗの範囲である。存在する任意の着火改善剤（例えば２－ＥＨＮ
）の（活性物質）濃度は、好ましくは２６００ｐｐｍｗ以下、より好ましくは２０００ｐ
ｐｍｗ以下、更により好ましくは３００～１５００ｐｐｍｗである。ディーゼル燃料組成
物中における任意の洗浄剤の（活性物質）濃度は、好ましくは５～１５００ｐｐｍｗ、よ
り好ましくは１０～７５０ｐｐｍｗ、最も好ましくは２０～５００ｐｐｍｗの範囲である
。
【０１０２】
　例えばディーゼル燃料組成物の場合には、燃料添加剤混合物は、通常は洗浄剤を、場合
によっては上記に記載した他の成分、並びに、鉱油、Shell companiesによって"SHELLSOL
"の商標で販売されているもののような溶媒、エステル、及び特にアルコール、例えばヘ
キサノール、２－エチルヘキサノール、デカノール、イソトリデカノール、並びに、Shel
l Companiesによって「LINEVOL」の商標で販売されているもの、特にＣ７～９第１級アル
コールの混合物であるLINEVOL 79アルコール、又は商業的に入手できるＣ１２～１４アル
コール混合物のようなアルコール混合物のような極性溶媒であってよいディーゼル燃料相
溶性の希釈剤と一緒に含む。
【０１０３】
　ディーゼル燃料組成物中における添加剤の総含量は、好適には０～１００００ｐｐｍｗ
の間、好ましくは５０００ｐｐｍｗより低くてよい。
　上記において、成分の量（濃度、体積％、ｐｐｍｗ、重量％）は、活性物質のもの、即
ち揮発性溶媒／希釈剤材料を除外したものである。
【０１０４】
　液体燃料組成物の製造方法：
　本発明の液体燃料組成物は、必須成分の１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物及び１
種類以上のエステル共添加剤化合物を、好ましくは添加剤性能パッケージと一緒に、内燃
エンジンにおいて用いるのに好適なガソリン又はディーゼル基燃料と混合することによっ
て製造することができる。
【０１０５】
　ガソリン組成物中において１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物を用いることによっ
て、液体基燃料を燃料供給される内燃エンジンと比べて、かかる有機ＵＶフィルター化合
物を含む液体燃料組成物を燃料供給される内燃エンジンの向上した出力、向上した加速性
、及び増加した火炎伝搬速度の点での利益が与えられる。
【０１０６】
　ディーゼル組成物中において１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物を用いることによ
って、増加したセタン価、調整された着火遅れ、及び／又は調整された燃焼期間の点での
利益が与えられる。
【０１０７】
　１種類以上のエステル共添加剤を加えることにより、添加剤ブレンド及び／又は液体燃
料組成物中における有機ＵＶフィルター化合物の溶解度を向上させることによって、本発
明の添加剤ブレンド及び液体燃料組成物の安定性が向上することが見出された。
【実施例】
【０１０８】
　本発明は以下の実施例から更に理解される。他に示さない限りにおいて、実施例におい
て開示される全ての量及び濃度は、完全配合燃料組成物の重量を基準とするものである。
　実施例１～１６：
　本発明の組成物の向上した安定性を示すために、複数の添加剤ブレンドを調製した。
【０１０９】
　本実施例において用いた有機ＵＶフィルター化合物は、エチルヘキシルジメチルＰＡＢ
Ａ（ＥＨＤＰＡＢＡ）（DSMからEscalol 507／Padimate Oの商品名で商業的に入手できる
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であった。
【０１１０】
　本実施例において用いたエステル共添加剤化合物は、Ｃ１２～Ｃ１５アルキルエチルヘ
キサノエート（InnospecからActivemol EH-25の商品名で商業的に入手できる）、ビス（
２－エチルヘキシル）マレエート（InnospecからActivemol DOM-Rの商品名で商業的に入
手できる）、ジプロピレングリコールジベンゾエート（InnospecからFinsolv PG-22の商
品名で商業的に入手できる）、及び２－エチル－１－ヘキサノールベンゾエート（Innosp
ecからFinsolve EBの商品名で商業的に入手できる）であった。
【０１１１】
　実施例９～１６において用いた溶媒は、エチルヘキサノール及びShell Chemicalsから
商業的に入手できるShellsol A150であった。
　ＵＶフィルター化合物（ＥＨＤＰＡＢＡ又はＯＣ）を含む有機ＵＶフィルター、エステ
ル共添加剤化合物、及び性能添加剤パッケージのそれぞれに関して添加剤ブレンドを形成
した。それぞれの添加剤ブレンドに関して、性能添加剤パッケージは同じであり、ガソリ
ン燃料組成物において用いるのに好適な洗浄剤添加剤パッケージであった。
【０１１２】
　低い温度におけるブレンドの安定性をチェックするために、ブレンドを－２０℃におい
て６週間貯蔵した。分析は視認検査であり、６週間の試験期間の後において混合物がどの
程度明澄又は曇っていたか、及び存在する分離又は沈澱を記録した。
【０１１３】
　実施例１～８
　実施例１～８は、全て有機ＵＶフィルター化合物としてＥＨＤＰＡＢＡを含んでいた。
ＥＨＤＰＡＢＡは、性能添加剤パッケージ中で試験したすべての有機ＵＶフィルターのう
ち最も安定なものの１つであった。これは、周囲温度で５０％ｖ／ｖ（５０％のＥＨＤＰ
ＡＢＡ、及び５０％の性能添加剤パッケージ）において僅かな曇りしか与えず、－２０℃
において４週間後に若干の分離を示した。したがって、本実施例においては、同等のレベ
ルのＥＨＤＰＡＢＡ及び性能添加剤パッケージが存在するか、或いはより高いレベルのＥ
ＨＤＰＡＢＡ（１：１及び３：４の性能添加剤パッケージ：ＥＨＤＰＡＢＡの比）が存在
するようにＥＨＤＰＡＢＡをブレンドした。より高いレベルのＥＨＤＰＡＢＡとのブレン
ドにおいては、より多い量の共添加剤も用いた。
【０１１４】
　全てのブレンドは６週間の実験の経過時間の間、明澄のままであった。
【０１１５】
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【表１】

【０１１６】
　実施例９～１６：
　実施例９～１６は、全て有機ＵＶフィルター化合物としてオクトクリレン（ＯＣ）を含
んでいた。ＯＣは、１０％及び２０％の処理率（９：１及び４：１の添加剤パッケージ：
ＯＣの比）において性能添加剤パッケージ中に可溶であり、僅かに曇った黄色の溶液を与



(22) JP 6490693 B2 2019.3.27

10

えた。いずれも周囲温度において安定のままであったが、－２０℃においては、これらは
それぞれ５日後に分離を示した。
【０１１７】
　実施例９～１６に関しては、２：１～１１：６の性能添加剤パッケージ：２：１又は１
１：６のＯＣの比を選択し、１１：６のブレンドはブレンド中により高いレベルのエステ
ル共添加剤化合物を有しており、全てのブレンドは少量の更なる溶媒を有していた。
【０１１８】
　全てのブレンドは、－２０℃において６週間の実験の経過時間の間、明澄のままであっ
た。
【０１１９】
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【表２】

【０１２０】
　結論：
　実施例１～１６は、エステル共添加剤を加えることによって、特に－２０℃のような低
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い温度における１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物を含む添加剤ブレンドにおける安
定性の向上を与えることができることを示す。
　出願時の特許請求の範囲の内容を下記に記載する。
　［１］
　（ａ）内燃エンジンにおいて用いるのに好適な基燃料；
　（ｂ）液体燃料組成物の重量基準で１０ｐｐｍｗ～２重量％の範囲の、１種類以上の有
機ＵＶフィルター化合物；及び
　（ｃ）液体燃料組成物の重量基準で０．００１重量％～０．５重量％の範囲の、グリコ
ールと安息香酸のエステル、モノアルコールと安息香酸のエステル、ポリアルコールと安
息香酸のエステル、Ｃ４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノカルボン酸とＣ４～Ｃ１８分岐又は直
鎖モノアルコールの反応によって製造されるモノアルコールとモノカルボン酸のエステル
、及びＣ４～Ｃ１２分岐又は直鎖ジカルボン酸とＣ３～Ｃ１８分岐又は直鎖モノアルコー
ルの反応によって製造されるモノアルコールとジカルボン酸のエステルから選択される１
種類以上のエステル共添加剤化合物；
を含む液体燃料組成物。
　［２］
　グリコールと安息香酸のエステルが、安息香酸と、モノエチレングリコール、ジエチレ
ングリコール、トリエチレングリコール、モノプロピレングリコール、ジプロピレングリ
コール、及びこれらの混合物から選択されるグリコールの反応によって製造される、前記
１に記載の液体燃料組成物。
　［３］
　モノアルコールと安息香酸のエステルが、安息香酸と、Ｃ３～Ｃ１６分岐鎖モノアルコ
ール又はＣ２～Ｃ１６直鎖モノアルコールの反応から製造される、前記１に記載の液体燃
料組成物。
　［４］
　ポリアルコールと安息香酸のエステルが、安息香酸と、グリセロール、ＴＭＰアルコー
ル、ペンタエリトリトール、及びこれらの混合物から選択されるポリアルコールの反応か
ら製造される、前記１に記載の液体燃料組成物。
　［５］
　Ｃ４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノカルボン酸が２－エチルヘキサン酸であり、Ｃ４～Ｃ１

２分岐又は直鎖ジカルボン酸がマレイン酸である、前記１に記載の液体燃料組成物。
　［６］
　１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物が、（ｉ）アルキルβ，β－ジフェニルアクリ
レート、及び／又はα－シアノ－β，β－ジフェニルアクリレート誘導体；（ｉｉ）サリ
チル酸誘導体；（ｉｉｉ）桂皮酸誘導体；（ｉｖ）ジベンゾイルメタン誘導体；（ｖ）カ
ンファー誘導体；（ｖｉ）ベンゾフェノン誘導体；（ｖｉｉ）ｐ－アミノ安息香酸誘導体
；（ｖｉｉｉ）フェナルキルベンゾエート誘導体；及び（ｉｘ）イミダゾール類、トリア
ジン類、トリアゾン類、及びトリアゾール類から選択される窒素含有複素環式誘導体；並
びにこれらの混合物から選択される、前記１～５のいずれかに記載の液体燃料組成物。
　［７］
　１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物と１種類以上のエステル共添加剤化合物との重
量比が９０：１０～１０：９０の範囲である、前記１～６のいずれかに記載の液体燃料組
成物。
　［８］
　基燃料がガソリン基燃料又はディーゼル基燃料から選択される、前記１～７のいずれか
に記載の液体燃料組成物。
　［９］
　（ｉ）１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物；（ｉｉ）グリコールと安息香酸のエス
テル、モノアルコールと安息香酸のエステル、ポリアルコールと安息香酸のエステル、Ｃ

４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノカルボン酸とＣ４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノアルコールの反
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応によって製造されるモノアルコールとモノカルボン酸のエステル、及びＣ４～Ｃ１２分
岐又は直鎖ジカルボン酸とＣ３～Ｃ１８分岐又は直鎖モノアルコールの反応によって製造
されるモノアルコールとジカルボン酸のエステル、並びにこれらの混合物から選択される
１種類以上のエステル共添加剤化合物；並びに１種類以上の洗浄剤；を含む、液体燃料組
成物中において用いるのに好適な添加剤ブレンド。
　［１０］
　セタン価向上剤、腐食抑制剤、及びこれらの混合物から選択される１種類以上の添加剤
化合物を更に含む、前記９に記載の添加剤ブレンド。
　［１１］
　１種類以上の溶媒を更に含む、前記９又は１０に記載の添加剤ブレンド。
　［１２］
　（ａ）内燃エンジンにおいて用いるのに好適な基燃料；
　（ｂ）前記９～１１のいずれかに記載の添加剤ブレンド；
を含む液体燃料組成物。
　［１３］
　１種類以上の有機ＵＶフィルター化合物の特に５℃以下の温度での液体燃料組成物中に
おける溶解度を増加させるための、グリコールと安息香酸のエステル、モノアルコールと
安息香酸のエステル、ポリアルコールと安息香酸のエステル、Ｃ４～Ｃ１８分岐又は直鎖
モノカルボン酸とＣ４～Ｃ１８分岐又は直鎖モノアルコールの反応によって製造されるモ
ノアルコールとモノカルボン酸のエステル、及びＣ４～Ｃ１２分岐又は直鎖ジカルボン酸
とＣ３～Ｃ１８分岐又は直鎖モノアルコールの反応によって製造されるモノアルコールと
ジカルボン酸のエステルから選択される１種類以上のエステル共添加剤化合物の使用。
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