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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
下記（１）及び（２）を含む変速機液組成物：
（１）大部分を占める変速機液；及び
（２）摩擦耐久性を改良するのに有効な量の、下記（ａ）〜（ｃ）を含む添加剤の組み合
わせ：
（ａ）抗酸化剤；
（ｂ）構造（Ｉ）、（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）、及びそれらの混合物からなる群から選択さ
れるポテンシィが低い摩擦改質剤、ここで、（Ｉ）、（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）は、
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［式中、Ｒ1 は、Ｃ6 〜Ｃ3 0 の異性化されたアルケニル基であって、
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10
で表されるものであるか、又はそれが完全に飽和されたそのアルキル類縁体であり、Ｒ2
は、アルキル基、アリール基、又はヘテロ原子を含有するそれらの誘導体であり、且つ

（式中、Ｒ3 及びＲ4 は、独立に、アルキル基、アリール基又はヘテロ原子を含有するそれ
らの誘導体である）で表される］
で表される；及び
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（ｃ）油溶性リン含有化合物。
【請求項２】
変速機液が、潤滑油として、鉱油、ポリ−α−オレフィン、又はそれらの混合物を含む、
請求項１の組成物。
【請求項３】
抗酸化剤が、アリールアミン、フェノール、ジアルキルチオリン酸の亜鉛塩、又はそれら
の混合物である、請求項１又は２の組成物。
【請求項４】
油溶性リン含有化合物が、亜リン酸塩、チオ亜リン酸塩、リン酸塩、チオリン酸塩、アミ
ン・ホスフェート、無機リン又はそのチオ類縁体で処理されたアミン、又はそれらの混合
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物である、請求項１−３のいずれかの組成物。
【請求項５】
ｘとｙの合計が１３又は１５である、請求項１−４のいずれかの組成物。
【請求項６】
組成物が自動式変速機液組成物である、請求項１−５のいずれかの組成物。
【請求項７】
摩擦改質剤が、下記構造（ＶＩＩＩ）及び（ＩＸ）、及びそれらの混合物からなる群から
選択され、ここで、構造（ＶＩＩＩ）及び（ＩＸ）は、
40

（式中、
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Ｒは、独立に、水素、Ｃ1 〜Ｃ2 5 の直鎖状又は分岐鎖状のアルキル基、Ｃ1 〜Ｃ1 2 のアルコ
キシ基、及びＣ2 〜Ｃ6 のアルケニル基からなる群から選択され、
Ｒ1 は、前記定義の通りであり、
Ｒ7 は、Ｃ1 〜Ｃ1 2 のアルキレン基、Ｃ6 〜Ｃ2 0 のアリーレン基、及びそれらのヘテロ原子
含有誘導体からなる群から選択され、
ａは、１〜６の整数であり、且つ
ｂは、０又は１〜１０の整数である）
で表される、請求項１の組成物。
【請求項８】
Ｒがアルケニル基であり、Ｒ1 中のｘ＋ｙが１３であり、ａが２であり、且つｂが３であ
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る、請求項７の組成物。
【請求項９】
大部分を占める、請求項１の添加剤の組み合わせと他の所望の潤滑油用添加剤、及び少量
の潤滑油を含む、添加剤濃厚物。
【請求項１０】
変速機液の摩擦耐久性を改良する方法であって、変速機液に、摩擦耐久性を改良するのに
有効な量の請求項９の添加剤濃厚物を加えることによる方法。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
本発明は、潤滑油、詳しくは自動式変速機液（オートマチック・トランスミッション・フ
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ルイド、ＡＴＦ）等の変速機液の摩擦耐久性を改良する組成物及び方法、及び、より詳し
くは、高速での自動式変速機のクラッチのかみ合いの際に、ＡＴＦによって示される摩擦
特性に関する。
自動車製造者の一般的な目標は、より耐久性があり、耐用年数の間、より信頼性高く機能
する自動車を製造することである。耐久性及び信頼性の高さの一側面は、耐用年数の間、
最小限度の修理のみを必要とする自動車を製造することである、第二の側面は、この「寿
命」の間、ずっと機能する自動車を所有することである。自動式変速機の場合、自動車の
寿命の間、変速機が故障するべきではないだけではなく、この間、シフト特性が知覚され
るような変化をすべきでもない。自動式変速機のシフト特性は、主にＡＴＦの摩擦特性に
依存するので、自動式変速機液は、時間の経過、従ってマイル数に対して、非常に安定な
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摩擦性能を有している必要がある。ＡＴＦ性能のこの側面は、摩擦耐久性として知られて
いる。現在、多くの自動車製造者は、「自動車の寿命の間ずっと使用できる」自動式変速
機液の方向の進んでおり、もはや１５，０００〜５０，０００マイル間隔でしか自動式変
速機液が取り替えられないであろうから、この傾向は、ＡＴＦの摩擦安定性の必要性をさ
らに高めている。
ＡＴＦの摩擦耐久性を測定するための一般的な方法は、ＳＡＥ＃２摩擦試験装置を使用す
ることによる方法である。この装置は、制御装置としてクラッチを使用し、それにより、
所定量のエネルギーを吸収することにより、クラッチの高速でのかみ合いを模擬的に実験
する。当該装置のエネルギーは、実際の自動車での使用において、シフト（ギヤの変更）
が一回完了するまでにクラッチによって吸収されるエネルギーと、等価となるように選ば
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れる。その機械は、試験クラッチ及び試験液に所望量のエネルギーを提供するために、特
定のかみ合い速度、通常は３６００ｒｐｍと、ある算出された慣性とを使用する。クラッ
チは、評価される変速機液によって円滑に動くようにされており、且つ、そのシステムの
各々の減速（即ち、ブレーキをかけること）が、一周期と呼称される。摩擦耐久性を評価
するために、多数回の周期（サイクル）が、連続して運転される。本来の装置製造業者（
ＯＥＭ）による摩擦耐久性のますますの強調が、十分な摩擦耐久性を示すために必要とさ
れる周期の総数を、１９８０年代の数百回から、いくつかの推奨される仕様では３０，０
００回超まで増加させる状況を引き起こしている。
改良された摩擦耐久性を評価する、二つの方法がある。一つは、ある摩擦特性を、より長
い期間（周期）にわたって維持しようとするものである。第二の方法は、各摩擦パラメー
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ターを、同じ周期数にわたって殆ど変化させないというものである。何れの方法も、自動
車のシフト特性が、より長いマイル数にわたって変化しないであろうということの証拠を
提供する。
従来において、摩擦耐久性を改良する二つの方法がある。一つの方法は、流体（変速機液
）中の摩擦改質剤の量を増加させるというものである。これは、摩擦耐久性の改良に所望
の効果を有する。しかし、摩擦改質剤の量の増加は、流体の摩擦係数、特に静摩擦係数、
を望ましくない水準まで低下させるという、望ましくない効果を有する。第二の方法は、
酸化による極性生成物は、摩擦面で摩擦改質剤と競合するので、流体の耐酸化性を改良し
ようというものである。流体の酸化の低減は、困難な摩擦の長期間の制御を改良する。
本発明者等がこれまでに見出したのは、抗酸化剤、油溶性リン化合物、及び特定のポテン
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シィが低い摩擦改質剤の組み合せが、ＡＴＦに顕著な摩擦耐久性を与えることができると
いうことである。これらのポテンシィが低い摩擦改質剤は、流体中において、摩擦改質剤
が一旦飽和濃度に達っしたら、濃度が上昇しても、測定される摩擦レベルの更なる低減は
生じないという事実によって特徴付けられる。流体は、非常に高濃度のこれらのポテンシ
ィが低い摩擦改質剤で処理されることができ、且つ、なお十分な摩擦レベルを示す。せん
断又は酸化を通じて、ポテンシィが低い摩擦改質剤分子が消費される時に、常に、それら
に替わり得る十二分な濃度が存在することが信じられる。ポテンシィが低い摩擦改質剤が
作用するためには、酸化による極性の非常に高い生成物の形成は、最少化されなければな
らないから、抗酸化剤もまた、本発明の重大な側面を占めている。油溶性リン含有化合物
もまた、摩耗からシステムを保護するために存在しなければならない。
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発明の概要
本発明は、下記（１）及び（２）を含む潤滑油組成物、及び潤滑油の摩擦耐久性を改良す
る方法に関する：
（１）大部分を占める潤滑油；及び
（２）摩擦耐久性を改良するのに有効な量の、下記（ａ）〜（ｃ）を含む添加剤の組み合
わせ：
（ａ）抗酸化剤；
（ｂ）構造（Ｉ）、（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）、及びそれらの混合物からなる群から選択さ
れるポテンシィが低い摩擦改質剤、ここで、（Ｉ）、（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）は、
30

［式中、
Ｒ1 は、Ｃ6 〜Ｃ3 0 の異性化されたアルケニル基であって、
40
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で表されるものであるか、又はそれが完全に飽和されたそのアルキル類縁体であり、
Ｒ2 は、アルキル基、アリール基、又はヘテロ原子を含有するそれらの誘導体であり、且
つ

（式中、Ｒ3 及びＲ4 は、独立に、アルキル基、アリール基又はヘテロ原子を含有するそれ
らの誘導体である）で表される］

10

で表される；及び
（ｃ）油溶性リン含有化合物。
発明の詳細な説明
本発明は、摩擦係数を低下させる必要性なく、潤滑油の摩擦耐久性を改良する方法を記載
する。本発明は、異性化されたアルケニル基又はそれが完全に飽和されたアルキル類縁体
を有するポテンシィが低い摩擦改質剤、抗酸化剤、及び油溶性のリン源を含む。添加剤の
この組み合わせは、特有の方法で、ＡＴＦに優れた摩擦耐久性を提供する。
本発明の利点は、種々様々な潤滑油（例えば、クランクケース・エンジン・オイル等）に
適用できることであると予測されるが、特に利益がある組成物は、変速機液、中でも自動
式変速機液である。本発明の範囲に包含される変速機液であって、他の種類のものの例は
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、歯車油類、油圧作動油類、高荷重油圧作動油類、工業用油、パワー・ステアリング液類
、ポンプ油類、トラクター液類、汎用トラクター液類等である。これらの変速機液では、
様々な性能の添加剤類を用いて、且つ、様々な基油中において、処方を組むことが出来る
。
ポテンシィが低い（力が弱い）摩擦改質剤
本発明の摩擦改質剤は、異性化されたアルケニル基又はそれが完全に飽和されたアルキル
類縁体で置換されているコハク酸無水物から製造されるものである。異性化アルケニルコ
ハク酸無水物の調製方法は、よく知られており、それは、例えば米国特許第３，３８２，
１７２号に記載されている。一般には、これらの物質は、α−オレフィンを酸触媒と共に
加熱し、それによって二重結合を内部の位置に移動させることにより調製される。このオ
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レフィン類（２−エン類、３−エン類等）の混合物は、その後、マレイン酸無水物と熱反
応させられる。一般的には、Ｃ6 （１−ヘキセン）からＣ3 0 （１−トリコサン）のオレフ
ィン類が使用される。構造（Ｉ）の適切な異性化アルケニルコハク酸無水物は、イソデシ
ルコハク酸無水物（ｘ＋ｙ＝５）、イソドデシルコハク酸無水物（ｘ＋ｙ＝７）、イソテ
トラデシルコハク酸無水物（ｘ＋ｙ＝９）、イソヘキサデシルコハク酸無水物（ｘ＋ｙ＝
１１）、イソオクタデシルコハク酸無水物（ｘ＋ｙ＝１３）、及びイソエイコシルデシル
コハク酸無水物（ｘ＋ｙ＝１５）を包含する。好ましい物質は、イソヘキサデシルコハク
酸無水物とイソオクタデシルコハク酸無水物である。
このプロセスによって製造される物質は、そのアルキル鎖中に、二重結合一つ（アルケニ
ル基）を含む。アルケニル置換コハク酸無水物は、水素化により、容易にそれらが飽和さ
れたアルキル類縁体に転化され得る。
異性化アルケニル又は飽和アルキルコハク酸無水物は、構造（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）で示
される種類の摩擦改質剤を生じるよう、一級アミン類、二級アミン類、又はアルコール類
と反応させられ得る。
構造（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）の摩擦改質剤を製造するのに有用な、適切な一級及び二級ア
ミンは、下記構造（ＩＶ）で示される：
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式中、
Ｒ5 及びＲ6 は、独立に、アルキル、アリール、それらのヘテロ原子含有誘導体、又はＨで
あるが、Ｒ5 とＲ6 が共にＨであることはない。
好ましいアミンは、ｎ−ヘキシルアミン、ジ−ｎ−ヘキシルアミン、ジメチルアミン、ｎ
−ブチルアミン、ジエタノールアミン及びジメチルアミノプロピルアミンである。
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特に有用な種類のアミンは、ポリアミン類である。適切なポリアミンは、一般式（Ｖ）の
飽和アミン類であり、ここで、（Ｖ）は、次の通りである：

式中、Ｒ、Ｒ′及びＲ″は、独立に、水素、Ｃ1 〜Ｃ2 5 の直鎖状又は分岐鎖状のアルキル
基、Ｃ1 〜Ｃ1 2 のアルコキシ基及びＣ2 〜Ｃ6 のアルキレン基からなる群から選択され、ａ
は、１〜６、好ましくは２〜４の整数であり、且つ、ｂは、０〜１０、好ましくは１〜４
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の整数である。適切なポリアミン化合物の非限定例は、１，６−ジアミノヘキサン、ジエ
チレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン、及びペンタエ
チレンヘキサミンを包含する。一分子あたり５〜７個の窒素原子を有するポリアミン類の
低価格の混合物は、ダウ・ケミカル社から、ポリアミンＨ、ポリアミン４００及びポリア
ミンＥ−３００として入手可能である。
ポリオキシアルキレンアミンもまた、本発明において有用であり、それは、構造（ＶＩ）
として示される．ここで、（ＶＩ）は、次の通りである：
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式中、ｃは１〜１０の整数である。ポリアミンは、約１００〜５００の分子量を有する。
好ましいポリオキシアルキレンポリアミンは、ポリオキシエチレン及びポリオキシプロピ
レンジアミン類、及びポリオキシプロピレントリアミン類を包含する。市販のポリオキシ
アルキレンアミンは、ジェファーソン・ケミカル社から入手可能であり、且つ、「ジェフ
ァミンＤ−２３０、Ｄ−４００、Ｄ−１０００、Ｔ−４３０」等の商標名で販売されてい
る。
本発明に有用なアルコールは、アルキレンジオール類である。本発明のジオールは、下記
構造（ＶＩＩ）によって表され得る：
ＨＯ−Ｒ7 −ＯＨ

（ＶＩＩ）

式中、Ｒ7 は、Ｃ1 〜Ｃ1 2 のアルキル基、Ｃ1 〜Ｃ1 2 のアルキレン基、又はＣ6 〜Ｃ2 0 のアリ
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ール基である。Ｒ7 は、直鎖状でも分岐鎖状でもよく、ヘテロ原子（Ｎ、Ｓ、又はＯ）を
含んでいてもよく、且つ、芳香族置換基を含んでいてもよい。本発明の好ましいジオール
は、１，４−ブタンジオール、１，５−ヘキサンジオール、チオジグリコール、ジチオジ
グリコール、ジエタノールアミン、及び１，２−プロパンジオールである。
本発明の摩擦改質剤は、普通は、異性化アルケニルコハク酸無水物（又はその飽和アルキ
ル類縁体）を、アミン又はアルコールと共に加熱し、且つ、生成する水を除去することに
よって調製される。しかしながら、他の製造法が知られており、且つ使用され得る。アミ
ン又はアルコールのコハク酸無水物群に対する比率は、普通は１：１である。その分子の
両末端がアミンで停止されているジアミン類又はポリアミン類、又は同様に二つのＯＨ基
で停止されているポリオールの場合は、当該分子（アミン類又はアルコール類）の両末端
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をアルキルコハク酸無水物と反応させ、構造（ＶＩＩＩ）及び（ＩＸ）の物質とするのが
望ましいかもしれない。ここで、（ＶＩＩＩ）及び（ＩＸ）は、次の通りである：
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式中、Ｒ、Ｒ1 、Ｒ7 、ａ、及びｂは、前記定義の通りである。
異性化アルケニル又は飽和アルキルコハク酸無水物と、ポリアミン［即ち、構造（ＶＩＩ
Ｉ）］との生成物の場合は、当該生成物は、多くの公知の後処理プロセス（例えば、米国
特許第３，２５４，０２５号、同第３，５０２，６７７号、同第４，６８６，０５４号、
および同第４，８５７，２１４号を参照のこと）のいずれかにより、更に、ホウ素、リン
、及び／又はマレイン酸無水物を用いて後反応され得る。
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本発明の好ましい摩擦改質剤は、異性化アルケニルコハク酸無水物を、アミン（Ｖ）、ポ
リアミン（ＶＩ）、又はポリオキシアルキレンアミン（ＶＩ）と反応させることによって
調製されるものである。本発明の最も好ましい生成物は、異性化アルケニルコハク酸無水
物とポリアミンとの反応で製造されるものである。
本発明の摩擦改質剤の処理割合は、潤滑組成物中、約０．１〜約１０、好ましくは０．５
〜７、最も好ましくは１．０〜５．０重量％である。
本発明の典型的な摩擦改質剤物質の製造例を、以下に示す。これらの例は、実例として表
され、且つ、本発明は、当該実施例中に示された特定の詳細に限定されない。
代表的な実施例
実施例Ａ

−

機械式攪拌機、窒素スィープ（掃去装置）、ディーン・スターク・トラッ

30

プ及び冷却器を取り付けた１リットルの丸底フラスコに、３５２ｇ（１．００モル）のイ
ソオクタデセニルコハク酸無水物（ＯＤＳＡ、ディキシー・ケミカル社より）を入れた。
ゆっくりとした窒素掃去を開始し、攪拌機を作動させ、且つ、当該物質を１３０℃まで加
熱した。その直後、８７ｇ（０．４６モル）の市販のテトラエチレンペンタミンを、ディ
ップ（ちょっと浸した）チューブを通して、攪拌されている熱いイソオクタデセニルコハ
ク酸無水物にゆっくりと添加した。混合物の温度を、１５０℃まで上昇させ、その温度を
２時間保持した。この加熱の間に、ディーン・スターク・トラップに、水８ｍｌ（理論値
の５０％未満）が集まった。フラスコを冷却したところ、生成物が生じていた。収率：４
２７ｇ。窒素百分率：７．２。
実施例Ｂ

−

次の量を使用したことを除き、実施例Ａにおけると同様の手順で行った：

40

イソオクタデセニルコハク酸無水物は４５８ｇ（１．３モル）で、ジエチレントリアミン
が６１．５ｇ（０．６モル）。回収された水は、１１ｍｌであった。収率：５０５ｇ。窒
素百分率：４．９７。
実施例Ｃ

−

次の量を使用したことを除き、実施例Ａにおけると同様の手順で行った：

イソヘキサデセニルコハク酸無水物（ＡＳＡ−１００、ディキシー・ケミカル社より）は
３２４ｇ（１．０モル）で、テトラエチレンペンタミンが８７ｇ（０．４６モル）。回収
された水は、９ｍｌであった。収率：３９８ｇ。窒素百分率：８．１。
実施例Ｄ

−

次の量を使用したことを除き、実施例Ａにおけると同様の手順で行った：

イソオクタデセニルコハク酸無水物は３５２ｇ（１．０モル）で、ジメチルアミノプロピ
ルアミンが１０２ｇ（１．０モル）。回収された水は、１５ｍｌであった。収率：４２９
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ｇ。窒素百分率：６．４。
実施例Ｅ

−

熱いイソオクタデセニルコハク酸無水物３５２ｇ（１．０モル）に、チオ

ビスエタノール６１ｇ（０．５モル）を滴下したことを除き、実施例Ａにおけると同様の
手順を行った。回収された水は、１４ｍｌであった。収率：３９２ｇ。硫黄百分率：４．
０。
抗酸化剤
本発明の抗酸化剤には、（１）アリールアミン類及びフェノール類等の無灰分抗酸化剤と
、（２）ジチオリン酸ジアルキルエステル亜鉛塩類等の金属含有抗酸化剤の二つの種類が
ある。
本発明で有用な無灰分抗酸化剤は、アリールアミン類又はフェノール類である。アミン型

10

の抗酸化剤は、フェニル−α−ナフチルアミン、ジフェニルアミン、フェノチアジン、ｐ
−フェニレンジアミン、及びアルキル化ジフェニルアミン類（例えば、ｐ，ｐ′−ビス（
アルキルフェニル）アミン類であって、そのアルキル基が、それぞれ８〜１２個の炭素原
子を含むもの；そのような物質は、ナウガルブ（Ｎａｕｇａｌｕｂｕ、登録商標）４３８
Ｌである）を包含する。フェノール性抗酸化剤は、立体的に障害されたフェノール類（例
えば、２，６−ジ−ｔ−ブチルフェノール、４ーメチルー２，６−ジ−ｔ−ブチルフェノ
ール）、及びビスフェノール類（４，４′−メチレンビス（２，６−ジ−ｔ−ブチルフェ
ノール）；そのような物質は、エチル（Ｅｔｈｙｌ、登録商標）７０２である）を包含す
る。他の種類のフェノール性抗酸化剤は、４−置換−２，６−ジ−ｔ−ブチルフェノール
類であり、これらは、３，５−ジ−ｔ−ブチル−４−ヒドロキシヒドロ桂皮酸のＣ7 〜Ｃ9

20

エステル等の物質を包含するであろう。（そのような物質は、イルガノックス（Ｉｒｇａ
ｎｏｘ、登録商標）Ｌ−１３５である。）
本発明で有用な金属含有抗酸化剤は、ジチオリン酸ジエステル亜鉛塩（ＺＤＤＰ）類であ
る 。 こ れ ら の 抗 酸 化 剤 は 、 ア ル コ ー ル と Ｐ 2 S5 と の 反 応 に よ っ て ジ ア ル キ ル チ オ リ ン 酸 を
製造し、それを、その後、酸化亜鉛で処理する／酸化亜鉛と反応させることによって製造
される。ジチオリン酸ジエステル亜鉛塩の製造方法は、よく知られており、且つ、多くの
公開された文献中で議論されている。例えば、オハイオ州クリーブランドのレジウス−ハ
イルズ（Ｌｅｚｉｕｓ−Ｈｉｌｅｓ）社が１９６７年に出版したシー・ブイ・スモルヒー
ア（Ｃ．Ｖ．Ｓｍａｌｈｅｅｒ）及びアール・ケイ・スミス（Ｒ．Ｋ．Ｓｍｉｔｈ）によ
る「潤滑油添加剤」、及びニュージャージー州パーク・リッジのノイエス・データ（Ｎｏ
ｙｅｓ

30

Ｄａｔａ）社が１９７３年に出版したエム・ダブリュー・ラネー（Ｍ．Ｗ．Ｒａ

ｎｎｅｙ）による「潤滑油添加剤」といった本を参照しなさい。そのような物質の例は、
（ジイソオクチルジチオリン酸）亜鉛塩及び（ジ−２−エチルヘキシルジチオリン酸）亜
鉛塩である。
本発明の潤滑油組成物は、上記抗酸化剤の中の一種以上を、単独で又は何らかの組み合わ
せで含有するであろう。抗酸化剤の総濃度は、流体完成品中に、一般的には０．１〜５、
好ましくは０．２〜３．０、最も好ましくは０．２５〜２．０重量％であろう。
潤滑油組成物が、ＺＤＤＰ抗酸化剤と構造（ＶＩＩＩ）の摩擦改質剤とを含有するＡＴＦ
である場合には、ＺＤＤＰ抗酸化剤の濃度は、ＡＴＦ完成品中に、１．０マス％超となる
べきではない。

40

油溶性リン含有化合物
本発明で有用な油溶性リン含有化合物は、広範囲にわたって様々であってよく、化学的な
種類によって限定されない。その限定は、当該物質が油溶性であるということのみである
。適切なリン化合物の例は、亜リン酸塩類及びチオ亜リン酸塩類（モノアルキル、ジアル
キル、トリアルキル及び部分的に加水分解されたそれらの類縁体）；リン酸塩類及びチオ
リン酸塩類；亜リン酸、リン酸又はそれらのチオ類縁体等の無機リンで処理されたアミン
類；ジチオジリン酸エステル亜鉛塩類；アミン・リン酸エステル類である。特に適切なリ
ン化合物の例は、モノ−ｎ−ブチル−水素−酸−亜リン酸（モノ−ｎ−ブチル−ハイドロ
ゲン−アシッド−ホスファイト）；ジ−ｎ−ブチル−水素亜リン酸（ジ−ｎ−ブチル−ハ
イドロゲンホスファイト）；亜リン酸トリフェニル；チオ亜リン酸トリフェニル；リン酸
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トリ−ｎ−ブチル；Ｈ3 ＰＯ3 及びＨ3 ＢＯ3 で後処理された、分子量が９００のポリイソブ
テニルコハク酸無水物（ＰＩＢＳＡ）ポリアミン分散剤（米国特許第４，８５７，２１４
号を見よ）；ジチオリン酸ジ（２−エチルヘキシル）エステル亜鉛塩を包含する。
金属含有抗酸化剤（例えば、ジチオリン酸ジエステル亜鉛塩類）は、本発明に記載されて
いる抗酸化剤と油溶性リン源の両者として作用することができることが、当業者にとって
正しく認識されるであろう。
当該分野で知られている他の添加剤が、潤滑油に添加され得る。これらの添加剤は、分散
剤、耐摩耗剤、腐食防止剤、洗浄剤、極圧添加剤等を包含する。それらは、例えば、シー
・ブイ・スモルヒーア（Ｃ．Ｖ．Ｓｍａｌｈｅｅｒ）及びアール・ケネディ・スミス（Ｒ
．Ｋｅｎｎｅｄｙ．Ｓｍｉｔｈ）による「潤滑油添加剤」の１〜１１頁（１９６７年）及

10

び米国特許第４，１０５，５７１号に、一般的に開示されている。
これらの添加剤のＡＴＦ中における代表的な量は、次のように要約される：

20

適切な分散剤は、ヒドロカルビルコハク酸イミド類、ヒドロカルビルコハク酸アミド類、
ヒドロカルビル置換コハク酸の混合エステル／アミド類、ヒドロカルビル置換コハク酸の
ヒドロキシエステル類、及び、ヒドロカルビル置換フェノール類とホルムアルデヒドとポ
リアミン類とのマンニッヒ縮合生成物類を包含する。そのような分散剤の混合物も、使用
され得る。
好ましい分散剤は、アルケニルコハク酸イミド類である。これらは、種々のアミン類又は

30

アミン誘導体類であって、特許文献中に広く開示されているもの等を用いて作られた、非
環式ヒドロカルビル置換コハク酸イミド類を包含する。リンの無機酸（又はその無水物）
とホウ素化剤とで処理されているアルケニルコハク酸イミド類もまた、それらが、フルオ
ロエラストマー類及びケイ素含有エラストマー類のような物質から製造されたエラストマ
ーのシール類と、非常によく相溶するので、本発明の組成物中で使用するのに相応しい。
ポリイソブテニルコハク酸無水物と、トリエチレンテトラミンまたはテトラエチレンペン
タミン等のアルキレンポリアミンとから作られたポリイソブテニルコハク酸イミド類（そ
のポリイソブテニル置換基は、５００〜５０００（好ましくは８００〜２５００）の範囲
内の数平均分子量を有するポリイソブテンに由来する）は、特に相応しい。分散剤は、当
業者に知られている多くの試薬で後処理され得る。（例えば、米国特許第３，２５４，０

40

２５号、同３，５０２，６７７号及び同４，８５７，２１４号を参照せよ。）
本発明の添加剤の組み合わせは、濃厚物を形成するために、他の所望の潤滑油添加剤と組
み合わされ得る。典型的には、当該濃厚物の活性成分（ａ．ｉ．）量は、濃厚物の、２０
〜９０％、好ましくは２５〜８０％、最も好ましくは３５〜７５重量％の範囲にわたるで
あろう。濃厚物の残りの部分（バランス）は、一般的には潤滑油または溶剤で構成される
稀釈剤である。
本発明で有用な潤滑油は、天然潤滑油に由来するか、合成潤滑油に由来するか、それらの
混合物である。一般的には、天然及び合成潤滑油の両者共に、それぞれ、１００℃におい
2

て約１〜約１００ｍｍ ／ｓ（センチストークス）の範囲内の動粘度を有するであろう。
2

但し、典型的な用途では、各油が、１００℃において約２〜約８ｍｍ ／ｓ（センチスト
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ークス）の範囲内の粘度を有することが要求されるであろう。
天然潤滑油は、動物油類、植物油類（例えば、ヒマシ油及び豚脂油）、石油類、鉱油類、
及び石炭又は頁岩に由来する油類を包含する。好ましい天然潤滑油は、鉱油である。
適切な鉱油は、一般的な鉱油ベースストック類すべてを包含する。これは、その化学構造
がナフテン系又はパラフィン系である油類を包含する。油類は、酸、アルカリ、及びクレ
イ、又は塩化アルミニウム等の他の薬剤を用いる従来の方法で精製されるか、あるいは、
それらは、例えば、フェノール、二酸化硫黄、フルフラール、ジクロロジエチルエーテル
等の溶剤類を用いる溶剤抽出法によって製造される抽出油類であってもよい。それらは、
水素化処理又はハイドロファイニングされていてもよいし、冷却（チルリング）又は触媒
を用いる脱蝋プロセスによって脱蝋されていてもよいし、あるいは水素化分解（ハイドロ

10

クラッキング）されていてもよい。鉱油は、天然の粗原料から製造されてもよいし、ある
いは、異性化された蝋物質又は他の精製プロセスの残留物からなっていてもよい。
2

一般的には、鉱油は、１００℃において、２．０ｍｍ ／ｓ（センチストークス）〜８．
2

０ｍｍ ／ｓ（センチストークス）の動粘度を有するであろう。好ましい鉱油は、１００
2

℃において２〜６ｍｍ ／ｓ（センチストークス）の動粘度を有し、最も好ましいのは、
2

１００℃において３〜５ｍｍ ／ｓ（センチストークス）の粘度を有する鉱油類である。
合成潤滑油は、オリゴマー化された、重合された、及び共重合（インターポリメライズ）
されたオレフィン類［例えば、ポリブチレン類、ポリプロピレン類、プロピレン／イソブ
チレン共重合体（コポリマー）類、塩素化ポリラクテン類、ポリ（１−ヘキセン）類、ポ
リ（１−オクテン）類、ポリ（１−デセン）類等、及びそれらの混合物類］；アルキルベ

20

ンゼン類［例えば、ドデシルベンゼン類、テトラデシルベンゼン類、ジノニルベンゼン類
、ジ（２−エチルヘキシル）ベンゼン等］；ポリフェニル類［例えば、ビフェニル類、タ
ーフェニル類、アルキル化ポリフェニル類等］；及びアルキル化ジフェニルエーテル類、
アルキル化ジフェニルスルフィド類等の炭化水素油類及びハロゲン置換炭化水素油類も、
それらの誘導体類、類縁体類、及び同族体類等をも包含する。この種類の合成油の中で、
好ましい油は、α−オレフィン類のオリゴマー類、特に１−デセンのオリゴマー類である
。
合成潤滑油は、また、アルキレンオキシドの重合体類、共重合体類（インターポリマー類
及びコポリマー類）、及びそれらの誘導体類（末端水酸基が、エステル化、エーテル化等
によって修飾されているもの）も包含する。合成油のこの種類のものとして、酸化エチレ

30

ン又は酸化プロピレンの重合によって調製されたポリオキシアルキレン重合体類；これら
のポリオキシアルキレン重合体類のアルキル及びアリールエーテル類（例えば、平均分子
量が１０００のメチル−ポリイソプロピレングリコールエーテル、分子量が１０００〜１
５００のポリプロピレングリコールのジフェニルエーテル）；及びそれらのモノ−及びポ
リ−カルボン酸エステル類（例えば、テトラエチレングリコールの、酢酸エステル類、混
合Ｃ3 〜Ｃ8 脂肪酸エステル類、及びＣ1 2 オキソ酸ジエステル）が例示される。
他の適切な種類の合成潤滑油は、ジカルボン酸類（例えば、フタル酸、コハク酸、アルキ
ルコハク酸類及びアルケニルコハク酸類、マレイン酸、アゼライン酸、スベリン酸、セバ
シン酸、フマル酸、アジピン酸、リノール酸二量体、マロン酸、アルキルマロン酸類、ア
ルケニルマロン酸類等）と種々のアルコール類（例えば、ブチルアルコール、ヘキシルア

40

ルコール、ドデシルアルコール、２−エチルヘキシルアルコール、エチレングリコール、
ジエチレングリコールモノエーテル類、プロピレングリコール等）とのエステル類を含む
。これらのエステルの具体例は、アジピン酸ジブチル、セバシン酸ジ（２−エチルヘキシ
ル）、フマル酸ジ（ｎ−ヘキシル）、セバシン酸ジオクチル、アゼライン酸ジイソオクチ
ル、アゼライン酸ジイソデシル、フタル酸ジオクチル、フタル酸ジデシル、セバシン酸ジ
エイコシル、リノール酸二量体の２−エチルヘキシルジエステル、及びセバシン酸１モル
をテトラエチレングリコール２モル及び２−エチルヘキサン酸２モルと反応させて形成さ
れた複合エステル等を包含する。この種類の合成油の中で、好ましい種類の油は、Ｃ4 〜
Ｃ1 2 アルコール類のアジピン酸エステル類である。
合成潤滑油として有用なエステル類は、Ｃ5 〜Ｃ1 2 モノカルボン酸類と、ネオペンチルグ
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リコール、トリメチロールプロパンペンタエリトリトール、ジペンタエリトリトール、ト
リペンタエリトリトール等のポリオール類及びポリオールエーテル類から作られたものを
も包含する。
ケイ素を基本とする油（ポリアルキル−、ポリアリール−、ポリアルコキシ−又はポリア
リールオキシ−シロキサン油類及びシリケート油類）は、合成潤滑油の他の有用な種類の
ものを含む。これらの油は、ケイ酸テトラエチル、ケイ酸テトライソプロピル、ケイ酸テ
トラ（２−エチルヘキシル）、ケイ酸テトラ（４−メチル−２−エチルヘキシル）、ケイ
酸テトラ（ｐ−（ｔ−ブチル）フェニル）、ヘキサ（４−メチル−２−ペントキシ）ジシ
ロキサン、ポリ（メチル）シロキサン類、及びポリ（メチルフェニル）シロキサン類等を
包含する。他の合成潤滑油は、リン含有酸類の液状エステル類（例えば、リン酸トリクレ
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ジル、リン酸トリオクチル、及びデシルホスホン酸ジエチルエステル）、テトラヒドロフ
ラン重合体類、ポリ−α−オレフィン類等を包含する。
潤滑油は、精製された油類、再精製された油類、又はそれらの混合物類から誘導され得る
。未精製の油は、天然起源又は合成起源（例えば、石炭、頁岩、又はタール・サンド・ビ
チューメン）から、更に精製又は処理を行うことなく、直接的に得られる。未精製油の例
は、レトルト操作で直接的に得られる頁岩油、蒸留で直接的に得られる石油、又はエステ
ル化プロセスで直接的に得られるエステル油を包含する。それらの各々は、その後、更な
る処理がなされることなく使用される。精製油は、精製油が、一種以上の性質を改良する
ために、一回以上の精製工程で処理されていることを除いて、未精製油と同様である。適
切な精製技術は、蒸留、水素化処理、脱蝋、溶剤抽出、酸又は塩基抽出、濾過、及びパー
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コレーションを包含し、そのすべては、当業者に知られている。再精製油は、使用済みの
油類を、精製油類を得るために使用されるプロセスと同様のプロセスで処理することによ
って得られる。これらの再精製油はまた、再生又は再加工油としても知られており、且つ
、使用済みの添加剤類及び油分解生成物類の除去のための技術により、しばしば更に加工
処理される。
潤滑油が、天然及び合成潤滑油の混合物（即ち、部分的に合成品）である場合、その部分
的に合成油である成分の選択は、広範囲において様々であってよい。しかしながら、特に
有用な組み合わせは、鉱油類と、ポリ−α−オレフィン類（ＰＡＯ）、特に１−デセンの
オリゴマー類、とを含む。
次の実施例が、クレームされた発明の具体的な実例として示される。しかしながら、本発
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明が、当該実施例中に示された特定の詳細に限定されないことが、理解されるべきである
。すべての部及び百分率は、特記しない限り、重量基準である。
実施例
フォード（Ｆｏｒｄ）社のメルコン（ＭＥＲＣＯＮ、登録商標）１５，０００周期摩擦試
験（業務用メルコン自動式変速機液の仕様、１９９２年９月１日、３．８項）が、当該試
験は長期の耐久性（即ち、１５，０００試験周期）を試験するものであり、且つ、その限
界がしっかりと規定されているから、本発明の流体の摩擦耐久性を示すために選択された
。フォード試験では、低容量の流体（３０５ｍｌ）と一周期あたり高い試験エネルギー（
２０，７４０ジュール）を使用することにより、摩擦耐久性に負荷を与える。１５，００
０周期にわたる、この多くのエネルギーのこの小容量の試験用流体への繰返される散逸は
、流体の、一定の摩擦特性を維持する能力の激しい評価である。
１００周期から１５，０００周期までの間、測定される試験パラメーター各々に対するフ
ォードによって許容される変化量を、表１に示す。表１には、「５０％メルコン範囲」と
いう標題の欄もある。本発明の組成物の、非常に良好な摩擦耐久性を供する能力の基準と
して、１００周期から１５，０００周期までの間、本発明を代表するブレンドが、フォー
ドによって許容されている摩擦変化量の１／２未満の値を有することが示されるであろう
。
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表２に、調製され、且つ、フォード社のメルコン摩擦試験に従って摩擦耐久性が試験され
た１０種類のＡＴＦブレンドを、まとめて示す。各ブレンドの組成及び三種の合格／不合
格の基準（Ｍｕ−Ｄ、Ｍｕ−Ｓ１、Ｍｕ−Ｓ）も、表２に示す。表２の「試験結果」の項
において、そのパラメーターにつき、メルコンの許容範囲の５０％を超えている記載事項
は、肉太活字体で且つ陰影をつけて示されている。
表２において、ブレンド１〜４は、「比較例」であり、それらは、本発明の三種の基準の
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うち、一種又は二種には適合しているが、三種すべてには適合していない。リンを含有し
ないブレンド１は、本発明のＭｕ−動摩擦係数（Ｍｕ−Ｄ）安定性基準が不合格である。
本発明の摩擦改質剤を含有しないブレンド２は、Ｍｕ−静的ブレークアウェイ係数（Ｍｕ
−Ｓ）安定性基準が不合格である。抗酸化剤を含有しないブレンド３は、Ｍｕ−動摩擦係
数（Ｍｕ−Ｄ）安定性基準とＭｕ−低速動摩擦最大値（Ｍｕ−Ｓ１）安定性基準が不合格
である。従来のエトキシル化摩擦改質剤、即ち、本発明に包含されない摩擦改質剤、を含
むブレンド４は、Ｍｕ−静的ブレークアウェイ係数（Ｍｕ−Ｓ）基準が不合格である。本
発明に必要な成分すべてを含むブレンド５〜１０は、三種の合格／不合格の基準のすべて
について、フォード社によって許容される変化量の半分未満の値を有するという必要条件
に、合格している。
本発明の原理、好適態様、及び実施方法が、先行する明細書中に記載されている。しかし
ながら、ここで保護されることが意図されている発明は、開示された特定の形態（これら
は、代表例というよりはむしろ実例とみなされるべきであるから）に限定されると解釈さ
れるべきではない。当業者により、本発明の趣旨から離れることなしに、変形が作られ得
、且つ、変更がなされ得る。
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