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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
鉄道用分岐器のトングレールが接触移動する床板に自動給油器によって給油される基油
と増粘剤とを含有し、増ちょう剤を含有しない分岐器用潤滑剤組成物であって、
前記基油として植物油を包含しないポリオールエステル油を50〜90重量％含み、前記増
粘剤としてポリメタクリレートを20〜25重量％含むこと、
を特徴とする分岐器用潤滑剤組成物。
【請求項２】
請求項１に記載の分岐器用潤滑剤組成物において、
前記基油として鉱油、合成炭化水素油、ポリフェニルエーテル、シリコーン油を１種又
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は２種以上含むこと、
を特徴とする分岐器用潤滑剤組成物。
【請求項３】
請求項１又は請求項２に記載の分岐器用潤滑剤組成物において、
前記ポリメタクリレートの動粘度は、100°Ｃにおいて800ｍｍ2 ／ｓ以上であること、
を特徴とする分岐器用潤滑剤組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、鉄道用分岐器のトングレールが接触移動する床板に自動給油器によって給
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油される基油と増粘剤とを含有し、増ちょう剤を含有しない分岐器用潤滑剤組成物に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来、鉄道用分岐器のトングレールが転換するときに接触移動する床板に、駅作業者や保
線作業者によって潤滑剤が塗布されていた。しかし、交通量の増大によって駅作業者や保
線作業者による床板への潤滑剤の塗布が困難になり、床板に潤滑油を自動的に給油する自
動給油器が使用されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】
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特許第2525137号公報（段落番号0017〜0019、図５及び図６）
【０００４】
図１は、従来の自動給油器の外観図である。なお、図１では、トングレール、基本レール
及び自動給油器の一方のみを図示し他方については図示を省略している。
図１に示す鉄道用分岐器１は、一つの軌道を二つ以上の軌道に分ける装置である。鉄道用
分岐器１は、図１に示すように、矢印方向に移動して転換するトングレール２と、このト
ングレール２の先端部が密着及び分離する基本レール３と、トングレール２を転換自在に
支持する床板４などを備えている。自動給油器５は、鉄道用分岐器１のトングレール２が
接触移動する床板４に自動的に潤滑油を供給する装置である。自動給油器５は、収容部６
と、供給ローラ７と、傾斜板８と、塗布ローラ９などを備えている。収容部６は、潤滑油
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を収容する油槽であり、供給ローラ７は収容部６から傾斜板８に潤滑油を供給する回転体
である。供給ローラ７は、外周面に潤滑油を受ける溝部７ａを有し、トングレール２の転
換動作に応じて回転する。傾斜板８は、供給ローラ７の溝部７ａから滴下した潤滑油を塗
布ローラ９に供給する油受け板であり、塗布ローラ９は傾斜板８から滴下した潤滑油を床
板４に塗布する回転体である。
【０００５】
次に、この従来の自動給油器の動作を説明する。
トングレール２がＡ1 ，Ａ2 方向に転換するとこのトングレール２と一体となって自動給
油器５がＡ1 ，Ａ2 方向に移動し、塗布ローラ９が床板４と回転接触する。その結果、塗
布ローラ９がＢ1 ，Ｂ2 方向に回転して、この塗布ローラ９の外周面に付着した潤滑油が
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床板４上に塗布される。塗布ローラ９がＢ1 ，Ｂ2 方向に回転すると、この供給ローラ７
と一体となって回転するギヤと、塗布ローラ９と一体となって回転するギヤの双方と噛み
合う１枚のギヤによって、塗布ローラ９の回転が供給ローラ７に減速されて伝達される。
その結果、供給ローラ７がＣ1 ，Ｃ2 方向に回転して収容部６から溝部７ａに潤滑油が受
け取られ、この溝部７ａ内の潤滑油が傾斜板８上に供給される。
【０００６】
このような従来の自動給油器５では、夏季には直射日光の影響により周囲の温度が60°Ｃ
以上になると潤滑剤が劣化を起こしやすく、冬季には低温に曝されると潤滑剤が硬化して
給油不良を起こすことが懸念される。また、従来の鉄道用分岐器１では、床板４に鉱油が
使用されていたが、この鉱油は生分解性が低く、降雨時に雨水とともに周辺に流出して土
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壌汚染や水質汚染を起こすおそれがあった。このため、鉄道用分岐器１の床板４に存在す
る潤滑剤には、生分解性を有することが要望されていた。このような潤滑性及び付着性を
有する潤滑剤として、基油として植物油を含み、増ちょう剤として脂肪酸の金属塩からな
る金属石ケンを含み、増粘剤を含む鉄道用生分解性グリース組成物が知られている（例え
ば、特許文献２参照）。
【０００７】
【特許文献２】
特開平11‑228983号公報（段落番号0006〜0008）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
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このような従来の鉄道用生分解性グリース組成物では、自動給油器５内に長期間保存され
るとグリースが固化して流動性が不十分になり、その結果潤滑が不十分になるという問題
があった。このため、鉄道用分岐器１が転換不良を起こすおそれがあった。
【０００９】
この発明の課題は、潤滑性を有し、広範囲の温度条件において安定であり、適度な付着
性を付与することができる分岐器用潤滑剤組成物を提供することである。
【００１０】
この発明は、以下に記載するような解決手段により、前記課題を解決する。
なお、この発明の実施形態に対応する符号を付して説明するが、この実施形態に限定す
るものではない。
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請求項１の発明は、鉄道用分岐器（１）のトングレール（２）が接触移動する床板（４
）に自動給油器（５）によって給油される基油と増粘剤とを含有し、増ちょう剤を含有し
ない分岐器用潤滑剤組成物であって、前記基油として植物油を包含しないポリオールエス
テル油を50〜90重量％含み、前記増粘剤としてポリメタクリレートを20〜25重量％含むこ
とを特徴とする分岐器用潤滑剤組成物である。
【００１１】
請求項２の発明は、請求項１に記載の分岐器用潤滑剤組成物において、前記基油として
鉱油、合成炭化水素油、ポリフェニルエーテル、シリコーン油を１種又は２種以上含むこ
とを特徴とする分岐器用潤滑剤組成物である。
【００１２】
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請求項３の発明は、請求項１又は請求項２に記載の分岐器用潤滑剤組成物において、前
記ポリメタクリレートの動粘度は、100°Ｃにおいて800ｍｍ2 ／ｓ以上であることを特徴
とする分岐器用潤滑剤組成物である。
【００１７】
【発明の実施の形態】
この発明の実施形態に係る潤滑剤組成物は、基油と増粘剤とを含有する組成物であり、基
油としてエステル油を含み、増粘剤としてポリマーを含む。
【００１８】
基油は、エステル油であり生分解性が高い成分である。エステル油としては付着性の観点
から高粘度を有することが望ましく、植物油若しくは特定のアルコール成分と酸成分とを
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エステル化することにより調製されるポリオールエステル化合物である。植物油は、生分
解性が高いものが好ましい。このような植物油としては、例えば、菜種油、ヒマワリ油、
大豆油、綿実油、コーン油が挙げられる。
【００１９】
ポリオールエステルにおけるアルコール成分としては、高粘度特性、熱安定性を有するた
めに３価以上のアルコールを使用することが望ましく、具体例としては、トリメチロール
プロパン、ジトリメチロールプロパン、トリメチロールブタン、ペンタエリスリトールが
挙げられ、ペンタエリスリトールが最も好ましい。酸成分としては、通常、飽和脂肪族モ
ノカルボン酸を使用する。具体的には、ｎ−ペンタン酸、ｎ−ヘキサン酸、ｎ−ヘプタン
酸、ｎ−オクタン酸、ｎ−ノナン酸、ラウリン酸、２−エチルヘキサン酸、２−メチルブ
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タン酸、３−エチルペンタン酸、３−メチルヘキサン酸、３−メチルブタン酸、４−エチ
ルヘキサン酸、５−メチルヘキサン酸、カプリル酸、２−エチルブタン酸、２−エチルペ
ンタン酸、３，５−ジメチルヘキサン酸、２，２−ジメチルへキサン酸、２−メチルヘプ
タン酸、３−メチルへプタン酸、４−メチルへプタン酸、２−プロピルペンタン酸、３，
４−ジメチルヘキサン酸、ｉ−ヘプタン酸、ｉ−オクタン酸、ｉ−ノナン酸が挙げられる
。上記の飽和脂肪族モノカルボン酸は、単独で又は２種類以上混合して用いられる。
【００２０】
この発明の実施形態に係る潤滑剤は、エステル油以外にその性能を低下させない範囲で他
の潤滑剤基油を混合することもできる。潤滑剤基油としては、例えば、鉱油、合成炭化水
素油、ポリフェニルエーテル、シリコーン油などが挙げられ、これらを１種又は２種以上
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を混合することが可能である。特に、生分解性を損なわない範囲で入手が容易で低コスト
である鉱油をエステル油に混合することによって、熱安定性を向上させることができる。
【００２１】
増粘剤は、基油に付着性及び粘着性を付与する成分（付着性向上剤）である。増粘剤とし
ては、ポリメタクリレートである。ポリメタクリレートは、メタクリル酸メチルなどを重
合して得られる高分子で、メタクリル樹脂とも呼ばれる。ポリメタクリレートの動粘度は
、100°Ｃにおいて800mm2/s以上であることが必要である。増粘剤は、基油であるエステ
ル油の生分解性を損なうことなく適当な付着性を確保する観点から、5〜25％程度含むこ
とが適当である。
【００２２】
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この発明の実施形態に係る潤滑剤は、その性能を向上させるために、酸化防止剤、油性剤
、摩耗防止剤、極圧剤、金属不活性剤、防錆剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤などの添
加剤の１種又は２種以上を適宜配合することも可能である。
【００２３】
この発明の実施形態に係る潤滑剤組成物には、以下に記載するような効果がある。
(1) この実施形態では、潤滑剤組成物が基油としてエステル油を含むため、自然環境にお
いて微生物などによりＨ2 ，Ｏ2 ，ＣＯ2 ，バイオマスなどの自然的副産物に分解される
性質（生分解性）に優れ、自然環境汚染などを防止することができる。その結果、図１に
示す鉄道用分岐器１の床板４にこの潤滑剤組成物を給油した場合に、降雨時に雨水ととも
に周辺に流出しても土壌汚染や水質汚染を起こしにくい。また、この実施形態では、潤滑
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剤組成物が増粘剤としてポリマーを含むため、自動給油器５内で長期間保存されても固化
が起こり難く、適度な潤滑性及び付着性を付与させることができる。その結果、鉄道用分
岐器１にスプリンクラによって散水して融雪した場合に、潤滑剤組成物を流出し難くする
ことができる。
【００２４】
(2) この実施形態では、基油としてポリオールエステル油を含むため、夏季の直射日光に
よって自動給油器５が高温に曝されたり、冬季には低温に曝されたりしても、高粘度を維
持し付着性を向上させることができる。また、この実施形態では、増粘剤としてポリメタ
クリレートを含むため、高温でも粘着性を維持させることができる。
【００２５】
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【実施例】
次に、この発明の実施例について説明する。
以下では、実施例１，２及び比較例１〜４の組成及び性状を表１に示す。
【００２６】
【表１】

40

50

(5)

JP 4926368 B2 2012.5.9

【００２７】
表１に示す組成は、重量％であり、ポリオールエステルの動粘度は40°Ｃにおいて30.8mm
2

/sであり、菜種油の動粘度は40°Ｃにおいて34.9mm2/sであり、精製鉱油の動粘度は40°

Ｃにおいて153.0mm2/sである。増粘剤は、100°Ｃにおいて動粘度が1000mm2/sであるポリ
メタクリレートである。増ちょう剤は、比較例１，４が１２−ヒドロキシステアリン酸リ
チウムであり、比較例２，３が１２−ヒドロキシステアリン酸カルシウムである。酸化防
止剤は、２，６−ジ−ｔ−ブチル−ｐ−クレゾールであり、防錆剤はジノニルナフタレン
スルホン酸カルシウム塩であり、摩耗防止剤はイオン−リン系極圧剤である。
【００２８】
（評価試験方法）
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表１に示す性状は、ウベローデ粘度計による試験温度条件（40°Ｃ）における動粘度の測
定結果である。高温放置試験は、100mlガラスビーカにサンプル50ｇを秤量し、60°Ｃの
恒温槽において300時間暴露後、動粘度の変化を確認した結果である。生分解性は、OECD
301C法による分解度（％）である。
【００２９】
（評価結果）
表１に示すように、基油としてエステル油を使用し、増粘剤としてポリメタクリレートを
使用した実施例１，２のサンプルは、動粘度も高く、高温放置後の粘度の変化も少なく生
分解性も良好である。これに対して、増ちょう剤を使用して付着性を向上させた比較例１
〜４のサンプルは、高温放置後の粘度変化が大きい。その結果、比較例１については、動
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粘度がマイナスの大きな値を示すため自動給油器５内に放置された場合には外部に漏れ出
し、比較例２〜４については動粘度がプラスの大きな値を示すため自動給油器５内に放置
された場合には給油不良を起こすことが予測される。以上の結果より、実施例１，２は、
生分解性が高く、付着性を有し、長期間の保存においても初期特性を失わない潤滑剤であ
ることが確認された。
【００３０】
この発明は、以上説明した実施形態に限定するものではなく、以下に記載するように種々
の変形又は変更が可能であり、これらもこの発明の範囲内である。この実施形態では、潤
滑剤組成物を自動給油器５に使用する場合を例に挙げて説明したがこれに限定するもので
はない。例えば、固定体とこの固定体に対して接触移動する移動体とを備える装置であっ
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て、この固定体とこの移動体との間に潤滑剤組成物を供給することもできる。また、この
実施形態では分岐器用潤滑剤組成物を例に挙げて説明したがこれに限定するものではなく
、電車線と集電装置との接触部やレールと車輪との接触部などの鉄道用潤滑剤組成物とし
てもこの発明を適用することができる。
【００３１】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によると、潤滑性を有し、広範囲の温度条件において安定
であり、適度な付着性を付与することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の自動給油器の外観図である。
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【符号の説明】
１

鉄道用分岐器

２

トングレール

３

基本レール

４

床板

５

自動給油器

６

収容部

７

供給ローラ

７ａ
８

溝部
傾斜板
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９

塗布ローラ

【図１】
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