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(57)【要約】
【課題】得られる硬化物の摩擦特性、耐摩耗性及び耐薬品性に優れる摺動組成物を提供す
ること、並びに、摩擦特性、耐摩耗性及び耐薬品性に優れる摺動部材及びその製造方法を
提供すること。
【解決手段】ウルシオール、ラッコール、及び、チチオールよりなる群から選ばれた少な
くとも１種の化合物、及び、固体潤滑剤を含有することを特徴とする摺動組成物、前記摺
動組成物を硬化してなる硬化物を摺動面に少なくとも備えた摺動部材、並びに、基材表面
の少なくとも一部に本発明の摺動組成物を塗布する塗布工程、及び、塗布された前記摺動
組成物を硬化させる硬化工程を含む摺動部材の製造方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ウルシオール、ラッコール、及び、チチオールよりなる群から選ばれた少なくとも１種
の化合物、及び、
固体潤滑剤を含有する
摺動組成物。
【請求項２】
前記固体潤滑剤が、ポリテトラフルオロエチレン粉末を含む、請求項１に記載の摺動組
成物。
【請求項３】
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前記固体潤滑剤の含有量が、摺動組成物の全質量に対し、１０〜６０質量％である、請
求項１又は請求項２に記載の摺動組成物。
【請求項４】
前記固体潤滑剤の含有量が、摺動組成物の全質量に対し、２５〜４５質量％である、請
求項１〜請求項３のいずれか１つに記載の摺動組成物。
【請求項５】
前記ウルシオール、ラッコール、及び、チチオールの総含有量が、摺動組成物の全質量
に対し、１０〜９０質量％である、請求項１〜請求項４のいずれか１つに記載の摺動組成
物。
【請求項６】
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請求項１〜請求項５のいずれか１つに記載の摺動組成物を硬化してなる硬化物を摺動面
に少なくとも備えた摺動部材。
【請求項７】
前記摺動部材が、基材の摺動面の少なくとも一部に前記摺動組成物を硬化してなる層を
有する、請求項６に記載の摺動部材。
【請求項８】
基材表面の少なくとも一部に請求項１〜請求項５のいずれか１つに記載の摺動組成物を
塗布する塗布工程、及び、
塗布された前記摺動組成物を硬化させる硬化工程を含む
摺動部材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、摺動組成物、並びに、摺動部材及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
摺動部材は、その表面に接触する他の部材をすべらせて動かすための部材であり、例え
ば、スリーブやベアリング等の軸受などに用いられ、撹拌機や加工機械等の種々の工業機
械における重要な部材として知られている。
従来の摺動部材としては、例えば、特許文献１に記載のものが知られている。
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特許文献１には、１０〜６０重量％のフッ素樹脂、３７〜６０重量％の天然黒鉛粉末、
及び２〜３０重量％の炭素繊維から成るフッ素樹脂組成物を成形して得られるシール材中
の空隙に、熱硬化性樹脂を含浸し硬化させることにより該空隙を封孔したシール材が記載
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０−１５６３９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
本発明が解決しようとする課題は、得られる硬化物の摩擦特性、耐摩耗性及び耐薬品性
に優れる摺動組成物を提供することである。
また、本発明が解決しようとする他の課題は、摩擦特性、耐摩耗性及び耐薬品性に優れ
る摺動部材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】
【０００５】
本発明の上記課題は、以下の＜１＞、＜６＞又は＜８＞に記載の手段により解決された
。好ましい実施態様である＜２＞〜＜５＞及び＜７＞とともに以下に記載する。
＜１＞ウルシオール、ラッコール、及び、チチオールよりなる群から選ばれた少なくと
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も１種の化合物、及び、固体潤滑剤を含有する摺動組成物、
＜２＞前記固体潤滑剤が、ポリテトラフルオロエチレン粉末を含む、＜１＞に記載の摺
動組成物、
＜３＞前記固体潤滑剤の含有量が、摺動組成物の全質量に対し、１０〜６０質量％であ
る、＜１＞又は＜２＞に記載の摺動組成物、
＜４＞前記固体潤滑剤の含有量が、摺動組成物の全質量に対し、２５〜４５質量％であ
る、＜１＞〜＜３＞のいずれか１つに記載の摺動組成物、
＜５＞前記ウルシオール、ラッコール、及び、チチオールの総含有量が、摺動組成物の
全質量に対し、１０〜９０質量％である、＜１＞〜＜４＞のいずれか１つに記載の摺動組
成物、
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＜６＞＜１＞〜＜５＞のいずれか１つに記載の摺動組成物を硬化してなる硬化物を摺動
面に少なくとも備えた摺動部材、
＜７＞前記摺動部材が、基材の摺動面の少なくとも一部に前記摺動組成物を硬化してな
る層を有する、＜６＞に記載の摺動部材、
＜８＞基材表面の少なくとも一部に＜１＞〜＜５＞のいずれか１つに記載の摺動組成物
を塗布する塗布工程、及び、塗布された前記摺動組成物を硬化させる硬化工程を含む摺動
部材の製造方法。
【発明の効果】
【０００６】
本発明によれば、得られる硬化物の摩擦特性、耐摩耗性及び耐薬品性に優れる摺動組成
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物を提供することができた。
また、本発明によれば、摩擦特性、耐摩耗性及び耐薬品性に優れる摺動部材及びその製
造方法を提供することができた。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施例１〜３、並びに、比較例１及び２の試験片を用いて、摩擦特性試験を摺動
速度０．００５ｍ／ｓで行った際の摩擦係数の推移結果を示す図である。
【図２】実施例１〜３、並びに、比較例１及び２の試験片を用いて、摩擦特性試験を摺動
速度０．０２５ｍ／ｓで行った際の摩擦係数の推移結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【０００８】
以下において、本発明の内容について詳細に説明する。以下に記載する構成要件の説明
は、本発明の代表的な実施態様に基づいてなされることがあるが、本発明はそのような実
施態様に限定されるものではない。なお、本願明細書において「〜」とはその前後に記載
される数値を下限値及び上限値として含む意味で使用される。
本発明において、「質量％」と「重量％」とは同義であり、「質量部」と「重量部」と
は同義である。
また、本発明において、２以上の好ましい態様の組み合わせは、より好ましい態様であ
る。
【０００９】
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（摺動組成物）
本発明の摺動組成物は、ウルシオール、ラッコール、及び、チチオールよりなる群から
選ばれた少なくとも１種の化合物、及び、固体潤滑剤を含有することを特徴とする。
漆は、一般に、漆の木から採取される樹液を基にした天然材料であり、ウルシオール、
ラッコール、及び、チチオールよりなる群から選ばれた少なくとも１種の化合物を含むも
のである。
漆は、漆器に代表されるように、古くから食器のコート材として用いられており、硬質
の材料であることが知られている。
本発明者らが鋭意検討した結果、漆、及び、固体潤滑剤を含有する摺動組成物を硬化し
たものが、摩擦特性に優れ（摩擦係数が小さく）、耐摩耗性に優れ、また、耐薬品性に優
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れることを見出した。
本発明の摺動組成物は、様々な機械に用いられる摺動部材の摺動部分のコート材として
、好適に用いることができる。
また、本発明の摺動組成物を硬化した硬化物は、漆の硬化物であるため、人体への影響
を与える物質の溶出、及び、摩耗による硬化物の飛散が少なく、また、酸やアルカリ溶液
に対する耐薬品性に優れるため、食品加工機械に使用する摺動部材に特に好適に用いるこ
とができる。
【００１０】
＜ウルシオール、ラッコール、及び、チチオールよりなる群から選ばれた少なくとも１種
の化合物＞
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本発明の摺動組成物は、ウルシオール、ラッコール、及び、チチオールよりなる群から
選ばれた少なくとも１種の化合物を含有する。
前述したように、漆には、ウルシオール、ラッコール、及び、チチオールよりなる群か
ら選ばれた少なくとも１種の化合物が含まれ、本発明の摺動組成物は、漆を好適に含有す
ることができる。
なお、本発明における「漆」は、未硬化の漆である。
本発明の摺動組成物は、前記ウルシオール、ラッコール、又は、チチオールだけでなく
、漆に含まれる、水、及び、ラッカーゼ酵素を含んでいてもよく、また、樹液由来のゴム
成分や糖タンパク等を含んでいてもよい。
漆中における水は、油中水滴型エマルションとして含まれており、本発明の摺動組成物
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中においても同様である。
また、漆としては、生漆であっても、精製漆であってもよい。
生漆としては、特に制限はなく、日本産生漆、中国産生漆、台湾産生漆、ベトナム産生
漆、タイ産生漆、及び、ミャンマー産生漆等が挙げられる。
精製漆としては、例えば、混練処理（なやし）を行った精製漆、及び、加熱処理をして
水分を低減した脱水精製漆（くろめ漆）が挙げられる。
また、脱水精製漆としては、そのまま使用する透漆であってもよいし、鉄粉又は水酸化
鉄により黒く着色した後固形分を除いた黒漆であってもよい。
更に、前記透漆又は前記黒漆は、そのまま無油漆として用いてもよいし、アマニ油やエ
ノ油等の乾性油を加えた有油漆として用いてもよい。
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これらの中でも、本発明に用いる漆としては、ウルシオールを少なくとも含む漆が好ま
しい。
【００１１】
ウルシオール、ラッコール、及び、チチオールよりなる群から選ばれた少なくとも１種
の化合物は、１種単独で含有していても、２種以上を含有していてもよい。
本発明の摺動組成物におけるウルシオール、ラッコール、及び、チチオールの総含有量
は、摺動組成物の全質量に対し、１０〜９０質量％であることが好ましく、２０〜８５質
量％であることがより好ましく、３０〜７５質量％であることが特に好ましい。上記範囲
であると、得られる硬化物の摩擦特性、耐摩耗性及び耐薬品性により優れ、また、安全性
に優れる。
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本発明の摺動組成物における水の含有量は、摺動組成物の全質量に対し、３０質量％以
下であることが好ましく、０．１〜３０質量％であることがより好ましく、０．５〜１５
質量％であることが特に好ましい。
【００１２】
＜固体潤滑剤＞
本発明の摺動組成物は、固体潤滑剤を含有する。
固体潤滑剤としては、特に制限はなく、公知のものを用いることができ、例えば、粉末
状のものが挙げられる。
固体潤滑剤の材質の具体例としては、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、パー
フルオロポリエーテル、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、ポリ
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フッ化ビニル、テトラフルオロエチレン／パーフルオロアルコキシエチレン共重合体、テ
トラフルオロエチレン／ヘキサフルオロプロピレン共重合体等のフッ素樹脂；（変性）ポ
リエチレン、（変性）ポリプロピレン等の（変性）ポリオレフィン；ポリジメチルシロキ
サン、ポリメチルフェニルシロキサン、アミノ変性ポリジメチルシロキサン、エポキシ変
性ポリジメチルシロキサン、アルコール変性ポリジメチルシロキサン、カルボキシ変性ポ
リジメチルシロキサン、フッ素変性ポリジメチルシロキサン等のシリコーン；天然黒鉛、
人工黒鉛等の黒鉛；二硫化モリブデン、二硫化タングステン、酸化亜鉛、メタケイ酸カル
シウム；液晶ポリエステル繊維、アラミド繊維等の有機繊維；液晶ポリエステル等の高分
子化合物などが例示できる。
中でも、ポリテトラフルオロエチレン、黒鉛、又は、二硫化モリブデンが好ましく、ポ
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リテトラフルオロエチレンがより好ましく、ポリテトラフルオロエチレン粉末が特に好ま
しい。
【００１３】
固体潤滑剤の平均粒径としては、０．１〜２００μｍであることが好ましく、０．５〜
１００μｍであることがより好ましく、１〜１０μｍであることが特に好ましい。上記範
囲であると、得られる硬化物の摩擦特性及び耐摩耗性により優れる。
固体潤滑剤の平均粒径の測定方法としては、公知の方法を用いることができ、例えば、
レーザー回折式粒度分布測定装置により測定する方法、及び、摺動組成物を硬化した硬化
物の断面を走査型電子顕微鏡により観察し測定する方法等が挙げられる。また、本発明に
おいて、平均粒径は、５０個以上の測定値の平均値をとるものとする。
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【００１４】
固体潤滑剤は、１種単独で含有していても、２種以上を含有していてもよい。
本発明の摺動組成物における固体潤滑剤の含有量は、摺動組成物の全質量に対し、５〜
７０質量％であることが好ましく、１０〜６０質量％であることがより好ましく、１０〜
５０質量％であることが更に好ましく、２５〜４５質量％であることが特に好ましい。上
記範囲であると、得られる硬化物の摩擦特性、耐摩耗性及び耐薬品性により優れる。
【００１５】
＜界面活性剤＞
本発明の摺動組成物は、組成物中での固体潤滑剤の凝集を抑制するため、界面活性剤を
含有していてもよい。
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界面活性剤としては、特に制限はなく、公知の界面活性剤を用いることができる。
界面活性剤として具体的には、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチ
レンステアリン酸アミド、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレント
リデシルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエ
ーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、モ
ノオレイン酸ポリエチレングリコール、ジオレイン酸ポリエチレングリコール、モノステ
アリン酸ポリエチレングリコール、ジステアリン酸ポリエチレングリコール、親油型モノ
ステアリン酸グリセリン、テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット、モノラウリ
ン酸ソルビタン、モノパルミチン酸ソルビタン、ジステアリン酸ソルビタン、モノオレイ
ン酸ソルビタン、セスキオレイン酸ソルビタン、トリオレイン酸ソルビタン、モノラウリ
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ン酸ポリオキシエチレンソルビタン、モノパルミチン酸ポリオキシエチレンソルビタン、
モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、モノオレイン酸ポリオキシエチレンソ
ルビタン及びトリオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン等が例示できる。
【００１６】
界面活性剤は、１種単独で含有していても、２種以上を含有していてもよい。
本発明の摺動組成物における界面活性剤の含有量は、摺動組成物の全質量に対し、０．
０１〜１０質量％であることが好ましく、０．１〜５質量％であることがより好ましい。
上記範囲であると、得られる硬化物の摩擦特性及び耐摩耗性により優れ、また、摺動組成
物の安定性に優れる。
【００１７】
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＜他の成分＞
本発明の摺動組成物は、前述した以外の他の成分を含有していてもよい。
他の成分としては、特に制限はなく、公知の各種添加剤を用いることができる。
添加剤としては、例えば、前記界面活性剤以外の分散安定剤、硬化促進剤、着色剤、及
び、塗布溶媒等が挙げられる。
【００１８】
（摺動部材）
本発明の摺動部材は、本発明の摺動組成物を硬化してなる硬化物を摺動面に備えた摺動
部材である。
本発明の摺動部材は、摺動部分に本発明の摺動組成物の硬化物を備えるため、人体への
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影響を与える物質の溶出、及び、摩耗による硬化物の飛散が少なく、また、酸やアルカリ
溶液に対する耐薬品性に優れ、食品加工機械に使用する摺動部材に特に好適に用いること
ができる。
本発明の摺動部材は、基材の摺動面の少なくとも一部に本発明の摺動組成物を硬化して
なる層を有していてもよい。
また、本発明の摺動部材は、全体が本発明の摺動組成物を硬化してなる硬化物である摺
動部材であってもよいし、少なくとも摺動部分に本発明の摺動組成物を硬化してなる硬化
物を有する摺動部材であってもよい。
本発明の摺動部材として、具体的には例えば、基材の摺動面に本発明の摺動組成物を層
状に塗布し硬化させたもの、本発明の摺動組成物を摺動部材の形状に硬化させたもの、及
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び、織布又は不織布に本発明の摺動組成物を含浸させ所望の形状に成形した後硬化させた
もの等が挙げられる。
本発明の摺動部材に用いる基材の形状は、特に制限はなく、使用する装置又は機械にお
ける所望の形状に応じ、任意の形状とすることができる。
本発明の摺動部材に用いる基材の材質としては、特に制限はなく、例えば、金属、樹脂
、木材、織布、不織布、及び、これらの複合基材等が挙げられ、金属であることが好まし
い。
また、本発明の摺動部材に用いる基材は、単一の材質の基材であっても、複数種の材質
の基材を組み合わせたものであってもよい。
【００１９】

40

更に、本発明の摺動部材に用いる基材において、本発明の摺動組成物を硬化してなる層
との密着性を高めるため、前記層を形成する部分の表面を、粗面化処理してもよい。
粗面化処理としては、公知の処理方法を用いることができ、例えば、やすりやペーパー
やすり等による機械的粗面化処理、薬品処理による化学的粗面化処理、及び、これらを組
み合わせた処理等が挙げられる。
また、前記基材に対して、焼き入れ処理等、公知の処理を行ってもよい。
【００２０】
本発明の摺動部材における本発明の摺動組成物を硬化してなる層の厚さは、所望の形状
や耐久性を考慮し、適宜設定することができるが、１〜５，０００μｍであることが好ま
しく、２〜２，０００μｍであることがより好ましく、５〜１，５００μｍであることが
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特に好ましい。
本発明の摺動組成物を硬化してなる層を設ける基材表面は、平面であっても、曲面であ
ってもよい。
また、本発明の摺動組成物を硬化してなる層を設ける基材が多面体である場合、本発明
の摺動組成物を硬化してなる層を１つの面に有していても、２以上の面に有していてもよ
い。
更に、本発明の摺動部材における本発明の摺動組成物を硬化してなる層は、単層であっ
てもよいし、２層以上の複層であってもよい。
【００２１】
（摺動部材の製造方法）

10

本発明の摺動部材の製造方法は、本発明の摺動部材を製造可能であれば特に制限はない
。
本発明の摺動組成物を硬化した層を有する摺動部材の製造方法である場合、基材表面の
少なくとも一部に本発明の摺動組成物を塗布する塗布工程、及び、塗布された前記摺動組
成物を硬化させる硬化工程を含むことが好ましい。
【００２２】
＜塗布工程＞
本発明の摺動部材の製造方法は、基材表面の少なくとも一部に本発明の摺動組成物を塗
布する塗布工程を含むことが好ましい。
本発明の摺動部材の製造方法に用いる基材としては、前述した基材が好ましく挙げられ
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る。
本発明の摺動組成物を塗布する塗布方法としては、特に制限はなく、公知の塗布方法を
用いることができる。また、本発明の摺動組成物は、漆と固体潤滑剤との組成比等により
、液状であったり、ペースト状であったりするため、組成物の状態にあわせ塗布方法を適
宜選択することが好ましい。
前記塗布工程における本発明の摺動組成物の塗布厚は、所望に応じて適宜設定すること
ができるが、１〜５，０００μｍであることが好ましく、２〜２，０００μｍであること
がより好ましく、５〜１，５００μｍであることが特に好ましい。
【００２３】
＜硬化工程＞
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本発明の摺動部材の製造方法は、前記塗布工程において塗布された前記摺動組成物を硬
化させる硬化工程を含むことが好ましい。硬化工程においては、前記摺動組成物における
ウルシオール、ラッコール及びチチオール等の重合性化合物が重合し、硬化する。
前記硬化工程における温度は、各成分の劣化抑制、及び、硬化性の観点から、２８０℃
以下であることが好ましく、１５０℃〜２５０℃であることがより好ましい。
前記硬化工程における前記温度での硬化時間は、摺動組成物の硬化が十分進行すれば特
に制限はないが、硬化させる摺動組成物の組成や厚さ等にも依存し、１分〜６０時間が好
ましい。
前記硬化工程に用いる加熱手段としては、特に制限はなく、公知の加熱手段を用いるこ
とができる。加熱手段としては例えば、高温乾燥炉が挙げられる。
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【００２４】
＜他の工程＞
本発明の摺動部材の製造方法は、前記塗布工程及び前記加熱工程以外に他の工程を含ん
でいてもよい。
他の工程としては、特に制限はなく、後述するような工程や、その他公知の工程を含む
ことができる。
他の工程として具体的には、例えば、前記塗布工程の前に基材の塗布面を洗浄する洗浄
工程、前記塗布工程の前に基材の塗布面を粗面化する粗面化工程、前記加熱工程後、得ら
れた摺動部材を洗浄する後洗浄工程、及び、前記加熱工程後、得られた摺動部材を所望の
形状に加工する形状加工工程等が挙げられる。
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【００２５】
また、全体が本発明の摺動組成物を硬化してなる硬化物である摺動部材、又は、少なく
とも摺動部分に本発明の摺動組成物を硬化してなる硬化物を有する摺動部材の製造方法で
ある場合、本発明の摺動部材の製造方法は、本発明の摺動組成物を所望の形状とする工程
、及び、所望の形状とした前記摺動組成物を硬化させる工程を含むか、又は、本発明の摺
動組成物を硬化させる工程、及び、硬化した前記摺動組成物を所望の形状に加工する工程
を含むことが好ましい。
前記硬化させる工程しては、前述した硬化工程と硬化温度及び硬化時間の好ましい態様
は同様である。
また、これら摺動部材の製造方法は、前記他の工程を更に含んでいてもよい。
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【００２６】
更に、本発明の摺動部材の製造方法としては、織布若しくは不織布又は所望の形状に成
形した織布若しくは不織布に本発明の摺動組成物を含浸させる工程、織布若しくは不織布
又は前記摺動組成物を含浸させた織布若しくは不織布を所望の形状に成形する工程、及び
、前記織布若しくは不織布に含浸又は付着している前記摺動組成物を硬化させる工程を含
む方法が好ましく挙げられる。
織布及び不織布としては、特に制限はなく、公知のものを用いることができる。
【実施例】
【００２７】
以下に実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、使用
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量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り、適宜、変更するこ
とができる。したがって、本発明の範囲は以下に示す具体例に限定されるものではない。
なお、特に断りのない限り、「部」、「％」は質量基準である。
【００２８】
実施例及び比較例で使用した摺動組成物の各成分を以下に示す。
漆：日本国産生漆（ウルシオール約６３質量％含有）
ポリテトラフルオロエチレン粉末（ＰＴＦＥ粉末、平均粒径４μｍ、最大粒径１４μｍ
、（株）サンプラテック製）
ポリテトラフルオロエチレン板材（亜木津工業（株）製）
【００２９】
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（実施例１〜６、並びに、比較例１及び２）
＜摺動組成物の調製＞
ＰＴＦＥ粉末の含有量が、摺動組成物の全質量に対し、１０質量％となるように、漆（
国産生漆）とＰＴＦＥ粉末とを混合し、実施例１の摺動組成物を調製した。
また、ＰＴＦＥ粉末の含有量が、摺動組成物の全質量に対し、２０質量％、３０質量％
、４０質量％、５０質量％、又は、６０質量％とした以外は、実施例１の摺動組成物を調
製と同様にして、実施例２〜６の摺動組成物をそれぞれ調製した。
比較例１については、漆（国産生漆）１００質量％のものを比較例１の摺動組成物とし
た。
【００３０】
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＜試験片の調製＞
１５ｍｍ角の直方体の金属部材（ステンレス鋼（ＳＵＳ４２０Ｊ２）、厚さ７ｍｍ程度
）における１５ｍｍ角の一面に、実施例１〜６又は比較例１の摺動組成物をそれぞれ塗布
厚５０μｍで塗布した。摺動組成物を塗布した各金属部材を、高温乾燥炉にて２００℃で
１２時間加熱し、摺動組成物を硬化させ、実施例１〜６又は比較例１の試験片（摺動部材
）を作製した。
なお、比較例２の試験片は、ポリテトラフルオロエチレン板材を前記試験片と同じ大き
さに切り出したものを使用した。
【００３１】
＜摩擦特性試験＞
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リングオンプレート摩擦試験機を使用し、試験条件は以下とした。
荷重ｗ：５０Ｎ
接触面積Ａ：１００ｍｍ２
接触圧ｐ＝ｗ／Ａ：０．５ＭＰａ
摺動速度（回転速度）Ｖ：０．００５ｍ／ｓ又は０．０２５ｍ／ｓ
総摺動距離：１２５ｍ
総摺動時間：６．９５時間又は１．３９時間
試験片を、空気静圧軸受により指示されたエアシリンダに取り付け、相手材はステンレ
ス鋼（ＳＵＳ４２０Ｊ２、真空焼き入れしたもの）を使用した。
エアシリンダへの空気圧を調整することにより、試験片に任意の荷重を負荷し、相手材
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の軸回転時に試験片に加わる摩擦力は、トルクアームとロードセルにより測定した。
【００３２】
実施例１〜３、並びに、比較例１及び２の試験片を用いて、前記摩擦特性試験を摺動速
度０．００５ｍ／ｓで行った際の摩擦係数の推移結果を図１に示す。
漆のみの比較例１の試験片では、摩擦係数は０．６程度であり、一方、実施例１、実施
例２、実施例３の順で試験片の摩擦係数が減少し、実施例３の試験片では、摩擦係数が０
．２弱であり、ＰＴＦＥ１００質量％である比較例２の試験片の摩擦係数に近い値であっ
た。
また、実施例４〜６の試験片を用い、前記摩擦特性試験を摺動速度０．００５ｍ／ｓで
行った結果、実施例４〜６の試験片の摩擦係数は、いずれも約０．１であった。
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【００３３】
更に、実施例１〜３、並びに、比較例１及び２の試験片を用いて、前記摩擦特性試験を
摺動速度０．０２５ｍ／ｓで行った際の摩擦係数の推移結果を図２に示す。
漆のみの比較例１の試験片では、摩擦係数は０．５程度であり、一方、実施例１、実施
例２、実施例３の順で試験片の摩擦係数が減少し、実施例３の試験片では、摩擦係数が０
．１０〜０．１６であり、ＰＴＦＥ１００質量％である比較例２の試験片の摩擦係数に近
い値であった。
また、実施例４〜６の試験片を用い、前記摩擦特性試験を摺動速度０．０２５ｍ／ｓで
行った結果、実施例４の試験片の摩擦係数は０．１０前後であり、実施例５の試験片の摩
擦係数は０．１２前後であり、実施例６の試験片の摩擦係数は０．１５前後であった。
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【００３４】
＜耐摩耗性試験＞
前記摩擦特性試験後の試験片表面を、（株）キーエンス製ＶＲ−３０５０三次元測定機
及びＶＫ−１５０レーザー顕微鏡により撮影した画像から、試験片における摩耗量を算出
した。摩耗量の算出は、前記摩擦特性試験時に摺動された部分の面と、摺動されていない
部分の面との高さの差を測定により求めた。
【００３５】
比較例２の試験片の摩耗量は、前記摩擦特性試験を摺動速度０．０２５ｍ／ｓで行った
場合は２３μｍであり、前記摩擦特性試験を摺動速度０．００５ｍ／ｓで行った場合は１
３μｍであった。
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一方、実施例１〜６、及び、比較例１の試験片の摩耗量は、摺動速度０．０２５ｍ／ｓ
又は０．００５ｍ／ｓのいずれの場合であっても、１μｍ未満であった。
【００３６】
前記摩擦特性試験及び耐摩耗性試験の結果より、実施例１〜６の試験片（摺動部材）は
、摩擦係数が小さく、かつ、耐摩耗性に優れており、摩擦特性及び耐摩耗性に優れるもの
であった。
【００３７】
（実施例７〜１２、並びに、比較例３）
＜耐薬品性試験片の調製＞
実施例１〜６の摺動組成物をそれぞれ用い、１５ｍｍ角、厚さ０．５ｍｍの試験片とな
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るように、高温乾燥炉にて２００℃で１２時間加熱し、摺動組成物を硬化させ、実施例７
〜１２の耐薬品性試験片をそれぞれ得た。
また、比較例３の耐薬品性試験片を、紙フェノール（フェノール樹脂を紙に含浸させ固
めたもの）を１５ｍｍ角に裁断して作製した。
実施例７〜１２、及び、比較例３の耐薬品性試験片をそれぞれ、キッチンハイター（花
王（株）製、次亜塩素酸ナトリウム６質量％含有液体）に、室温（２５℃）で４８時間浸
漬させた。
浸漬させた耐薬品性試験片をキッチンハイターより取り出し、目視により変色の有無を
確認した。
実施例７〜１２の耐薬品性試験片については、いずれも変色が見られなかった。
一方、比較例３の耐薬品性試験片は、顕著な変色が見られ、また、試験片表面が脆化し
ていることが確認された。
【００３８】
前記摩擦特性試験及び耐摩耗性試験の結果より、実施例１〜６の摺動組成物を硬化させ
た硬化物は、耐薬品性に優れるものであった。

【図１】

【図２】
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