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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　裏材の第１の主表面に取り付けられた構造化研磨層であって、架橋結合剤中の研磨粒子
から形成される複数の研磨複合体を含む構造化研磨層と、
　接着層によって前記裏材の第２の主表面に取り付けられた不織布層であって、
　１２デニール以上であり、不織布層の５１重量％以上の繊維である大径繊維と、
　９デニール以下であり、不織布層の４９重量％以下の繊維である小径繊維と、を含む不
織布層と、
　前記構造化研磨層の中央孔及び複数の周辺孔であって、
　前記中央孔が８ｍｍ～２０ｍｍの最大直径を有し、
　前記中央孔及び前記複数の周辺孔の総開口面積が１４０ｍｍ２以上である、前記構造化
研磨層の中央孔及び複数の周辺孔と、を含む、研磨物品。
【請求項２】
　前記研磨粒子のサイズが３０マイクロメートル以下であり、前記複数の研磨複合体の数
が１平方ｃｍあたり１５０超である、請求項１に記載の研磨物品。
【請求項３】
　前記不織布層の厚さが１．５ｍｍ～４．４ｍｍである、請求項１又は２に記載の研磨物
品。
【請求項４】
　前記不織布層の坪量が８０～３００ｇｓｍである、請求項１～３のいずれか一項に記載
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の研磨物品。
【請求項５】
　塗装層又はクリアコート層などの高分子コーティングを研磨する方法であって、
　水性流体の存在下での研磨実施中に請求項１～４のいずれか一項に記載の研磨物品と前
記高分子コーティングとの間に相対的な動きを加える工程を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［背景］
　クリアコート又は塗面の欠陥の除去は、塗面の輪郭が大きくなるほど難しくなることが
ある。塗面に対してより追従性を有する、発泡体で裏打ちされた研磨物品の製造は可能で
ある。しかしながら、これらの発泡体で裏打ちされた研磨物品は発泡体のコストのため高
価になる場合もあり、発泡体の使用が目的とする用途に有用であることを必ずしも保証す
るものではない。
【０００２】
［概要］
　本発明者らは、クリアコート及び塗面での使用を目的とする、改良された研磨物品が、
発泡層を特別な構造の不織布層に替え、中央孔及び複数の周辺孔を含めることにより実現
できると判断した。不織布層は、欠陥を除去する際に必要な追従性を確保するように設計
され、十分な開口構造を備えているので、研磨物品をフックでバックアップパッドに取り
付けるためのループ層として使用できる。このように、不織布の追従性と嵩高さのバラン
スを保つことにより、発泡体で裏打ちされた研磨物品の発泡層を取り替え、ループ層を取
り替えるという、２つの機能を提供することができ、それによってコストを削減できる。
また、中央孔と複数の周辺孔の両方を含むことにより、改良された研磨物品は発泡体で裏
打ちされた従来の研磨物品より著しく性能を向上させることができる。
【０００３】
　したがって、一態様では本発明は、
　裏材の第１の主表面に取り付けられた構造化研磨層であって、架橋結合剤中の研磨粒子
から形成される複数の研磨複合体を含む構造化研磨層と、
　接着層によって裏材の第２の主表面に取り付けられた不織布層であって、
　１２デニール以上であり、不織布層の５１重量％以上の繊維である大径繊維と、
　９デニール以下であり、不織布層の４９重量％以下の繊維である小径繊維と、を含む不
織布層と、
　構造化研磨層の中央孔及び複数の周辺孔であって、
　中央孔が８ｍｍ～２０ｍｍの最大直径を有し、
　中央孔及び複数の周辺孔の総開口面積が１４０ｍｍ２以上である、構造化研磨層の中央
孔及び複数の周辺孔と、
を含む、研磨物品にある。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　明細書及び図中で繰り返し使用される参照記号は、本開示の同じ又は類似の特徴又は要
素を表すことを意図する。
【図１】クリアコート及び塗面の欠陥を除去するのに有用な研磨物品の平面図である。
【図２】２－２で切断された、図１の研磨物品の部分断面図である。
【０００５】
［定義］
　本明細書で使用するとき、「含む」、「有する」、及び「包含する」という単語の変形
形態は、法律的に同意義でありかつ制約されない。したがって、記載される要素、機能、
工程、又は限定以外に、更なる記載されない要素、機能、工程、又は限定が存在し得る。
【０００６】
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［詳細な説明］
　図１及び２を参照すると、研磨物品１００は、裏材１１０の第１の主表面１２５に配置
され、固定された構造化研磨層１２０を含む。研磨物品は更に、裏材の第２の主表面１２
７を不織布層３００に固定する研磨層２００を含む。中央孔４００及び複数の周辺孔４１
０も表示される。研磨複合体の高さは不織布層の厚みより著しく小さくなることもあるの
で、図２は必ずしも縮尺どおりではない。
【０００７】
　構造化研磨物品は、それと合わせて使用してよい支持パッドの形状に応じて、例えば円
形（例えば、ディスク）、楕円径、方形（例えば、シート）など任意の形状であってもよ
い。構造化研磨物品は扇形の縁部を有してもよい。それぞれの構成要素は次のセクション
でより詳細に記載される。
【０００８】
　構造化研磨層及び裏材
　構造化研磨層１２０は成形された研磨複合体１３５を含む。成形されたそれぞれの研磨
複合体１３５は米国特許出願公開第２０１１／００６５３６２号に記載されているように
、砥粒１４０と、任意の粉砕助剤粒子１４５と、高分子結合剤１５０中に分散された任意
の界面活性剤と、を含む。いくつかの実施形態において、成形されたそれぞれの研磨複合
体はその総重量に基づいて２．５重量パーセント～３．５重量パーセントの非イオンポリ
エーテル界面活性剤を含有する。
【０００９】
　本明細書で使用される「成形された研磨複合体」という用語は、研磨粒子と、結合剤と
、を含有し、意図的に非ランダム形状（例えば、錐体、隆起部など）に形成され、規則的
な境界によって、典型的に特徴付けられる物体を指す。例示の成形方法としては、鋳造及
び硬化方法、エンボス加工、並びに鋳造が挙げられる。成形された研磨複合体は既定のパ
ターン（例えば、配列のように）に従って基材に配置できる。いくつかの実施形態におい
て、成形された研磨複合体は「精密に成形された」研磨複合体である。これは、精密に成
形された研磨複合体の形状が、明確に規定された辺縁によって画定され、結合された比較
的滑らかな表面を有する側面によって規定されることを意味する。辺縁は、異なる側面の
交点によって規定される明確な端点を有する明確な辺長を有する。この精度は、精密に成
形された研磨複合体を形成するための複数のモールドキャビティを有する生産用金型を使
用することによって頻繁に実現できる。「境界とする」及び「境界」という用語は、各研
磨複合体の実際の三次元形状を区切って画定する各複合体の露出面及び縁部を指す。これ
らの境界は、研磨物品の断面を走査型電子顕微鏡において観察する際、容易に視認及び識
別される。これらの境界は、複合体同士がその基部において共通の境界に沿って互いに接
するような場合であっても、１つの精密に成形された研磨複合体を別の精密に成形された
研磨複合体から分離し、区別するものである。これと比較して、精密な形状を有さない研
磨複合体では、境界及び辺縁は明確に規定されない（例えば、研磨複合体が硬化完了前に
垂れてしまうような場合）。
【００１０】
　精密に成形された、又は成形された研磨複合体は、研磨層の露出面における隆起機構又
は陥凹部の少なくとも１つをもたらす任意の三次元形状であってよい。有用な形状として
は、例えば、立方体、角柱、角錐（例えば、四角錐又は六角錐）、切頭角錐、円錐、円錐
台形が挙げられる。異なる形状及び／又は大きさの研磨複合体の組み合わせを使用しても
よい。構造化研磨材の研磨層は、連続的なものであっても不連続的なものであってもよい
。
【００１１】
　精密に成形された研磨複合体を有する構造化研磨物品及びその製造方法に関する更なる
詳細は、米国特許第５，１５２，９１７号（Ｐｉｅｐｅｒら）、同第５，４３５，８１６
号（Ｓｐｕｒｇｅｏｎら）、同第５，６７２，０９７号（Ｈｏｏｐｍａｎ）、同第５，６
８１，２１７号（Ｈｏｏｐｍａｎら）、同第５，４５４，８４４号（Ｈｉｂｂａｒｄら）
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、同第５，８５１，２４７号（Ｓｔｏｅｔｚｅｌら）、同第６，１３９，５９４号（Ｋｉ
ｎｃａｉｄら）、同第８，０８０，０７３号（Ｄａｖｉｄ）、同第２００９／００１７７
２７号（Ｐｒｉｂｙｌ）、同第２０１０／０２５５２５４号（Ｃｕｌｌｅｒ）、同第２０
１１／００６５３６２号（Ｗｏｏ）に見出され得る。特に、米国特許公開第２０１１／０
０６５３６２号の段落［００１４］～段落［００６０］は参照することにより本明細書に
援用される。
【００１２】
　典型的には、成形研磨複合体は、所定のパターン又は配列に従って裏材の上に配置され
るが、これは必須ではない。成形研磨複合体は、研磨層の表面をポリシングすることで工
作物の表面の一部が窪むように配置されてもよい。
【００１３】
　精密仕上げ用途では、研磨層中の成形研磨複合体の密度は、典型的に、１平方インチあ
たり少なくとも１，０００、１０，０００、又は更に少なくとも２０，０００の研磨複合
体（例えば、１平方センチメートルあたり少なくとも１５０、１，５００、又は更に７，
８００の研磨複合体）から、１平方インチあたり５０，０００、７０，０００、又は更に
１００，０００（１平方センチメートルあたり７，８００、１１，０００、又は更に１５
，０００までの研磨複合体を含む）までの範囲であるが、より大きい又はより小さい密度
の研磨複合体も使用できる。
【００１４】
　個々の成形研磨複合体は高分子結合剤中に分散している研磨砥粒を含有する。研磨材分
野で既知である任意の砥粒を研磨複合体に含んでよい。有用な砥粒の例としては、酸化ア
ルミニウム、溶融酸化アルミニウム、熱処理酸化アルミニウム、セラミック酸化アルミニ
ウム、炭化ケイ素、緑色炭化ケイ素、アルミナ－ジルコニア、セリア、酸化鉄、ガーネッ
ト、ダイヤモンド、立方晶窒化ホウ素、及びこれらの組み合わせが挙げられる。修復及び
仕上げ用途の場合、有用な砥粒径のサイズは、典型的には、少なくとも０．０１、１、３
又は５マイクロメートルから、３５、１００、２５０、５００、又は１，５００マイクロ
メートルと同等までの平均粒径の範囲であるが、この範囲外の粒径のサイズも使用してよ
い。３～７マイクロメートルの範囲の粒径に対応する研磨材業界指定の公称等級を有する
炭化ケイ素研磨粒子が、典型的に好ましい。典型的には、研磨粒子は、成形研磨複合体の
総重量に基づいて５０～７０重量パーセントの量で研磨複合体中に含まれるが、他の量を
用いてもよい。
【００１５】
　成形研磨複合体は、所望により、例えば、分散剤、充填剤、顔料、研削助剤、光開始剤
、固化剤、硬化剤、安定剤、酸化防止剤、及び光安定剤などの更なる成分を含有してもよ
い。
【００１６】
　有用な裏材としては、例えば、紙、布地、フィルム裏材が挙げられる。好適なフィルム
裏材としては、高分子フィルム及び下塗りされた高分子フィルム、特に研磨剤分野で用い
られるものが挙げられる。有用な高分子フィルムとしては、例えば、ポリエステルフィル
ム（例えば、エチレン－アクリル酸コポリマーで下塗りされたポリエチレンテレフタレー
ト）、ポリオレフィンフィルム（例えば、ポリエチレン又はポリプロピレンフィルム）、
及び弾性ポリウレタンフィルムが挙げられる。フィルム裏材は、２枚の高分子フィルムの
積層体であってもよい。フィルムの形成に使用できるエラストマーポリウレタンの例とし
ては、商標名ＥＳＴＡＮＥとして、Ｂ．Ｆ．Ｇｏｏｄｒｉｃｈ　ａｎｄ　Ｃｏ．（Ｃｌｅ
ｖｅｌａｎｄ，ＯＨ）から入手できるものが挙げられ、これらは、米国特許第２，８７１
，２１８号（Ｓｃｈｏｌｌｅｎｂｅｒｇｅｒ）、同第３，６４５，８３５号（Ｈｏｄｇｓ
ｏｎ）、同第４，５９５，００１号（Ｐｏｔｔｅｒら）、同第５，０８８，４８３号（Ｈ
ｅｉｎｅｃｋｅ）、同第６，８３８，５８９号（Ｌｉｅｄｔｋｅら）、及び米国再発行特
許第３３，３５３号（Ｈｅｉｎｅｃｋｅ）に記載されている。感圧性接着剤でコーティン
グされたポリウレタンエラストマーフィルムは、商標名ＴＥＧＡＤＥＲＭとして３Ｍ　Ｃ
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ｏｍｐａｎｙから市販されている。有用な高分子フィルムは、一般的に、厚さ約０．０２
～約０．５ミリメートル、例えば、厚さ０．０２ミリメートル～０．１ミリメートルであ
るが、これは必須ではない。
【００１７】
　接着層
　好適な接着材を使用して裏材１１０を不織布層３００に接合する。一般に、耐水性接着
剤は、研磨物品が湿性仕上げ用途に使用できるように利用される。
【００１８】
　好適な接着剤の種類としては、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリア
ミド、フェノール系接着剤、尿素－ホルムアルデヒド接着剤、エポキシ接着剤、アクリレ
ート接着剤などが挙げられるが、これらに限定されない。このような接着剤の特定の例と
しては、Ｎｏｖｅｏｎ，Ｉｎｃ．（Ｃｌｅｖｅｌａｎｄ，Ｏｈｉｏ）から商標名「ＨＹＣ
ＡＲ」として入手できるラテックス　アクリロニトリル／ブタジエン／スチレン（ＡＢＳ
）及びラテックス系アクリル接着剤、Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　
Ｐｒｏｄｕｃｔｓ（Ｈｏｕｓｔｏｎ，Ｔｅｘ）から入手できる「ＥＰＩ－ＲＥＺ　ＷＤ　
５１０」及びＨｕｎｔｓｍａｎ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ（Ｈｏｕ
ｓｔｏｎ，Ｔｅｘ）から入手できる「ＪＥＦＦＡＭＩＮＥ　Ｔ４０３」などの２液性エポ
キシ、並びにＡｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ（Ａｌｌｅｎｔｏｗｎ，Ｐａ）から入手できる「ＶＥＲＳＡＬＩＮＫ　Ｐ－１００
０」、及びＤｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手できる「ＩＳＯＮＡＴＥ
　１４３Ｌ」、Ｃｒｏｍｐｔｏｎ　Ｃｏｒｐ．（Ｍｉｄｄｌｅｂｕｒｙ，Ｃｏｎｎ）から
入手できる「ＲＩＢＢＯＮ　ＦＬＯＷ」ウレタンエラストマーなどの２液性反応ポリウレ
タン接着剤、並びにＢｅｍｉｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｓｈｉｒｌｅｙ，Ｍ
ａｓｓ）から商標名「ＢＥＭＩＳ　４２００」として入手できるポリアミドホットメルト
接着剤シートが挙げられる。
【００１９】
　不織布層
　不織布ウェブは繊維の交絡ウェブを含んでよい。繊維は連続繊維、ステープルファイバ
ー、又はこれらの組み合わせを含んでよい。例えば、不織布ウェブは、少なくとも約２０
ミリメートル（ｍｍ）、少なくとも約３０ｍｍ、又は少なくとも約４０ｍｍ、かつ約１１
０ｍｍ未満、約８５ｍｍ、又は約６５ｍｍ未満の長さを有するステープルファイバーを含
んでもよいが、より短い繊維及びより長い繊維（例えば、連続繊維）も有用である場合が
ある。
【００２０】
　必要な追従性を有し、フック層への取り付けを可能にするために、大径繊維と小径繊維
の２種類の繊維径が混合される。大径繊維は嵩を増やし、一体性をもたらし、不織布層の
望ましい圧縮と一体性を可能にする。しかしながら、これは、バックアップパッドのフッ
クとの係合にはあまり適さない。好ましいフック係合を実現するために、小径繊維が使用
される。加えて、大径繊維及び小径繊維の重量パーセントが制御される。
【００２１】
　ある実施形態では、１２デニール（１３．３デシテックス）以上の大径繊維が使用され
、不織布層の少なくとも５１重量％が大径繊維から形成される。大径繊維と組み合わせて
、９デニール（１０デシテックス）以下の小径繊維が使用され、不織布層の４９重量％以
下が小径繊維から形成される。別の実施形態では、１４デニール（１５．６デシテックス
）以上の大径繊維が使用され、不織布層の少なくとも６５重量％が大径繊維から形成され
る。大径繊維と組み合わせて、７デニール（７．８デシテックス）以下の小径繊維が使用
され、不織布層の３５重量％以下が小径繊維から形成される。別の実施形態では、１５デ
ニール（１６．７デシテックス）以上の大径繊維が使用され、不織布層の少なくとも７０
重量％が大径繊維から形成される。より長い直径の繊維との組み合わせで、４デニール（
４．４デシテックス）以下の直径の繊維が使用され、３０重量％以下の不織布層がより短
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い直径の繊維から形成される。
【００２２】
　必要な追従性と一体性を更にもたらすために、ある一定の密度の、選定された厚みの不
織布層が典型的に使用される。厚さは１．５ｍｍ以上かつ４．４ｍｍ以下である。厚さは
、３．５インチ（８．９ｃｍ）のプラテン直径を使用し、０．５ポンド（２２７グラム）
の負荷のもとで試験された。不織布層の重さは１９グレイン／２４平方インチ（８０ｇｓ
ｍ）以上かつ７１グレイン／２４平方インチ（３００ｇｓｍ）以下である。
【００２３】
　不織布ウェブは、例えば、従来のエアレイド、カード、スティッチボンド、スパンボン
ド、ウェットレイド、及び／又はメルトブローン手順により製造され得る。エアレイド不
織繊維ウェブは、例えば、Ｒａｎｄｏ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｍａｃｅｄｏ
ｎ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）から市販されている商品名「ＲＡＮＤＯ　ＷＥＢＢＥＲ」として
入手可能なもののような設備を用いて調製することができる。
【００２４】
　不織布ウェブに好適な繊維としては、天然繊維、合成繊維、天然繊維、並びに天然繊維
及び／又は合成繊維の混合物が挙げられる。合成繊維の例としては、ポリエステル（例え
ば、ポリエチレンテレフタレート）、ナイロン（例えば、ヘキサメチレンアジポアミド、
ポリカプロラクタム）、ポリプロピレン、アクリロニトリル（すなわち、アクリル）、レ
ーヨン、酢酸セルロース、ポリ塩化ビニリデン－塩化ビニルコポリマー、及び塩化ビニル
－アクリロニトリルコポリマーから製造されるものが挙げられる。好適な天然繊維の例と
しては、綿、羊毛、黄麻、及び麻布が挙げられる。繊維は、未使用材料又は、例えば、裁
断、カーペット製造、繊維製造、若しくは繊維加工から再生された、回収材料若しくは屑
材料によるものであってよい。繊維は、均質であってもよく、又は２成分繊維（例えば、
共紡糸芯鞘型繊維）のような複合体であってもよい。繊維は、伸張されていてもよく、け
ん縮されていてもよいが、スパンボンドプロセスによって形成されるような連続フィラメ
ントでもよい。繊維の組み合わせを使用してもよい。
【００２５】
　研磨物品、研磨ホイールでの使用に適する不織布とその製造方法に関する更なる詳細は
、例えば、米国特許第２，９５８，５９３号（Ｈｏｏｖｅｒら）、同第５，５９１，２３
９号（Ｌａｒｓｏｎら）、同第６，０１７，８３１号（Ｂｅｒａｄｓｌｅｙら）と米国特
許出願公開第２００６／００４１０６５（Ａ１）号（Ｂａｒｂｅｒ、Ｊｒ．）に見出すこ
とができる。
【００２６】
　いくつかの実施形態において、不織布層の厚みはカレンダー操作又は押圧操作を使用す
ることにより調整できる。カレンダー操作は、適切なニップ荷重（圧）を使用して加熱又
は非加熱ロールを使用して実行して、余分な嵩を除去したり、又は望ましい追従性をもた
らすには不織布層の密度を増加させ過ぎることなく望ましい厚みを生成できる。
【００２７】
　しばしば、不織布ウェブ、特にニードルタックプロセスによって作製された不織布ウェ
ブにプレボンド樹脂を適用することが有用である。プレボンド樹脂は、例えば、処理中の
不織布ウェブの一体性を維持するために役立つ。プレボンド樹脂の例としては、フェノー
ル樹脂、ウレタン樹脂、にかわ、アクリル樹脂、尿素－ホルムアルデヒド樹脂、メラミン
ホルムアルデヒド樹脂、エポキシ樹脂、及びこれらの組み合わせが挙げられる。本方式で
用いられるプレボンド樹脂の量は、典型的には、架橋接点で繊維同士を接着するのに見合
った最小量に調節されている。不織布ウェブが熱接着性繊維を含む場合、不織布ウェブの
熱接着もまた、処理中のウェブの一体性を維持するのを助けることができる。
【００２８】
　不織布研磨物品の製造における当業者は、本発明の特定の実施形態に使用されるプレボ
ンド樹脂の選定、量、適用方法、化学成分は、不織布の繊維重量、繊維密度、繊維の種類
、完成した研磨物品の所望の性質や意図される最終用途を含む様々な要素によって異なり
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得ることを理解するであろう。一般に、プレボンド樹脂は、例えば１平方メートルあたり
約１０グラム～６００グラム（乾燥付加重量）、好ましくは少なくとも１０～３０ｇ／ｍ
２の目付量範囲で比較的薄いコーティングとして不織布に適用することができる。
【００２９】
　プレボンド樹脂は不織布の繊維を相互に結合させるために、任意の既知の方法で不織布
に適用してよい。プレボンド樹脂の好ましい適用方法は、例えば、従来のツーロールコー
ターを使用するなどロールコーティングによるものである。なお、他の方法もまた有用で
ある。コーティング後、プレボンド樹脂は硬化されて、不織布上にコーティングされたプ
レボンドをもたらす（すなわちプレボンドされた不織布）ことができる。硬化は、一般に
プレボンド樹脂の化学的同一性とその硬化機構に応じて選定された方法によって実施でき
る。プレボンド樹脂を硬化させるために使用できる条件の例としては、化学組成を硬化さ
せる、重合させる、架橋させる、あるいは硬化させる又は凝固させる条件として知られて
いる条件、例えば、昇温、紫外線、他の放射線、冷却などが挙げられる。
【００３０】
　孔
　研磨物品は、少なくとも構造化研磨層を貫通する中央孔及び複数の周辺孔を含む。裏材
及び／又は不織布層の多孔性によっては、孔が研磨物品の各層を貫通する必要はない。典
型的には、製造しやすくするために、孔は打抜き又はレーザーによって研磨物品の各層を
完全に貫通する。孔は正方形、三角形、六角形、楕円形、円形、溝穴付き、曲線状又はそ
れらの組み合わせなどの任意の所望の形状でよいが、典型的には孔は円形である。
【００３１】
　概ね、中央孔は８ｍｍ～２０ｍｍ又は９ｍｍ～１５ｍｍの直径又は最大寸法を有するが
、他の大きさも有用である。複数の周辺孔は多くの異なるパターンに配置することができ
る。周辺孔の数は、それらの場所と配置にともなって異なり得る。概ね、放射状スポーク
、グリッドパターン、又は円形パターンとして配置されるであろう。周辺孔は概ね、０．
１ｍｍ～１０ｍｍ又は０．２ｍｍ～４ｍｍの直径又は最大寸法を有し、その数は４～２０
０又は６～１６０である。周辺孔の直径が大きくなると、典型的には、それらの必要数は
より少なくなる。最終的に、研磨物品の最良の切除力と持続期間を得るために、全孔の総
開口面積は概ね、１４０ｍｍ２以上、１５０ｍｍ２以上、又は１６０ｍｍ２以上、又は１
８０ｍｍ２以上である。
【００３２】
　中央孔は、不織布層から被削面上に水性液体を分散させ、削りくず（研削屑）を蓄積さ
せ、ディスク表面と工作物との間の相対的な動きがより少ないことがある、ディスク中心
部に削りくずが蓄積するのを防ぐのに役立つと考えられる。周辺孔はまた水性液体を分散
させ、削りくずを蓄積させ、ディスク表面の削りくずの蓄積を防止すると考えられる。後
述の実施例に示されるとおり、中心孔及び複数の周辺孔の両方を使用すると、単独で使用
した場合のそれぞれ又は孔のない研磨物品よりも、著しく優れた研磨物品仕上げ性能が実
現した。
【００３３】
　研磨物品の使用方法
　工作物は任意の材料を含んでよく、任意の形状を有してよい。好適な材料の例としては
、セラミック、塗料、熱可塑性又は熱硬化性ポリマー、高分子コーティング、多結晶ケイ
素、木材、大理石、及びこれらの組み合わせが挙げられる。基材形態の例としては、成型
物品及び／又は成形物品（例えば、光学レンズ、自動車の車体パネル、艇体、カウンター
、及び流し台）、ウェハ、シート、並びにブロックが挙げられる。本開示による方法は、
自動車用塗料及びクリアコート（例えば、自動車用クリアコート）のような高分子材料の
補修及び／又はポリシングに特に有用であり、その例としては、ポリアクリル酸－ポリオ
ール－ポリイソシアネート組成物（例えば、米国特許第５，２８６，７８２号（Ｌａｍｂ
ら）に記載される）、ヒドロキシ官能性アクリル酸－ポリオール－ポリイソシアネート組
成物（例えば、米国特許第５，３５４，７９７号（Ａｎｄｅｒｓｏｎら））、ポリイソシ
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Ｎａｇａｔａら））、及び高固形分ポリシロキサン組成物（例えば、米国特許第６，４２
８，８９８号（Ｂａｒｓｏｔｔｉら）に記載される）が挙げられる。１つの好適なクリア
コートは、架橋ポリマー中に分散しているナノサイズのシリカ粒子を含む。このクリアコ
ートの例は、ＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ（Ｐｉｔｔｓｂｕｒｇｈ，ＰＡ）からＣＥＲ
ＡＭＩＣＬＥＡＲとして入手可能である。本開示による修復及び／又は艶出しされ得る他
の好適な材料としては、船舶用ゲル状塗料、ポリカーボネートレンズ、合成材料で作製さ
れたカウンター及び流し台、例えば、Ｅ．Ｉ．ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　
ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥ）によってＤＵＰＯＮＴ　ＣＯＲ
ＩＡＮとして販売されているものが挙げられる。
【００３４】
　本開示による研磨物品の典型的な使用では、研磨層は工作物の表面と摩擦接触して、次
いで、研磨物品又は工作物のうちの少なくとも一方を他方に対して移動させて、工作物の
少なくとも一部を研磨する。表面の削りくず（すなわち工作物の研磨中に生じる浮遊塵及
び破片）の除去を促進するために、プロセスは水性流体の存在下で実施される。本明細書
で使用するとき、用語「水性」は、少なくとも３０重量パーセントの水を含有することを
意味する。典型的に、液体は、少なくとも９０又は更には少なくとも９５重量パーセント
の水を含む。例えば、液体は、公営の水道水又は井戸水を含んでもよい（又は、公営の水
道水若しくは井戸水からなってもよい）。
【００３５】
　必要に応じて、水性流体は、水に加えて、例えば、水混和性有機溶媒（例えば、エタノ
ール、２－エトキシエタノールなどのアルコール、並びにプロピレングリコール及び／又
はジグリムなどのポリエーテルなどのポリオールを含む）、界面活性剤、及び研削助剤な
どの更なる成分を含有してもよい。実際には、水性流体は、工作物、研磨層、又はこれら
両方の表面に塗布してもよい。
【００３６】
　構造化研磨物品は、手作業によって、又は例えば、研磨分野で既知の任意の方法を用い
て電気若しくは空気駆動式モータなどの機械的手段によって、工作物に対して移動させる
ことができる。構造化研磨物品は（例えば、ディスクでは一般的な方法であるように）バ
ックアップパッドに対して取り外し可能に固定してよい。
【００３７】
　一旦構造化研磨物品を用いて研磨が完了したら、典型的に、工作物を（例えば、水で）
すすいで、研磨プロセス中に生じる残渣を除去する。すすぎ後、工作物は、例えば、バフ
研磨パッドと共にポリシングコンパウンドを用いて更にポリシングしてもよい。このよう
な任意のポリシングコンパウンドは、典型的に、液体溶媒中に研磨微粒子（例えば、１０
０マイクロメートル未満、５０マイクロメートル未満、又は更には２５マイクロメートル
未満の平均粒径を有する）を含有する。ポリシングコンパウンド及びプロセスに関する更
なる詳細は、例えば、米国特許出願公開第２００３／００３２３６８号（Ｈａｒａ）に記
載される。
【実施例】
【００３８】
　本開示の目的及び利点を以下の非限定的な実施例で更に例示する。これらの実施例にお
いて列挙されるその特定の材料及び量、並びに他の条件及び詳細は、本開示を過度に制限
しないと解釈されるべきである。特に記載のない限り、実施例及び本明細書の残りの部分
における全ての部、パーセント、及び比率は、重量による。
【００３９】
　材料
【００４０】



(9) JP 6143859 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

【表１】

【００４１】
　Ｂ１の調製
　エアレイド不織材ウェブは、７５重量％の１５デニール×長さ４０ｍｍのナイロン６と
２５重量％の６デニール×長さ３８．１ｍｍのナイロン６６との配合物で調製した。ウェ
ブは、３ｍｍ／分のライン速度と２９０／分のストローク速度でニードルタックした。針
入度は１０ｍｍであり、ウェブは８０Ｐｓｉ（５５２ｋＰａ）圧のもと２１８℃でカレン
ダー加工した。ウェブは更に、７５重量％のＰＭアセテート（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｍｉｄｌａｎｄ，Ｍｉｃｈｉｇａｎ））、１９％のＤａｉｒｅｎ　Ｂ
Ｌ　１６（Ｃｈｅｍｔｕｒａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｍｉｄｄｌｅｂｕｒｙ，Ｍｉｃ
ｈｉｇａｎ））、６重量％、及び４２．３３体積％の固体Ｋ４５０（アミノ硬化剤組成物
（Ｒｏｙｃｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ（Ｅａｓｔ　Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ，Ｎｅｗ　Ｊｅ
ｒｓｅｙ）））の混合物で１４ｇ／平方メートルの乾燥付加重量まで更にロールコートし
た。コーティングされたウェブは、１６０℃に設定した強制対流オーブンで５分間加熱し
、コーティングを硬化させた。結果として生じるコーティングされた硬化不織布ウェブは
、厚さ約２．４ｍｍ、約１５５ｇ／平方メートルの重さであった。
【００４２】
　実施例１～７、実施例９、及び比較例Ａ～Ｅ
　実施例１～７、実施例９、比較例Ａ～Ｈは、研磨物品の有効性に関して、裏材、研磨構
造、中央孔の有無と直径、及び周辺孔の数を変化させる効果を示している。
【００４３】
　実施例１
　実施例１の研磨物品は、３．５インチ×３．５インチ（８．９ｃｍ×８．９ｃｍ）シー
トのＡＳ２を３．５インチ×３．５インチ（８．９ｃｍ×８．９ｃｍ）のＢ１に５ポンド
（２．３Ｋｇ）の負荷を加えるハンドローラーを用いて接着することにより調製した。０
．１８ミリメートル直径の１５３個の孔の放射状配列と１４ミリメートル直径の中央孔は
、Ｃｏｈｅｒｅｎｔ　Ｐｕｌｓｅｄ　ＣＯ２レーザー（モデルＥ－４００（波長１０．６
マイクロメートル、スポットサイズ２４０マイクロメートル、走査速度３５０ｍｍ／ｓ、
反復速度２５ｋＨｚ、１２０ワットエネルギーで１５％の衝撃係数（６マイクロ秒パルス
幅）、４パス）を使用して切り取った。３インチ（７．６ｃｍ）の円形ディスクは、同一
のレーザー装置を使用して１０００ｍ／ｓ（反復率２５ｋＨｚ、４８．８ワットで１０％
の衝撃係数（４マイクロ秒パルス幅）、６パス）で切り取った。
【００４４】
　実施例２～７と実施例９
　実施例２～実施例７及び実施例９の研磨物品は、図２に示されるとおり、孔の配列の数
、サイズ、１４ｍｍの中央孔の有無を除いて、実施例１の研磨物品と同様に調整した。
【００４５】
　比較例Ａ
　比較例Ａの研磨物品は、フックループアタッチメントシステムを使用した、３インチ（
７．６ｃｍ）の発泡体裏打ちディスクであり、孔は備えていない。厚さは２．８２ｍｍ、
重量は４１９ｇｓｍであった。この物品は、３Ｍ（Ｓａｉｎｔ　Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎｅｓ
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ｏｔａ）から「４４３ＳＡ」として市販されている。
【００４６】
　比較例Ｂ
　比較例Ｂの研磨物品は、中央孔を備えていなかったことを除いて、比較例１と同様に調
製した。
【００４７】
　比較例Ｃ
　比較例Ｃの研磨物品は、周辺孔の放射状配列を備えていなかったことを除いて、比較例
１と同様に調製した。
【００４８】
　比較例Ｄ
　比較例Ｄの研磨物品は、小さい孔の直径が０．２６ｍｍに増加したことを除いて、比較
例Ｂと同様に調製した。
【００４９】
　比較例Ｅ
　比較例Ｅの研磨物品は、小さい孔の直径が０．３５ｍｍに増加したことを除いて、比較
例Ｂと同様に調製した。
【００５０】
　ポリシング試験手順
　１８インチ×２４インチ（４６ｃｍ×６１ｃｍ）の自動車用ベースコート／カラーコー
ト／クリアコート（Ｄｕｐｏｎｔ　ＲＫ８１４８）試験パネル（ＡＣＴ　Ｌａｂｏｒａｔ
ｏｒｉｅｓ（Ｈｉｌｌｓｄａｌｅ，Ｍｉｃｈｉｇａｎ）から入手）を、９インチ×１２イ
ンチ（２３ｃｍ×３０ｃｍ）の４象限に分割した。各象限は、ソフトディスクパッド（３
Ｍ（Ｓａｉｎｔ　Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から入手した「３Ｍ　Ｃｌｅａｎ　Ｓ
ａｎｄｉｎｇ　２０４２８」（３インチ×３／４インチ×１／４－２０ＥＸＴ（７．６ｃ
ｍ×１．９ｃｍ×１／４－２０ＥＸＴ）））に装着したランダムオービットサンダー（３
Ｍ（Ｓａｉｎｔ　Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から入手した「３Ｍ　Ｅｌｉｔｅ　Ｓ
ｅｒｉｅｓ　２８４９４」（３インチ（７．６ｃｍ）、非真空式、軌道３／１６インチ（
０．４８ｃｍ））を使用して、実施例の研磨ディスクの１つで研磨した。使用空気圧力は
９０ｐｓｉ（３４５ＫＰａ）に維持した。ディスクパッドに実施例のディスクを装着した
後、ディスク及び試験パネルの選定した象限の両方を脱イオン水で湿らせた。研磨アセン
ブリは選定した試験パネル象限に接するように配置し、始動させた。サンダーは、最初に
選定した試験象限の周囲を摩耗させるように移動させ、次いで、左から右、右から左のパ
ターンで横方向に移動しながら下向きに動かして、それぞれ前のパスの５０％を重複させ
、最終的には、上から下、下から上のパターンで右方向に動かして、それぞれ前の各パス
の５０％を重複させる。各象限に対して、合計研磨時間は約１．５分であった。研磨残留
物は柔らかい布で拭いて除去した。各実施例の研磨ディスクは負荷の検査を実施した。
【００５１】
　研磨の次に、全て３Ｍ（Ｓａｉｎｔ　Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から入手できる
、ディスクパッド（「２０３５０　Ｈｏｏｋｉｔ（商標）Ｃｌｅａｎ　Ｓａｎｄｉｎｇ　
Ｌｏｗ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　Ｄｉｓｃ　Ｐａｄ」（３インチ×１／２インチ×１／４－２０
　ＥＸＴ（７．６ｃｍ×１．２７ｃｍ×１／４－２０　ＥＸＴ）））に装着した空気圧バ
ッファ（「２８３３３　Ｂｕｆｆｅｒ」）、バフリングパッド（「Ｆｉｎｅｓｓｅ－ｉｔ
（商標）Ｂｕｆｆｉｎｇ　Ｐａｄ　２５１３５」（３　３／４インチ、灰色の発泡体））
と、極細目ポリッシュ（「Ｆｉｎｅｓｓｅ－ｉｔ（商標）０６００２　Ｐｏｌｉｓｈ，Ｅ
ｘｔｒａ　Ｆｉｎｅ」）で各パネルの試験領域を艶出しする。バッファには圧縮空気（９
０ｐｓｉ、３４５ＫＰａ）が供給され、バフィングパッドは薄い均一の艶出しコーティン
グを施して調整してからディスクパッドに装着した。ポリッシュは試験領域に適用し、装
着したバフィングパッドの表面を使用して磨き、分散させた。バッファは、試験領域に接
して配置し、始動させた。前述の研磨工程に記載されている周辺及び横断パターンは擦り
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傷が除去されるまで繰り返した。各試験領域で新しいバフィングパッドを使用した。残留
したポリッシュは柔らかい布で拭いて除去した。各試験領域に「激しい」擦り傷がないか
、またパネルの試験領域の水平特性（「オレンジピール」の減少）を検査した。
【００５２】
【表２】

【００５３】
　表２の結果を見直すと、複数の周辺孔（比較Ｂ）のみの使用、又は中央孔（比較Ｃ）の
みの使用は３倍の切除率及び２．５倍の持続期間を有したが、発泡体裏打ち研磨物品（比
較Ａ）と比較すると、試験パネルの仕上げ又はポリシングは不良（不適正）であった。し
かしながら、中央孔及び複数の周辺孔の両方を含めることにより、実施例の３倍の切除率
及び２．５倍の持続期間をもたらしつつ、仕上げの問題を解決した。加えて、孔の開口面
積が大きくなると、優れた仕上げをもたらす研磨ディスクの性能が向上し、試験パネルに
優れた仕上げをもたらすことが可能になる。最終的に、上記の不織布層は、以前の発泡体
裏材と比較して切除率を３倍にし、持続期間を２．５倍にするという性能の増加に著しく
寄与したと考えられる。発泡体から不織布に適合層を替えることにより性能３倍になるこ
とは、まったく驚くべきことであり予想外であった。
【００５４】
　実施例８、比較例Ｆ、及び比較例Ｇ
　実施例８、比較例Ｆ、及び比較例Ｇは、中央孔のサイズが研磨物品の性能に寄与するこ
とを示す。
【００５５】
　実施例８
　実施例８の研磨物品は、中央孔が直径１０ｍｍであったことを除いて、実施例５と同様
に調製した。
【００５６】
　比較例Ｆ
　比較例Ｆの研磨物品は、中央孔を備えていなかったことを除いて、実施例５と同様に調
製した。
【００５７】
　比較例Ｇ
　比較例Ｇの研磨物品は、中央孔が直径５ｍｍであったことを除いて、実施例５と同様に
調製した。
【００５８】
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　実施例８、比較例Ｈ、及び比較例Ｇはポリシング試験に従って試験し、実施例５と比較
した。結果を表３に示す。表を参照すると、直径５ｍｍの中央孔は必要な仕上げをもたら
さなかった。直径１０ｍｍの中央孔は適正な仕上げをもたらし、直径１４ｍｍの中央孔は
良好な仕上げをもたらした。
【００５９】
【表３】

【００６０】
　当業者は、より具体的に添付の請求項に記載した本開示の趣旨及び範囲から逸脱せずに
、本開示への他の修正及び変更を行うことが可能である。異なる実施形態の態様を異なる
実施形態の他の態様と部分的若しくは全体的に互換すること又は組み合わせることが可能
である点は理解されるであろう。特許証のための上記の出願において引用された、参照文
献、特許、又は特許出願はいずれも一貫性を有するようにそれらの全容を本明細書に援用
する。これらの援用文献の一部と本明細書との間に不一致又は矛盾がある場合、上記の説
明文における情報が優先するものとする。特許請求される開示内容を当業者が実行するこ
とを可能ならしめるために示される上記の説明文は、「特許請求の範囲」及びその全ての
均等物によって規定される本開示の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。
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