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(57)【要約】
　支持体をコーティングするためのコーティング組成物であって、約１．５～３重量％の
量の炭素と、約１０～１５重量％の量のクロムと、約１～３重量％の量の鉄と、約１５重
量％未満の量のニッケルと、約１～３重量％の量の１０ケイ素と、約１０～５５重量％の
量のタングステンとを含み、残りの重量％はコバルトである、コーティング組成物。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体をコーティングするためのコーティング組成物であって、
　約１～２．５重量％の量のホウ素と、
　約１．５～３重量％の量の炭素と、
　約１０～１５重量％の量のクロムと、
　約１～３重量％の量の鉄と、
　約１５重量％未満の量のニッケルと、
　約１～３重量％の量のケイ素と、
　約１０～５５重量％の量のタングステンと
を含み、残りの重量％はコバルトである、コーティング組成物。
【請求項２】
　前記コーティング組成物は、可融性組成物である、請求項１に記載のコーティング組成
物。
【請求項３】
　ホウ素が、前記コーティング組成物中に約１．５～２．０重量％の量で存在する、請求
項１または２に記載のコーティング組成物。
【請求項４】
　炭素が、前記コーティング組成物中に約２～２．７５重量％の量で存在する、請求項１
～３のいずれか１項に記載のコーティング組成物。
【請求項５】
　クロムが、前記コーティング組成物中に約１１～１３重量％の量で存在する、請求項１
～４のいずれか１項に記載のコーティング組成物。
【請求項６】
　鉄が、前記コーティング組成物中に約１．７５～２．５重量％の量で存在する、請求項
１～５のいずれか１項に記載のコーティング組成物。
【請求項７】
　ニッケルが、前記コーティング組成物中に約８～１５重量％の量で存在する、請求項１
～６のいずれか１項に記載のコーティング組成物。
【請求項８】
　ケイ素が、前記コーティング組成物中に約１．５～２．２５重量％の量で存在する、請
求項１～７のいずれか１項に記載のコーティング組成物。
【請求項９】
　タングステンが、前記コーティング組成物中に約１５～５０重量％の量で存在する、請
求項１～８のいずれか１項に記載のコーティング組成物。
【請求項１０】
　前記コバルトが、前記コーティング組成物中に約１０～６０重量％の量で存在する、請
求項１～９のいずれか１項に記載のコーティング組成物。
【請求項１１】
　前記コーティング組成物が、粉末である、請求項１～１０のいずれか１項に記載のコー
ティング組成物。
【請求項１２】
　物品であって、前記物品は、コーティングをその上に有するキャリア部分を含み、前記
コーティングは、コーティング組成物から形成され、前記コーティング組成物は、
　約１～２．５重量％の量のホウ素と、
　約１．５～３重量％の量の炭素と、
　約１０～１５重量％の量のクロムと、
　約１～３重量％の量の鉄と、
　約１５重量％未満の量のニッケルと、
　約１～３重量％の量のケイ素と、
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　約１０～５５重量％の量のタングステンと
を含み、残りの重量％はコバルトである、物品。
【請求項１３】
　前記キャリア部分が、金属を含む、請求項１２に記載の物品。
【請求項１４】
　ガラス加工産業における使用のためのプランジャーであって、前記プランジャーは、コ
ーティングをその上に融着させて有する金属キャリア部分を含み、前記コーティングは、
コーティング組成物から形成され、前記コーティング組成物は、
　約１～２．５重量％の量のホウ素と、
　約１．５～３重量％の量の炭素と、
　約１０～１５重量％の量のクロムと、
　約１～３重量％の量の鉄と、
　約１５重量％未満の量のニッケルと、
　約１～３重量％の量のケイ素と、
　約１０～５５重量％の量のタングステンと
を含み、残りの重量％はコバルトである、プランジャー。
【請求項１５】
　物品を形成する方法であって、前記方法は、コーティング組成物をキャリア部分上に融
着させる工程を包含し、前記コーティング組成物は、
　約１～２．５重量％の量のホウ素と、
　約１．５～３重量％の量の炭素と、
　約１０～１５重量％の量のクロムと、
　約１～３重量％の量の鉄と、
　約１５重量％未満の量のニッケルと、
　約１～３重量％の量のケイ素と、
　約１０～５５重量％の量のタングステンと
を含み、残りの重量％はコバルトである、方法。
【請求項１６】
　前記コーティング組成物が、前記キャリア部分上に高速酸素燃料（Ｈｉｇｈ　Ｖｅｌｏ
ｃｉｔｙ　Ｏｘｙ　Ｆｕｅｌ：ＨＶＯＦ）溶接により融着される、請求項１５に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コーティング組成物、特に、ガラス加工産業における使用のための金属支持
体をコーティングするためのコーティング組成物に関する。本発明はまた、当該コーティ
ング組成物でコーティングされた物品、特に、コーティング組成物をその表面上に融着さ
せて有するガラス加工産業における使用のためのプランジャーにまで拡張される。
【背景技術】
【０００２】
　ガラスを必要とされる形状および大きさにする操作は数世紀にわたって行われてきてお
り、ガラスは、ガラスが操作され得るほど十分にその粘度が低い温度点である、作業温度
まで加熱される必要がある。ガラスの作業温度は、使用されるガラスの種類によって決ま
るのではあるが、一般的には約５００～６００℃近辺である。
【０００３】
　現代では、ガラスの容器（例えば、ジャーおよびビン）への成形は、大規模な工場操業
において行われている。工場操業におけるガラス容器の主要な成形方法には、「プレス・
アンド・ブロー」方式および「ブロー・アンド・ブロー」方式として知られる２つがある
。いずれの場合においても、ガラスは、その作業温度より高くした状態で、金型に押し込
まれる。プレス・アンド・ブロー方式では、ガラスは、まず部分的に成形された容器を作
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製するためにプランジャーを用いて金型にプレスされ、次いで、この部分的に成形された
容器は、ガスを用いてブローされて、完成容器にされる。
【０００４】
　プレス・アンド・ブロー技術において使用されるプランジャーは、一般的に、表面コー
ティング材でコーティングされた金属支持体（通常は鋳鉄または鋼）でできている。表面
コーティング材は、ガラス加工において経験される高温に耐えると同時に、許容される潤
滑性および耐摩耗性を提供するように設計される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そうしたプランジャーをコーティングするために使用される公知の表面コーティング材
は、多くの場合、ニッケル含有量の多い炭化タングステン材料を基材とする。しかしなが
ら、こうした材料は、そうした高い作業温度において問題を呈することがあり、これが、
成形されたガラス容器における問題（例えば、ニッケルボイド（ｎｉｃｋｅｌ　ｖｏｉｄ
ｓ））に繋がり得る。そのような容器は解体され、作り直されなければならない。また、
ガラス容器を成形するための高速機械に移行したいという要望がこの産業にある。これは
、さらにより高い作業温度を必要とし、したがって、公知のコーティング材を用いて経験
される問題を悪化させるであろう。
【０００６】
　ガラス加工産業において使用されるプランジャーのための改善されたコーティング材を
提供することが、本発明の態様の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の最初の態様によれば、支持体をコーティングするためのコーティング組成物で
あって、
　約１～２．５重量％の量のホウ素と、
　約１．５～３重量％の量の炭素と、
　約１０～１５重量％の量のクロムと、
　約１～３重量％の量の鉄と、
　約１５重量％未満の量のニッケルと、
　約１～３重量％の量のケイ素と、
　約１０～５５重量％の量のタングステンと
を含み、残りの重量％はコバルトである、コーティング組成物が提供される。
【０００８】
　有利なことに、上述の成分を有するコーティングは、少量のニッケルを有し、したがっ
て、先行技術にまつわる問題を回避する。しかしながら、驚くことに、このような組成物
は、優れた耐熱性、潤滑および耐摩耗特性を有しており、したがって、先行技術の組成物
より優れた組成物を提供することが見出された。
【０００９】
　好ましくは、支持体は、金属支持体であり、好ましくは、鋳鉄または鋼である。
　好ましくは、コーティング組成物は、可融性組成物である。
　用語「可融性組成物」とは、適切な温度条件下で、溶融し、融着して、それに続く冷却
後に、単一の固体エンティティを形成し得る組成物を意味する。この単一の固体エンティ
ティは、融着物と呼ばれ得る。
【００１０】
　好ましくは、ホウ素は、コーティング組成物中に約１．５～２．０重量％の量で存在す
る。
　好ましくは、炭素は、コーティング組成物中に約２～２．７５重量％の量で存在する。
【００１１】
　好ましくは、クロムは、コーティング組成物中に約１１～１３重量％の量で存在する。
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　好ましくは、鉄は、コーティング組成物中に約１．７５～２．５重量％の量で存在する
。
【００１２】
　好ましくは、ニッケルは、コーティング組成物中に約８～１５重量％、より好ましくは
、約１０～１３重量％の量で存在する。
　好ましくは、ケイ素は、コーティング組成物中に約１．５～２．２５重量％の量で存在
する。
【００１３】
　好ましくは、タングステンは、コーティング組成物中に約１５～５０重量％の量で存在
する。
　好ましくは、コバルトは、コーティング組成物中に約１０～６０重量％、より好ましく
は、約１４．５～５７．２５重量％の量で存在する。好ましくは、コバルトは、コーティ
ング組成物中に約２０～４０重量％の量で存在する。
【００１４】
　好ましくは、コーティング組成物は、粉末である。
　本発明のさらなる態様によれば、物品であって、その物品は、コーティングをその上に
有するキャリア部分を含み、コーティングは、コーティング組成物から形成され、コーテ
ィング組成物は、
　約１～２．５重量％の量のホウ素と、
　約１．５～３重量％の量の炭素と、
　約１０～１５重量％の量のクロムと、
　約１～３重量％の量の鉄と、
　約１５重量％未満の量のニッケルと、
　約１～３重量％の量のケイ素と、
　約１０～５５重量％の量のタングステンと
を含み、残りの重量％はコバルトである、物品が提供される。
【００１５】
　好ましくは、キャリア部分は、金属、好ましくは鋳鉄または鋼を含む。このキャリア部
分は、鋳鉄または鋼のロッドであり得る。
　好ましくは、物品は、ガラス加工産業における使用のためのプランジャーである。
【００１６】
　本発明のさらなる態様によれば、ガラス加工産業における使用のためのプランジャーで
あって、プランジャーは、コーティングをその上に融着させて有する金属キャリア部分を
含み、コーティングは、コーティング組成物から形成され、コーティング組成物は、
　約１～２．５重量％の量のホウ素と、
　約１．５～３重量％の量の炭素と、
　約１０～１５重量％の量のクロムと、
　約１～３重量％の量の鉄と、
　約１５重量％未満の量のニッケルと、
　約１～３重量％の量のケイ素と、
　約１０～５５重量％の量のタングステンと
を含み、残りの重量％はコバルトである、プランジャーが提供される。
【００１７】
　本発明のさらなる態様によれば、物品を形成する方法であって、方法は、コーティング
組成物をキャリア部分上に融着させる工程を包含し、コーティング組成物は、
　約１～２．５重量％の量のホウ素と、
　約１．５～３重量％の量の炭素と、
　約１０～１５重量％の量のクロムと、
　約１～３重量％の量の鉄と、
　約１５重量％未満の量のニッケルと、
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　約１～３重量％の量のケイ素と、
　約１０～５５重量％の量のタングステンと
を含み、残りの重量％はコバルトである、方法が提供される。
【００１８】
　好ましくは、コーティング組成物は、キャリア部分上に高速酸素燃料（Ｈｉｇｈ　Ｖｅ
ｌｏｃｉｔｙ　Ｏｘｙ　Ｆｕｅｌ：ＨＶＯＦ）溶接により融着される。
　本明細書に含まれる特徴は全て、上記の態様の任意のものと任意の組み合わせで組み合
され得る。
【００１９】
　本発明のより良い理解のために、また本発明の実施形態がどのように実施され得るかを
示すために、ここで、以下の図面および実施例配合物を例として参照する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の可融性材料組成物をその上に融着させて有する、ガラス加工産業におけ
る使用のためのプランジャーを示す部分切断図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１は、僅かにテーパーのついた細長軸メンバー１０４およびベース部分１０６を有し
、切断面が円形である、プランジャー１０２を示している。このプランジャー１０２は、
コーティング材１１０をその上に融着させて有する鋼コア１０８を含む。コーティング材
は、０．３～０．８ｍｍの厚さで塗布される。このコーティング材は本発明の可融性組成
物であり、当該技術分野において知られているようにＨＶＯＦ溶接により鋼コアに塗布さ
れる。
【００２２】
　このプランジャーは、上記の導入部分において検討されるようにガラス加工産業におい
て使用される。しかしながら、融着された本発明の可融性組成物であるこのコーティング
材は、耐熱性、耐摩耗性および潤滑の点で、先行技術に勝る利点を提供する。
（実施例）
　ＡＩＳＩ－ＳＡＥ　８６２０の熱処理可能低合金（Ｈｅａｔ　Ｔｒｅａｔａｂｌｅ　Ｌ
ｏｗ　Ａｌｌｏｙ：ＨＴＬＡ）鋼から作られたプランジャーは、高速酸素燃料（Ｈｉｇｈ
　Ｖｅｌｏｃｉｔｙ　Ｏｘｙ　Ｆｕｅｌ：ＨＶＯＦ）溶接を用いてその上に融着させた可
融性材料を有していた。
【００２３】
　可融性材料を支持体プランジャーに塗布し、そのコーティング合金を、重量法、容量法
、ＩＲ燃焼法および誘導結合プラズマ質量分析法を用いて試験し、それは以下の組成を有
することが分かった。
ホウ素：１．９７重量％
炭素：２．５８重量％
コバルト：３３．２３重量％
クロム：１１．６８重量％
鉄：１．８２重量％
ニッケル：１３．００重量％
ケイ素：１．７２重量％
タングステン：３４．００重量％
　上述のコーティング組成物をその上に融着させて有するプランジャーは、先行技術のプ
ランジャーよりも高い温度にて、先行技術のプランジャーよりも速い速度で機能すること
ができ、したがって、より速い速度およびより高い温度に関してより高い収量および原価
効率をもたらす。
【００２４】
　さらに、上記で検討したコーティング組成物でコーティングされたプランジャーは、ニ
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回避する。
【００２５】
　本明細書と同時にまたは本明細書に先立って本願に関連して提出され、本明細書ととも
に公衆の閲覧に付された全ての書類および文献に注意が向けられ、全てのそのような書類
および文献の内容が、参照により本明細書に援用される。
【００２６】
　本明細書（いずれの添付の特許請求の範囲、要約および図面も含む）に開示された特徴
の全て、および／またはそのように開示されたあらゆる方法またはプロセスの工程の全て
が、そのような特徴および／または工程の少なくとも一部が相互に両立し得ない場合の組
み合わせを除き、あらゆる組み合わせで組み合され得る。
【００２７】
　本明細書（いずれの添付の特許請求の範囲、要約および図面も含む）に開示された各特
徴は、明示的に別段の指定がない限り、同一、同等または類似の目的に適う代替的な特徴
と取り替えられ得る。したがって、明示的に別段の指定がない限り、開示された各特徴は
、包括的な一連の同等または類似の特徴の一例であるにすぎない。
【００２８】
　本発明は、上述の１つまたは複数の実施形態の詳細に限定されない。本発明は、本明細
書（いずれの添付の特許請求の範囲、要約および図面も含む）に開示された特徴のあらゆ
る新規な特徴もしくはあらゆる新規な組み合わせ、またはそのように開示されたあらゆる
方法もしくはプロセスの工程のあらゆる新規な工程もしくはあらゆる新規な組み合わせに
まで拡張される。

【図１】
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