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(57)【要約】
極低温の流体組成物および、高圧性、潤滑性、冷却性を
有するこの組成物の形成方法は、固相二酸化炭素、不活
性希釈気体および添加剤の、様々な比率による選択的混
合を含む。極低温の本機械加工液は、一つ以上の機械加
工潤滑添加剤を含むか同伴する固体二酸化炭素クーラン
トと、様々な濃度の不活性かつ比較的不凝縮の気体相で
ある希釈剤相とを混ぜ合わせて得ることができる。極低
温の本流体組成物は、洗浄、機械加工、または製造のプ
ロセスにおいて、基材を冷却したり、潤滑にしたり、ま
たは除去するために用いることができる。極低温の本流
体組成物は、レーザのレイジングの質を損なうことなく
レーザ処理または加工のプロセスと併せて用いることも
できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械加工プロセス中に基材を処理するための極低温複合流体であり、前記極低温複合流
体は、
　固体二酸化炭素の粒子を含む昇華性クーラント相と、
　不活性ガスから誘導される希釈剤相と
　を含み、各相を混合して得られる前記極低温の複合流体は、機械加工プロセス中に冷却
目的、加熱目的、潤滑目的またはそのいずれかの組み合わせの目的のために使用されうる
、極低温複合流体。
【請求項２】
　前記クーラント相が粒径およそ０．２ミクロンから５００ミクロンの間の固体二酸化炭
素の粒子を含む、請求項１に記載の極低温複合流体。
【請求項３】
　０．０１ＭＰａから１００ＭＰａの間の衝撃応力を提供することができる、請求項１に
記載の極低温複合流体。
【請求項４】
　前記クーラント相が二酸化炭素ガス、液体二酸化炭素または超臨界二酸化炭素から誘導
される、請求項１に記載の極低温複合流体。
【請求項５】
　有機または無機の固体、液体または気体の化合物を含み、前記クーラント相または前記
希釈剤相のいずれにも混合しうる添加剤相をさらに含む、請求項１に記載の極低温複合流
体。
【請求項６】
　前記添加剤相が油類、グリース類、ドライ潤滑剤類、アルコール類、エーテル類、エス
テル類、または合成炭化水素類を含む、請求項５に記載の極低温複合流体。
【請求項７】
　前記添加剤相が植物ベースの油類、大豆油、ヒマシ油、綿実油、菜種油またはカノーラ
油を含む、請求項５に記載の極低温複合流体。
【請求項８】
　前記添加剤相が有機炭化水素ガスを含む、請求項５に記載の極低温複合流体。
【請求項９】
　前記添加剤相がＨＦＣ　１３４ａまたはブタンを含む、請求項８に記載の極低温複合流
体。
【請求項１０】
　前記添加剤相がポリテトラフルオロエチレン、グラファイト、二硫化モリブデンまたは
窒化ホウ素を含む、請求項５に記載の極低温複合流体。
【請求項１１】
　前記添加剤相がジエチレングリコールモノブチルエーテルまたはブチルジグリコールを
含む、請求項５に記載の極低温複合流体。
【請求項１２】
　請求項１に記載の極低温複合流体をレーザ加工プロセスにおいて使用する方法であって
、前記極低温複合流体がレーザビームを通過しても前記レーザビームを減衰させない方法
。
【請求項１３】
　請求項５に記載の極低温複合流体をレーザ加工プロセスにおいて使用する方法であって
、前記極低温複合流体がレーザビームを通過しても前記レーザビーム減衰させない方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
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　本願は、２００４年１２月１３日に出願された、発明の名称「ＭＥＴＨＯＤ，ＰＲＯＣ
ＥＳＳ，ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＳＥＬＥＣＴＩＶ
Ｅ　ＴＨＥＲＭＡＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ，ＬＵＢＲＩＣＡＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＰＯＳＴ－Ｃ
ＬＥＡＮＩＮＧ　Ａ　ＳＵＢＳＴＲＡＴＥ」の、米国仮特許出願番号６０／６３５，３９
９の利益を主張する。
【０００２】
　（発明の技術分野）
　本発明は全般的には機械加工プロセスに関する。特に本発明は、旋盤加工、ボード切断
、ウェーハダイシングおよびアクティブ電子部品の温度サイクルの間に選択的な温度管理
および／または潤滑を要する機械加工プロセスに関する。本発明は、ターニング、フライ
ス加工、フェイシング、ネジ切り、ボーリングおよびグルービングのような操作のための
金属加工および機械加工流体として使用しうるものであり、特に高速でインサート時間が
長い金属加工操作のための方法および装置に、特にフラッドクーラント／潤滑剤システム
の、または従来の超低温液体スプレーの直接的代替品として使用しうるものである。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　大半の機械加工操作は、ホルダと、一つ以上の切削エッジに終端する表面を各々が有す
る一つ以上の切削インサートとを含む切削ツールにより行われる。ツールホルダは、内部
の適当な位置に切削インサートを固定したソケットを伴って形成される。インサートの切
削エッジは、ワークピースに接触し、そこから素材を、典型的には切削片の形で取り除く
。切削片は、薄い略長方形の形状の素材セクションを含み、インサートによってワークピ
ースから分離される際にはそれらのセクション同士が、せん断面に沿って互いに摺動する
。切削片形成時のこうした薄い素材セクション同士の連動したせん断ムーブメントによっ
てかなりの熱が発生し、それは、インサートの切削エッジとワークピースとの接触により
生まれる熱と合わさると、華氏１５００度から華氏２０００度にもなりうる。
【０００４】
　従来技術による機械加工で利用されるツールホルダの切削インサートの不具合の原因の
中には、切削インサートとワークピースとの間の磨滅、およびクレータリングとして知ら
れる問題がある。クレータリングは、切削片形成時に発生する激しい熱および切削片と切
削インサートとの摩擦接触の結果おこる。切削片を形成する素材はワークピースからせん
断される際に、インサートの上部露出面の少なくとも一部に沿って移動する。このような
摩擦接触があり、切削片形成時に激しい熱が発生するため、「クレータ」を生じながら、
インサートの上部に沿って素材が除去される。これらのクレータが十分に深いと、ワーク
ピースとの接触時にインサート全体がその切削エッジ沿いおよびインサートのサイド沿い
で、クラッキングおよび不具合をおこしやすくなる。クレータリングは、硬質合金スチー
ル、高強度プラスチック、およびエポキシのような剛性マトリクス素材でコーティングさ
れた高張力ファイバにより形成される複合材料の開発および大量使用を背景として、近年
特に問題となっている。
【０００５】
　ワークピースとの摩擦によるクレータリングおよびインサートの摩耗を回避しようとし
ているが、ツール寿命および性能はわずかに改善されたにすぎなかった。一方法では、タ
ングステンカーバイドのような高強力素材でインサートを製造している。しかし、タング
ステンカーバイドのインサートは、非常に硬い一方で、もろくチップしやすいため、早い
時期に不具合が起きる。インサートの潤滑性を高めるため、切削インサートの製造に硬化
または合金セラミクスのような素材が使用されている。加えて、切削インサートとワーク
ピースとの間の摩擦を減らすために、切削インサートに多様な低摩擦コーティングが使用
されている。さらに、切削ゾーンまたはインサートの切削エッジ周辺領域、インサート－
ワークピース接触面、および素材がせん断されて切削片が形成されるワークピース領域の
温度を下げることにより、ツール寿命を延ばす試みもなされている。
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【０００６】
　先行技術において実施された冷却方法の一つは、クーラントの低圧流を切削ゾーンに向
かってスプレーすることを組み込んだフラッド冷却である。典型的には、切削ツールおよ
びワークピースの数インチ上方に配置されたノズルが、ワークピース、ツールホルダ、切
削インサートおよび生成される切削片の上に向かってクーラントの低圧流を導く。フラッ
ド冷却の主要な問題は、実際には切削領域まで到達せず効果が無いことである。ツールホ
ルダ上方から切削片の上面に導かれるクーラントの低圧流では切削インサートの上部露出
面と接触する切削片の底面、インサートの切削エッジおよび素材がワークピースからせん
断される領域が冷却されない。これは、切削ゾーンの熱があまりに激しいために熱バリア
が生まれ、それによって、クーラントがインサートの切削エッジ付近に流達するよりずっ
と先に蒸発してしまうからである。
【０００７】
　先行技術において、上述のフラッド冷却の技術を向上させるためのいくつかの試みがな
されている。たとえば、クーラントをよりダイレクトに切削領域に噴出するために、クー
ラントを運ぶノズルの噴口が、インサートおよびワークピースに近づけて配置されたり、
またはツールホルダと一体の部分として製造された。ノズルをインサートおよびワークピ
ースに近づけて配置することに加えて、切削領域に生じる熱バリアを破るため、典型的な
フラッド冷却の使用よりも高圧でクーラントを噴出するようにもした。
【０００８】
　インサートの露出上面を通り、ワークピースと接触する切削エッジに向かうようクーラ
ントを導くクーラント送達路を組み込んだ、様々なタイプの切削操作のための他のツール
ホルダが設計されている。かかる設計においては、クーラントを切削領域に向けてスプレ
ーするための別体の導管またはノズルがなくなり、切削ツールがよりコンパクトになった
。最後に、クーラント流をインサートの露出上面を通りワークピースと接触している切削
エッジに向かうよう導くマシンツールの通路を通じた極低温クーラントの送達を組み込む
か、あるいは、液体二酸化炭素および液体窒素のような極低温流体、および水を含む極低
温混合物をワークピース上に直接スプレーして切削片を冷却・除去することを組み込んだ
切削操作用マシンツールが設計されている。
【０００９】
　上記装置にも問題があり、油－水または合成混合物の形をとるクーラントは、大気温度
においてインサート上面を通って切削領域に向けて導かれるが、切削領域周囲の熱バリア
を貫通するに足る速度を欠いている。その結果、クーラントは、切削インサートとワーク
ピースおよび／または切削片が形成されるワークピース上の領域との間の境界層または接
触面に到達する前に蒸発してしまう。これらの状況下では、切削領域から熱が放散されな
いため、クレータリングが起こる。加えて、このように切削領域から熱を除去することが
できないため、熱いままのインサートの切削エッジと、クーラントにより冷却されたイン
サートの後部との間に大きな温度差が生じ、インサートの熱破損が起こる。
【００１０】
　今日の機械加工操作におけるもう一つの深刻な問題は、切削インサート、ツールホルダ
およびワークピースとツールホルダを搭載するチャックの領域からの切削片の切断および
除去に関するものである。切削片は連続して形成されるとツールホルダまたはチャックを
包み込む傾向があり、その結果ほぼ必ずツールの不具合が生じるか、さもなければ少なく
とも機械加工操作を定期的に中断して、切削片が過密になっているか溜まっている作業領
域をきれいにする必要がある。これは、機械加工操作全体の完全自動化を図ろうとするフ
レキシブル生産システムでは著しく不都合である。フレキシブル生産システムは、人間の
助けなしで操作を行うためのものであり、仮に労働者が、過密のまたは溜まった切削片を
定期的に除去しなければならないとすると、効率が大幅に制限されてしまう。
【００１１】
　その上、環境衛生および作業の安全性の問題への関心も高まってきている。アメリカ合
衆国内ではおよそ７００，０００人から１００万人の労働者が切削液にさらされていると
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される。切削液は組成が複雑であるため、各成分そのものよりも毒性が高いことがありう
るし、原材料が安全であったとしても刺激性やアレルギー性を有することもありうる。さ
らに、バクテリアも菌類も切削液に効果的にコロニーを形成し、微生物毒素の源となりう
る。切削液の使用には、環境、健康および安全への影響の点での重大な負の影響が伴う。
【００１２】
　これらの問題のいくつかに対処するため、油－水マイクロエマルジョンの使用が広まっ
ている。金属加工におけるエマルジョンの目的は、水によって最大限の冷却を提供すると
同時に、油によって潤滑性を与えることで移動する切削片と任意の切削ツールの接触面と
の間の摩擦を減じることにある。しかし結果的に、被加工部は、無機汚染物質たる水およ
び有機汚染物質たる油を含む作業面を有することとなる。これにより後処理行程が大変困
難となる。
【００１３】
　典型的には、溶剤洗浄操作がプロセス間または最終プロセスの後に行われ、かかる工程
では製造ツールからの除去が必要である。たとえば、従来のある方法は、マシニングセン
タから被加工物品を除去した上で、アルコールを用いて水を除去し、有機溶剤を用いて油
を除去する。別の従来の後処理操作では、ｎ－プロピルブロマイド（ｎＰＢ）のような新
しい有機溶剤の使用を伴う。しかし、ｎＰＢのような溶剤は高価であり、それ自体大気毒
性があり、身をさらす労働者にとっては問題である。さらに、ｎＰＢのような有機洗浄溶
剤の使用にかかる再利用システムおよび他の関連コストは非常に高い。
【００１４】
　金属加工産業において一般的なもう一つの後処理方法は、水ベースの洗浄剤および水洗
浄の使用である。有機溶剤に対して使用が概して安価かつ安全であるものの、これらの薬
剤自体が重金属および他の汚染物質により汚染されることとなり、廃棄に前もった処理が
必要である。
【００１５】
　従来技術におけるもう一つの欠点は、レーザ加工操作の切削ゾーン内において選択的機
械力および冷却を提供するための乾冷極低温スプレーの使用に関するものである。液体二
酸化炭素を被加工基材上に直接スプレーして低温の気－固エアロゾルを形成するなど、機
械加工プロセス中に極低温スプレーを基材に適用する従来の方法を、レーザ加工表面に同
様に適用しうるが、これらは方法的にも化学的にもいくつかの欠点を有する。たとえば、
従来の極低温スプレーをレーザ加工の熱および破片を除去するために使用しうるが、これ
ら従来の処理法ではスプレーの温度を管理できないため、機械加工操作中にレーザ切削ゾ
ーンの内外に大量の大気水蒸気が液体水および固体水として凝結される。切削面に存在す
る液体および固体水は紫外線および赤外線スペクトル領域内で吸収または強反射し、それ
がレージングパワーおよび基材表面上へのビーム照射を妨げるため、切削の質に問題が生
じる。もう一つの限界は、スプレーの圧力を効果的に管理してレーザ切削の効率と流体力
、温度および圧力とのバランスをとることができないことである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　（発明の概要）
　本発明は、クーラント、潤滑剤、輸送剤およびそのいずれかの組み合わせの用途の極低
温複合流体を含む。本発明は、特定の機械加工で必要とされる特殊な冷却能力、潤滑性、
スプレー圧および温度、密度、粘度、および他の有益な物理化学的性質を示す機械加工用
スプレー組成物を作るために使用されるものである。かかる極低温複合流体は、クーラン
ト相、希釈剤相および任意の添加剤相を含むことが好ましい。クーラント相は、潤滑剤、
輸送剤および熱除去剤としての役割をはたす昇華性の固体炭酸を含むことが好ましい。希
釈剤相は、固体クーラントおよび添加剤を切削ゾーンに選択的に送達する物理的推進力お
よび輸送流体としての役割と、他の組成物成分の効果を選択的に希釈する希釈剤としての
役割、および温度調整剤としての役割を果たす多様な有機および無機の液体、固体および
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気体から得られることが好ましい。添加剤相は、有機液体、有機気体および固体を各種混
合したものを含み、それがクーラントおよび希釈剤相を選択的に是正し、粘度調整、塗膜
コンシステンシの変更、腐食抑制および潤滑性の修正等のクーラントおよび潤滑剤の機能
強化を提供する。
【００１７】
　湿り度、乾き度、冷たさ、熱さ、圧力、流速、潤滑性、表面張力、質量、スプレー塗膜
コンシステンシおよび濃度等の多様な物理化学的性質を示す多数の単一成分、二成分また
は三成分のクーラント－潤滑剤スプレー組成物を作ることができる。本発明による極低温
流体は、レーザ加工またはレーザ処理操作を含む、選択的洗浄、冷却、潤滑または磨滅を
要する機械加工または処理プロセスに適用しうる。本発明による極低温流体組成物は、冷
却および潤滑を提供しながら、同時に汚れ、すす、油および切削片を洗い流すことができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　（詳細な説明）
　本発明による機械加工複合流体またはスプレーは、図１中の３０に大まかに表示されて
いるとおり、クーラント相Ｆｃ、希釈剤相Ｆｄおよび添加剤相Ｆａの分画濃度を混合して
形成される。複合機械加工流体３０の分画位相成分が次の等式により定義されるように、
各相Ｆｃ、ＦｄおよびＦａが混合される：
　　　Σ（Ｆｃ＋Ｆｄ＋Ｆａ）＝１００％
結果として得られる機械加工流体３０は、質量、密度、湿り度、乾き度、冷たさ、熱さ、
潤滑性の選択的特性および他の機械加工流体の性質、例えば理想的衝突時速度、流速、圧
力およびスプレーコンシステンシを示す。
【００１９】
　本発明において使用されるクーラント相Ｆｃは事実上の潤滑剤、輸送剤、および熱除去
剤として機能することを含めていくつかの役割を有する。形成時には、クーラント相Ｆｃ
は従来の液体およびエアロゾルスプレーに比較して、より大きな質量および密度約１．６
グラム／ｍｌを通常有する。より高い密度を有するクーラント相の固体炭酸は、推進剤と
混合されると、高速切削ゾーンを抜けてそのクーラント成分（昇華熱）と添加剤成分の両
方を境界層の深くまで送達できる。さらに、沸騰した液体二酸化炭素クーラント－潤滑剤
（気加熱（ΔＨｖ）－６２ＢＴＵ／ｌｂ）の使用に比較して、昇華するクーラント相（昇
華熱（ΔＨｓ）－２５０ＢＴＵ／ｌｂ）では気化熱により、より多くの熱が除去され、送
達がうまく制御される。さらに、本発明で使用されるとおり、希釈剤の圧力がちょうど５
５０ｋＰａ（８０ｐｓｉ）の下では、固体二酸化炭素は固相の一部が液化するに足りる速
度で表面に衝突するため、液体二酸化炭素および添加剤によって空間、亀裂および他の表
面のむらが埋められる。液相の二酸化炭素を切削ゾーン内にスプレーする場合にこれを達
成するには、最高６．９Ｍｐａ（１０００ｐｓｉ）の、ずっと高い圧力が必要である。
【００２０】
　本発明における使用に適したクーラント相Ｆｃは、好ましくは一部固相の二酸化炭素を
含み、濃度０％から１００％の間、流速０から４５グラム／秒（０．１ポンド／秒）の間
で使用される。好ましくは圧力２．１ＭＰａ（３００ｐｓｉ）から１３．８ＭＰａ（２０
００ｐｓｉ）の間、温度２７３Ｋから３７３Ｋの間の二酸化炭素ガス、液体二酸化炭素ま
たは超臨界二酸化炭素を使用して、好ましくは以下の三つの凝縮方法を用いて固相の二酸
化炭素を得る：一つ以上の機械加工潤滑気体添加剤を含むか取り込むとよい気相二酸化炭
素の温度を低下させ、および／または圧力を上昇させて凝縮してまず液相を形成し、段付
キャピラリ装置を用いてさらに温度および／または圧力を低下させて固体または半固体／
気体／液体クーラント組成物を形成する；一つ以上の機械加工潤滑添加剤を含むか取り込
むとよい液相二酸化炭素を、段付キャピラリ装置を用いて温度および／または圧力を低下
させて凝縮して固体または半固体／気体／液体クーラント組成物を形成する；または一つ
以上の機械加工潤滑添加剤を含むか取り込むとよい超臨界相二酸化炭素を、段付キャピラ
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リ装置を用いて温度および／または圧力を低下させて凝縮して、固体または半固体／気体
／液体クーラント組成物を形成するか、あるいは機械加工ツール接触面に直接適用すれば
よい。
【００２１】
　本発明において使用される希釈剤相Ｆｄは、固体のクーラントおよび添加剤を切削ゾー
ンに選択的に送達する物理的推進剤および輸送流体としての役割、他の複合成分の冷却能
力および添加剤の効果を選択的に希釈する希釈剤としての役割、および温度調整剤として
の役割を含め、いくつかの異なる役割を担う。希釈剤相Ｆｄは、クーラント相および添加
剤相の濃度を選択的に管理する能力も有し、このため複合スプレー３０において多様な物
理化学性が得られる。希釈剤相Ｆｄは、極低温流体組成物３０内で使用される多様な添加
剤相の表面張力および粘度を有益に変更する二酸化炭素ガスを含む不活性ガスから得るこ
とが好ましい。さらに、本発明では希釈剤相として二酸化炭素ガスを採用すれば、固有の
潤滑性が得られる。二酸化炭素ガスを適切な添加剤とともに用いてもよく、選ばれた機械
加工用途において高温および高潤滑性の両特徴を得ることができる。本発明における使用
に適した希釈剤相Ｆｄは、濃度０から１００％の間、圧力３４ｋＰａ（５ｐｓｉ）から３
４ＭＰａ（５０００ｐｓｉ）の間、温度２９４Ｋ（華氏７０度）から４７７Ｋ（華氏４０
０度）の間、および流速１４．６リットル／分（０．５立法フィート／分（ｃｆｍ））か
ら１４００リットル／分（５０ｃｆｍ）の間で使用される、窒素、アルゴン、クリーンな
乾性空気、圧縮空気および二酸化炭素を含むがこれに限られることのない、任意の種類の
不活性ガスを一般に含む。
【００２２】
　本発明において使用される添加剤相Ｆａもまた複数の役割を果たす。添加剤相Ｆａは、
希釈またはクーラント相のいずれか（または両方）を変更して、エアロゾルと呼ばれる気
液固系のスプレー、本明細書中で「クリオゾル」と呼ばれる極低温のエアロゾル、本明細
書中で「クリオゲル」と呼ばれる極低温の固気スプレー、およびハイブリッド複合極低温
または加熱二酸化炭素スプレーを選択的に形成するために使用される。本発明で使用され
る添加剤は、粘度調整、塗膜コンシステンシの変更、腐食抑制および潤滑性の変更等、ク
ーラント－潤滑剤の強化を、他の有益な効果とともに提供する。添加剤相は多様な有機お
よび無機の液体、固体および気体から得られる。本発明における使用に適した添加剤相Ｆ
ａは、濃度０％から１００％の間で使用され、有機液体、有機気体および固体の任意の種
類または混合物を含む。有機液体の非網羅的な例は、菜種、テトラヒドロフルフリルアル
コール（ＴＨＦＡ）および乳酸エチル等のバイオベースの油類、アルコール類およびエス
テル類、大豆メチルエステル、石油、イソプロパノール（ＩＰＡ）およびエタノール等の
アルコール類、アセトンおよびＭＥＫ等のケトン類、ポリグリコール類、リン酸エステル
類、リン酸エーテル類、合成炭化水素類、ジエチレングリコールモノブチルエーテル（Ｄ
ＧＭＥ）、ならびにシリコーン類を含む。有機気体の非網羅的な例には、二酸化炭素なら
びに、ハイドロフルオロカーボン１３４ａ、冷媒ガスおよびブタンのような凝縮性炭化水
素の添加剤を含む。固体の非網羅的な例は、酸化、腐食およびさび防止剤、塩化パラフィ
ン系オイル等の極圧添加剤類、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、窒化ホウ素、
流動点添加剤類、洗浄剤類、分散剤類、発泡防止剤類、過酸化水素、過炭酸、水、ならび
にナノ潤滑剤等のナノスケールの固体粒子を含む。前述の添加剤相のための化合物の各例
は、エマルジョンおよび炭酸の混合物を含む。添加剤相Ｆａは、まず添加剤をエアロゾル
中間組成物として希釈剤相Ｆｄ内に同伴および混入し、さらにエアロゾルの一部を固体二
酸化炭素相Ｆｃに同伴または凝縮してクリオゾルまたはクリオゲルのフラクションを形成
することにより、クーラント相Ｆｃに間接的に添加されるものとする。あるいは、二酸化
炭素気相Ｆｃ、液相Ｆｃまたは超臨界相Ｆｃへの注入によって添加剤相Ｆａを直接添加し
、凝縮して固相二酸化炭素クーラントＦｃを形成してもよい。
【００２３】
　本発明の観点で特徴的なのは、切削ゾーン内の衝撃応力を原因として、過渡の液相Ｆｃ
が固相Ｆｃから選択的に再形成されることである。たとえば、圧力がちょうど５５０ｋＰ
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ａ（８０ｐｓｉ）の希釈剤相Ｆｄを使用する場合、溶解または混入添加剤を含む固体二酸
化炭素の粒子は、５０ＭＰａ（７，２００ｐｓｉ）またはそれを上回る適当な衝撃応力で
被加工表面に接触し、固体クーラント相の一部を液化して、ここでは潤滑剤としての役割
を果たす液相二酸化炭素、および任意の添加剤の両方によって空間、亀裂および他の表面
のむらを埋める。
【００２４】
　本発明の機械加工流体組成物の使用においては、固相クーラントＦｃの８０％ほどが切
削ゾーンに衝突してから、完全に昇華し、体積当たり著しく多くの熱を吸収し、添加剤成
分が存在する場合にはそれが堆積する。また、機械加工面と接触する混入した添加剤は、
自由に流入して、固相および再形成された液相の二酸化炭素により空間、亀裂および他の
表面のむらを埋める。
【００２５】
　図１を再び参照すると、本発明において、クーラント相Ｆｃ、希釈剤相Ｆｄおよび添加
剤相Ｆａの分画濃度を組み合わせることにより、機械加工液３０が得られ使用されている
。このように、本発明の組成物３０は、単相の組成物、二相の組成物または三相の組成物
を含むことができる。例示的な流体またはスプレー組成物のグラフの頂点は完全に単一成
分の要素を表し、それはドライ極低温加工３２（Ｆｃ＝１００％）、ドライガス加工３４
（Ｆｄ＝１００％）およびウェット加工３６（Ｆａ＝１００％）を含む選択的機械加工の
用途に広く用いることができる。図１の流体またはスプレー組成物３０のグラフのいずれ
の二辺も、クーラント－添加剤スプレー組成物（Ｆｃ＋Ｆａ）、クーラント－希釈剤スプ
レー組成物（Ｆｃ＋Ｆｄ）または希釈剤－添加剤スプレー組成物（Ｆｄ＋Ｆａ）のいずれ
かの二成分混合物を含む。スプレー組成物グラフの内側には、クーラント－希釈剤－添加
剤（Ｆｃ＋Ｆｄ＋Ｆａ）の三成分混合物があり、それは、広範な物理化学的性質を有する
流体またはスプレー組成物の組み合わせである。たとえば、少量のクーラント相Ｆｃおよ
び添加剤相Ｆａと、より多量の希釈剤相Ｆｄとが混合されてクール、ドライまたはウェッ
トスプレー３８を形成する；少量の希釈剤相Ｆｄおよび添加剤相Ｆａと、より多量のクー
ラント相Ｆｃとが混合されて極低温、ドライまたはウェットスプレー４０を形成する；少
量のクーラント相Ｆｃおよび希釈剤相Ｆｄと、より多量の添加剤相Ｆａとが混合されてよ
り高温のウェットスプレー４２を形成する；一定量の希釈剤相Ｆｄ、添加剤相Ｆａおよび
クーラント相Ｆｃが混合されて極低温ウェットスプレー４４または低温ウェットスプレー
４６を形成する。図１に示されるとおり、特定の機械加工用途の要請に応えるエアロゾル
、クリオゾルおよびクリオゲルを含む流体またはスプレー組成物がいくつでも形成できる
。
【００２６】
　図２は、固体二酸化炭素クーラント相Ｆｃ、クリーンな乾性空気の希釈剤相Ｆｄおよび
大豆メチルエステルの添加剤相ＦａをＦｃ：Ｆｄ：Ｆａ比率６０：３０：１０で混合して
、インコネル合金、クロムおよび鉄を加えたニッケルベースの合金を機械加工するための
流体またはスプレー組成物を形成した、例示的な三成分の流体またはスプレー組成物４８
を示している。希釈剤の圧力は５５０ｋＰａ（８０ｐｓｉ）、組成物のスプレー温度は約
２２７Ｋ（華氏－５０度）である。スプレー温度は大豆メチルエステル添加剤の融点を下
回るため、流体またはスプレー混合物はゲル状または半固体のコンシステンシを生じる。
複合流体またはスプレー４８は、融点温度に達していない液体添加剤スプレーに比べて、
被適用表面に貼り付きやすい。
【００２７】
　図３は、固体二酸化炭素クーラント相Ｆｃおよび圧縮空気の希釈剤相ＦｄをＦｃ：Ｆｄ
：Ｆａ比率３０：７０：０で混合したプラスチック加工用の例示的な二成分の流体または
スプレー組成物５０を示している。希釈剤相Ｆｄの圧力は５５０ｋＰａ（８０ｐｓｉ）、
組成物のスプレー温度は約２３９Ｋ（華氏－３０度）である。スプレー温度が大豆メチル
エステル添加剤の融点を下回るため、スプレー混合物はゲル状または半固体のコンシステ
ンシを生じる。複合スプレー５０は、融点温度に達していない液体添加剤スプレーに比べ
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て、被適用表面に貼り付きやすい。
【００２８】
　図４は、固体二酸化炭素クーラント相Ｆｃおよび窒素ガスの希釈剤相Ｆｄ、および液体
イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）の添加剤をＦｃ：Ｆｄ：Ｆａ比率１８：８０：２で混
合してガラス加工用に形成した例示的な三成分の流体またはスプレー組成物５２を示して
いる。希釈剤の圧力は５５０ｋＰａ（８０ｐｓｉ）、組成物のスプレー温度は約２４４Ｋ
（華氏－２０度）である。複合スプレーは被加工表面から迅速に蒸発しやすい。
【００２９】
　図５は、固体二酸化炭素クーラント相Ｆｃ、圧縮空気の希釈剤相Ｆｄ、ならびに５％Ｖ
／ＶのＰＴＦＥおよび窒化ホウ素粒子の懸濁液をそれ自体が含む液体ＤＧＭＥの添加剤Ｆ
ａを、Ｆｃ：Ｆｄ：Ｆａ比率８０：１０：１０で混合してチタン処理用に形成した例示的
な三成分の流体またはスプレー組成物５４を示している。希釈剤の圧力は５５０ｋＰａ（
８０ｐｓｉ）、組成物のスプレー温度は約２２２Ｋ（華氏－６０度）である。複合スプレ
ー５４は被加工表面から迅速に蒸発しやすい。
【００３０】
　図６は、二酸化炭素ガスの希釈剤相Ｆｄと液体大豆メチルエステルの添加剤相Ｆａを、
Ｆｃ：Ｆｄ：Ｆａ比率９５：５で混合してマグネシウム加工用に形成した例示的な二成分
流体またはスプレー組成物５６を示している。結果として得られた炭酸を含む大豆メチル
エステルスプレーの希釈剤相の圧力は１ＭＰａ（１５０ｐｓｉ）、組成物のスプレー温度
は約２９４Ｋ（華氏７０度）である。この高い方のガススプレー混合物は、上記条件下で
炭酸を含まない大豆メチルエステルよりも低粘度および高い湿潤力のウェットな炭酸液を
形成する。本発明において使用される有機添加剤の性能向上は、得られる機械加工液の粘
度および表面張力を大きく下げる大豆メチルエステル等の有機液体添加剤に対する二酸化
炭素の凝集エネルギおよび可塑化効果が原因であると本願発明者は考えるが、これは科学
文献の中でも支持されるところである。この効果は本明細書図１４において詳述される。
【００３１】
　図６中ではまた、圧力６９０ｋＰａ（１００ｐｓｉ）および温度３７３Ｋ（華氏２１２
度）の二酸化炭素の加熱した希釈剤相Ｆｄを含む単相流体またはスプレー５８が示されて
いる。かかる流体またはスプレーを用いて、セラミック加工プロセス中に乾式潤滑および
切削片除去を提供することができる。
【００３２】
　図７を参照すると、極低温機械加工流体またはスプレー３０を生成するための複合流体
またはスプレー生成システム６０は概して、希釈剤相生成サブシステム６２、クーラント
生成サブシステム６４、同軸機械加工ツール６６、および流体またはスプレーアプリケー
タ６８を含む。さらに、希釈剤相生成サブシステム６２およびクーラント相生成サブシス
テム６４はそれぞれ個別に添加剤相供給部７０と統合される。高圧二酸化炭素ガス７２は
共通のサプライであり、その好ましい圧力幅は２．１ＭＰａ（３００ｐｓｉ）から６．２
ＭＰａ（９００ｐｓｉ）の間である。
【００３３】
　クーラント相生成サブシステム６４に関しては、サプライシリンダ７２に入った二酸化
炭素ガスがコネクションパイプ７４を通じてチューブインチューブ方式の熱交換器７６へ
と供給される。共通のサプライである高圧二酸化炭素ガス７２は、圧力幅２．１ＭＰａ（
３００ｐｓｉ）から６．２ＭＰａ（９００ｐｓｉ）を有することが好ましい。二酸化炭素
ガスが熱交換器７６に入ると、コンプレッサ冷却ユニット７８が冷却された冷媒８０を熱
交換器７６内の二酸化炭素ガスに逆流して再循環させ、二酸化炭素ガスを液体二酸化炭素
クーラントストックに液化する。液体二酸化炭素のクーラントストックは熱交換器からマ
イクロメータリングバルブ８２を通り、一つ以上のベースストック供給パルスバルブ８４
、８６を通り、一つ以上の段付キャピラリコンデンサユニット８８、９０へと流れ込む。
図８を参照すると、一つ以上のキャピラリコンデンサユニット８８、９０は、まず直径が
小さめのポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）チューブのセグメント９２、例えば直
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径が外側０．８／内側１．６ｍｍ（０．０３０／０．０６２５インチ）のチューブの６０
ｃｍ（２４インチ）セグメントを、直径が大きめのＰＥＥＫチューブの第二のセグメント
９４、例えば直径が外側１．５２／内側３．１８ｃｍ（０．０６０／０・１２５インチ）
のチューブの９１ｃｍ（３６インチ）のセグメントに結合したものを使用して段付キャピ
ラリ装置を作り、液体二酸化炭素を様々な大きさの固体二酸化炭素粒子に凝縮、結晶化さ
せるのが好ましい。段付キャピラリコンデンサ８８、９０は、圧力勾配の下で液体二酸化
炭素のベースストックを効率的に沸騰させて、大部分が固相である二酸化炭素のクーラン
ト相Ｆｃを大量に生み出す。段付キャピラリコンデンサ８８、９０は、Ａｒｍｓｔｒｏｎ
ｇ　Ｗｏｒｌｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，　Ｉｎｃ．　ｏｆ　Ｌａｎｃａｓｔｅｒ，　Ｐ
ｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａから供給されているもののように、自己粘着性の発泡ポリウレタ
ンの断熱テープ９６で包まれていることが好ましい。
【００３４】
　クーラントストック供給バルブ８４、８６は、一つ以上の電子パルスタイマ９８を用い
て１パルス／秒（＞１Ｈｅｔｚ）を上回るパルスレートで、まず開いた状態、次に閉じた
状態にパルスされればよい。さらに、クーラントストック供給バルブ８４、８６は、クー
ラントストックを選択的かつ交互に各キャピラリコンデンサ８８、９０へ異なる時間およ
びレートで送り込むために、電子振動子９８を用いて断続的に振動させればよい。あるい
は、固体粒子の生成および流れを断つことなく固体粒子流内に相当の速度勾配（エネルギ
波）を持たせるには、高頻度のパルスが好ましい。クーラント流を別の流体またはスプレ
ーアプリケータ６８を通じて選択的に導入するか、あるいは機械加工ツールアプリケータ
６６内で交代させるには、振動が好ましいであろう。切削ゾーン内でスプレーを交代させ
ることは、流体またはスプレー組成物３０を切削部の選択された部分に選択的に導き、冷
却および潤滑を最大限にするとともに切削片排出を助ける上で有益である。
【００３５】
　添加剤供給部７０から出され、インラインスタティックミキサ１０２を用いて液体二酸
化炭素クーラントストックに、さらに、凝縮の前にキャピラリコンデンサ８８、９０を用
いてクーラント－添加剤の二成分組成物に、直接注入、混入される任意の添加剤相を注入
するために添加剤注入ポンプ１００が組み込まれてもよい。
【００３６】
　希釈剤相サブシステム６２に関しては、二酸化炭素ガスのサプライ７２がコネクション
パイプ１０４を経由して減圧レギュレータ１０６へと供給され、二酸化炭素ガスの圧力が
７０ｋＰａから１０３０ｋＰａ（１０から１５０ｐｓｉ）の間またはそれを上回るように
調整される。調整された二酸化炭素ガスは、サーモカップル１１０および温度コントロー
ラ１１２により温度が２９３Ｋから４７３Ｋの間またはそれを上回るように管理された電
気抵抗ヒータ１０８へと供給される。これに続いて、温度管理された二酸化炭素推進剤ガ
スはエアロゾルジェネレータ吸気弁１１４を経由してエアロゾルジェネレータ１１６内へ
と供給されればよい。エアロゾルジェネレータ１１６は添加剤供給部７０に接続され、こ
の供給部が所定量の上記添加剤Ｆａを０から０．０２リットル／分またはそれを上回る値
で、温度管理された二酸化炭素推進剤ガスに混入する。このようにして温度管理された二
酸化炭素希釈剤相Ｆｄ（エアロゾル）が形成され、希釈剤相供給チューブ１１８内へと供
給される。あるいは、温度管理された二酸化炭素推進剤ガスはエアロゾルジェネレータバ
イパスバルブ１２０を経由し、エアロゾルジェネレータ１１６を回避して直接希釈剤相供
給チューブ１１８へ接続してもよい。なお、上述の圧力管理された二酸化炭素ガスの代わ
りに、圧力管理された圧縮空気または窒素ガス、または他の不活性ガスを使用して特定の
機械加工用途の希釈剤相サプライを作ることもできる。
【００３７】
　任意の添加剤相成分を必要に応じて含むクーラント相Ｆｃ、および任意の添加剤相成分
を必要に応じて含む希釈剤相Ｆｄを上述のごとく形成したら、ＦｃおよびＦｄの両成分が
統合され、マシンツール６６および／またはスプレーアプリケータ６８へと、同軸スプレ
ー送達ライン１２２を用いて送達される。図９に図示されるとおり、同軸送達ライン１２
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２は、希釈剤相および添加剤相を収容し送達するための外側の希釈剤相送達チューブ１２
４と、クーラント相および任意の添加剤を収容し送達するための内側のＰＥＥＫチューブ
１２６を含む。送達ライン１２２はクーラント／添加剤相および希釈／添加剤相をマシン
ツール６６およびスプレーアプリケータ６８へと送達するのに必要な全長を有することが
好ましい。同軸マシンツール６６は、希釈剤を送達するための貫通孔と、貫通孔内に位置
するクーラント相を送達するためのキャピラリチューブとを含む同軸のマシンツールであ
ることが好ましい。流体またはスプレーアプリケータは、本願発明者により教示され、参
照によってここに組み込まれる米国特許第５，７２５，１５４号明細書内に全面的に開示
される通り、同軸の高密度流体スプレーアプリケータであることが好ましい。流体または
スプレーアプリケータは、荷台セクションおよびフロントノズルセクションの二つのセク
ションを含む三軸タイプの送達デバイスであることがさらに好ましい。この二つのセクシ
ョンはねじで接続され、前向きの流れを配向する通路と、この流れ配向通路と連絡する放
射状に伸びた定量通路とが規定されている。定量通路のサイズは、流れ配向通路の断面の
寸法を変えることなく、ノズルセクションをボディーセクション上のねじ調節の任意に選
択されたポジションまでねじ込むことにより選択的に調節すればよい。あるいは、同二セ
クションは、調節なしで堅く結合されて、固定または一定の増幅推進剤ガスの流れを提供
してもよい。上記ノズルセクションの中心部分内に含まれる横断同軸チューブには、キャ
ピラリチューブ内の極低温の粒子が流れる。複数同軸キャピラリチューブの使用を含め、
多様なフローストリームの配向を生みだす装置および方法が開示されている。しかし、複
合流体またはスプレーを適用しうるなら、いかなる種類のマシンツール６６またはスプレ
ーアプリケータ６８でも、本発明の範囲内に十分はいることに注意されたい。
【００３８】
　さらに、任意の添加剤を加えたクーラント相組成物は、超臨界相二酸化炭素のサプライ
から得ればよい。場合によっては、添加剤成分は、液体二酸化炭素に比較して超臨界相二
酸化炭素において、凝集エネルギ差のためにより可溶化しやすいであろう。図７を再び参
照すると、バンドヒータ１３０を有する圧力反応器１２８に、二酸化炭素生成サブシステ
ム６４から液体二酸化炭素クーラントストックが供給される。液体二酸化炭素のストック
は、計測ポンプ１００を用いて添加剤供給ライン１３２からの選択された添加剤（類）と
混合されればよい。混合された反応器１２８内の圧力および温度は混合物の臨界点を超え
て上昇し、超臨界流体クーラントベースストックが形成される。任意のクーラント混合物
の正確な臨界パラメータを測定するには実験が必要であろう。一旦形成されると、均質化
された超臨界流体クーラントストックは、定量バルブ１３４およびパルスバルブアセンブ
リ１０２を用いて、選択されたキャピラリコンデンサ８８、９０に直接定量供給され、本
明細書に記載のクーラント相Ｆｃを形成すればよい。あるいは、超臨界流体ベースクーラ
ント添加剤相は、ボールバルブ１３６を通ってマシンツール６６またはスプレーアプリケ
ータ６８のいずれかまたは両方へ送られ、被加工面に直接適用されてもよい。しかし、図
７は例示を目的としたものにすぎず、あらゆる可能なバルブ構造を含むものではないこと
に注意しなければならない。
【００３９】
　クーラント－潤滑剤スプレーのコンシステンシ（ミスト状、液状、ジェル状）は、特定
の機械加工用途において強く望まれる特性であろう。本発明を用いて、切削片を冷却およ
び排出する加熱ガスまたは複数のガス、即時に被適用表面を膜で覆い蒸発する加熱または
非加熱液体ガススプレー（エアロゾル／クリオゾル）、被適用表面に粘着しやすいゲル状
の粘性低温固気スプレー（クリオゲル）、および上記範囲内の任意のハイブリッド型から
スプレーコンシステンシを多様に調節できる。これは添加剤相の濃度、添加剤注入／混合
ポイント、クーラント粒径および濃度、および希釈剤相流、圧力および温度を調節するこ
とにより達成される。図１０を参照すると、添加剤相１３８を希釈剤相１４０に加えてエ
アロゾル（中間組成物）を形成し、同エアロゾルをクーラント相１４２に選択的に混合す
ると、気－液、気－固または気－固－液のコンシステンシを有する多様なクリオゾルスプ
レー１４４が作られる。これに対して、大豆メチルエステルのような添加剤相１４６をク
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ーラント相１４８に選択的に添加すると、クリオゲル中間組成物が形成される。同クリオ
ゲルを形成し、希釈剤相１５０に混合すると、低温の気－液から気－固のコンシステンシ
を有する多様なクリオゲルスプレー組成物１５２が作られる。上述したこれらの異なる混
合および送達技術を用いて、スプレー混合物の粘度１５４は非常に低粘度から非常に高粘
度まで変えることができ、このことは特定の機械加工流体の使用を最適化する上で非常に
有益である。
【００４０】
　固体二酸化炭素を含み、潤滑および選択的な機械加工の熱除去要素を提供する本発明の
クーラント相Ｆｃは、０から４５グラム／秒（０．１ポンド／秒）あるいはそれを上回る
注入量幅で使用されればよい。さらに、粒子成分を変更して大粒子または小粒子を提供し
てもよく、それは後述のとおり、被加工表面への衝撃応力および浸透度を調節する上で有
益である。さらに、流出速度の増大や、より乱流の境界層などの有益な物理的エネルギを
提供するために、本発明で使用するクーラントスプレーのパルシングまたは振動を利用す
ればよい。また、急速な速度変化を通して生まれる圧力スパイクまたは熱音響波により、
連続流速と比較してずっと高い、５００メータ／秒にもなりうる最高速度が生じ、維持さ
れる。振動流は、表面流出速度を増加させることにより境界層が厚くなるのを防ぎ、その
結果雪粒子の表面衝撃が大きくなり、固相－液相転移がより効率的になる。これによって
、衝突する流体またはスプレー粒子をより広い表面へ、より短い接触時間で送達できるこ
ととなる。このようにして、ヘルツスプレーは、基材表面の複雑な凹凸をより効果的に取
り除き、境界層の厚さおよび粘度が減少し、表面浸透度が上がり、エネルギ交換が向上す
る。
【００４１】
　不活性ガスである希釈剤相Ｆｄは、圧力０から３４．５ＭＰａ（５０００ｐｓｉ）、流
量０から１．４立法メートル／分、および温度２９４Ｋから４７８Ｋ（華氏７０から４０
０度）で使用されればよい。本発明で使用する希釈剤相Ｆｄは、流体またはスプレーの物
理的管理、すなわちクーラント－添加剤の希釈、温度管理および流体またはスプレーの推
進を提供する。
【００４２】
　固体でも、液体でも気体でもよい添加剤相Ｆａは、クーラントまたは希釈剤相のいずれ
かを変更して、粘度、潤滑性向上、およびウェットネスのような物理化学的性質を与える
ために使用される。添加剤相Ｆａは、体積で０から１００％の濃度でクーラントおよび希
釈剤相に添加されればよい。添加剤相は、液相でクーラント相に凝縮されてウェットな液
固クーラント相を形成する相変化要素のような気体成分を含めばよい。従来のフラッド液
体クーラントおよび潤滑剤や、先行技術で説明される高圧液体二酸化炭素スプレーに比較
して、本発明による極低温機械加工スプレーはたとえば、可変および高密度、６０％も高
いバルク流体密度（固体二酸化炭素－１．６ｇ／ｍｌ対液体クーラント－１．０ｇ／ｍｌ
）、可変粘度、５ダイン／ｃｍの低表面張力、４．７Ｋｗ（１６，０００ＢＴＵ／時間）
の熱除去から２．５Ｋｗ（８，５００ＢＴＵ／時間）の可変熱容量、および最大５００ｍ
／秒の高い浸透速度など、いくつかの機能上の利点をもたらす。
【００４３】
　図１１を参照すると、本発明では可変の衝撃応力を生み出せる直径幅０．５から５００
ミクロン（微細から粗い）を有する固体二酸化炭素粒子を作ることができる。微粒子スプ
レー１５６は、希釈剤相圧力０から１ＭＰａ（１５０ｐｓｉ）の間で、＜０．１ＭＰａか
ら約１５ＭＰａの範囲の衝撃応力を生み出せる。粗粒子スプレー１５８は、希釈剤相圧力
０から１ＭＰａ（１５０ｐｓｉ）の間で、＜０．１ＭＰａから約５０ＭＰａの範囲の衝撃
応力を生み出せる。希釈剤相圧力が高めでは、高めの衝撃応力が、希釈剤相圧力が低めで
は、低めの衝撃応力を付与できる。希釈剤スプレー圧力および温度を選択的に使用して、
基材表面へと向かう希釈剤相内に混入した固相二酸化炭素Ｆｃ粒子の一部を、希釈剤相Ｆ
ｄから固体二酸化炭素相Ｆｄへの熱伝導を通じて選択的に昇華させることにより、衝撃応
力および衝突粒子密度の両方を変更することができる。さらに、ＦｕｊｉＦｉｌｍ　ＵＳ
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Ａ製のＰｒｅｓｃａｌｅ　Ｓｅｒｉｅｓ接触圧計測フィルムを用いて行ったスプレー衝撃
圧力実験から、スプレー衝撃圧力を、本発明の中で説明される多様なクーラント、添加お
よび希釈剤相の組成物を調整することにより選択的に調整しうることが分かる。粒径およ
びコンシステンシの管理は、多様な長さおよび直径のキャピラリコンデンサを用いて大量
の昇華性粒子を作り出し、かかる粒子ストリームを希釈剤相と組み合わせて達成される。
【００４４】
　図１２を参照すると、送達ラインは嵌合同軸アダプタ（図示されていない）で終端し、
流体またはスプレー組成物がマシンツール６６または流体またはスプレーアプリケータ内
の同軸ポート１６０へと供給される。製造され同軸マシンツール６６および／またはスプ
レーアプリケータのいずれかを通って送達される複合スプレーは、切削ゾーン１６２およ
び／またはワークピース基材１６４へと選択的に導かれ、境界層の冷却および潤滑、選択
的ビルドアップエッジ（ＢＵＥ）除去１６６を提供する。機械加工の過程で、複合流体ま
たはスプレー粒子は切削ゾーン１６２、ツール－ワークピースおよびツール－切削片の接
触面に浸透し、同接触面をウェッティングまたはウィッキングし、生成された衝撃応力の
もとで、昇華、過冷却および液化する。切削ゾーン１６２内への浸透と同時に、固体二酸
化炭素粒子は相変化し、気体および液体二酸化炭素フィルムを形成し、接触面において炭
酸を含む薄い潤滑（添加剤）および冷却フィルム１６８を提供する。液体二酸化炭素およ
び炭酸フィルム１６８は、１ｘ１０－４パスカル秒（０．１ｃＰ）から０．０１パスカル
秒（１０ｃＰ）の間の非常に低い粘度と、５ｘ１０－６Ｊ／ｃｍ２（５ダイン／ｃｍ）か
ら１ｘ１０－５Ｊ／ｃｍ２（１０ダイン／ｃｍ）の表面張力を有し、そのために混入され
た添加剤のような流体またはスプレー成分が微細な表面のくぼみやひび（図示されていな
い）に浸透し、存在時に添加剤相の薄いフィルムを堆積させることができる。希釈剤相の
圧力は、組成物粒子および添加剤が高速の回転速度１７０により生み出される遠心力を克
服し、マシンツール－ワークピース接触面１７２に浸透できるように必要に応じて調節さ
れる。潤滑流体またはスプレーまたはドライスプレーの特性、および加熱または冷却スプ
レー特性を有する連続パルス流体またはスプレー、および振動スプレーを含む数種の流体
またはスプレー構造が本発明の使用において可能である。
【００４５】
　図１３を参照すると、前述の流体またはスプレー構造を構成し、選択的に送達して、様
々な熱容量を生み出すことができる；一つの同軸複合流体またはスプレーが４．７Ｋｗ（
１６，０００ＢＴＵ／時間）の熱除去から２．５Ｋｗ（８，５００ＢＴＵ／時間）の熱イ
ンプット１７４および、１９７Ｋ（華氏－１０５度）から４２２Ｋ（華氏３００度）また
はそれを上回る多様な温度を機械加工操作間に提供できる。切削ゾーンの温度を上回る温
度を有する加熱スプレー１７８は、基材表面を加熱する。切削ゾーンの温度を下回る温度
を有する冷却スプレー１８０は、基材表面から熱を除去する。加熱および冷却スプレーを
組み合わせて使用し、任意の種類の被加工基材の熱サイクルを作り出すことができる。た
とえばある例示的な熱サイクルは、まず３５８Ｋ（華氏１８５度）を上回る温度を有する
加熱流体またはスプレー１７８の、次いで２４４Ｋ（華氏－２０度）を下回る温度を有す
る冷却流体またはスプレー１８２の使用を示す。別の例示的な温度プロファイルは、まず
冷却流体またはスプレー１８０を使用して基材温度を２４４Ｋ（華氏－２０度）を下回る
まで下げ、次いで加熱流体またはスプレー１８４を使用して基材を大気温度に戻すことを
示す。もう一つの例示的プロファイルは、１９７Ｋ（華氏－１０５度）に近い温度１８８
、固体二酸化炭素の昇華温度を有する基材を作り出す、冷却流体またはスプレー１８６の
使用を示している。加えて、クーラント相のヘルツパルセーション１９０、複数同軸振動
１９２または連続流１９４を使用してもよい。これらの多様な流体またはスプレーの物理
的エネルギ増幅により、機械加工操作中のスプレー粒子および基材表面間の熱伝達が高ま
り、また機械切り屑の排出も向上する。
【００４６】
　二酸化炭素は、圧縮空気、窒素またはアルゴンのような他の希釈剤相流体と異なり、そ
の分子凝集エネルギがずっと大きいため、化学的に添加剤作用を増強することができる。
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図１４を参照すると、大気圧下において二酸化炭素で飽和させた粘度１９６および表面張
力１９８の典型的な潤滑添加剤相（大豆メチルエステル）は、粘度および表面張力の両方
において３０％から４０％の減少２００を示し、この化学的増強効果を実証している。二
酸化炭素が有機添加剤を膨脹させまたは柔らかくし、それが内部摩擦を減少させる。この
化学的増強効果が、推進力および運動量移動を含む本発明の物理的エネルギの側面と合わ
さって、高スピード、高フォースの機械加工において存在するような境界領域への非常に
効果的な浸透になる。この二酸化炭素の化学作用増強は、添加剤相を希釈剤相中で使用さ
れる二酸化炭素ガスに添加し、および／またはクーラント相に添加剤相を混合することに
より導入し、管理しうる。
【００４７】
　本発明のもう一つの側面は、レーザ加工操作における機械加工複合流体またはスプレー
の使用である。図１５を参照すると、レーザ２０２が基材２０４に向けられており、そこ
においてレーザが基材を切削または切断する。ポリマーまたは金属素材をレーザ加工する
際に熱影響部２０６を含むために、スプレーアプリケータ２０８が本発明の機械加工複合
流体またはスプレー２１０を切断領域に向かって導く。機械加工複合流体またはスプレー
２１０はレーザ２０２から放出されるビーム２１２を通過して、余分な燃焼を消し、それ
が切断領域内のプラズマ形成、煙霧およびすすの発生（ポリマー）を最小化または削減す
る。この結果として、レーザパワーが基材表面に届き、より正確な熱分解のレーザ切断プ
ロセスを行う上で減衰することはほとんどまたは全くなく、さらにレーザ光表面の積層お
よび光遮へいが抑制されることとなる。さらに、本発明の複合流体またはスプレーを使用
する際には、レーザを当てた基材表面は切断操作中低温かつ乾燥したままであり、完了時
の基材の洗浄操作は必要ない。このようにして、本発明の極低温複合流体またはスプレー
は、最も一般的な機械加工用レーザで生成される波長で基材表面に接触するレーザ光をク
ーラント自体が弱めることなくレーザ加工することを独自に可能とする。
【００４８】
　表１および２には、本発明とともに使用するための赤外線（ＩＲ）および紫外線（ＵＶ
）レーザの非網羅的な例が列挙されている。
【００４９】
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【表１】

【００５０】
【表２】
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　図１６はグラフを使って基材、本発明による複合スプレー、および表１および２に列挙
された一般的に使用されるレーザの全般的な光吸収プロファイルの対比を示している。図
１６はまた、一般にレーザ加工プロセスの障害と考えられる水の全般的な吸収プロファイ
ルも重ねている。図１６からはまた、ポリマーおよび金属基材２１４は通常、高エネルギ
ＵＶ領域２１６内の高い吸収率から、低エネルギのＩＲ光領域２１８内のより低い吸収率
へと、移行する中で下落することが分かる。表１に列挙された例示的な赤外線レーザは、
７００ｎｍから１５４０ｎｍの範囲に離散した帯域に下落し、表２に列挙された例示的な
ＵＶレーザは、２８４ｎｍから３６４ｎｍの範囲に離散した帯域に下落する。これらの例
示的な基材およびレーザスペクトルに重ねられているのが、二酸化炭素吸収スペクトル２
２０であり、それは一般的なＩＲおよびＵＶレーザ加工帯域内において吸収をほとんど示
さないか、全く示さない。本発明の複合クーラントスプレー自体がレーザ加工プロセスの
光減衰障害にならないため、このことは有益である。また、水２２２が、ＵＶおよびＩＲ
レーザ帯域の両方の中で上昇しやすい全般的光吸収プロファイルを示し、基材表面－レー
ザ接触ポイントでレーザ光を弱め、反射することも分かる。ゆえに本発明の機械加工複合
流体およびスプレーは、レーザ切断または加工の過程で、凝縮され固化または液化した水
がレーザ切削ゾーン入り込むのを最小化または抑制するドライ－コールド複合スプレーを
提供する。
【実施例】
【００５１】
　本発明の相対的性能を典型的な従来の冷却および潤滑技術と比較対照するために、いく
つかの実験を計画、実施した。以下に記載する実験においては、当分野の技術者は、スプ
レー距離、流体またはスプレー組成、スプレーアングル、スプレー送達手段、および所与
の機械加工操作におけるスプレー送達装置の最適な数といった、流体またはスプレー組成
物の最適なパラメータが最適化されなかったことに留意しなければならない。実験の目的
は、本明細書の複合スプレーの性能を、ほぼ類似の使用条件および模擬の機械加工操作の
下で評価することであった。
【００５２】
　（高速精密研削）
　被加工面の質を検査し、従来のフラッドクーラントと比較するために機械加工テストを
実施した。実施した機械加工プロセスは、ステアタイトの部分２２４、エポキシの部分２
２６および鉄／ニッケル合金（合金５２）の部分２２８を有するステンレススチール－ス
テアタイト－エポキシ物品の粗研削および仕上げ研削である。機械加工プロセスは、２０
，０００ｒｐｍで作動したＴｓｕｇａｍｉモデルＭＡ３　ＨＭＣのダイヤモンド研削ツー
ルを用いて行った。本発明から得られた極低温機械加工流体は、固体二酸化炭素をクーラ
ントＦｃとして、圧縮空気を希釈剤Ｆｄとして、さらにイソプロピルアルコールを添加剤
Ｆａとして、Ｆｃ：Ｆｄ：Ｆａ比率１８：８０：２で含む複合スプレー組成物であり、そ
れを希釈剤の圧力６２０ｋｐａ（９０ｐｓｉ）で使用し、複合スプレー温度を約２４０Ｋ
（華氏－３０度）とした。複合スプレーを、下に示されるアングル４５度の同軸スプレー
ノズルを用いて、切削ゾーン内のダイヤモンド研削ツールと被加工物品の内側表面との間
の接触ポイントに導いた。
【００５３】
　図１７ａ、１７ｂおよび１８ａ、１８ｂに示されるとおり、機械加工の実験結果から、
本発明の複合スプレーを使用すると、従来のフラッドクーラントシステムと比較して高品
質の仕上げが得られることが分かる。図１７ａおよび１８ａを参照すると、従来のアプロ
ーチでは、高速のグラインディングゾーン内における切削片除去、冷却および／またはル
ブリケーションの不足が原因と疑われる、ソフト合金のスミアリングおよびグラインディ
ングバイトによる深溝が起こっている。これに対して、本発明では図１７ｂおよび１８ｂ
に示されるとおり、ステアタイト、エポキシおよび金属帯が完璧に分離され、非常にクリ
ーンでブライトな仕上げが生み出される。
【００５４】
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　（ステンレススチールの低速ドリリング）
　カーバイドドリルバイトでドリルしたステンレススチールシートの表面品質を調べるた
めに機械加工テストを行った。０．６４ｃｍ（０．２５インチ）のステンレススチール基
材を、Ｒｙｏｂｉ製ボール盤型番ＤＰ１００を用いて、３６００ｒｍｐのドリルスピード
でドリルした。三種のスプレー組成物を生成した。従来技術を代表する第一のスプレー組
成物は希釈剤としての冷却・圧縮空気のみからなり、クーラントまたは添加剤相なしで、
Ｆｃ：Ｆｄ：Ｆａ比率は０：０：１００であり、希釈剤の圧力５５０ｋＰａ（８０ｐｓｉ
）および５７リットル／分（２ｃｆｍ）で使用し、複合スプレー温度は約２８３Ｋ（華氏
５０度）となった。第二のスプレー組成物は、固体二酸化炭素をクーラントとして、圧縮
空気を希釈剤として含み、さらに添加剤相は含まず、Ｆｃ：Ｆｄ：Ｆａ比率は大体３０：
７０：０であり、希釈剤の圧力５５０ｋＰａ（８０ｐｓｉ）、温度３７３Ｋ（華氏２１２
度）で使用し、複合スプレー温度は約２４０Ｋ（華氏－３０度）となった。第三のスプレ
ー組成物は、固体二酸化炭素クーラント、希釈剤として圧縮空気、添加剤として大豆メチ
ルエステルを含み、Ｆｃ：Ｆｄ：Ｆａ比率が大体２９：７０：１であり、それを希釈剤の
圧力５５０ｋＰａ（８０ｐｓｉ）および温度３７３Ｋ（華氏２１２度）で使用し、複合ス
プレー温度が約２４０Ｋ（華氏－３０度）となった。
【００５５】
　各テスト用スプレーを、約４５度のスプレーアングルを用いて、ドリリングツールと被
加工物品の接触表面との間の接触ポイントに向けた。図１９ａは第一のスプレーで処理し
た加工孔を示し、図１９ｂは第二のスプレーで処理した加工孔を示し、図１９ｃは第三の
スプレーで処理した加工孔を示している。下に示される結果から、冷却空気の機械加工か
ら本発明の極低温複合スプレーへの、機械加工表面品質の漸進的な向上が示されている。
【００５６】
　（ブチルゴムのＩＲレーザフライス加工）
　電源６０ワットの、波長約９４０ｎｍで稼働したＩＲダイオードレーザを用いてフライ
ス加工したブチルゴムの表面品質を、ガスアシスト冷却を用いた場合と比較して調べるた
めに機械加工テストを行った。０．６４ｃｍ（０．２５インチ）のブチルラバーの基材を
、ＩＲレーザ出力調整装置と光ファイバ出力レーザモジュール型番ＯＰＣ－ＯＰＣ－０２
を備えたＯｐｔｏ　Ｐｏｗｅｒ社製レーザシステム型番Ｈ０１　Ｄ０６０　ＭＭＭ　ＦＣ
ＭＳを用いてフライスした。Ｊａｎｏｍｅ直交座標ロボット型番ＪＲ２２０３を用いて自
動の長方形スキャンパターンを実施した。レーザ焦点は約２．５４ｃｍの距離であり、プ
ランジの深さ（レーザ焦点距離）は約０．５ｍｍであり、ロボットスキャンの速度は１０
ｍｍ／秒に設定した。ビーム直径は約１ｍｍ、レーザパワーは２５ワットに調整した。１
．０ｃｍｘ０．５ｃｍほどの長方形のパターンが各スプレーをテストした各サンプル表面
にフライスされた。
【００５７】
　二種のスプレー組成物を生成した。先行技術を代表する第一のスプレー組成物は、二酸
化炭素のみから成り、添加剤またはクーラント相は含まず、Ｆｃ：Ｆｄ：Ｆａ比率は０：
１００：０であり、希釈剤の圧力５５０ｋＰａ（８０ｐｓｉ）および温度２９４Ｋ（華氏
７０度）で使用し、複合スプレーの温度は約２９４Ｋ（華氏７０度）となった。第二のス
プレー組成物は、固体二酸化炭素をクーラントとして、圧縮空気を希釈剤として含み、添
加剤相は含まず、Ｆｃ：Ｆｄ：Ｆａ比率は大体２０：８０：０であり、希釈剤の圧力５５
０ｋＰａ（８０ｐｓｉ）および温度３７３Ｋ（華氏２１２度）で使用し、複合スプレー温
度は約２４４Ｋ（華氏－２０度）となった。
【００５８】
　図２０ａは先行技術による第一のスプレーで処理した基材を示し、図２０ｂは本発明に
よる第二のスプレーで処理した基材を示す。結果から、ガスアシストのレーザフライス加
工に比較して、本発明のスプレー組成物によるレーザフライス加工の方が溝がクリーンに
、側壁の溶解が最小限になることが分かる。被加工表面をより詳しく見ると、ＩＲレーザ
加工に伴って本発明の複合スプレーを使用すると、側壁の輪郭が改善され、トレンチの深
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さがより深く、溝の断面がよりクリーンになることが分かる。
【００５９】
　レーザ加工の過程で見られたことで興味深いのは、本発明の複合スプレーによると、黒
焦げおよび機械加工後の残留物がずっと少なかったことである。ガスアシストのテストで
は表面が非常に汚れ、プロセス後の空中のすすも多かった。
【００６０】
　（フルオロシリコーンゴムのＩＲレーザフライス加工）
　電源６０ワットの、波長約９４０ｎｍで稼働したＩＲダイオードレーザを用いてフライ
ス加工したフルオロシリコーンゴムの表面品質を調べるための機械加工テストを行った。
０．６４ｃｍ（０．２４インチ）のフルオロシリコーンゴムの基材を、ＩＲレーザ出力調
整装置と光ファイバ出力レーザモジュール型番ＯＰＣ－ＯＰＣ－０２を備えたＯｐｔｏ　
Ｐｏｗｅｒ社製レーザシステム型番Ｈ０１　Ｄ０６０　ＭＭＭ　ＦＣＭＳを用いてフライ
スした。Ｊａｎｏｍｅ直交座標ロボット型番ＪＲ２２０３を用いて自動の長方形スキャン
パターンを実施した。レーザ焦点は約２．５４ｃｍの距離であり、プランジの深さ（レー
ザ焦点距離）は約０．５ｍｍであり、ロボットスキャンの速度は１０ｍｍ／秒に設定した
。ビーム直径は約１ｍｍ、レーザパワーは２５ワットに調整された。１．０ｃｍｘ０．５
ｃｍほどの長方形のパターンが各スプレーをテストした各サンプル表面にフライスされた
。
【００６１】
　二種のスプレー組成物を生成した。先行技術を代表する第一のスプレー組成物は、希釈
剤としての二酸化炭素ガスのみからなり、添加剤またはクーラント相は含まず、Ｆｃ：Ｆ
ｄ：Ｆａ比率は０：１００：０であり、希釈剤の圧力５５０ｋＰａ（８０ｐｓｉ）および
温度２９４Ｋ（華氏７０度）で使用され、複合スプレーの温度は約２９４Ｋ（華氏７０度
）となった。本発明を代表する第二のスプレー組成物は、固体二酸化炭素をクーラントと
して、圧縮空気を希釈剤として含み、添加剤相は含まず、Ｆｃ：Ｆｄ：Ｆａ比率は大体２
０：８０：０であり、希釈剤の圧力５５０ｋＰａ（８０ｐｓｉ）および温度３７３Ｋ（華
氏２１２度）で使用され、複合スプレー温度は約２４４Ｋ（華氏－２０度）となった。
【００６２】
　図２１ａは先行技術による第一のスプレーで処理した基材を示し、図２１ｂは本発明に
よる第二のスプレーで処理した基材を示す。結果から、ガスアシストのレーザフライス加
工に比較して、本発明のスプレー組成物によるレーザフライス加工では、下に示される通
り溝がクリーンに、側壁の溶解が最小限になることが分かる。また、図２１ａ中のガスア
シストの実験データから、溶込みおよびプルームが最小限であることが分かるが、それは
すなわち表面の過熱および不均一な溶解を意味する。これに対して、複合スプレーテスト
のレーザプランジのデータは、おおよそレーザビームの直径に等しい完全な円形の均一性
と、はるかに大きな溶込み深さが得られる。図２２ａおよび２２ｂを参照すると、拡大図
からカーフ幅、溝の深さ、および相対的な滑らかさにおいて大きな違いがあることが分か
る。拡大図でよりよく調べると、カーフ幅、溝の深さ、および相対的な滑らかさにおいて
大きな違いがあることが分かる。
【００６３】
　フルオロシリコーン基材のレーザ加工の間に、ガスアシストのスプレーではレーザフラ
イス加工操作中の切削ゾーンの可視的な燃焼を消すことができないことが観察された。フ
ライス加工後の基材表面は明らかに黒焦げになり、被加工表面を明らかにするために顕微
鏡写真を撮る前に、スプレークリーニングが必要だった。これに対して、複合スプレーの
テストではＩＲレーザ加工作業が非常にクリーンで不可視的となり、このことは熱分解に
よるアブレーションがはるかに向上したことを意味する。
【００６４】
　本発明には、レーザ加工を阻害し、表面に届くレーザ光エネルギを減衰させる、大量の
すすの発生およびレーザ光学系上の積層がないという利点が内在することが分かった。
【００６５】
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　（アクリルプラスチックの高速スピンドルフライス加工）
　４０，０００ｒｐｍで稼働した高速ロボットスピンドルを用いてフライス加工したアク
リルプラスチックの表面品質を調べるための機械加工テストを行った。０．６４ｃｍ（０
．２５インチ）のアクリルプラスチックの基材を、エアタービンスピンドル・モデル６０
０を用いてフライスした。Ｊａｎｏｍｅ直交座標ロボット型番ＪＲ２２０３を用いて自動
の長方形スキャンパターンを実施した。１／８インチルータビットを使用し、プランジの
深さは約０．５ｍｍ未満であり、ロボットスキャンの速度は１０ｍｍ／秒に設定した。ス
ピンドルの速度は調整不可であり、４０，０００ｒｐｍで稼働された。１ｃｍｘ１ｃｍほ
どの長方形のパターンが各スプレーをテストした各サンプル表面にフライスされた。
【００６６】
　固体二酸化炭素をクーラントとして、圧縮空気を希釈剤として含み、添加剤相は含まず
、Ｆｃ：Ｆｄ：Ｆａ比率を大体２０：８０：０とするスプレー組成物を生成し、希釈剤の
圧力５５０ｋＰａ（８０ｐｓｉ）および温度３７３Ｋ（華氏２１２度）で使用し、複合ス
プレー温度は約２４４Ｋ（華氏－２０度）となった。
【００６７】
　結果から、本発明のスプレー組成物でのスピンドルフライス加工では、図２３に示され
る通り、溝がクリーンに、表面チッピングが最小限になることが分かる。
【００６８】
　本発明は高速および低速金属加工、微小デバイス加工、銅ウェーハダイシング、および
レーザドリリングのような高度製造技術操作における冷却および潤滑の問題に対処するた
めに開発された。しかし、本発明の使用または適用は、特定の市場または用途に限定され
るものではない。たとえば本発明は、腫瘍や疣等、生体組織を選択的に凝固凍結するため
に、火傷による痛みを軽減する手段に、さらに極低温エアロゾルを用いた除去プロセスを
通じて肌の染みを除去する方法に、さらに方向性凝固の手段に、使用しうる。本発明は、
冷却、潤滑および洗浄処理を提供する、固有かつ非常に有用なハイブリッド技術を提供し
、それは、元の製造会社（ＯＥＭ）のツールに統合することもできるし、ドライおよびセ
ミドライの温度管理、冷却および／または潤滑のこの組み合わせを必要とする製造会社の
ために単独のツールとしても役立つ。
【００６９】
　好ましい実施形態に照らして本発明を記載してきたが、当分野の技術者は、本発明の精
神および範囲を逸脱することなく形式および詳細の変更をなしうることを認識するであろ
う。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】図１は、本発明の極低温スプレーの位相成分を示す図である。
【図２】図２は、本発明の選択的極低温スプレーの位相成分を示す図である。
【図３】図３は、本発明の選択的極低温スプレーの位相成分を示す図である。
【図４】図４は、本発明の選択的極低温スプレーの位相成分を示す図である。
【図５】図５は、本発明の選択的極低温スプレーの位相成分を示す図である。
【図６】図６は、本発明の複数の選択的極低温スプレーの位相成分を示す図である。
【図７】図７は、本発明の極低温スプレーを作るためのシステムを示す流れ図である。
【図８】図８は、本発明の極低温スプレー組成物を作るために使用される段付キャピラリ
の一部断面図である。
【図９】図９は、本発明の極低温スプレー組成物を輸送するために使用される送達ライン
の一部断面図である。
【図１０】図１０は、クリオゾルおよびクリオゲルに、選択された添加剤を添加すること
によるスプレー粘度のへの効果を示す図である。
【図１１】図１１は、本発明の極低温スプレー組成物の、選択された粒径での、せん断に
よる衝撃圧力を説明するグラフである。
【図１２】図１２は、機械加工操作中に使用される本発明のスプレー組成物の側面図であ
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【図１３】図１３は、本発明の選択的極低温スプレーの例示的なスプレー温度および熱容
量のデータを示すグラフである。
【図１４】図１４は、本発明の極低温スプレー組成物で使用される潤滑添加剤の一定の物
理的性質を示すグラフである。
【図１５】図１５は、レーザ加工操作中に使用される本発明の極低温スプレー組成物の側
面図である。
【図１６】図１６は、赤外線および紫外線レーザの物理的性質を示すグラフである。
【図１７ａ】図１７ａは、先行技術のスプレーにより処理された基材の顕微鏡写真である
。
【図１７ｂ】図１７ｂは、本発明の選択的極低温スプレー組成物により処理された基材の
顕微鏡写真である。
【図１８ａ】図１８ａは、先行技術のスプレーにより処理された基材の顕微鏡写真である
。
【図１８ｂ】図１８ｂは、本発明の選択的極低温スプレー組成物により処理された基材の
顕微鏡写真である。
【図１９ａ】図１９ａは、先行技術のスプレー処理を使用して機械加工された基材の顕微
鏡写真である。
【図１９ｂ】図１９ｂは、一番目に選択された本発明の極低温スプレー組成物を使用して
機械加工された基材の顕微鏡写真である。
【図１９ｃ】図１９ｃは、二番目に選択された本発明の極低温スプレー組成物を使用して
機械加工された基材の顕微鏡写真である。
【図２０ａ】図２０ａは、先行技術のスプレーで処理された基材の顕微鏡写真である。
【図２０ｂ】図２０ｂは、本発明の選択的極低温スプレー組成物で処理された基材の顕微
鏡写真である。
【図２１ａ】図２１ａは、先行技術のスプレーで処理された基材の顕微鏡写真である。
【図２１ｂ】図２１ｂは、本発明の選択的極低温スプレー組成物で処理された基材の顕微
鏡写真である。
【図２２ａ】図２２ａは、先行技術のスプレーで処理された基材の顕微鏡写真である。
【図２２ｂ】図２２ｂは、本発明の選択的極低温スプレー組成物で処理された基材の顕微
鏡写真である。
【図２３】図２３は、本発明の選択的極低温スプレー組成物で処理された基材の顕微鏡写
真である。
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