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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　編糸を編組してなる紐体を加圧成形することにより得られる膨張黒鉛製グランドパッキ
ンに用いられる編糸であって、膨張黒鉛シートに開繊された炭素繊維束が接着剤層を介し
て積層一体化されこの接着剤層が補強材とされた帯状の積層シートを、巻回するか若しく
は捩じって糸状にしたことを特徴とする編糸。
【請求項２】
　前記帯状の積層シートが補強用線材を被覆するように、該積層シートを巻回するか若し
くは該積層シートを捩じって糸状にしたことを特徴とする請求項１に記載の編糸。
【請求項３】
　前記帯状の積層シートを巻回するか若しくは捩じって糸状体を構成し、この糸状体の全
体を連続的に若しくは断続的に被覆するように、アルミニウム、アルミニウム合金、ニッ
ケル、ニッケル合金、銅、銅合金、のうちのいずれかからなる帯状箔を巻回するか若しく
は捩って糸状にしたことを特徴とする請求項１に記載の編糸。
【請求項４】
　編糸を編組してなる紐体を加圧成形することにより得られる膨張黒鉛製グランドパッキ
ンに用いられる編糸であって、膨張黒鉛シートの少なくとも一面にポリビニルアルコール
層が設けられてなりこのポリビニルアルコール層が補強材とされた帯状の積層シートを巻
回するか若しくは捩じって糸状体を構成し、この糸状体を芯として該糸状体を被覆するよ
うに、開繊された帯状の炭素繊維束を巻回するか若しくは捩じって糸状にしたことを特徴
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とする編糸。
【請求項５】
　前記帯状の積層シートから糸状体を構成する際、この積層シートが補強用線材を被覆す
るように、該積層シートを巻回するか若しくは捩じって糸状にしたことを特徴とする請求
項４に記載の編糸。
【請求項６】
　編糸を編組してなる紐体を加圧成形することにより得られる膨張黒鉛製グランドパッキ
ンに用いられる編糸であって、帯状の膨張黒鉛シートを補強用線材とともに圧延した後、
この圧延物を巻回するか若しくは捩じって糸状体を構成し、この糸状体を芯として該糸状
体を被覆するように、開繊された帯状の炭素繊維束を巻回するか若しくは捩じって糸状に
したことを特徴とする編糸。
【請求項７】
　前記補強用線材が、アラミド樹脂、ポリテトラフルオロエチレン樹脂、ナイロン樹脂、
アクリル樹脂、フェノール樹脂、若しくはこれら合成樹脂の炭化物、ガラス、金属、アス
ベスト、各種セラミックスのうち少なくともいずれか一種の材料からなることを特徴とす
る請求項２、５、６いずれかに記載の編糸。
【請求項８】
　請求項１乃至７いずれかに記載の編糸を編組してなることを特徴とする紐体。
【請求項９】
　前記接着剤層がポリビニルアルコール層とされた請求項１乃至３いずれかに記載の編糸
または請求項４或いは５に記載の編糸を編組してなるとともに、前記ポリビニルアルコー
ル層が、前記編組加工後に除去されてなることを特徴とする紐体。
【請求項１０】
　四フッ化ポリエチレン樹脂等のフッ素系樹脂、シリコーン樹脂、水溶性フェノール樹脂
、或いはガラス、アルミナ、シリカゲル、黒鉛、チタン等の無機微粉末を含むエマルジョ
ン樹脂からなる群から選択された１または２以上の液状樹脂が含浸されてなることを特徴
とする請求項９に記載の紐体。
【請求項１１】
　請求項８乃至１０いずれかに記載の紐体を加圧成形してなることを特徴とする膨張黒鉛
製グランドパッキン。
【請求項１２】
　膨張黒鉛シートに開繊された炭素繊維束を接着剤層を介して積層一体化し接着剤層が補
強材とされた積層シートを構成し、この積層シートを裁断して帯状の積層シートを形成し
、この帯状の積層シートを巻回するか若しくは捩じって編糸を構成し、この編糸を編組し
て紐体を構成し、この紐体を加圧成形することを特徴とする膨張黒鉛製グランドパッキン
の製造方法。
【請求項１３】
　膨張黒鉛シートの少なくも一面にポリビニルアルコール層を設けることによりポリビニ
ルアルコール層が補強材とされた積層シートを構成し、この積層シートを裁断して帯状の
積層シートを形成し、この帯状の積層シートを巻回するか若しくは捩じって糸状体を構成
し、この糸状体を芯として該糸状体を被覆するように、開繊された帯状の炭素繊維束を巻
回するか若しくは捩じって編糸を構成し、この編糸を編組して紐体を構成し、この紐体を
加圧成形することを特徴とする膨張黒鉛製グランドパッキンの製造方法。
【請求項１４】
　前記接着剤層がポリビニルアルコール層とされた編糸から紐体を構成した後、この紐体
を湯洗することにより該紐体からポリビニルアルコールを溶出除去し、この紐体を乾燥さ
せ、その後この紐体を加圧成形することを特徴とする請求項１２に記載の膨張黒鉛製グラ
ンドパッキンの製造方法。
【請求項１５】
　前記紐体を構成した後、この紐体を湯洗することにより該紐体からポリビニルアルコー
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ルを溶出除去し、この紐体を乾燥させ、その後この紐体を加圧成形することを特徴とする
請求項１３に記載の膨張黒鉛製グランドパッキンの製造方法。
【請求項１６】
　溶出除去を終えた紐体を乾燥させた後、この紐体に、四フッ化ポリエチレン樹脂等のフ
ッ素系樹脂、シリコーン樹脂、水溶性フェノール樹脂、或いはガラス、アルミナ、シリカ
ゲル、黒鉛、チタン等の無機微粉末を含むエマルジョン樹脂からなる群から選択された１
または２以上の液状樹脂を含浸させ、その後この紐体を加圧成形することを特徴とする請
求項１４又は１５に記載の膨張黒鉛製グランドパッキンの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、膨張黒鉛からなるパッキン材料およびこの材料からなる膨張黒鉛製グランドパ
ッキン並びにその膨張黒鉛製グランドパッキンの製造方法に関し、より詳しくは、応力緩
和が殆ど発生せず、シール性、耐熱性、耐薬品性等に加えて製造容易性に優れた、膨張黒
鉛からなるパッキン材料およびこの材料からなる膨張黒鉛製グランドパッキン並びにその
膨張黒鉛製グランドパッキンの製造方法に関する。
なお、本明細書中、「帯状の積層シートを捩じる」とは、帯状の積層シートの軸長方向に
離れた２部分を相互に反対方向に回転させ、帯状の積層シートを筒状に形成する動作を指
す。この際、線状芯材を密着被覆するように筒状に捩じってもよいし、或いは芯材を被覆
しないで筒状（実質的に中空部が無い円柱状とすることが好ましい）に捩ってもよい。
また、本明細書中、「帯状の積層シートを巻回する」とは、帯状の積層シートを或る軸線
周りに螺旋状に巻き、帯状の積層シートを筒状に形成する動作を指す。この際、線状芯材
を密着被覆するように筒状に巻回してもよいし、或いは芯材を被覆しないで筒状（実質的
に中空部が無い円柱状とすることが好ましい）に巻回してもよい。
また、本明細書中、「許容引張力」とは、材料が破断に至るときの引張力（ｋｇｆ）のこ
とで、材料の引張強さ（ｋｇｆ／ｃｍ2 ）と材料の断面積（ｃｍ2 ）の積のことを指す。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、流体機器の軸封を行うパッキンとして、膨張黒鉛製グランドパッキンが存在し
ている。膨張黒鉛製グランドパッキンは、軸と機器ケーシングの間に形成される室内、す
なわちスタフィングボックス内に詰め込まれて、軸と機器ケーシングの間から流体が漏出
するのを防止するようになっている。
【０００３】
膨張黒鉛は、アスベスト等のパッキン材料に比べて応力緩和が生じにくく、また潤滑性、
耐熱性、耐薬品性などの面で優れている反面、引張強さが低くしかも脆いという欠点を有
している。このため、膨張黒鉛からシートを構成してそのシートを捩じり加工しようとす
ると、該シートに大きな引張力が作用してシートが破断してしまうことが多かった。この
ような理由から、膨張黒鉛製グランドパッキンは、膨張黒鉛単独から構成されることは少
なく、通常は、他の材料によって補強された形で製造されていた。
【０００４】
補強構造をもつ膨張黒鉛製グランドパッキンとしては、次のようなものが提案されている
。
例えば、膨張黒鉛シートの一面に綿糸織物シートを積層して積層シートを構成し、この積
層シートを裁断して帯状の積層シートを形成し、この帯状の積層シートが補強用線材を被
覆し且つ膨張黒鉛シートが外側に位置するように積層シートを捩じり加工して編糸を構成
し、その後この編糸を編組してなる膨張黒鉛製グランドパッキンが提案されている。
この例においても、積層シートを捩じり加工するとき、および編糸を編組するときに、膨
張黒鉛シートに引張力が作用する。しかしながら、膨張黒鉛シートは、綿糸織物シートに
補強されているため、破断することはない。
【０００５】
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【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した従来の技術には、以下のような問題があった。
すなわち、綿糸は引張強さがあまり高くないため、綿糸織物シートが補強材として十分に
機能を果たすためには、該シートの断面積を大きくとる必要があった。従来は、帯状の積
層シートの帯幅を大きくして綿糸織物シートの帯幅を大きくとることでこれに対応してお
り、具体的に帯幅は１０ｍｍより大きく設定されていた。しかしながら、このような帯幅
の積層シートから良質の編糸を得るには難があった。これは、帯幅が１０ｍｍを超えると
積層シートの柔軟性が低下し、捩じり加工しにくくなるためである。また、このようして
得られた編糸も柔軟性に劣り、編組する際に難があった。
また、綿糸織物シートは高温環境下における熱減量が大きい。このため、高温環境下にお
ける応力緩和が大きく、パッキン材料として使用した際には増締めなどを頻繁に実施しな
いとグランドパッキン本来の性能の保持が困難であった。
【０００６】
さらに、この編糸を編組して得られる膨張黒鉛製グランドパッキンも柔軟性に劣っていた
。このような柔軟性の低い膨張黒鉛製グランドパッキンをスタフィングボックス内に詰め
込んだ場合、グランドを強く締め付けたとしても、十分なシール性を確保できない恐れが
あった。
【０００７】
本発明は、このような実情に鑑みてなされたもので、応力緩和が殆ど発生せず、シール性
、耐熱性、耐薬品性等に加えて製造容易性に優れた、膨張黒鉛からなるパッキン材料およ
びこの材料からなる膨張黒鉛製グランドパッキン並びにその膨張黒鉛製グランドパッキン
の製造方法の提供を目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
請求項１記載の発明は、編糸を編組してなる紐体を加圧成形することにより得られる膨張
黒鉛製グランドパッキンに用いられる編糸であって、膨張黒鉛シートに開繊された炭素繊
維束が接着剤層を介して積層一体化されこの接着剤層が補強材とされた帯状の積層シート
を、巻回するか若しくは捩じって糸状にしたことを特徴とする編糸である。
【０００９】
請求項２記載の発明は、前記帯状の積層シートが補強用線材を被覆するように、該積層シ
ートを巻回するか若しくは該積層シートを捩じって糸状にしたことを特徴とする請求項１
に記載の編糸である。
【００１０】
請求項３記載の発明は、前記帯状の積層シートを巻回するか若しくは捩じって糸状体を構
成し、この糸状体の全体を連続的に若しくは断続的に被覆するように、アルミニウム、ア
ルミニウム合金、ニッケル、ニッケル合金、銅、銅合金、のうちのいずれかからなる帯状
箔を巻回するか若しくは捩って糸状にしたことを特徴とする請求項１に記載の編糸である
。
【００１１】
請求項４記載の発明は、編糸を編組してなる紐体を加圧成形することにより得られる膨張
黒鉛製グランドパッキンに用いられる編糸であって、
膨張黒鉛シートの少なくとも一面にポリビニルアルコール層が設けられてなりこのポリビ
ニルアルコール層が補強材とされた帯状の積層シートを巻回するか若しくは捩じって糸状
体を構成し、この糸状体を芯として該糸状体を被覆するように、開繊された帯状の炭素繊
維束を巻回するか若しくは捩じって糸状にしたことを特徴とする編糸である。
【００１２】
請求項５記載の発明は、前記帯状の積層シートから糸状体を構成する際、この積層シート
が補強用線材を被覆するように、該積層シートを巻回するか若しくは捩じって糸状にした
ことを特徴とする請求項４に記載の編糸である。
【００１３】
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請求項６記載の発明は、編糸を編組してなる紐体を加圧成形することにより得られる膨張
黒鉛製グランドパッキンに用いられる編糸であって、帯状の膨張黒鉛シートを補強用線材
とともに圧延した後、この圧延物を巻回するか若しくは捩じって糸状体を構成し、この糸
状体を芯として該糸状体を被覆するように、開繊された帯状の炭素繊維束を巻回するか若
しくは捩じって糸状にしたことを特徴とする編糸である。
【００１４】
　請求項７記載の発明は、前記補強用線材が、アラミド樹脂、ポリテトラフルオロエチレ
ン樹脂、ナイロン樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂、若しくはこれら合成樹脂の炭化
物、ガラス、金属、アスベスト、各種セラミックスのうち少なくともいずれか一種の材料
からなることを特徴とする請求項２、５、６いずれかに記載の編糸である。
【００１５】
　請求項８記載の発明は、請求項１乃至７いずれかに記載の編糸を編組してなることを特
徴とする紐体である。
【００１６】
　請求項９記載の発明は、前記接着剤層がポリビニルアルコール層とされた請求項１乃至
３いずれかに記載の編糸または請求項４或いは５に記載の編糸を編組してなるとともに、
前記ポリビニルアルコール層が、前記編組加工後に除去されてなることを特徴とする紐体
である。
【００１７】
　請求項１０記載の発明は、四フッ化ポリエチレン樹脂等のフッ素系樹脂、シリコーン樹
脂、水溶性フェノール樹脂、或いはガラス、アルミナ、シリカゲル、黒鉛、チタン等の無
機微粉末を含むエマルジョン樹脂からなる群から選択された１または２以上の液状樹脂が
含浸されてなることを特徴とする請求項９に記載の紐体である。
【００１８】
　請求項１１記載の発明は、請求項８乃至１０いずれかに記載の紐体を加圧成形してなる
ことを特徴とする膨張黒鉛製グランドパッキンである。
【００１９】
　請求項１２記載の発明は、膨張黒鉛シートに開繊された炭素繊維束を接着剤層を介して
積層一体化し接着剤層が補強材とされた積層シートを構成し、この積層シートを裁断して
帯状の積層シートを形成し、この帯状の積層シートを巻回するか若しくは捩じって編糸を
構成し、この編糸を編組して紐体を構成し、この紐体を加圧成形することを特徴とする膨
張黒鉛製グランドパッキンの製造方法である。
【００２０】
　請求項１３記載の発明は、膨張黒鉛シートの少なくも一面にポリビニルアルコール層を
設けることによりポリビニルアルコール層が補強材とされた積層シートを構成し、この積
層シートを裁断して帯状の積層シートを形成し、この帯状の積層シートを巻回するか若し
くは捩じって糸状体を構成し、この糸状体を芯として該糸状体を被覆するように、開繊さ
れた帯状の炭素繊維束を巻回するか若しくは捩じって編糸を構成し、この編糸を編組して
紐体を構成し、この紐体を加圧成形することを特徴とする膨張黒鉛製グランドパッキンの
製造方法である。
【００２１】
　請求項１４記載の発明は、前記接着剤層がポリビニルアルコール層とされた編糸から紐
体を構成した後、この紐体を湯洗することにより該紐体からポリビニルアルコールを溶出
除去し、この紐体を乾燥させ、その後この紐体を加圧成形することを特徴とする請求項１
２に記載の膨張黒鉛製グランドパッキンの製造方法である。
【００２２】
　請求項１５記載の発明は、前記紐体を構成した後、この紐体を湯洗することにより該紐
体からポリビニルアルコールを溶出除去し、この紐体を乾燥させ、その後この紐体を加圧
成形することを特徴とする請求項１３に記載の膨張黒鉛製グランドパッキンの製造方法で
ある。
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【００２３】
　請求項１６記載の発明は、溶出除去を終えた紐体を乾燥させた後、この紐体に、四フッ
化ポリエチレン樹脂等のフッ素系樹脂、シリコーン樹脂、水溶性フェノール樹脂、或いは
ガラス、アルミナ、シリカゲル、黒鉛、チタン等の無機微粉末を含むエマルジョン樹脂か
らなる群から選択された１または２以上の液状樹脂を含浸させ、その後この紐体を加圧成
形することを特徴とする請求項１４又は１５に記載の膨張黒鉛製グランドパッキンの製造
方法である。
【００２４】
請求項１７記載の発明は、溶出除去を終えた紐体を乾燥させた後、この紐体に、四フッ化
ポリエチレン樹脂等のフッ素系樹脂、シリコーン樹脂、水溶性フェノール樹脂、或いはガ
ラス、アルミナ、シリカゲル、黒鉛、チタン等の無機微粉末を含むエマルジョン樹脂から
なる群から選択された１または２以上の液状樹脂を含浸させ、その後この紐体を加圧成形
することを特徴とする請求項１５又は１６に記載の膨張黒鉛製グランドパッキンの製造方
法である。
これらの発明を提供することにより、上記課題を悉く解決する。
【００２５】
【発明の実施の形態】
本発明に係る膨張黒鉛製グランドパッキン及びこのパッキンに用いられる材料について、
図面を参照しつつ説明する。
図１は、本発明に係る編糸の第１実施形態の第１例を示す斜視図である。図２は、図１に
示す編糸の製造過程を示す図である。図３は、図１に示す編糸を構成する際に用いられる
積層シートを示す断面図である。図４は、図１に示す編糸から構成した紐体を示す斜視図
である。図５は、図４に示す紐体から構成した膨張黒鉛製グランドパッキンを示す斜視図
である。
本発明に係る膨張黒鉛製グランドパッキン（以下、パッキンと称する）（１）は、編糸（
２）を編組してなる紐体（３）を加圧成形することにより得られるものである。
以下、これら構成要素について、順次、詳説する。
【００２６】
編糸（２）は、帯状の積層シート（４）を巻回して糸状にするか若しくは捩じって糸状に
したものである。図２は、帯状の積層シート（４）を捩じるときの様子を示している。　
その帯状の積層シート（４）は、図３に示す積層シート（５）を帯状に裁断して形成され
る。積層シート（５）は、膨張黒鉛シート（６）に、開繊された帯状の炭素繊維束（以下
、開繊繊維束と称する）（７）を接着剤層（８）を介して積層一体化することにより構成
されるものである。接着剤層（８）は、接着剤本来の役目と、補強材の役目とを兼ね備え
ている。
【００２７】
接着剤層（８）の種類は特に限定されず、有機質系接着剤、無機質系接着剤、無機有機混
合質系接着剤など、種々の接着剤から構成することができ、その形態も、液状、エマルジ
ョン、フィルム状、不織布状など種々の形態を採ることができる。また、その配設方法も
特に限定されず、塗布、熱圧着、吹き付けなど、種々の方法を採用することが可能である
。
【００２８】
なお、接着剤層（８）には、できれば水溶性の熱可塑性樹脂接着剤を使用することが好ま
しく、中でも無公害性のポリビニルアルコールが用いることが好ましい。また、ポリビニ
ルアルコールは、液状のまま膨張黒鉛シート（６）の表面或いは炭素繊維束（７）の表面
に塗布するか、又は吹き付けることにより配設することができる。吹き付けによって配設
する場合には、例えば不織布状に配設することができる。
【００２９】
ポリビニルアルコール（以下、ＰＶＡと称する）を不織布状に配設する場合、接着剤層（
８）は、ＰＶＡ樹脂繊維が不規則な方向に伸びて積層され、且つそれら樹脂繊維が相互に
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固着されてシート状とされる。このような構造の接着剤層（８）は、あらゆる方向の引張
に対して大きな引張強さを有し、特に帯状に加工された状態でその軸長方向の引張に対し
て大きな引張強さを発揮することができる。
【００３０】
なお、膨張黒鉛シート（６）と開繊繊維束（７）を接着する際には、その間にＰＶＡ等の
接着剤層（８）を介在させ積層した状態でその両面に圧力を加え、或いは加熱しながら圧
力を加えることで、これらを強固に積層一体化することができる。
【００３１】
膨張黒鉛シート（６）としては、天然黒鉛、熱分解黒鉛、キッシュ黒鉛等の黒鉛粉末を、
濃硫酸、濃硝酸等と反応させて一旦層間化合物とした後、水洗などを経て残留化合物を得
、これを急熱して膨張させて得られる膨張可撓性黒鉛そのものを、ロール材等により圧縮
成形したシート状のものを使用することができる。
【００３２】
膨張黒鉛シート（６）の密度は、特に限定されるものではないが、０．８０～２．２ｇ／
ｃｍ3 であることが好ましい。密度がこの範囲内にあると、膨張黒鉛シート（６）の表面
に結晶レベルの凹凸が形成され、その上に積層されるものにアンカー効果を生じさせるこ
とができる。これに対し、密度が０．８０ｇ／ｃｍ3 未満であると組織のきめが粗くなり
過ぎ、パッキンにしたときのシール性が低下する。逆に、密度が２．２ｇ／ｃｍ3 を超え
ると、組織のきめが細かくなり過ぎてアンカー効果を生じさせにくくなり、開繊繊維束（
７）との積層を良好に行い得ない可能性がある。
【００３３】
また、膨張黒鉛シート（６）の厚みは、特に限定されるものではないが、０．１０～１．
５ｍｍ程度とされることが好ましい。厚みが０．１０ｍｍ未満であると、膨張黒鉛が有す
る優れた耐熱性、耐食性、耐磨耗性を発現させることができない。また、このように極薄
のものは製造が困難であって経済的でない。逆に、厚みが１．５ｍｍを超えると、膨張黒
鉛の脆さが現れてしまう。
【００３４】
開繊繊維束（７）は、膨張黒鉛シート（６）を補強すると共に固体潤滑材の役目を果たす
ものである。この開繊繊維束（７）は、接着剤層（８）を介して膨張黒鉛シート（６）の
表面に積層される。その積層方法は、上記した方法を採用することができるが、接着剤と
して熱融着フィルムを用いる場合には、例えば、ＰＶＡ不織布、ＰＶＡフィルム、ポリエ
チレンフィルム、オレフィン系フィルム、ウレタン系フィルムを用いることができる。
【００３５】
開繊繊維束（７）は機械的強度に優れており、また、その機械的強度等の諸性質が、－２
００°Ｃ～＋６００°Ｃの間で殆ど変化せず、低温特性、高温特性が共に優れている。従
って、開繊繊維束（７）は、常温域は勿論のこと、過酷温度環境下においても確実に膨張
黒鉛シート（６）を補強することができる。また、開繊繊維束（７）は優れた潤滑性及び
シール性を有しているので、これが外側に位置するように編糸（２）を構成すれば、潤滑
性及びシール性に優れたパッキン（１）を得ることができる。また、開繊繊維束（７）は
耐食性および耐磨耗性に優れているので、化学プラント等の過酷環境下でも長期間の使用
に耐えることができる。
なお、開繊繊維束（７）の厚さは、０．０５～０．５ｍｍとすることが好ましく、より好
ましくは０．１５～０．２ｍｍとされる。これは、厚みが０．０５ｍｍ未満であると、十
分な潤滑性及びシール性が得られず、逆に厚みが０．５ｍｍを超えると、十分な柔軟性が
得られないからである。
【００３６】
開繊繊維束（７）の製造方法は特に限定されず、従来公知の種々の製造方法を採用するこ
とができるが、できれば、特許第３０４９２２５号、特許第３０６４０１９号公報に記載
の製造方法を用いることが望ましい。これら公報に記載の開繊繊維束の製造方法を用いる
場合、炭素繊維のマルチフィラメントを、一定のオーバーフィード状態が生じるようにフ
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ィード制御しながら給糸部から巻き取り部へ流送供給する一方、こうして流送されてくる
前記マルチフィラメントに対し交差方向に気流を通過させて当該マルチフィラメントを風
下方向へ弓なりに撓ませることにより、このマルチフィラメントを構成するフィラメント
を幅方向に解き分けてシート状の開繊繊維束を形成する。
この製造方法によれば、切れずに連続し且つ各繊維が真っ直ぐに伸びて互いに平行且つ一
定密度で整然と並んでしかも毛羽立ちが皆無の非常に良質なシート状の開繊繊維束を得る
ことができる。
【００３７】
帯状の積層シート（４）は、積層シート（５）を帯状に裁断して形成されるわけであるが
、積層シート（５）構成時の開繊繊維束はその製造方法によっては真っ直ぐに伸びておら
ず波状に曲がっていることがある。この場合、積層シート（５）を帯状に裁断する時に多
数の繊維を切断することになるが、開繊繊維束における各繊維は非常に密にしかも均一に
配列されており、各繊維の間には大きな摩擦力が働いている。従って、各繊維は軸方向及
び軸直角方向に強く連結され、帯状の積層シート（４）は引張強さの大きな一枚の帯状体
となる。
通常、開繊繊維束は種々の長さの繊維を方向を揃えた形で密に集合させたものであり、言
い換えれば、不連続の繊維が軸方向及び軸直角方向に連続的に密に配設されたものである
。この繊維集合体においては、上記したように繊維同士が相互に大きな摩擦力で連結され
、斜めに切断されても一枚の強い帯状体とすることができるのである。本発明では、開繊
繊維束がもつこの優れた性質を有効に活かすのである。図６（ａ）に、各繊維が真っ直ぐ
に伸びた開繊繊維束を所定幅に裁断してなる開繊繊維束（７）の一例を示し、図６（ｂ）
に、各繊維が波状に曲がって伸びた開繊繊維束を所定幅に裁断してなる開繊繊維束（７）
の一例を示す。
【００３８】
積層シート（５）は、膨張黒鉛シート（６）に、接着剤層（８）を介して開繊繊維束（７
）を積層することにより構成される。帯状の積層シート（４）は、この積層シート（５）
を帯状に裁断したものである。帯状の積層シート（４）の幅は５～３０ｍｍとされ、好ま
しくは５～２５ｍｍとされる。その幅が３０ｍｍを超えると、帯状の積層シート（４）は
柔軟性が低下し、編糸（２）に加工しにくくなる。逆に、その幅が５ｍｍ未満になると、
帯状の積層シート（４）の許容引張力が極度に低下して、編糸（２）に加工する際に破断
する恐れがある。帯状の積層シート（４）は、その帯幅が５～３０ｍｍであるならば、十
分な許容引張力を有するため、捩じり加工、巻回加工の際に破断する恐れがない。
【００３９】
なお、帯状の積層シート（４）は、開繊繊維束（７）および接着剤層（８）で補強されて
いるので、比較的薄く形成することができる。従って、帯幅５～１０ｍｍ程度の帯状の積
層シート（４）はもちろん、帯幅１０ｍｍを超える帯状の積層シート（４）であっても、
十分な柔軟性を確保することができる。
５～１０ｍｍ幅の帯状の積層シート（４）を用いて編糸（２）を構成した場合、二十四打
ち、三十二打ち、といった多数打ちの紐体（３）を構成することができる。また、その多
数打ちの紐体（３）を種々の太さの編糸（２）から構成することができる。これにより、
紐体（３）内部を密に詰まった状態とすることができるので、シール性が非常に高いパッ
キン（１）を得ることができる。
【００４０】
編糸（２）は、帯状の積層シート（４）を巻回して糸状にするか若しくは捩じって糸状に
したものである。巻回加工による場合、捩じり加工による場合の双方において、開繊繊維
束（７）が外側に位置するように加工しても、或いは膨張黒鉛シート（６）が外側に位置
するように加工してもそのいずれでもよいが、できれば開繊繊維束（７）が外側に位置す
るように加工することが好ましい。これは、開繊繊維束（７）が膨張黒鉛シート（６）よ
りも潤滑性及びシール性等の面で優れているからである。また、膨張黒鉛はその製造過程
で硫黄分を含んでいるためにこれが外側に有ると金属製、特に鉄系スタフィングボックス
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等にこれが直に接触しスタフィングボックス等を腐食させる可能性があるが、開繊繊維束
（７）は硫黄分を含んでいないのでこれを外側に位置させると硫黄分による腐食が発生し
ない。
【００４１】
本発明における帯状の積層シート（４）の巻回方法、捩じり方法は特に限定されるもので
はないが、巻回による場合には、例えば、帯状の積層シート（４）を螺旋状にきつく巻回
したり（図１０参照）、或いは、この巻回したものを更に捩じる方法を採ることができる
。
一方、捩じりによる場合には、帯状の積層シート（４）を幅方向中央部で折り畳んだもの
をきつく捩じったり、或いは折り畳まずに捩じる（図２参照）方法を採用することができ
る。
【００４２】
なお、その捩じり回数或いは巻回回数は、１ｍ当たりの捩じり回数或いは巻回回数が５５
～７０回程度であることが好ましい。このような回数であれば、編糸（２）の強度が非常
に高くなることが発明者によって確かめられている。なお、帯状の積層シート（４）は、
開繊繊維束（７）が外側に位置するように巻回、捩じり加工されることが好ましい。この
場合、後述するように、パッキン（１）の表面に開繊繊維束（７）を位置させることがで
きる。
炭素繊維マルチフィラメント等の炭素繊維束を開繊してなる開繊繊維束（７）は、潤滑性
、耐磨耗性、耐腐食性、機械的強度、及びシール性に優れているため、この開繊繊維束（
７）を材料として使用することにより、潤滑性、耐磨耗性、耐腐食性、機械的強度、及び
シール性に優れたパッキン（１）を得ることができる。
【００４３】
また、この編糸（２）は、柔軟性に優れているので、複雑な編組加工を容易に行うことが
でき、しかも複雑な加工を行っても積層シート（４）に破断が生じない。また、編糸（２
）を構成する帯状の積層シート（４）は、十分な許容引張力を有しているため、編組加工
の際に破断する恐れもない。
【００４４】
なお、編糸（２）は、図８および図９に示すように、補強用線材（９）を備えた構造であ
ってもよい（編糸の第１実施形態の第２例）。具体的には、帯状の積層シート（４）が補
強用線材（９）を被覆するように、補強用線材（９）を芯としてその周囲に帯状の積層シ
ート（４）を巻回した構造若しくは帯状の積層シート（４）を図９に示す如く捩じった構
造とすることができる。この場合、帯状の積層シート（４）のみからなる場合よりも、編
糸（２）の許容引張力を向上させることができる。
補強用線材（９）の材質は、特に限定されるものではないが、例えば、モネルメタル、イ
ンコネル、ステンレス、銅、アルミニウム等の金属、ガラス繊維、セラミックファイバー
繊維、あるいはアラミド樹脂、ポリテトラフルオロエチレン樹脂（ＰＴＦＥ）、ナイロン
樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂等からなる合成樹脂繊維、若しくはこれら合成樹脂
繊維に潤滑油を含浸させたもの、或いはこれら合成樹脂繊維の炭化物、アスベストなど、
パッキン用材料として必要な強度を有する材料であれば好適に使用することができる。
【００４５】
この補強用線材（９）は、直径３ｍｍ以下とされることが好ましい。このような直径とす
れば、帯状の積層シート（４）の巻回加工、捩じり加工を容易に行うことができる。
また、この補強用線材（９）は、１本で使用されてもよいが、後述するように、複数本で
使用されてもよい。１本で使用される場合、補強用線材（９）は、例えば、編組せずにそ
のままの状態で使用されてもよいし、編組されて紐体にした状態で使用されてもよい。ま
た、複数本で使用される場合、補強用線材（９）は、束ねて使用されてもよいし、束ねた
後それを編組して紐体にした状態で使用されてもよい。
補強用線材（９）を構成する各単線材の断面形状は特に限定されず、例えば、円形断面、
長四角断面、楕円形断面等、種々の形状を採ることができる。
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【００４６】
このようにして得られた編糸（２）を編組することにより、編紐、打紐、組紐等の形態を
なす紐体（３）を構成することができる。具体的には、１本または複数本の編糸（２）を
編組することにより、丸編紐、角編紐等の編紐や、丸打紐、角打紐等の打紐等の形態をな
す紐体（３）を構成することができる。その他、袋状紐や固着紐等の形態をなす紐体（３
）を構成することもできる。
なお、打紐の場合には、四つ打ち、八つ打ち、十六打ち、十八打ち、二十四打ち、三十二
打ち等、任意の打ち方が可能である。
【００４７】
紐体（３）は、外側に開繊繊維束（７）もしくは膨張黒鉛シート（６）が位置した構造と
なる。パッキン（１）は、この紐体（３）を加圧成形してなるものであるから、パッキン
（１）の表面に開繊繊維束（７）もしくは膨張黒鉛シート（６）を位置させることができ
る。なお、先にも述べたように、外側に開繊繊維束（７）が位置した構造とすることが好
ましい。
なお、接着剤層（８）としてＰＶＡを用いた場合には、紐体（３）の内部にＰＶＡ層が位
置することになるが、ＰＶＡ層は、紐体（３）の形成後に除去されてもよい。ＰＶＡ層は
、補強材としては優れているものの、応力緩和を生じやすい性質を有しているから、これ
を除去することにより、紐体（３）に応力緩和が生じないようにすることができる。これ
により、パッキン（１）に応力緩和が生じないようにすることができる。なお、補強材が
必要とされるのは、膨張黒鉛シート（６）に最も引張力が作用する時、すなわち編糸（２
）構成時と紐体（３）構成時であるから、紐体（３）の構成後にＰＶＡ層が除去されたと
しても問題はない。
【００４８】
ＰＶＡ層を除去する場合には、紐体（３）に液状樹脂を含浸させることが好ましい。これ
は、ＰＶＡ層を除去した場合、ＰＶＡ層が存在していた部分に空隙が形成されるためであ
る。紐体（３）に液状樹脂を含浸させれば、その空隙を液状樹脂によって充填することが
できる。空隙を液状樹脂によって充填することにより、パッキン（１）をスタフィングボ
ックス内で使用した際に紐体（３）内部を流体が通過するのを防止することができる。従
って、パッキン（１）のシール性を高めることができる。
【００４９】
紐体（３）に含浸させる液状樹脂としては、例えば、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴ
ＦＥ）等のフッ素系樹脂、シリコーン樹脂、水溶性フェノール樹脂、或いはガラス、アル
ミナ、シリカゲル、黒鉛、チタン等の無機微粉末を含むエマルジョン樹脂を挙げることが
できる。なお、紐体（３）には、これらの液状樹脂からなる群から選択された１または２
以上の液状樹脂を含浸させることが可能である。含浸方法としては、例えば、自然含浸（
ドブ付け含浸）、加熱含浸、真空含浸等を挙げることができる。
【００５０】
パッキン（１）は、この紐体（３）を加圧成形して得られるものである。パッキン（１）
は、例えば、図５に示すように、リング状に形成される。リング状に形成されたパッキン
（１）は、スタフィングボックス内に詰め込まれ、流体機器の軸封を行うパッキンとして
好適に使用することができる。
パッキン（１）は、前記したように、その表面に開繊繊維束（７）或いは膨張黒鉛シート
（６）が位置した構造である。従って、潤滑性、シール性、耐磨耗性、機械的強度、およ
び耐腐食性に優れたパッキン（１）とすることができる。また、パッキン（１）の表面に
開繊繊維束（７）が現れる構造とすれば、より一層、潤滑性、シール性、耐磨耗性、機械
的強度、および耐腐食性に優れたパッキン（１）とすることができる。
【００５１】
ＰＶＡ層を有するパッキン（１）は、ＰＶＡ層を除去したものに比べて、その除去作業を
省略して製造することができるので、製造を容易化することができるとともに、製造コス
トを低減することができる。
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一方、ＰＶＡ層を除去したパッキン（１）は、ＰＶＡ層による応力緩和性がなくなってい
る。従って、ＰＶＡ層を有しているものよりもシール性を高めることができる。また、Ｐ
ＶＡ層を除去した後紐体（３）に液状樹脂を含浸させてなるパッキン（１）は、紐体（３
）内が密に充填された状態にありしかも応力緩和性がなくなっているので、シール性を一
層高めることができる。
【００５２】
次に、本発明に係るパッキン（１）の製造方法の一例について説明する。
パッキン（１）は、上述のように、膨張黒鉛シート（６）の一面に接着剤層（８）を介し
て開繊繊維束（７）を積層一体化することにより積層シート（５）を構成し（第１工程）
、この積層シート（５）を開繊繊維束（７）の繊維長手方向に沿って裁断して帯状の積層
シート（４）を形成し（第２工程）、この帯状の積層シート（４）を巻回するか若しくは
捩じって編糸（２）を構成し（第３工程）、この編糸（２）を編組して紐体（３）を構成
し（第４工程）、最後にこの紐体（３）を加圧成形する（第５工程）ことにより構成され
る。
以下、各工程について、順次、詳細に説明する。
【００５３】
第１工程について説明する。膨張黒鉛シート（６）の一面に開繊繊維束（７）を積層する
際には、その間にＰＶＡ、クロロプレンゴム等からなる各種接着剤層（８）を介在させ、
この３層構造物に対しその両面或いは一方の面側から厚み方向に圧力を加え、或いは加熱
しながら圧力を加えることにより強固に積層一体化することができる。膨張黒鉛シート（
６）には、表面に結晶レベルの凹凸を有するものを使用することが好ましい。これにより
、膨張黒鉛シート（６）は、開繊繊維束（７）を積層するための接着剤層（８）にアンカ
ー効果を生じさせることができる。このような膨張黒鉛シート（６）を使用することによ
り、開繊繊維束（７）との積層を良好に行うことが可能となる。
【００５４】
接着剤層（８）は、例えば、接着剤の塗布や吹き付けによって形成することができる。接
着剤層（８）を不織布状のＰＶＡ層とする場合には、ＰＶＡ層は、膨張黒鉛シート（６）
或いは開繊繊維束（７）の一面にＰＶＡ水溶液を液圧をかけつつ吹き付けることにより形
成される。ＰＶＡ水溶液を液圧をかけつつ吹き付けることにより、ＰＶＡ水溶液は膨張黒
鉛シート（６）或いは開繊繊維束（７）上で繊維状に固化する。このとき、各繊維は不規
則な方向に伸び且つ相互に絡み合った状態で固化する。そして、ある程度の時間吹き付け
作業を行うことにより、不規則な方向に伸び且つ相互に絡み合った状態の繊維が積み重ね
られて固化し、不織布状のＰＶＡ層が形成される。
【００５５】
第２工程について説明する。積層シート（５）を開繊繊維束（７）の繊維長手方向に沿っ
て帯状に裁断して帯状の積層シート（４）を形成する。このとき、積層シート（５）を帯
幅２５ｍｍ以下に裁断することが、その後捩じり加工或いは巻回加工する上で好ましい。
膨張黒鉛シート（６）は、前記したように接着剤層（８）および開繊繊維束（７）によっ
て補強された構造であるので、幅が２５ｍｍ以下、さらには１０ｍｍ以下であっても捩じ
り加工或いは巻回加工時の引張に十分耐えることができる。しかも、帯状の積層シート（
４）は、十分に補強された構造であるので比較的薄く形成することができ、上記した範囲
の幅であっても柔軟性に優れ、巻回加工、捩じり加工が容易である。
【００５６】
第３工程について説明する。帯状の積層シート（４）を巻回するか若しくは捩じって編糸
（２）を構成する。帯状の積層シート（４）は、前記したように、１０ｍｍ以下の幅であ
っても巻回加工時及び捩じり加工時の引張に十分に耐えることができる。また、１０ｍｍ
幅以下の帯状の積層シート（４）は、柔軟性に優れているので容易に巻回加工および捩り
加工することができる。このようにして得られた編糸（２）は柔軟性に優れているので、
複雑な編組を行うことが可能となる。
なお、前述のように、補強用線材（９）によって補強された編糸（２）を構成することも
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可能である。この場合、帯状の積層シート（４）が補強用線材（９）を被覆するように、
帯状の積層シート（４）を巻回加工、捩り加工すればよい。これにより、編糸（２）の許
容引張力を向上させることができる。
【００５７】
第４工程について説明する。編糸（２）を前記した各種編組法を用いて編組し、紐体（３
）を構成する。編糸（２）は柔軟性に優れているので、複雑な編組を行うことができる。
そして、この編糸（２）から得られた紐体（３）は柔軟性に優れている。
なお、前述のように、紐体（３）を構成した後に、紐体（３）から接着剤層（８）として
のＰＶＡ層を除去することも可能である。ＰＶＡ層を除去する方法としては、紐体（３）
を湯洗する方法を挙げることができる。ＰＶＡ樹脂は水溶性の合成樹脂であるから、湯洗
することにより容易且つ速やかに溶解除去される。このようにＰＶＡ層を除去することに
よって、紐体（３）からＰＶＡ層の応力緩和性をなくすことができる。
【００５８】
ＰＶＡ層（８）を除去する場合には、前述のように、除去によって形成された空隙を充填
するための液状樹脂を紐体（３）に含浸させることが好ましい。これにより、その空隙が
充填される。従って、応力緩和性が少なく且つシール性が高い膨張黒鉛製グランドパッキ
ン（１）を得ることが可能となる。
【００５９】
第５工程について説明する。紐体（３）を型に嵌めて加圧成形することにより、パッキン
（１）を構成する。パッキン（１）の形状は、特に限定されるものではないが、通常はリ
ング状に構成される。
以上により、パッキン（１）の製造工程を終了する。
【００６０】
図１０は、本発明に係る編糸の第１実施形態の第３例を示す図である。
図１及び図２に示す例は、帯状の積層シート（４）の幅に比べて補強用線材　（９）の径
が小さい場合に主として適用可能であるが、帯状の積層シート（４　）の幅に比べて補強
用線材（９）の径が同じ程度或いは大きい場合には、図１　０に示すように帯状の積層シ
ート（４）を補強用線材（９）の周囲に巻回して　編糸（２）を構成することが好ましい
。
図１０に示す例では、補強用線材（９）は、単線（９０）を複数本束ねるこ　とで形成さ
れている。その束ねる形態は特に限定されるものではないが、例え　ば、図１１及び図１
２に示すような丸編紐、或いは図１３及び図１４に示すよ　うな角編紐等の編紐、同じく
丸打紐、角打紐等の状態で形成することができる　。なお、前記打紐についても、四つ打
ち、八つ打ち、十六打ちなど任意の打ち　方を採用することができる。或いは、図１５に
示すように、複数本の単線（９　０）を束ねて捩じったもの等を採用することもできる。
【００６１】
この例においても、帯状の積層シート（４）は、膨張黒鉛シート（６）に接　着剤層（８
）を介して開繊繊維束（７）を積層一体化し、これを開繊繊維束（　７）の繊維長手方向
に沿って裁断して構成することができる。
図１０に示す編糸（２）は、図１６の断面図にて示されるように、単位面積　当たりに用
いられる補強用線材（９）の量が多くなるため、機械的強度が非常　に大きくなるととも
に、その表面が膨張黒鉛シート（６）及び開繊された炭素　繊維束（７）からなる帯状の
積層シート（４）により被覆される構成となるた　め、膨張黒鉛及び炭素繊維束が備える
シール特性などが十分に発現され、さら　に摺動により相手金属表面を傷つけることがな
い。従って、極めて高い機械的　強度が発現されるため、例えば高温、高圧環境下でのブ
ッシュ又はスペーサの　代用品として使用することもできる。
【００６２】
図７は、本発明に係る編糸の第１実施形態の第４例を示す図である。
第４例では、編糸（２）の第１実施形態の第１例、第２例、第３例、例えば、図１、図８
、図９、或いは図１０に示す編糸（２）の外周面をアルミニウム等からなる帯状箔で被覆
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して編糸（２０）を構成する。つまり、第１例、第２例に係る編糸（２）を第４例に係る
編糸（２０）の半製品（ここでは糸状体（２）と称する）とする。そして、その糸状体（
２）全体を連続的に若しくは断続的に被覆するように、アルミニウム、アルミニウム合金
、ニッケル、ニッケル合金、銅、銅合金、のうちのいずれかからなる帯状箔（２１）を巻
回するか若しくは捩って糸状にし、編糸（２０）（図７参照）を構成するのである。
【００６３】
図７に示す編糸（２０）は、最も外側の部分にアルミニウム、アルミニウム合金等からな
る帯状箔（２１）が位置している。アルミニウムを初めとするこれらの金属は、なじみ性
が良好であるため、編糸（２０）からパッキンを構成し、このパッキンをスタフィングボ
ックス等の中で使用した際に、同ボックスの表面とぴったりと密着する。従って、シール
性をより一層向上させることができる。
また、膨張黒鉛及び炭素繊維束の表面に被覆部材を設けない場合、膨張黒鉛及び炭素繊維
束は、スタフィングボックス等の中で使用された際に、締め付け圧によって軸と軸受けの
隙間からはみ出す可能性がある。しかしながら、本例の如く膨張黒鉛と炭素繊維束の外側
を帯状箔（２１）で被覆することにより、膨張黒鉛と炭素繊維束がその隙間からはみ出す
のが防止される。
また、膨張黒鉛と炭素繊維束が露出している場合、それらの部材はスタフィングボックス
等との間で局部電池の電極を構成する恐れがある。しかしながら、アルミニウムを初めと
する上記金属は、主として鉄系金属に対する局部電池の電極を構成しにくく、また、電極
となった場合でも陽極となるので、主として鉄で構成されるスタフィングボックス等の機
械装置が腐食することはない。
【００６４】
尚、帯状箔（２１）の厚みは特に限定されるものではないが、０．０１～０．０５ｍｍと
することが好ましく、より好ましくは０．０２～０．０３ｍｍであり、最も好ましくは０
．０３ｍｍである。
厚みを０．０１ｍｍ未満とすることは、技術的に困難であるとともに、薄過ぎて耐久性に
劣る。また、厚みを０．０５ｍｍより大きくすると、膨張黒鉛或いは炭素繊維束との密着
性が低下するとともに、膨張黒鉛或いは炭素繊維束によるシール性が十分に発揮されない
。
また、帯状箔（２１）の幅は特に限定されるものではないが、例えば３ｍｍ程度が良好で
ある。
また、１本の編糸（２０）を構成する際に、１本或いは複数本の帯状箔（２１）を使用す
ることができる。複数本の帯状箔（２１）を使用する場合には、帯状箔（２１）を重ねて
使用することができる。
【００６５】
次に、本発明に係る編糸の第２実施形態について図面を参照しつつ説明する　。
図１７は、第２実施形態に係る編糸の製造過程を示す図である。なお、紐体については第
１実施形態に係る図４を準用して説明する。
第２実施形態に係る編糸（２）は、帯状の膨張黒鉛シート（６）を補強用線材（９）とと
もに圧延した後、この圧延物を巻回して糸状にするか若しくは前記圧延物を捩じって糸状
にし、この糸状体（１０）を芯として該糸状体（１０）を被覆するように帯状の開繊繊維
束（７）を巻回して糸状にするか若しくは帯状の開繊繊維束（７）を捩じって糸状にした
ものである。図１７は、帯状の開繊繊維束（７）を捩じる様子を示している。
【００６６】
この第２実施形態に用いる膨張黒鉛シート（６）の厚さは約０．０５～０．５ｍｍが好適
である。その理由は、０．０５ｍｍ未満では圧延工程後に薄過ぎて脆くなり膨張黒鉛シー
ト（６）自身が破損する可能性があり、逆に０．５ｍｍを超えると厚過ぎて圧延工程を経
た場合でも撚り難い等の不都合が生じる可能性があるからである。
この膨張黒鉛シート（６）はスリッター等で帯状に切断され、これにより帯状の膨張黒鉛
シート（６）が作製される。
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【００６７】
帯状の膨張黒鉛シート（６）の帯幅は３～３０ｍｍとすることが好ましく、このような幅
とすれば、補強用線材（９）とともに容易かつ確実に圧延することができる。
この帯状の膨張黒鉛シート（６）は、圧延ローラー等で補強用線材（９）とともに圧延さ
れる。これにより、補強用線材（９）が膨張黒鉛シート（６）内にその軸長方向に沿って
めり込まれた圧延物が形成される。その後、この圧延物は巻回若しくは捩じられて糸状体
（１０）（図１７参照）とされる。なお、糸状体（１０）を得る際、圧延物を一重に巻く
シングル巻き、あるいは二重に巻くダブル巻きのいずれの方法を採用してもよい。
【００６８】
補強用線材（９）の断面形状は特に限定されない。また、補強用線材（９）の材質も特に
限定されず、例えば、上記した補強用線材（９）と同様の素材を採用することができる。
補強用線材（９）の径は特に限定されるものではないが、直径０．０８～０．２０ｍｍ程
度とされることが好ましく、さらに好ましくは直径０．１２～０．１５ｍｍ程度とされる
。直径０．２０ｍｍ以下であれば、帯状の膨張黒鉛シート（６）に確実にめり込ませるこ
とができ、また、上記圧延物の巻回加工、捩じり加工を容易に行うことができる。
この第２実施形態において補強用線材（９）を用いる理由は、巻回加工、捩じり加工に十
分に耐え得る圧延物を作製し、且つ編組加工（特に機械編）に十分に耐え得る編糸を作製
するためである。
【００６９】
即ち、膨張黒鉛のみを使用した圧延物や編糸は引張強度が低いため、脆くて千切れたり縒
れたりし易い。特に、そのような編糸は機械編に用いる編糸としては使用できない。しか
しながら、膨張黒鉛シート（６）内に補強用線材（９）をめり込ませた圧延物を構成する
ことにより、補強用線材（９）の有する強靱な強度特性を膨張黒鉛シート（６）に付与し
、これによって巻回加工、捩じり加工や機械編に適した圧延物および編糸を得ることがで
きるのである。
【００７０】
この糸状体（１０）を被覆するように帯状の開繊繊維束（７）を巻回して糸状にするか若
しくは帯状の開繊繊維束（７）を捩じって糸状に加工することにより、編糸（２）が作製
される（図１７参照）。なお、上記圧延物を糸状に加工したものを単糸とし、この単糸の
周囲で帯状の開繊繊維束（７）を巻回若しくは捩じって編糸（２）を構成してもよいが、
上記単糸を複数撚り合わせて撚糸とし、この撚糸の周囲で帯状の開繊繊維束（７）を巻回
若しくは捩じって編糸（２）を構成してもよい。
【００７１】
帯状の開繊繊維束（７）は、編糸（２）の機械的強度、潤滑性、シール性を向上させるた
めのものである。
なお、開繊繊維束（７）の厚さは、０．０５～０．５ｍｍとすることが好ましく、より好
ましくは０．１５～０．２ｍｍとされる。これは、厚みが０．０５ｍｍ未満であると、十
分な潤滑性及びシール性が得られず、逆に厚みが０．５ｍｍを超えると、十分な柔軟性が
得られないからである。
【００７２】
このようにして得られた編糸（２）は、脆くて千切れたり或いは縒れたりすることなく編
組機によって編組され、これによって図４に例示するような紐体（３）が得られる。
この紐体（３）を加圧成形することにより、例えばリング状のパッキン（１）（図５参照
）が得られる。
【００７３】
この膨張黒鉛製グランドパッキン（１）は、許容引張力が大きくしかも柔軟性に優れた編
糸（２）から構成されるので、製造容易性およびシール性に優れたパッキン（１）とする
ことが可能となる。また、外側に開繊繊維束（７）が位置するので、第１実施形態の場合
と同様に、潤滑性、シール性、耐磨耗性、および耐腐食性に優れた膨張黒鉛製グランドパ
ッキン（１）とすることができる。
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【００７５】
次に、本発明に係る編糸の第３実施形態について図面を参照しつつ説明する。
図１８は、第３実施形態に係る編糸の製造過程を示す図である。図１９は、図１８に示す
編糸を構成する際に用いられる帯状の積層シートを示す断面図である。
以下、第３実施形態に係る編糸（２）の構造について説明する。
【００７６】
編糸（２）は、膨張黒鉛シート（６）の少なくとも一面にＰＶＡ層（８０）が設けられて
なる帯状の積層シート（４０）を巻回し若しくは捩じって糸状体（１０）を構成し、この
糸状体（１０）を芯としてこれを被覆するように帯状の開繊繊維束（７）を巻回し若しく
は捩じってなるものである。なお、図１８は、帯状の開繊繊維束（７）を捩じり加工した
場合を示している。
【００７７】
膨張黒鉛シートの材質、厚み等の構成は、上記第１実施形態と略同様とすることができる
。また、ＰＶＡ層（８０）の厚み、配設方法等は、上記第１実施形態における接着剤（８
）としてのＰＶＡ層と略同様とすることができる。また、開繊繊維束（７）の厚み等の構
成も、第１実施形態と略同様とすることができる。
膨張黒鉛シート（６）、ＰＶＡ層（８０）から構成された積層シートは、帯状に裁断され
、帯状の積層シート（４０）とされる。なお、その帯幅は特に限定されないが、例えば５
～３０ｍｍとされ、好ましくは５～２５ｍｍとされる。この第３実施形態においては、膨
張黒鉛シートがＰＶＡ層（８０）によって補強されているので、帯状の積層シートの厚み
を比較的薄くすることが可能となる。従って、帯幅を３０ｍｍ程度としても加工しやすく
、しかも加工時の引張に耐えることができ、また十分な柔軟性を備えた帯状の積層シート
を得ることができる。
【００７８】
このような編糸（２）を、第２実施形態と同様な方法で巻回し若しくは捩じって糸状体（
１０）を構成し、この糸状体（１０）を芯としてこれを被覆するように帯状の開繊繊維束
（７）を巻回し若しくは捩じることにより、編糸（２）が作製される。なお、糸状体（１
０）を構成する際、補強用線材（９）を被覆するように帯状の積層シートを巻回し若しく
は捩じって糸状体（１０）を構成することも可能である。また、帯状の開繊繊維束（７）
を巻回し若しくは捩じって糸状体（１０）を一重に被覆するシングル巻き、或いは、その
上から再度帯状の開繊繊維束（７）を巻回し若しくは捩じって糸状体（１０）を二重に被
覆するダブル巻きのいずれを採用してもよい。
そして、この編糸（２）を編組することにより紐体（３）（図４参照）が得られる。次い
で、この紐体（３）を加圧成形することにより、例えば図５に例示するようなリング状の
グランドパッキン（１）が得られる。
なお、この第３実施形態においても、第１実施形態と同様に、紐体（３）を構成した後に
ＰＶＡ層（８０）を溶出除去し、紐体（３）を乾燥させ、その後紐体（３）を加圧成形し
てグランドパッキン（１）を得ることも可能である。また、ＰＶＡ層（８０）の溶出除去
を終えた紐体（３）を乾燥させた後、この紐体（３）に第１実施形態と同様の液状樹脂を
含浸させ、その後にこの紐体（３）を加圧成形してもよい。
【００７９】
以上、本発明の各実施形態について説明してきたが、本発明における帯状の積層シート（
４）、編糸（２）、紐体（３）、パッキン（１）の構造は、上記した形態に限定されるも
のではない。例えば、第１実施形態および第３実施形態においては、ＰＶＡ層の積層を、
上記したようにＰＶＡ水溶液の吹き付けによって行うことが可能であるが、本発明におけ
る積層方法はこれに限定されない。例えば、ＰＶＡ水溶液を加熱されたローラの表面に吹
き付けることによって不織布状のＰＶＡシート（図示せず）を形成し、このＰＶＡシート
を膨張黒鉛シート（６）の表面に熱融着によって積層することも可能である。この場合、
熱融着に要する温度は、１８５～１９５°Ｃ程度であることが好ましい。その温度が１８
５°Ｃ未満であれば、融着が不十分となる恐れがあり、逆に１９５°Ｃを越えると、不織
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はなく、フィルム状、あるいはメッシュ状であってもよい。ＰＶＡ層をフィルム状とする
場合には、あらかじめフィルム状に形成されたＰＶＡ樹脂を、熱融着によって膨張黒鉛シ
ート（６）に積層すればよい。また、メッシュ状とする場合には、あらかじめメッシュ状
に形成されたＰＶＡ樹脂を、熱融着によって膨張黒鉛シート（６）或いは開繊繊維束（７
）に積層すればよい。
【００８０】
【実施例】
以下、本発明を実施例に基づいて説明する。但し、本発明はこれらの実施例に何ら限定さ
れるものではない。
〔積層シートの引張試験〕
（実施例）
厚さ０．２ｍｍ、密度１．１ｇ／ｃｍ3 の膨張黒鉛シートの一面に、ＰＶＡ接着剤層を介
して厚さ０．２ｍｍの開繊繊維束を積層し、ＰＶＡ接着剤層の加熱圧融着によってこれら
を積層一体化し、積層シートを構成した。次いで、この積層シートを図２０に示す大きさ
に裁断して試験片（１４）を構成した。図２０中の長さの単位はｍｍである。
【００８１】
（比較例）
厚さ０．２ｍｍ、密度１．０ｇ／ｃｍ3 の膨張黒鉛シートの両面に、厚さ０．１５ｍｍの
綿糸織物シートを熱融着フィルムを用いて積層し、積層シートを構成した。次いで、この
積層シートを図２０に示す大きさに裁断して試験片（１４）を構成した。
【００８２】
実施例および比較例に係る試験片（１４）をそれぞれ４枚ずつ用意し、これらに対し、気
温２２°Ｃの室内でＪＩＳ　Ｋ　６３０１-1975 （加硫ゴム物性試験方法）に基づいて引
張試験を行った。なお、引張試験機には、東洋精機株式会社製の樹脂引張試験機を使用し
た。
実施例の試験結果を表１に、比較例の試験結果を表２に示す。
【表１】

【表２】
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【００８３】
以上の試験結果から、ＰＶＡ層および開繊繊維束を補強材とした実施例の方が、綿糸織物
シートを補強材とした比較例よりも明らかに引張強さが大きいことが分かる。
【００８４】
〔膨張黒鉛製グランドパッキンのトルク試験〕
（実施例）
厚さ０．２ｍｍ、密度１．０ｇ／ｃｍ3 の膨張黒鉛シートの一面に、ＰＶＡ接着剤層を介
して厚さ０．２ｍｍの開繊繊維束を積層し、ＰＶＡ接着剤層の加熱圧融着によってこれら
を積層一体化し、積層シートを構成した。次いで、この積層シートを幅１０ｍｍに裁断し
て帯状の積層シートを構成した。次いで、この帯状の積層シートを捩じり加工して編糸を
構成し、この編糸を編紐して紐体を構成し、最後にこの紐体を加圧成形してリング状の膨
張黒鉛製グランドパッキンを構成した。なお、開繊繊維束がグランドパッキンの外側に位
置するように構成した。
また、膨張黒鉛製グランドパッキンの大きさを、φ1 ８×φ2 １８×ｔ６（φ1 ：内径、
φ2 ：外径、ｔ：厚み（いずれも単位はｍｍ））とした。
【００８５】
（比較例）
厚さ０．２ｍｍ、密度１．０ｇ／ｃｍ3 の膨張黒鉛シートの両面に、厚さ０．１５ｍｍの
綿糸織物シートを熱融着フィルムを用いて積層し、積層シートを構成した。次いで、この
積層シートを幅１０ｍｍに裁断して帯状の積層シートを構成した。次いで、この帯状の積
層シートを捩じり加工して編糸を構成し、この編糸を編紐して紐体を構成し、最後にこの
紐体を加圧成形してリング状の膨張黒鉛製グランドパッキンを構成した。
なお、膨張黒鉛製グランドパッキンの大きさを、φ1 ８×φ2 １８×ｔ６（φ1 ：内径、
φ2 ：外径、ｔ：厚み（いずれも単位はｍｍ））とした。
【００８６】
図２１は、トルク試験の実施状況を示す図である。トルク試験を行うにあたり、実施例に
係る膨張黒鉛製グランドパッキン（１）を４個用意し、これら４個の膨張黒鉛製グランド
パッキン（１）をセットにして、気温２２度の室内で流体機器のスタフィングボックス（
１０）内に配置した。次いで、膨張黒鉛製グランドパッキン（１）の軸挿通孔内に、ＳＵ
Ｓ４３０製で軸径φ８（単位はｍｍ）のスピンドル（１１）を挿通した。次いで、締め付
けナット（１２）を締め付け圧２００ｋｇ／ｃｍ2 で締め付けて、スピンドル（１１）お
よびスタフィングボックス（１０）の内壁面に各膨張黒鉛製グランドパッキン（１）が圧
接するようにした。次いで、スピンドル（１１）をバネばかり（１３）で引っ張り、スピ
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ンドル（１１）が動き始めるときの引張力（スピンドルとパッキンの間の最大静止摩擦力
に相当する）を測定した。これと同様の試験を、比較例に係る膨張黒鉛製グランドパッキ
ンに対しても行った。実施例の試験結果を表３に、比較例の試験結果を表４に示す。
【表３】

【表４】

【００８７】
以上の試験結果から、ＰＶＡ層および開繊繊維束を補強材とした実施例の方が、綿糸織物
シートを補強材とした比較例よりも引張力が小さくて済むことがわかる。これは、実施例
に係るグランドパッキンの方が、潤滑性が良好であることを示している。従って、パッキ
ンに挿通されたスピンドルを回転させる際には、実施例に係るグランドパッキン（１）を
使用した方が、低トルクで回転させ得ることが分かる。
【００８８】
【発明の効果】
請求項１記載の発明は、編糸を編組してなる紐体を加圧成形することにより得られる膨張
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黒鉛製グランドパッキンに用いられる編糸であって、膨張黒鉛シートに開繊された炭素繊
維束が接着剤層を介して積層一体化されこの接着剤層が補強材とされた帯状の積層シート
を、巻回するか若しくは捩じって糸状にしたことを特徴とする編糸であるから、以下の効
果を奏する。
すなわち、この編糸は、帯幅３０ｍｍ以下の柔軟性に優れた帯状の積層シートから構成す
ることができるので、柔軟性に優れた編糸とすることができる。従って、複雑な編組加工
を容易に行うことができる。また、この編糸を構成する帯状の積層シートは許容引張力が
大きいので、巻回加工、捩じり加工、および編組加工の際に破断する恐れがない。また、
この編糸は、開繊された炭素繊維束が外側に位置するように加工すると、パッキンを構成
した際、パッキンの表面に開繊された炭素繊維束を位置させることができる。この場合、
潤滑性、シール性、耐磨耗性、および耐腐食性に非常に優れたパッキンを得ることができ
る。
【００８９】
請求項２記載の発明は、前記帯状の積層シートが補強用線材を被覆するように、該積層シ
ートを巻回して糸状にするか若しくは該積層シートを捩じって糸状にしたことを特徴とす
る請求項１に記載の編糸であるから、以下の効果を奏する。
すなわち、この編糸は補強用線材を備えているので、巻回加工、捩じり加工、および編組
加工に対する強度をより一層高めることができる。
【００９０】
請求項４記載の発明は、編糸を編組してなる紐体を加圧成形することにより得られる膨張
黒鉛製グランドパッキンに用いられる編糸であって、膨張黒鉛シートの少なくとも一面に
ポリビニルアルコール層が設けられてなりこのポリビニルアルコール層が補強材とされた
帯状の積層シートを巻回するか若しくは捩じって糸状体を構成し、この糸状体を芯として
該糸状体を被覆するように、開繊された帯状の炭素繊維束を巻回するか若しくは捩じって
糸状にしたことを特徴とする編糸であるから、以下の効果を奏する。
すなわち、この編糸は、帯幅１０ｍｍ程度の帯状の積層シートから構成することが可能な
ので、柔軟性に非常に優れた編糸とすることができる。従って、複雑な編組加工を容易に
行うことができる。また、編糸を構成する帯状の積層シートは許容引張力が大きいため、
巻回加工、捩じり加工、および編組加工の際に破断する恐れがない。また、この編糸は、
開繊された炭素繊維束が外側に位置するように巻回加工或いは捩じり加工すると、パッキ
ンを構成した際、パッキンの表面に開繊された炭素繊維束を位置させることができる。こ
の場合、潤滑性、シール性、耐磨耗性、および耐腐食性に非常に優れたパッキンを得るこ
とができる。
【００９１】
請求項６記載の発明は、編糸を編組してなる紐体を加圧成形することにより得られる膨張
黒鉛製グランドパッキンに用いられる編糸であって、帯状の膨張黒鉛シートを補強用線材
とともに圧延した後、この圧延物を巻回するか若しくは捩じって糸状体を構成し、この糸
状体を芯として該糸状体を被覆するように、開繊された帯状の炭素繊維束を巻回するか若
しくは捩じって糸状にしたことを特徴とする編糸であるから、以下の効果を奏する。
すなわち、許容引張力が大きくしかも柔軟性に優れた編糸とすることができるので、製造
容易性およびシール性に優れた膨張黒鉛製グランドパッキンを得ることが可能となる。ま
た、外側に開繊された炭素繊維束が位置させた場合、潤滑性、シール性、耐磨耗性、及び
耐腐食性に非常に優れたパッキンを得ることができる。
【００９２】
　請求項８記載の発明は、請求項１乃至７いずれかに記載の編糸を編組してなることを特
徴とする紐体であるから、以下の効果を奏する。すなわち、許容引張力が大きくしかも柔
軟性に優れた編糸から構成することにより、複雑な編組加工を経ても破断箇所がなくしか
も柔軟性に優れた紐体とすることができる。また、紐体の外側に開繊された炭素繊維束を
位置させた場合、パッキンの表面に開繊された炭素繊維束を位置させることができる。こ
の場合、耐磨耗性および耐腐食性に非常に優れたパッキンを得ることができる。また、開
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繊された炭素繊維束は潤滑性、シール性にも優れているので、潤滑性およびシール性にも
優れたパッキンを得ることができる。
【００９３】
　請求項９記載の発明は、前記接着剤層がポリビニルアルコール層とされた請求項１乃至
３に記載の編糸または請求項４或いは５に記載の編糸を編組してなるとともに、前記ポリ
ビニルアルコール層が、前記編組加工後に除去されてなることを特徴とする紐体であるか
ら、以下の効果を奏する。すなわち、応力緩和を生じやすいポリビニルアルコール層を除
去することにより、応力緩和が生じない紐体とすることができる。これにより、パッキン
に応力緩和が生じないようにすることができ、パッキンのシール性を高めることができる
。
【００９４】
　請求項１０記載の発明は、四フッ化ポリエチレン樹脂等のフッ素系樹脂、シリコーン樹
脂、水溶性フェノール樹脂、或いはガラス、アルミナ、シリカゲル、黒鉛、チタン等の無
機微粉末を含むエマルジョン樹脂からなる群から選択された１または２以上の液状樹脂が
含浸されてなることを特徴とする請求項９に記載の紐体であるから、以下の効果を奏する
。すなわち、ポリビニルアルコール層の除去によって形成された空隙を液状樹脂によって
充填することができる。空隙を液状樹脂によって充填することにより、パッキンをスタフ
ィングボックス内で使用した際に紐体内部を流体が通過するのを防止して、パッキンのシ
ール性を一層高めることができる。
【００９５】
　請求項１１記載の発明は、請求項８乃至１０いずれかに記載の紐体を加圧成形してなる
ことを特徴とする膨張黒鉛製グランドパッキンであるから、以下の効果を奏する。すなわ
ち、破断箇所がなくしかも柔軟性に優れた紐体から構成することにより、シール性に優れ
たパッキンとすることができる。また、パッキンの外側に開繊された炭素繊維束が位置す
る場合には、耐磨耗性および耐腐食性に優れたパッキンとすることができる。また、開繊
された炭素繊維束は潤滑性およびシール性にも優れているので、潤滑性およびシール性に
も優れたパッキンとすることができる。また、柔軟性に優れしかも許容引張力が大きい積
層シートから構成されているので、製造容易性に優れたパッキンとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る編糸の第１実施形態の第１例を示す斜視図である。
【図２】図１に示す編糸の製造過程を示す図である。
【図３】図１に示す編糸を製造する際に用いられる積層シートを示す断面図である。
【図４】図１に示す編糸から構成した紐体を示す斜視図である。
【図５】図１に示す編糸から構成した膨張黒鉛製グランドパッキンを示す斜視図である。
【図６】本発明における裁断後の開繊繊維束を示す図であり、（ａ）は、各繊維が真っ直
ぐに伸びている開繊繊維束を所定幅に裁断したものの一例を示す図、（ｂ）は、各繊維が
波状に曲がっている開繊繊維束を所定幅に裁断したものの一例を示す図である。
【図７】本発明に係る編糸の第１実施形態の第４例を示す斜視図である。
【図８】本発明に係る編糸の第１実施形態の第２例を示す斜視図である。
【図９】図８に示す編糸の製造過程を示す図である。
【図１０】本発明に係る編糸の第１実施形態の第３例を示す斜視図である。
【図１１】補強用芯材の一例を示す斜視図である。
【図１２】補強用芯材の一例を示す斜視図である。
【図１３】補強用線材の一例を示す斜視図である。
【図１４】補強用線材の一例を示す斜視図である。
【図１５】補強用線材の一例を示す斜視図である。
【図１６】図１０に示す編糸の断面図である。
【図１７】本発明に係る編糸の第２実施形態の製造過程を示す斜視図である。
【図１８】本発明に係る編糸の第３実施形態の製造過程を示す斜視図である。
【図１９】図１８に示す編糸を構成する際に用いられる帯状積層シートの一例を示す断面
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図である。
【図２０】引張試験に供される積層シートの大きさを示す図である。
【図２１】トルク試験の試験状況を示す図である。
【符号の説明】
１・・・・・膨張黒鉛製グランドパッキン
２，２０・・編糸
２１・・・・帯状箔
３・・・・・紐体
４，４０・・帯状の積層シート
５・・・・・積層シート
６・・・・・膨張黒鉛シート
７・・・・・開繊された炭素繊維束
８・・・・・接着剤層
９・・・・・補強用線材
１０・・・・糸状体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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