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(57)【要約】
　コーティングされた基材およびコーティングされた基
材を形成するための方法であって、基材の上に重なる第
１の潤滑性コーティング層および第１の潤滑性コーティ
ング層の上に重なる第２の潤滑性コーティング層を含み
、第１の潤滑性コーティング層が、第１の摩擦係数を第
１の潤滑性コーティング層に付与する第１の潤滑剤を含
み、第２の潤滑性コーティング層が、第２の摩擦係数を
第２の潤滑性コーティング層に付与する第２の潤滑剤を
含み、第２の摩擦係数が第１の摩擦係数よりも大きい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コーティングされた基材であって、
　基材の上に重なる第１の潤滑性コーティング層および該第１の潤滑性コーティング層の
上に重なる第２の潤滑性コーティング層を含み、
　該第１の潤滑性コーティング層が、第１の摩擦係数を該第１の潤滑性コーティング層に
付与する第１の潤滑剤を含み、
　該第２の潤滑性コーティング層が、第２の摩擦係数を該第２の潤滑性コーティング層に
付与する第２の潤滑剤を含み、
　該第２の摩擦係数が該第１の摩擦係数よりも大きい、コーティングされた基材。
【請求項２】
　前記第１の潤滑剤および前記第２の潤滑剤が同一の潤滑剤であり、そして該潤滑剤が、
前記第２の潤滑性コーティング層中の該潤滑剤の濃度よりも濃い濃度で、前記第１の潤滑
性コーティング層中に存在する、請求項１に記載のコーティングされた基材。
【請求項３】
　前記第１の潤滑剤および前記第２の潤滑剤が異なる潤滑剤である、請求項１に記載のコ
ーティングされた基材。
【請求項４】
　前記第１の潤滑剤が第１の潤滑性を有し、前記第２の潤滑剤が第２の潤滑性を有し、そ
して該第１の潤滑性が該第２の潤滑性よりも小さい、請求項１に記載のコーティングされ
た基材。
【請求項５】
　前記第１の潤滑剤が第１の潤滑性を有し、前記第２の潤滑剤が第２の潤滑性を有し、そ
して該第１の潤滑性が該第２の潤滑性よりも大きい、請求項１に記載のコーティングされ
た基材。
【請求項６】
　前記第２の潤滑性コーティング層の上に重なる第３の潤滑性コーティング層をさらに含
み、該第３の潤滑性コーティング層が、第３の摩擦係数を該第３の潤滑性コーティング層
に付与する第３の潤滑剤を含み、該第３の摩擦係数が、前記第２の摩擦係数よりも大きい
、請求項１に記載のコーティングされた基材。
【請求項７】
　前記第２の潤滑性コーティング層の上に重なる少なくとも２つのさらなるコーティング
層をさらに含み、それぞれ次のコーティング層が、それぞれ前のコーティング層の摩擦係
数よりも大きな摩擦係数を該それぞれ次のコーティング層に付与する潤滑剤を含む、請求
項１に記載のコーティングされた基材。
【請求項８】
　前記基材が、金属または合金の層、化成皮膜、およびシール組成物の１以上を含むベー
ス層でコーティングされ、前記第１の潤滑性コーティング層が、該ベース層の上に重なる
、請求項１に記載のコーティングされた基材。
【請求項９】
　前記第１の潤滑性コーティング層および前記第２の潤滑性コーティング層の少なくとも
１つが、シール組成物、着色剤、リン光性組成物、ケイ光性組成物、またはそれらの任意
の２以上の混合物または組み合わせをさらに含む、請求項１に記載のコーティングされた
基材。
【請求項１０】
　前記潤滑剤が、天然または合成の石油ベースのワックス、植物油脂、含フッ素ポリマー
、ポリオレフィンポリマー、硫化モリブデン、二硫化タングステン、銀、グラファイト、
石けん石、ステアリン酸塩、ジチオリン酸塩、カルシウムベースグリース、反応性白色固
体潤滑剤、またはそれらの任意の２以上の混合物または組み合わせを含む、請求項１に記
載のコーティングされた基材。
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【請求項１１】
　前記第１の潤滑性コーティング層および前記第２の潤滑性コーティング層の少なくとも
１つが、結合剤をさらに含む、請求項１に記載のコーティングされた基材。
【請求項１２】
　前記結合剤が、エポキシ、アクリル、シリコーン、フェノール樹脂、無機ケイ酸塩、水
ガラス、およびセルロースの１以上を含む、請求項１１に記載のコーティングされた基材
。
【請求項１３】
　前記第１の潤滑性コーティング層および前記第２の潤滑性コーティング層の少なくとも
１つが、硬化性樹脂をさらに含む、請求項１に記載のコーティングされた基材。
【請求項１４】
　前記硬化性樹脂が、フェノール樹脂、ポリウレタン、熱可塑性物質、ポリアミド樹脂、
ポリイミド樹脂、アルキド樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、および熱硬化性樹脂の１
以上を含む、請求項１３に記載のコーティングされた基材。
【請求項１５】
　前記第１の潤滑性コーティング層および前記第２の潤滑性コーティング層の少なくとも
１つが、ドライフィルム潤滑剤を含む、請求項１に記載のコーティングされた基材。
【請求項１６】
　前記基材が金属である、請求項１に記載のコーティングされた基材。
【請求項１７】
　前記基材が表面を有し、そして（Ａ）金属または合金の１以上の層が該表面の上にあり
、そして前記第１の潤滑性コーティング層が該金属または合金の１以上の層の上にあるか
、（Ｂ）化成皮膜の層が該表面の上にあり、そして前記第１の潤滑性コーティング層が該
化成皮膜の層の上にあるか、または（Ｃ）金属または合金の１以上の層が該表面の上にあ
り、化成皮膜の層が該金属または合金の１以上の層の上にあり、そして前記第１の潤滑性
コーティング層が該化成皮膜の層の上にある、請求項１６に記載のコーティングされた基
材。
【請求項１８】
　基材上の乾燥手ざわりのコーティングであって、該コーティングが、該基材の上に重な
る外表面および内表面、少なくとも１つの潤滑剤、および少なくとも１つの非潤滑性物質
を含み、該少なくとも１つの潤滑剤が、該内表面よりも該外表面に、より高い摩擦係数を
付与する、コーティング。
【請求項１９】
　基材；
　該基材の少なくとも一部分の上に亜鉛または亜鉛合金の層（ａ）；
　該層（ａ）の上に重なる３価クロム化成皮膜の層（ｂ）；
　該層（ｂ）の上に重なる第１の潤滑剤含有層（ｃ）；および
　該層（ｃ）の上に重なる第２の潤滑剤含有層（ｄ）を含み、該層（ｃ）が、該層（ｄ）
の摩擦係数よりも小さい摩擦係数を含む、物品。
【請求項２０】
　基材；
　該基材の少なくとも一部分の上に亜鉛または亜鉛合金の層（ａ）；
　該層（ａ）の上に重なる３価クロム化成皮膜の層（ｂ）；および
　該層（ｂ）の上に重なる潤滑剤含有層（ｃ）を含み、該層（ｃ）が、該層（ｂ）と接触
するかまたは上に重なる内表面および該層（ｂ）とは反対側に外表面、および潤滑剤を含
み、該潤滑剤が、該外表面より該内表面に、より小さな摩擦係数を付与する、物品。
【請求項２１】
　基材に潤滑性コーティングを付与する方法であって、
　該基材の上に第１の潤滑性コーティング層を付与する工程および該第１の潤滑性コーテ
ィング層の上に第２の潤滑性コーティング層を付与する工程を含み、
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　該第１の潤滑性コーティング層が、第１の摩擦係数を該第１の潤滑性コーティング層に
付与する第１の潤滑剤を含み、
　該第２の潤滑性コーティング層が、第２の摩擦係数を該第２の潤滑性コーティング層に
付与する第２の潤滑剤を含み、
　該第２の摩擦係数が該第１の摩擦係数よりも大きい、方法。
【請求項２２】
　前記第１の潤滑性コーティング層および／または前記第２の潤滑性コーティング層を乾
燥させる少なくとも１つの工程をさらに含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第２の潤滑性コーティング層の上に少なくとも１つのさらなるコーティング層を付
与する工程をさらに含み、該少なくとも１つのさらなるコーティング層が、前記第２の摩
擦係数よりも大きな摩擦係数を付与する潤滑剤を含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記基材上に少なくとも１つの金属または合金の層を付与する工程をさらに含む、請求
項２１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記基材上に化成皮膜の少なくとも１つのベース層を、該基材を少なくとも１つの不動
態化剤および／または少なくとも１つの腐食防止剤を含む組成物中に浸漬することによっ
て付与する工程をさらに含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第１の潤滑剤が、前記組成物中で乳化または分散され、そして前記基材が該組成物
から取り出されると、前記ベース層が該基材の上に形成され、そして前記第１の潤滑性コ
ーティング層が、該ベース層の上に形成される、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　基材に潤滑性コーティングを付与する方法であって、
　第１の潤滑剤を含む第１の組成物中に基材を浸漬する工程；
　該第１の組成物から該基材を取り出し、該第１の潤滑剤を含む第１の潤滑性コーティン
グ層を該基材の上に形成する工程；
　該第１の潤滑性コーティング層をその上に有する該基材を、第２の潤滑剤を含む第２の
組成物中に浸漬して、該第２の潤滑剤を含む第２の潤滑性コーティング層を該第１の潤滑
性コーティング層の上に形成する工程を含み、
　該第１の潤滑性コーティング層が第１の摩擦係数を付与し、そして該第２の潤滑性コー
ティング層が第２の摩擦係数を付与し、該第１の摩擦係数が第２の摩擦係数よりも小さい
、方法。
【請求項２８】
　前記第１の組成物が、不動態化剤または腐食防止剤をさらに含み、前記基材が該第１の
組成物から取り出されると、化成皮膜を含むベース層が、該基材の上に該不動態化剤また
は腐食防止剤によって形成され、そして前記第１の潤滑性コーティング層が、該ベース層
の上に形成される、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記第１の潤滑剤が、前記第１の組成物中で乳化または分散されている、請求項２８に
記載の方法。
【請求項３０】
　前記基材の上に、１以上の金属または合金を付与する工程をさらに含み、前記ベース層
が該金属または合金上に形成され、そして前記第１の潤滑性コーティング層が、該ベース
層の上に重なる、請求項２７に記載の方法。
【請求項３１】
　前記第２の潤滑性コーティング層を付与する工程に続いて、前記コーティングされた基
材を加熱して前記第１の潤滑性コーティング層と該第２の潤滑性コーティング層との間に
拡散を生じさせ、複合コーティング層が形成され、該複合コーティング層が前記ベース層
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近辺でより小さい摩擦係数および該複合コーティング層の外側部分でより大きな摩擦係数
を含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３２】
　前記複合コーティング層の前記摩擦係数が、前記ベース層近辺から該複合コーティング
層の外表面に向かって、勾配して次第に増加する、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　基材に潤滑性コーティングを付与する方法であって、
　第１の潤滑剤を含む第１の組成物中に基材を浸漬する工程；
　該第１の組成物から該基材を取り出し、該基材上に該第１の潤滑剤を含む第１の潤滑性
コーティング層を形成する工程；
　該第１の潤滑性コーティング層の上に第２の潤滑剤を含む第２の潤滑性コーティング層
を付与する工程を含み、
　該第１の潤滑性コーティング層が第１の潤滑性を示し、そして該第２の潤滑剤が第２の
潤滑性を示し、そして該第１の潤滑性が該第２の潤滑性よりも大きい、方法。
【請求項３４】
　前記第１の組成物が、不動態化剤または腐食防止剤をさらに含み、前記基材が該第１の
組成物から取り出されると、化成皮膜を含むベース層が、該基材の上に該不動態化剤また
は腐食防止剤によって形成され、そして前記第１の潤滑性コーティング層が、該ベース層
の上に形成される、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記第１の潤滑剤が、前記第１の組成物中で乳化または分散されている、請求項３４に
記載の方法。
【請求項３６】
　前記基材の上に、１以上の金属または合金を付与する工程をさらに含み、前記ベース層
が該金属または合金上に形成され、そして前記第１の潤滑性コーティング層が、該ベース
層の上に重なる、請求項３３に記載の方法。
【請求項３７】
　前記第２の潤滑性コーティング層を付与する工程に続いて、前記コーティングされた基
材を加熱して、前記第１の潤滑性コーティング層と該第２の潤滑性コーティング層との間
に拡散を生じさせ、複合コーティング層が形成され、該複合コーティング層が、該複合コ
ーティング層の外側部分よりも前記ベース層近辺でより高い潤滑剤の濃度を含む、請求項
３３に記載の方法。
【請求項３８】
　前記複合コーティング層の前記潤滑剤の濃度が、前記ベース層近辺から該複合コーティ
ング層の外表面に向かって、次第に減少する、請求項３７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、物品のための潤滑性コーティングに関し、より詳細には、留め具
、自動車部品などのような物品のための潤滑性コーティング、このようなコーティングの
製造方法、およびこのようなコーティングが付与された物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラスチックまたは金属（すなわち、固体）の留め具およびその他の組立物品のような
物品の表面品質の保護および改良するためのコーティング物質は、特に、自動車産業に普
及して幅広く受け入れられるようになってきている。この業界では、厳しい要求が一般的
に存在する。このような要求の中には、低くとも不変の摩擦係数を示し、基材に強固に付
着するコーティングを含み、そして腐食保護および着色などの目的のための添加剤を含む
表面がある。このような目的のために多くのコーティングおよび処理が開発され、そして
使用されており、そしてこれらの多くはなお重要である。しかし、特に自動車産業では、



(6) JP 2009-527623 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

このような物品のための性能要求が、ますます厳しくなってきている。６価クロムのよう
ないくつかの物質は、もはや許容されないか、または段階的に削減されつつある。性能、
環境、健康、安全性、および廃棄（製造中止）の要求は、より厳しくなっているので、既
存の組成物では、全ての要求を満たすことは不可能であるというところまできている。腐
食防止もまた、特に自動車産業では、主な関心事になっている。同時に、これらのような
要求は、より厳しくなりつつあるので、物品は未だに、歴史的に要求されているものと同
じ有用性基準を満足することが要求される。例えば、トルク要求が一貫して測定および適
合されるように不変の摩擦係数を提供し、したがって、潤滑剤の実際の量の正確な決定を
可能にする。
【０００３】
　耐腐食コーティングを有するボルトのようなコーティング物品は、明らかな重要性を有
する。鋼鉄のボルトが一般的であるが、もし激しく腐食すれば効果的ではない。コーティ
ング方法は、リン酸塩処理、リン酸塩処理後に塗装または油浸、めっき（例えば、電解め
っき、無電解めっき、機械的めっき、または亜鉛めっき）、およびめっき後の塗装が挙げ
られる。寸法公差が厳しい留め具にとって、電解めっきまたは無電解めっきが、しばしば
腐食防止の好ましい方法である。特に、亜鉛または亜鉛合金電解めっきでは、亜鉛が優先
的に腐食し、そして鋼鉄腐食に対して犠牲的であるので、これらは、費用対効果の大きい
腐食保護方法である。しかし、亜鉛めっきは、一般的に化成被膜の形成（例えば、クロメ
ート処理（６価クロムから膜を形成）、または不動態化（３価クロムまたは非クロム溶液
から膜を形成）による）を伴っている。近年、化成皮膜され、電解めっきされた亜鉛留め
具を、腐食保護を広げるためにシールで処理することが習慣になっている。シールは、一
般的に、乾燥性および／または硬化性の溶液に基づき、無機フィルム（例えば、ケイ酸塩
、またはケイ酸塩とシリカとの混合物）、有機フィルム（例えば、アクリル酸塩、ウレタ
ン、またはアクリル酸塩とウレタンとの混合物）；または無機材料と有機材料との混合物
が挙げられる。
【０００４】
　締付け荷重を生み出すボルトまたはナットの締付け、または穴の中への鋲の挿入は、自
動車のような多くの機械的な組み立てのある組立品の重要な要素である。ボルトで留めら
れた組立品の信頼性、安全性、および質は、留め具の張力のレベルおよび安定性によって
影響される。ねじ留め具の頭を回転させる、またはねじ留め具に対してナットを回転させ
ることにより、留め具の張力が得られる。全体の締付けトルクは、１）ねじの摩擦；２）
ボルトに与えられる締付け力；および３）組立品の接触表面、ベアリング表面、およびボ
ルトの首下部の間および／または組立品のベアリング表面およびナットの首下部の間の摩
擦の組み合わせであると、一般には受け入れられている。
【０００５】
　今日、多くの組立工程は、ロボットによって行われている。ロボットは、部品（例えば
ボルト）が十分に締付けられるかを、センサーによって測定されたトルクに主に基づいて
決定するようにプログラムされ得る。もし、ボルトに付与される潤滑があまりにも少なす
ぎると（あるいは、もし、摩擦係数があまりにも大きすぎると）、ロボットは、ボルトを
十分に締付け得ない。なぜなら、感知されたトルクは、過剰な摩擦の結果、予めプログラ
ムされたトルク限界を満たすからであり、ボルトが実際に十分に締付けられたからではな
い。逆に、もし、ボルトに付与される潤滑が過剰であると（そして摩擦係数があまりにも
小さすぎると）、ロボットはボルトを締付け過ぎ得、そして組立品を、例えば、ボルトの
頭を折ることによってか、またはねじをすり減らすことによって損傷し得る。なぜなら、
感知されたトルクは、あまりにも小さな摩擦の結果、予めプログラムされたトルク限界を
満たさないからである。したがって、十分であるが過剰ではない潤滑を達成することは、
組立操作に関わる絶えず直面する問題である。ロボットシステムは、トルクを決定するセ
ンサーを含むので、これらのセンサーおよび電気的制御は、トルクと摩擦の決定とを相関
させる当該分野で公知の種々の等式を用いるようにプログラムされ、およびそれによって
締付ける。これらのシステムは、表面の平坦さ（または滑らかさ）について、摩擦係数に
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ついて、ボルトまたは他の部品に負荷される締付け荷重について、潤滑剤、化成皮膜、お
よび基材の摩耗速度について、ならびに他の変数について必ず仮定を行わなければならな
い。これらの全ての仮定が、例えば、いつ留め具が十分に締め付けられたかを決定する問
題に取り組むために用いられ、そしてこれらの仮定は、一貫した特性を有する一貫した比
較的均一な部品に依存する。
【０００６】
　摩擦は、留め具（例えば、ねじボルトとナットとの組み合わせ）の締付け過程の重要な
部分であるので、接触する表面の潤滑による摩擦の制御が重要である。潤滑が十分である
ことは、互いに対して動く表面間に付与される潤滑剤の使用に起因して、摩擦または摩擦
係数の測定によって決定され得る。潤滑レジームは、ストライベック曲線によって定義さ
れ得、摩擦係数が、２つの表面（トライボロジーペアー（tribological pair）という）
およびその間の潤滑剤の組み合わせに関する滑り速度の関数としてプロットされる。境界
潤滑は、滑り速度が低く、そして荷重力が潤滑剤の吸着分子および／または薄い潤滑およ
び／または酸化物層によって保護された接触区域の粗さによって全体的に伝わる状態にあ
る。境界潤滑表面の相互作用ならびに潤滑性全体に対する潤滑剤のせん断強さおよび表面
粗さの関係が、潤滑剤の摩耗と関連し、そして境界潤滑で役割を果たすことが公知である
。
【０００７】
　機械ベアリングが開始または停止されつつあり、そして速度が流体力学レジームを作出
するのに十分に高くないときに境界潤滑状態が機械ベアリングと共に存在する。他の例は
、歯車、タービンのガイドベーン、および他のゆっくりと可動する装置（例えば、リフテ
ィング操作での水圧往復運動）間の、あるいは衝撃吸収材とのまたは例えば自動車のボン
ネットまたはトランクのふたの開閉を制御するために用いられる支柱との接触が挙げられ
る。境界潤滑では、原子的に平坦な表面が、潤滑剤のいくつかの分子層によって分離され
、そして界面の作用は、潤滑剤に伝統的に伴われるよりよく知られた場合の体積粘性率と
質的に異なるようになる。境界潤滑は、表面が特にどの粗さの部位でも原子的に平坦でな
い場合、またはわずかに異なる形状のため、ある区域または領域で比較的可動する部品に
より近くに接近することになる場合、重要であり得る。
【０００８】
　潤滑剤によって分離されるとき、スティックスリップ潤滑状態が、互いに対して動く部
品と共に存在し、その状態では「停止－開始」サイクルで部品が動く。潤滑油添加剤は、
この現象を避けるまたは減少させるために含まれ得る。
【０００９】
　締付け中のトルクの制御を助けるために、例えば、亜鉛めっき、化成皮膜、および場合
によりシーリングによって調製された留め具は、Ｓｐａｒｔａｎ　Ａｄｈｅｓｉｖｅｓお
よびＣｏａｔｉｎｇｓ　Ｃｏ．から入手の希釈されたＦＵＣＨＳ ＬＵＢＲＩＴＥＣＨ（
登録商標）Ｇｌｅｉｔｍｏ　６０５または希釈されたＶａｌｓｏｆｔ　ＰＥ－４５のよう
な潤滑液で処理され得る。このような潤滑性コーティングは、しばしばドライフィルム潤
滑剤と称される。潤滑剤はまた、シール層と組み合わされ得、得られるコーティングは、
一体型潤滑剤シールと称され得る。これらの潤滑工程では、潤滑剤は、単一の潤滑性コー
ティングに均一に散布される。
【００１０】
　いくつかの典型的な先行技術で処理された金属部品を図１～４に概略的に示す。図１は
、金属基材１０、亜鉛または亜鉛合金層１２、腐食防止層１４、および潤滑剤コーティン
グ１６を含む先行技術の金属物品１００を、概略的に記載する。基材１０は、留め具（例
えば、ボルト、ナット、ねじくぎなど）のような任意の適した金属物品であり得、例えば
、鋼鉄製であり得る。このような先行技術の実施態様では、亜鉛または亜鉛合金（例えば
、亜鉛－鉄、亜鉛－コバルト、亜鉛－ニッケル）層１２は、例えば、溶融亜鉛めっきまた
は電解めっき層であり得、これは基材１０に付与されている。いくつかの先行技術の実施
態様では、腐食防止層１４は、６価クロム化成皮膜であり得、直接亜鉛または亜鉛合金層
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１２に付与されている。潤滑剤層１６は、このような使用のための任意の公知の潤滑剤を
含み得る。シール層（図示していない）が、潤滑剤上に形成され得るか、または潤滑剤が
シール層と一体化した部分となり得、その場合、潤滑剤層１６は、シール／潤滑剤層であ
る。この例では、潤滑剤は、単一の潤滑性コーティングに均一に散布されている。
【００１１】
　図２は、金属基材１０、亜鉛または亜鉛合金層１２、腐食防止層１４、シール層１８、
および潤滑剤コーティング１６を含む先行技術の金属物品２００を、概略的に記載する。
基材１０は、留め具（例えば、ボルト、ナット、ねじくぎなど）のような任意の適した金
属物品であり得、例えば、鋼鉄製であり得る。このような先行技術の実施態様では、亜鉛
または亜鉛合金（例えば、亜鉛－鉄、亜鉛－コバルト、亜鉛－ニッケル）層１２は、例え
ば、溶融亜鉛めっきまたは電解めっき層であり得、これは基材１０に付与されている。腐
食防止層１４は、さらに６価クロム化成皮膜であり得、亜鉛層１２に付与されている。シ
ール層１８は、腐食防止層１４を覆うようにかまたは上に付与されている。潤滑剤層１６
は、このような使用のための任意の公知の潤滑剤を含み得る。この例では、潤滑剤は、単
一の潤滑性コーティングに均一に散布されている。
【００１２】
　図３は、金属基材１０、亜鉛または亜鉛合金層１２、腐食防止層２０、シール層１８、
および潤滑剤コーティング１６を含む先行技術の金属物品３００を、概略的に記載する。
基材１０は、留め具（例えば、ボルト、ナット、ねじくぎなど）のような任意の適した金
属物品であり得、例えば、鋼鉄製であり得る。このような先行技術の実施態様では、亜鉛
または亜鉛合金層１２は、例えば、溶融亜鉛めっきまたは電解めっき層であり得、これは
基材１０に付与されている。この先行技術の例では、腐食防止層２０は、６価クロムを含
まない不動態化物質であり得、亜鉛層１６に付与されている。６価クロムを含まない不動
態化物質としては、例えば、３価クロム、無電解ニッケル、または電解めっきされたニッ
ケル－リン（ＮｉＰ）合金が挙げられ得、亜鉛層１２上に堆積されている。シール層１８
は、腐食防止層２０を覆うようにかまたは上に付与されている。潤滑剤層１６は、このよ
うな使用のための任意の公知の潤滑剤を含み得る。図１および２の例のように、シール層
１８は、潤滑剤層１６を覆うように付与されてもよい。この例では、潤滑剤は、単一の潤
滑性コーティングに均一に散布されている。
【００１３】
　図４は、金属基材１０、亜鉛または亜鉛合金層１２、腐食防止層１４、および一体型シ
ール層２２を含む先行技術の金属物品４００を、概略的に記載する。基材１０は、留め具
（例えば、ボルト、ナット、ねじくぎなど）のような任意の適した金属物品であり得、例
えば、鋼鉄製であり得る。このような先行技術の実施態様では、亜鉛または亜鉛合金層１
２は、例えば、溶融亜鉛めっきまたは電解めっき層が基材１０に付与されている。この先
行技術の例では、亜鉛層１６に付与された腐食防止層１４は、示した６価クロム層１４で
あり得るか、または図３に示した腐食防止層２０のような６価クロムを含まない不動態化
物質であり得るか、または他の任意の適した不動態化物質または腐食防止物質であり得る
。６価クロムを含まない不動態化物質としては、例えば、３価クロム、無電解ニッケル、
または電解めっきされたニッケル－リン（ＮｉＰ）合金が挙げられ得、亜鉛層１２上に堆
積されている。この選択では、一体型シール層２０があり、潤滑剤がシール層と一体化し
た部分となる。この例では、潤滑剤は、単一の潤滑性コーティングに均一に散布されてい
る。
【００１４】
　上述の全ての先行技術の例（例えば、図１～４について記載されているように）、およ
び先行技術全般では、潤滑剤層または一体型シール層は、潤滑剤がむらなく均一に散布さ
れている、均一な潤滑性の層である。このような潤滑剤は、一般的に、乾燥手ざわりの減
摩性コーティングであり、そしてこれらには、ドライフィルム潤滑剤、有機ラッカー潤滑
剤、または一体型潤滑剤が含まれ、そして時にそのように称される。ドライフィルム潤滑
剤は、付与および加熱後乾燥し、そして得られた潤滑層は、本質的に潤滑剤のみであり、
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その定義通りおよび均一に散布されている。有機ラッカー潤滑剤は、有機結合剤および固
形潤滑剤を含み得る。有機結合剤は、例えば、樹脂を含むワックス、および固形潤滑剤で
あり得る。一体型潤滑剤コーティングは、美的（例えば色）または耐腐食性または組み合
わせのような他の物質との潤滑剤の混合物であり、潤滑剤の粒子が均一に散布されている
。有機ラッカー潤滑剤および一体型潤滑剤の両方において、潤滑剤物質は、例えば、ポリ
エチレン、ＰＴＦＥのようなポリマーの粒子、グラファイト、または硫化モリブデン（Ｍ
ｏＳ２）のような別の物質などであり得る。任意のさらなる潤滑剤を用いるとき、それは
、一般的に最も潤滑であり、そして部品の最外表面に付与される。
【００１５】
　上述の全ての例および先行技術全般では、種々の形状および表面の質および特徴を有す
る広範な様々な部品に対して、十分であるが過剰ではない潤滑性を付与するという問題が
残っている。多くの潤滑剤が公知であり、そして広範に用いられているにもかかわらず、
特に大きな圧力、トルク、および摩擦力に供され、そしてこのような力が、しばしばロボ
ットによって付与される留め具のような部品に対しては、改良された潤滑剤の必要性が残
っている。
【００１６】
　物体の外表面に潤滑剤を塗布することは、摩擦を減少するという利点を生じさせるが、
潤滑剤を含むコーティングが、潤滑性が必要な期間を通じてすり減らない十分な厚みでな
ければ、単一の均一な層の潤滑剤で摩擦の均一性を達成することは非常に難しい。しかし
、厚みのあるコーティングは、ねじ留め具にとって有用ではない。なぜなら、雄ねじおよ
び雌ねじの寸法に影響を与えるからである。他の物体の場合でも、厚みのあるコーティン
グは、寸法公差に悪影響を与え得る。均一な潤滑剤を含む薄い潤滑性コーティングでは、
滑る物体の表面は非常に密接であり、そして潤滑媒体は非常に薄い。そして、この組み合
わせは、表面の小さな欠陥、粗さ、および／または形状の相違による表面一面の圧力のむ
らのある分布が摩耗に変化を生じさせることを意味する。そのため、いくつかの領域は十
分な潤滑剤を有するが、他の領域では、潤滑剤層はすり減るかまたは穴が開くことになる
。このようなすり減りまたは穴が生じると、見かけの全体の摩擦係数は滑り表面に対して
変化し、摩擦の変化に伴う問題を生じ、そして潤滑剤層が完全にすり減ったところでは、
その下の層もまた損傷され得、おそらく基材の寿命期間に悪影響（例えば、腐食の可能性
の増加）を生じる。
【００１７】
　これらの全ての理由のために、問題がなお存在し、そして特に留め具のような大量生産
されるが決定的に重要な部品のために、潤滑性コーティングの改良が非常に多く必要とさ
れている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明では、潤滑性コーティングを有するコーティング部品による滑り速度および圧力
の変動を補償するコーティングシステムが提供され、該コーティングシステムは、潤滑性
コーティングの最外表面部分の摩擦係数が潤滑性コーティングの内側部分の摩擦係数より
も大きい。本発明は、乾燥手ざわりの潤滑性コーティングを提供し、該潤滑性コーティン
グでは、コーティング中の潤滑剤が、コーティングの外表面よりも下の層または基材との
界面のコーティングに高い濃度で存在する。一般的に、潤滑性コーティングは、少なくと
も１つの他の物質を含み得、それは、例えば、腐食防止剤またはシール物質であり得る。
このように、表面が平らでないかまたは滑らかではない場合、本発明のコーティングは、
例えばねじ留め具の締付けにおいて、締付け過程中観測されるトルクの変化が減少し、そ
してより均一であるように、いくらかの補償を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　外側部分と内側部分との間の摩擦係数の相違は、２つの基礎的な方法のいずれかまたは
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両方で得られ得る。１つの実施態様では、摩擦係数の相違を得るために、同一の潤滑剤を
異なった量で用いる。別の実施態様では、摩擦係数の相違を与えるために、異なる潤滑剤
を用いてもよい。後者の実施態様では、２つの異なる潤滑剤は、外側部分の摩擦係数が内
側部分の摩擦係数よりもなお大きい状態である限り、任意の相対量で用いられ得る。した
がって、表面の特定の局所領域がより大きな摩耗に供される場合（例えば、より大きな滑
り距離、高圧領域、または平らでないあるいは滑らかでない領域）、より大きな摩擦係数
である最初の表面がすり減り、より滑りやすい表面（すなわち、より高い潤滑性およびよ
り小さな摩擦係数を有する表面）が作出されるかまたは現れる。これは、局所領域の潤滑
性が再度つり合うかまたは調整されるまで続き、そこでは変動の望ましくない影響（例え
ば粗さ）が、より均一な摩耗またはより均一な引きずりまたはトルク張力を得るまでに軽
減された。これは、物品全体の外表面がトルク張力改変物質として単一の均一な潤滑剤を
有する、ねじ留め具におけるような表面の摩擦を制御する従来の手段と対照的である。
【００２０】
　潤滑性コーティングは、腐食防止剤および潤滑剤を含む第１の組成物中に、第１の濃度
で基材を浸漬する工程、このようにコーティングされた基材を、潤滑剤を含む第２の組成
物中に第２の濃度（第２の濃度は第１の濃度よりも低い）で浸漬する工程を含む方法によ
って製造され得る。これらの工程は繰り返され得、そして第３の工程が、すでに形成され
た最初の２つの潤滑剤層を有する基材を、潤滑剤を含む第３の組成物中に第３の濃度（第
３の濃度は、第２の濃度よりも低い）で浸漬する工程を含み得る。第２の組成物および任
意の続く組成物は、腐食防止物質または他の物質（例えば、樹脂または結合剤によって形
成されるシール）を含み得る。
【００２１】
　したがって、１つの実施態様では、本発明は、コーティングされた基材を提供し、該基
材は、基材の上に重なる第１の潤滑性コーティング層および第１の潤滑性コーティング層
の上に重なる第２の潤滑性コーティング層を含み、第１の潤滑性コーティング層が、第１
の摩擦係数を第１の潤滑性コーティング層に付与する第１の潤滑剤を含み、第２の潤滑性
コーティング層が、第２の摩擦係数を第２の潤滑性コーティング層に付与する第２の潤滑
剤を含み、第２の摩擦係数が第１の摩擦係数よりも大きい。
【００２２】
　別の実施態様では、本発明は、基材上の乾燥手ざわりのコーティングを提供し、該コー
ティングは、基材の上に重なる外表面および内表面、少なくとも１つの潤滑剤、および少
なくとも１つの非潤滑性物質を含み、少なくとも１つの潤滑剤が、内表面よりも外表面に
、より高い摩擦係数を付与する。
【００２３】
　別の実施態様では、本発明は物品を提供し、該物品は、基材；基材の少なくとも一部分
の上に亜鉛または亜鉛合金の層（ａ）；層（ａ）の上に重なる３価クロム化成皮膜の層（
ｂ）；層（ｂ）の上に重なる第１の潤滑剤含有層（ｃ）；および層（ｃ）の上に重なる第
２の潤滑剤含有層（ｄ）を含み、層（ｃ）が、層（ｄ）の摩擦係数よりも小さい摩擦係数
を付与する。
【００２４】
　別の実施態様では、本発明は物品を提供し、該物品は、基材；基材の少なくとも一部分
の上に亜鉛または亜鉛合金の層（ａ）；層（ａ）の上に重なる３価クロム化成皮膜の層（
ｂ）；および層（ｂ）の上に重なる潤滑剤含有層（ｃ）を含み、層（ｃ）が、層（ｂ）と
接触するかまたは上に重なる内表面および層（ｂ）とは反対側の外表面および潤滑剤を含
み、ここでは潤滑剤が、外表面より内表面に、より小さな摩擦係数を付与する。すなわち
、この実施態様では、潤滑性複合コーティング層（ｃ）は、基材の表面から潤滑性コーテ
ィング層の外表面まで外側に向かって潤滑剤の減少および摩擦係数の増加の勾配を有する
。
【００２５】
　別の実施態様では、本発明は、基材に潤滑性コーティングを付与する方法を提供し、該
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方法は、基材の上に第１の潤滑性コーティング層を付与する工程および第１の潤滑性コー
ティング層の上に第２の潤滑性コーティング層を付与する工程を含み、第１の潤滑性コー
ティング層が、第１の摩擦係数を第１の潤滑性コーティング層に付与する第１の潤滑剤を
含み、第２の潤滑性コーティング層が、第２の摩擦係数を第２の潤滑性コーティング層に
付与する第２の潤滑剤を含み、第２の摩擦係数が第１の摩擦係数よりも大きい。
【００２６】
　別の実施態様では、本発明は、基材に潤滑性コーティングを付与する方法を提供し、該
方法は、第１の潤滑剤を含む第１の組成物中に基材を浸漬する工程；第１の組成物から基
材を取り出し、第１の潤滑剤を含む第１の潤滑性コーティング層を基材の上に形成する工
程；その上に第１の潤滑性コーティング層を有する基材を、第２の潤滑剤を含む第２の組
成物中に浸漬して、第２の潤滑剤を含む第２の潤滑性コーティング層を第１の潤滑性コー
ティング層の上に形成する工程を含み、第１の潤滑性コーティング層が第１の摩擦係数を
付与し、そして第２の潤滑性コーティング層が第２の摩擦係数を付与し、第１の摩擦係数
が第２の摩擦係数よりも小さい。
【００２７】
　別の実施態様では、本発明は、基材に潤滑性コーティングを付与する方法を提供し、該
方法は、第１の潤滑剤を含む第１の組成物中に基材を浸漬する工程；第１の組成物から基
材を取り出し、第１の潤滑剤を含む第１の潤滑性コーティング層を基材の上に形成する工
程；第２の潤滑剤を含む第２の潤滑性コーティング層を第１の潤滑性コーティング層の上
に付与する工程を含み、第１の潤滑性コーティング層が第１の潤滑性を示し、そして第２
の潤滑剤が第２の潤滑性を示し、そして第１の潤滑性が第２の潤滑性よりも大きい。
【００２８】
　該方法は、第１の組成物中の不動態化剤または腐食防止剤の使用を含み得、そして基材
が第１の組成物から取り出されると、化成皮膜を含むベース層が基材上に不動態化剤また
は腐食防止剤によって形成され、そして第１の潤滑性コーティング層がベース層上に形成
される。
【００２９】
　第１の潤滑剤は、第１の組成物中で乳化され得るかあるいはそうでない場合は分散され
得、そして基材が組成物から取り出されると、潤滑剤は、エマルジョンから分離し、そし
て化成皮膜上に実質的に均一な潤滑剤の層を形成する。
【００３０】
　さらに、該方法は、基材に１以上の金属または合金を付与する工程を含み得、そして化
成皮膜のベース層が、金属または合金上に不動態化剤または腐食防止剤によって形成され
、そして第１の潤滑性コーティング層がベース層の上に重なる。
【００３１】
　さらに、該方法は、第２の潤滑性コーティング層を付与する工程に続いて、コーティン
グされた基材を加熱して第１の潤滑性コーティング層および第２の潤滑性コーティング層
との間に拡散を生じさせる工程を含み得、それにより複合コーティング層が形成され得る
。複合コーティング層は、複合コーティング層の外側部分よりもベース層近辺でより濃度
の濃い潤滑剤を含む。これは、潤滑剤濃度が複合コーティング層内で傾斜しているコーテ
ィングを形成し得、ベース層近辺から傾斜層の外表面に向かって濃度が次第に減少し、し
たがって、層の内側部分から外側部分へと摩擦係数が増加する。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明は、より均一なトルク張力試験およびより均一な潤滑性表面を生じ潤滑特性を有
する、改良された物品を提供するという問題の解決を提供する。本発明は、基材の不均一
な表面、形態、および形状のため、潤滑層および下の基材の摩耗差の問題の解決を提供す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
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　図の簡略化および明確化のため、図に示す構成要素は、必ずしも縮尺通りに記載されて
いないことを理解すべきである。例えば、いくつかの構成要素の寸法は、明確化のため互
いに関して誇張され得る。さらに、適宜、図中で繰り返した参照番号は、対応する構成要
素を指し示す。
【００３４】
　さらに、以下に記載される方法の工程および構造は、留め具のような部品を製造するた
めの完全なプロセスフローを形成していないことを理解すべきである。本発明は、現在、
当該分野で用いられている製作技術とともに実施され得、そして通常実施される方法工程
のうち、本発明の理解のために必要である限られたものが含まれている。
【００３５】
　本明細書で用いられるように、潤滑剤は、２つの表面間の摩擦および／または摩耗の減
少の目的とする、相対運動中の２つの表面間に挿入される任意の物質である。
【００３６】
　本明細書で用いられるように、潤滑性は、所定量の所定の潤滑剤によって付与された潤
滑の程度（すなわち、潤滑化するまたはトライボロジーペアーの摩擦係数（ＣＯＦ）を小
さくする潤滑物質の能力）の大きさであり、そしてそのことをいう；これはまた、時にフ
ィルム強度とも称される。相対的に高い潤滑性を有する第１の物質の所定量は、相対的に
低い潤滑性を有する第２の物質の同量よりもより大きいかまたはより長期間の潤滑を付与
し得る。
【００３７】
　本明細書で用いられるように、乾燥性物質は、蒸発、熱の付与によって溶媒が除去、あ
るいは、酸素または別のエネルギー源（例えば、Ｘ線、紫外線、電子ビームなど、または
電気泳動プロセスで付与される電気的エネルギー）の影響下で乾燥反応が起こったときの
ように、素早く乾燥して固形物質を形成する物質を含むものである。
【００３８】
　本明細書で用いられるように、ドライフィルム潤滑剤は、通常、分散液または乳化液か
ら、部品に付与される潤滑剤であり、乾燥（例えば、熱の付与によって）すると乾燥した
手ざわりになる。
【００３９】
　本明細書で用いられるように、有機ラッカー潤滑剤は、硬化可能なおよび／または乾燥
性のマトリックス中に潤滑剤を含有するコーティングであり、例えば、熱の付与によって
、乾燥手ざわりになる。マトリックスは、分散液、溶液、または乳化液であり得る。
【００４０】
　本明細書で用いられるように、一体型潤滑剤は、潤滑剤と結合剤または硬化したもしく
は乾燥した（例えば、乾燥性の）物質を含む、乾燥した手ざわりのコーティングである。
最初のマトリックスは、通常、硬化性物質または乾燥性物質と溶解、分散、および／また
は乳化した潤滑剤との混合物である。
【００４１】
　本明細書で用いられるように、化成皮膜は、金属の外部層または表面原子層と適切に選
択された媒体の陰イオンとの反応によって金属表面上に生じたコーティングであり、一般
的な反応は、次のように記載される。
【００４２】
　ｍＭ＋ｎＡｚ－→ＭｍＡｎ＋ｎｚｅ－

　ここで、Ｍ＝媒体と反応する金属、および
　Ａ＝初期電荷Ｚを有する媒体陰イオン
【００４３】
　当業者に公知であるように、所定の化成皮膜の形成は、上記一般の反応スキームより複
雑であり得る。化成皮膜は、例えば、６価クロムでのクロメート処理、３価クロムまたは
他の不動態化剤での不動態化処理、リン酸塩処理、シュウ酸塩処理、ＺｎまたはＭｎのよ
うな他の金属イオンによるリン酸塩処理（例えば、化学的に金属化した層、例えばリン酸
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亜鉛（Ｚｎ３（ＰＯ４）２・ｘＨ２Ｏ）を含有する化成皮膜を形成するため）、および陽
極酸化処理が挙げられる。化成皮膜は、例えば、処理された物品を反応性溶液中に浸漬す
る、処理される表面に溶液をスプレーする、および濃縮された反応性溶液で表面を被覆す
ることによって付与され得る。化成皮膜は、ほとんど全ての金属の表面上で生成され得る
。化成皮膜は、通常、当該分野で公知であり、ここで詳細に議論する必要はない。
【００４４】
　本開示内容および特許請求の範囲を通じて、本明細書に開示されている任意の範囲およ
び割合の数値限定は、組み合わされ得、そして一体となって介在する値は、特に明示の端
点と同様に開示されているものとみなす。
【００４５】
　本発明において、基材上のコーティングの最外表面は、最も高い潤滑性の領域を有さな
い。それどころか、外側のコーティング領域は、コーティングの少なくとも１つの下の層
または領域が有するよりも低い潤滑性を有する。その結果、従来の技術を用いてボルトを
締め付けて最外表面がもし摩耗した場合、より大きな摩擦を有する表面に転換するのとは
違って、本発明による潤滑性コーティングは、コーティングの外表面がすり減ると、より
小さい摩擦の領域を生じる。これは、そうでなければ潤滑性コーティングをすり減らし得
る摩耗速度に基材（例えば、ねじ留め具）のいくつかの領域が供される場合、有利である
。介在するより潤滑性の層を付与することによって、このような摩耗が基材の表面に達し
得ず、トライボロジーペアー間の任意のさらなる潤滑層の欠如から摩擦が大幅に増大する
結果になる。
【００４６】
　本発明によれば、初めに高速で摩耗した表面区域が、摩耗されるにつれてより潤滑にな
り、それによって、おそらく表面の他の区域と同じ摩耗速度に到達し得るか、または少な
くとも近づき得る。この能力は、改良された使用し易さおよび腐食防止コーティングのよ
うな表面の保護コーティングの損失のために生じる不具合のリスクの軽減を留め具に付与
する。この能力はまた、例えば、より均一で不変のトルクレジーム、留め具の自動化適用
の容易さ、ベアリング寿命の改良、および支柱構造の改良を付与する。
【００４７】
　理解されるように、ねじ留め具のねじの表面では、運動速度、付与される力量、および
生じる摩耗の程度の各々は、位置によって変化し得る。したがって、ねじ留め具のコーテ
ィングの摩耗の程度は、これらの要因の組み合わせにより変化し得る。本発明によれば、
コーティングの深さと共に潤滑性の差を付与することによって、留め具の異なる区域は、
より均一な摩耗速度が付与され得る。より高い速度で、および／またはより大きな距離に
わたって動く表面、および／またはより大きな垂直力に供され、それによってより大きな
摩耗に供される表面は、より潤滑性が付与され、したがってより幅広い区域にわたって摩
擦荷重が分散される。このようなコーティングは、逆転した潤滑特性を示すと言われ得る
。すなわち、コーティングは、摩耗するにつれてより滑りやすくなり、コーティングが完
全にすり減った点に近づいて摩耗が進むので、より低い摩耗速度になる。
【００４８】
　本発明の１つの実施態様によれば、コーティングされた基材が提供され、該コーティン
グされた基材は、少なくとも基材の上に重なる第１の潤滑性コーティング層および第１の
潤滑性コーティング層の上に重なる第２の潤滑性コーティング層を含む。第１の潤滑性コ
ーティング層は、第１の濃度の潤滑剤を含み；そして第２の潤滑性コーティング層は、第
２の濃度の潤滑剤を含み、第１の濃度の潤滑剤に対して少ない。したがって、基材により
近い層、すなわち２つのコーティング層の内側の層は、第２の層（外側のコーティング層
）より多くの潤滑剤を含有する。さらなる潤滑性コーティング層が追加され得る（例えば
、第２の潤滑性コーティング層の上に重なる第３の潤滑性コーティング層）。第３の潤滑
性コーティング層は、第２の濃度の潤滑剤および第１の濃度の潤滑剤に対して低い濃度の
潤滑剤を含む。もちろん、さらなる層が追加され得る；したがって、少なくとも２つのさ
らなるコーティング層が、第２の潤滑性コーティング層の上に付与され得、各連続するコ
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ーティング層は、それぞれ前のコーティング層に対して低い濃度の潤滑剤を含む。すなわ
ち、各連続する潤滑剤コーティング層は、その上にその層が付与されているコーティング
層よりも少ない潤滑剤を含む。それぞれの層中の上記の濃度の潤滑剤の正味の効果は、内
側の層が有するよりも外側の層がより大きな摩擦係数を有することであると理解されるべ
きである。
【００４９】
　したがって、層間の関係は、それぞれのコーティング層の潤滑剤の濃度に関してよりも
むしろ得られる摩擦係数に関して記載され得、または測定され得る。異なる潤滑性物質が
それぞれの層に用いられた場合、この記載は有用である。したがって、本発明の別の局面
では、コーティングされた基材が提供され、該コーティングされた基材は、基材の上に重
なる第１の潤滑性コーティング層および第１の潤滑性コーティング層の上に重なる第２の
潤滑性コーティング層を含み、第１の潤滑性コーティング層が、第１の摩擦係数を第１の
潤滑性コーティング層に付与する第１の潤滑剤を含み、第２の潤滑性コーティング層が、
第２の摩擦係数を第２の潤滑性コーティング層に付与する第２の潤滑剤を含み、第２の摩
擦係数が第１の摩擦係数よりも大きい。本発明のこの局面によれば、それぞれの潤滑剤の
濃度は、上記の第１の実施態様の通りでなくともよいが、しかし、外層の摩擦係数は、内
層の摩擦係数よりも大きいという、正味の効果はなお同じである。
【００５０】
　本発明によれば、コーティングされた基材を提供し、該コーティングされた基材は、基
材の上に重なる第１の潤滑性コーティング層および第１の潤滑性コーティング層の上に重
なる第２の潤滑性コーティング層を含み、第１の潤滑性コーティング層が、第１の摩擦係
数を第１の潤滑性コーティング層に付与する第１の潤滑剤を含み、第２の潤滑性コーティ
ング層が、第２の摩擦係数を第２の潤滑性コーティング層に付与する第２の潤滑剤を含み
、第２の摩擦係数が第１の摩擦係数よりも大きい。
【００５１】
　上述のように、１つの実施態様では、第１の潤滑剤および第２の潤滑剤は、同一の潤滑
剤であり得る。潤滑剤が両層（またはより多くの層）で同一であると、潤滑剤は、第２の
潤滑性コーティング層中の潤滑剤の濃度より濃い濃度で第１の潤滑性コーティング層中に
存在する。さらなる層が存在すると、潤滑剤が最外層と下の層とで同一の場合、最外層が
一番低い潤滑剤の濃度を有する。
【００５２】
　別の実施態様では、第１の潤滑剤および第２の潤滑剤は異なる潤滑剤である。この実施
態様では、２つの異なるバリエーションが存在し得る。１つのバリエーションでは、第１
の潤滑剤は第１の潤滑性を有し、第２の潤滑剤は第２の潤滑性を有し、そして第１の潤滑
性は、第２の潤滑性より低い。このバリエーションでは、第１の潤滑性が、摩擦係数関係
を維持するために、第１の内側の層にあるので、第１の潤滑剤は、第２の潤滑剤が第２の
潤滑性コーティング層に付与する潤滑性（転じて、より大きな摩擦係数を有する）よりも
、全体としてより大きな潤滑性（およびより低い摩擦係数）を第１の潤滑性コーティング
層付与するのに、十分な濃度で、第１の潤滑性コーティング層に存在すべきである。
【００５３】
　他のバリエーションでは、第１の潤滑剤は第１の潤滑性を有し、第２の潤滑剤は第２の
潤滑性を有し、そして第１の潤滑性は、第２の潤滑性より大きい。このバリエーションで
は、潤滑剤の相対的な濃度は、第１の潤滑性コーティング層の全体としての潤滑性が、第
２の潤滑性コーティング層の全体としての潤滑性よりも大きい限り、任意の関係を有し得
る。理解されるように、得られる関係を記載する別の方法は、第１の潤滑性コーティング
層の摩擦係数が、第２の潤滑性コーティング層の係数よりなお小さい状態であることであ
る。
【００５４】
　別の実施態様では、コーティングされた基材は、第２の潤滑性コーティング層の上に重
なる第３の潤滑性コーティング層をさらに含む。この実施態様では、第３の潤滑性コーテ
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ィング層は、第３の摩擦係数を第３の潤滑性コーティング層に付与する第３の潤滑剤を含
み、第３の摩擦係数は、第２の摩擦係数よりも大きい。さらなるコーティング層が付与さ
れ得る。したがって、コーティングされた基材は、さらに第２の潤滑性コーティング層の
上に重なる少なくとも２つのさらなるコーティング層を含み得、それぞれ次のコーティン
グ層が、それぞれ前のコーティング層の摩擦係数よりも大きな摩擦係数をそれぞれ次のコ
ーティング層に付与する潤滑剤を含む。上記の記載は、潤滑剤濃度および潤滑剤の同一性
または相違の関係にあてはまり、第３の（および任意の続く）コーティング層の摩擦係数
は、その上に第３の（および任意の続く）コーティング層が形成される層の摩擦係数より
も大きいことをさらに条件とする。
【００５５】
　したがって、上記のように、コーティングされた基材は、内側の層（第１の潤滑性コー
ティング層）が、コーティングされた基材の表面の上に重なっている層および表面のより
近くの層（第２の潤滑性コーティング層）または複数の層（第２、第３、および任意の続
くコーティング層）または表面が有するよりも大きな潤滑性およびより小さい摩擦係数を
有するコーティングを含み、外側の層は、その上にそれらが重なる層より大きな摩擦係数
および低い潤滑性を有する。上記のように、さらなる潤滑性コーティング層は、本明細書
に記載される２つのコーティング層の上に付与され得る。第２の潤滑性コーティング層の
上に重なる連続するコーティング層の各々は、それぞれの続くコーティング層に、その上
に連続する層が付与される各前のコーティング層の摩擦係数より大きな摩擦係数（および
より小さい潤滑性）を付与する潤滑剤を含む。
【００５６】
　上述のように、内側の層と外側の層との関係が、摩擦係数に関して記載される場合、そ
れぞれの摩擦係数についての関係が維持される限り、異なる潤滑剤がこれらの２以上の層
で用いられ得る。２以上の層中の２以上の潤滑剤の各々は、それぞれの摩擦係数について
の関係が維持される限り、所定の層において任意の濃度を有し得る。すなわち、上記のよ
うに、外側の層は、内側の層が有するより大きな摩擦係数を有し、この関係は、内側の層
においてより濃い濃度の使用によって得られるか、または内側の層においてより高い潤滑
性を有する潤滑剤の使用によって得られる。
【００５７】
　一般的に鋼鉄および他の金属のシート、細長片、部品、または加工品、特に、留め具お
よび類似の部品のような完成製品に、金属コーティングを付与し、腐食に対して鋼鉄を保
護するのは一般的である。付与され得るコーティングの代表例は、電解析出させた亜鉛ま
たは亜鉛合金のような金属、機械的または浸漬して析出させた亜鉛または亜鉛合金のよう
な金属、またはクロム酸塩化またはリン酸塩化または他の化成皮膜された亜鉛コーティン
グである。当該分野で公知のように、電解析出としては、電析（電解めっき）、無電解析
出、および浸漬めっきが挙げられる。
【００５８】
　基材は、第１の潤滑性コーティング層の付与前に、金属または金属化（金属または合金
）コーティングのようなベース層でコーティングされ得る。ベース層は、１以上の金属ま
たは合金、化成皮膜、およびシール組成物を含み得、第１の潤滑性コーティング層がベー
ス層の上に重なる。
【００５９】
　金属または合金ベース層は、任意の方法によって付与され得、無電解めっき、浸漬めっ
き、および電着めっきが挙げられるが、これらに限定されない。さらに、金属ベース層は
、他の方法によって付与され得、機械的めっき、化学気相蒸着（ＣＶＤ）、原子層蒸着（
ＡＬＤ）、プラズマ気相蒸着（ＰＶＤ）、スパッタリング、これらの処理の高温および低
温、または高圧または低圧のバリエーション、および基材を覆うように薄い保護用の金属
層を付与するための任意の他の公知の方法で付与され得る。もちろん、これらの他の方法
の多くは高価であり、そのため、留め具のような通常大量生産される部品のためには使用
され得ないが、このような方法は本発明の範囲内である。
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【００６０】
　ベース層としてかまたはベース層に含むかまたはベース層の上に付与される不動態化処
理組成物は、化成皮膜を形成する任意の公知の不動態化処理組成物であり得る。不動態化
処理組成物は、６価クロムを含み得るか、または実質的に６価クロムを含み得ないか、ま
たは完全に６価クロムを含み得ず、３価クロムを含み得るかリン酸塩化処理を含み得るか
、またはこれらの組み合わせおよび金属表面を不動態化処理するかまたは金属表面に腐食
防止処理を付与するための化成皮膜を形成する任意の他の公知の方法を含み得る。基材に
応じた任意の適切な不動態化処理または腐食防止処理が用いられ得る。環境および健康の
理由のため、不動態化組成物は６価クロム（Ｃｒ（ＶＩ）またはＣｒ＋６）を含まないの
が好ましい。
【００６１】
　１つの実施態様では、第１の潤滑性コーティング層および第２の潤滑性コーティング層
の少なくとも１つは、シール組成物、着色剤、リン光性組成物、ケイ光性組成物、または
これらの任意の２以上の混合物または組み合わせをさらに含む。当該分野で公知のように
、シール組成物は、例えば、大気中の酸素および水分、他の腐食剤から部品を遮断する、
および／またはすりきず、ひっかきなどから部品を物理的に保護するために用いられ得る
。コーティング物質および潤滑性物質と適合し得る限り、任意の公知のシーラントが用い
られ得、それは、当業者によって容易に決定され得る。
【００６２】
　シールまたはシーラント層を形成する適切な樹脂は、以下に記載される。
【００６３】
　公知のように、潤滑剤またはその他で処理された部品は、そのように処理されていない
部品と差別化される必要がある。したがって、１つの実施態様では、コーティング層の任
意の１つ、好ましくは、外側のコーティング層が、着色剤、リン光性組成物、ケイ光性組
成物、またはこれらの任意の２以上の混合物または組み合わせのような薬剤を含み得、こ
れは、処理された部品を確認するために用いられ得る。このような方法は、留め具の分野
で一般的に用いられ得、そのため、本明細書で詳細に記載する必要はない。
【００６４】
　任意の適切な物質が、本発明による潤滑剤として用いられ得る。したがって、コーティ
ングされた基材は、以下のいずれかを含む潤滑剤を含み得る：天然または合成の石油ベー
スのワックス、植物油脂、含フッ素ポリマー、ポリオレフィンポリマー、硫化モリブデン
、二硫化タングステン、銀、グラファイト、石けん石、ステアリン酸塩、ジチオリン酸塩
、カルシウムベースグリース、反応性白色固体潤滑剤、またはそれらの任意の２以上の混
合物または組み合わせ。このような潤滑剤の一覧表は、いくつかの出版物（ＡＳＭハンド
ブックの１８巻、Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology、Modern Tribolog
y Handbook１巻および２巻が挙げられる）に存在する。
【００６５】
　１つの実施態様では、第１の潤滑性コーティング層および第２の潤滑性コーティング層
の少なくとも１つが、さらに結合剤を含む。任意の適切な結合剤が用いられ得る。例えば
、結合剤は、エポキシ、アクリル、シリコーン、フェノール樹脂、無機ケイ酸塩、水ガラ
ス、およびセルロースの１以上を含み得る。
【００６６】
　１つの実施態様では、第１の潤滑性コーティング層および第２の潤滑性コーティング層
の少なくとも１つが、さらに硬化性樹脂を含む。任意の適切な硬化性樹脂が用いられ得る
。例えば、硬化性樹脂は、フェノールベース樹脂、ポリウレタン、熱可塑性物質、ポリア
ミド樹脂、ポリイミド樹脂、アルキド樹脂、アクリル樹脂（（メタ）アクリルおよび（エ
タ）アクリルのようなアクリルおよびアルカクリルを含む）、エポキシ樹脂、および熱硬
化性樹脂の１以上を含み得る。他の公知の樹脂は適切に用いられ得る。
【００６７】
　これらの樹脂は、ドライフィルム潤滑剤および一体型シール層を形成するために用いら
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れ得る。したがって、１つの実施態様では、第１の潤滑性コーティング層および第２の潤
滑性コーティング層の少なくとも１つが、ドライフィルム潤滑剤を含むかまたはドライフ
ィルム潤滑剤の形態にある。別の実施態様では、第１の潤滑性コーティング層および第２
の潤滑性コーティング層の少なくとも１つが、一体型シール層を含むかまたは一体型シー
ル層の形態である。
【００６８】
　上述のように、本発明の種々の実施態様では、基材は金属である。１つの特定の実施態
様では、基材が鋼鉄のような金属の場合、基材は表面を有し、そして表面は以下の（Ａ）
、（Ｂ）、または（Ｃ）の１つをその上に形成している：（Ａ）金属または合金の１以上
の層が表面の上にあり、そして第１の潤滑性コーティング層が金属または合金の１以上の
層の上にある；（Ｂ）化成皮膜の層が表面の上にあり、そして第１の潤滑性コーティング
層が化成皮膜の層の上にあるか、または（Ｃ）金属または合金の１以上の層が表面の上に
あり、化成皮膜の層が金属または合金の１以上の層の上にあり、そして第１の潤滑性コー
ティング層が化成皮膜の層の上にある。
【００６９】
　別の実施態様では、本発明は物品を提供し、該物品は、基材（例えば、金属物品）；基
材の少なくとも一部分の上に亜鉛または亜鉛合金の層（ａ）；層（ａ）の上に重なる３価
クロム化成皮膜の層（ｂ）；層（ｂ）の上に重なる第１の潤滑剤含有層（ｃ）；および層
（ｃ）の上に重なる第２の潤滑剤含有層（ｄ）を含み、層（ｃ）が、層（ｄ）の摩擦係数
よりも小さい摩擦係数を含む。この実施態様は図８に図示され、さらに以下に記載される
。この実施態様では、第１の潤滑剤および第２の潤滑剤は本明細書に開示されている任意
の潤滑剤であり得、各々、本発明による摩擦係数の関係を付与するのに必要とされる濃度
である。１つの好ましい実施態様では、層（ａ）および層（ｂ）は、３価クロムを含むエ
マルジョンおよび乳化可能な高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）から形成され、ＨＤＰＥは
約５０ナノメートル未満の平均粒径を有する。方法の１実施態様では、層（ｂ）および層
（ｃ）は第１の組成物から形成され、そして層（ｄ）は第２の組成物から形成される。層
（ｄ）は任意の適切な潤滑剤から形成され得る。１つの好ましい実施態様では、層（ｄ）
は有機シーラントおよび第２の潤滑剤の混合物から形成される。第２の組成物は、上記で
開示される潤滑剤の１以上であり得るかまたは潤滑剤のいずれかの１以上を含み得る。１
つの実施態様では、層（ｄ）は、一体型シール層を形成し、および／またはドライフィル
ム潤滑剤である。
【００７０】
　別の実施態様では、本発明は物品を提供し、該物品は、基材；基材の少なくとも一部分
の上に亜鉛または亜鉛合金の層（ａ）；層（ａ）の上に重なる３価クロム化成皮膜の層（
ｂ）；および層（ｂ）の上に重なる潤滑剤含有層（ｃ）を含み、層（ｃ）が、層（ｂ）と
接触するかまたはその上に重なる内表面および層（ｂ）とは反対側の外表面を含み、そし
て潤滑剤を含有し、潤滑剤が、外表面より内表面に、より小さな摩擦係数を与える。この
実施態様は図１１に図示され、さらに以下に記載する。
【００７１】
　潤滑剤含有層（ｃ）の内側部分から外側部分の摩擦係数のこの勾配を得るには多くの方
法がある。１つには、潤滑剤含有層（ｃ）（複合コーティング層と称され得る）が、濃度
勾配で存在する１以上の潤滑剤を含有し、１以上の潤滑剤の濃度が内表面から外表面に低
下する。別には、潤滑剤含有層（ｃ）が、１より多くの潤滑剤を混合物で含有し、そして
この潤滑剤混合物が、層（ｃ）の外側部分より内側部分でより高い潤滑性を有するように
形成される。さらに別には、より高い潤滑性を有する１以上の潤滑剤が層（ｃ）の内側部
分にあり、そしてより低い潤滑性を有する１以上の潤滑剤が層（ｃ）の外側部分にある。
【００７２】
　この実施態様の摩擦係数の勾配は、例えば、まず別々の層に適切な潤滑剤を付与し、そ
して次いで層を、例えば加熱またはいくつかの他のエネルギー形態に曝すことにより、こ
れらの層において、隣接する潤滑剤含有層間の少なくとも界面で、互いに一緒になって少



(18) JP 2009-527623 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

なくとも部分的に拡散を生じるように処理することによって得られ得る。摩擦係数の勾配
はまた、連続的に低下する潤滑剤濃度を含有する組成物中への連続的な浸漬によっても得
られ得、それによって、基材から外の方に向かって各々が、連続的により少ない潤滑剤量
および／または連続的により高い摩擦係数を有する一連の層が、形成される。１つの実施
態様では、全部で２以上の連続する潤滑性コーティング層は、勾配を形成するために加熱
され得るかまたは他の処理がされ得る。これが加熱によって達成される場合、時間および
温度のいずれかまたは両方の点で過度の加熱は、結局、潤滑剤の均質化という結果になり
得、したがって、勾配が失われることが認識される。これは、望ましくなく避けられるべ
きである。
【００７３】
　この実施態様では、摩擦係数の勾配を得るために用いられる潤滑剤は、本明細書に記載
される潤滑剤のいずれかであり得る。
【００７４】
　本発明により扱われる部品の代表例は、留め具（例えば、ボルト、ねじくぎ、ナット、
他のタイプの締め付け要素（ヒンジ、コネクター、ホックタイプ留め具などのような））
、および全ての種類の金属製品、固定具および取付け具（ドア、戸棚、台所、市販されて
いる工業用および農業用金属製品および取付け具を含む）である。
【００７５】
　上述に加えて、これらの実施態様のいずれかの上述の方法の工程の前で、基材は種々の
方法によって浄化され得る。例えば、基材は、脱グリース、洗浄、乾燥、酸洗浄などがさ
れ得る。酸洗浄は、任意の周知の酸洗浄方法（例えば、塩酸、硫酸、硝酸、およびフッ化
水素酸のような無機酸を、個々にあるいは混合物としてかいずれかで用いる）によって行
われ得る。
【００７６】
　図５～１１は、本発明のいくつかの実施態様における金属処理および金属基材の表面に
付与された潤滑層の断面概略図である。図５～１１に図示される実施態様およびそのバリ
エーションは、以下で議論される。この明細書では、基材は、一般的に「固形基材」とし
て記載され、熱可塑性基材、熱硬化性基材、セラミック基材、または金属または金属合金
基材のような任意の固形基材、または本発明が適用可能であり得る任意の他の固形基材が
挙げられる。固形基材がポリマー、ガラス、またはセラミックの実施態様では、基材の表
面に金属コーティングを含み得、本明細書で議論される処理および／またはコーティング
が付与され得る。
【００７７】
　図５は、本発明による物品５００を概略的に記載し、これは固形基材１０、基材１０の
上に重なる第１の潤滑性コーティング層２４および第１の潤滑性コーティング層２４の上
に重なる第２の潤滑性コーティング層２６を含む。本発明によれば、第１の潤滑性コーテ
ィング層２４は、第１の摩擦係数を第１の潤滑性コーティング層に付与する第１の潤滑剤
を含み；そして、第２の潤滑性コーティング層２６は、第２の摩擦係数を第２の潤滑性コ
ーティング層に付与する第２の潤滑剤を含み、そして第２の摩擦係数は第１の摩擦係数よ
り大きい。潤滑剤含有コーティング層２４および２６は、このような使用のための任意の
適切な潤滑剤を含み得る。シール層（示していない）が、潤滑剤層の上に形成され得るか
、または潤滑剤がシール層の体部であり得、この場合、例えば、外側の第２の潤滑性コー
ティング層２６が、シール／潤滑剤層であり得、一体型シール層と称され得る。第１の潤
滑性コーティング層２４および第２の潤滑性コーティング層２６のいずれかまたは両方が
、本明細書に記載される本発明の特徴をなお付与する限り、一体型シール層であり得る。
本明細書に記載されるシール層は、以下の実施態様のいずれかで形成され得、そのため、
それらに関して特に言及しないが、記載されているものに、必要に応じて追加されるもの
として理解されるべきである。さらに、潤滑性コーティングのいずれかが、一体型シール
層として存在し得るが、これは、以下の各実施態様について特に記載されない。したがっ
て、１つの実施態様では、一体型シールは最外層である。別の実施態様では、一体型シー
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ル層は積層され得、そしてこのような実施態様の１つでは、最内の一体型シールは、次の
外側またはさらなる外側に配置された一体型シール層より濃い潤滑剤濃度またはより小さ
い摩擦係数を有する。
【００７８】
　図５に図示される実施態様は、本発明の基本の実施態様であり、そして残りの実施態様
は、さらなる処理および／またはコーティングの添加によって、この基本の実施態様に構
築する。以下の例示の実施態様の種々の組み合わせおよびバリエーションは、当業者によ
って確認され得、そして全てのこのような組み合わせおよびバリエーションは、本明細書
に添付される特許請求の範囲によって定義されるように、本発明の範囲内にある。
【００７９】
　図６は、本発明による物品６００を概略的に記載し、これは、固形基材１０、化成皮膜
層２０、化成皮膜層２０の上に重なる第１の潤滑性コーティング層２４および第１の潤滑
性コーティング層２４の上に重なる第２の潤滑性コーティング層２６を含む。本発明によ
れば、第１の潤滑性コーティング層２４は、第１の摩擦係数を第１の潤滑性コーティング
層に付与する第１の潤滑剤を含み；そして、第２の潤滑性コーティング層２６は、第２の
摩擦係数を第２の潤滑性コーティング層に付与する第２の潤滑剤を含み、そして第２の摩
擦係数は第１の摩擦係数より大きい。潤滑剤含有コーティング層２４および２６は、この
ような使用のための任意の適切な潤滑剤を含有し得る。化成皮膜層２０は、本明細書に記
載されるこのような任意の層であり得、そして１つの好ましい実施態様は、６価クロム化
成皮膜以外であり、例えば３価クロム化成皮膜である。
【００８０】
　図７は、本発明による物品７００を概略的に記載し、これは、固形基材１０、化成皮膜
層２０、化成皮膜層２０の上に重なる第１の潤滑性コーティング層２４、第１の潤滑性コ
ーティング層２４の上に重なる第２の潤滑性コーティング層２６、および第１の潤滑性コ
ーティング層２４と第２の潤滑性コーティング層２８との間の第３の潤滑性コーティング
層２８を含む。本発明によれば、第１の潤滑性コーティング層２４は、第１の摩擦係数を
第１の潤滑性コーティング層に付与する第１の潤滑剤を含み；そして、第２の潤滑性コー
ティング層２６は、第２の摩擦係数を第２の潤滑性コーティング層に付与する第２の潤滑
剤を含み、そして第２の摩擦係数は第１の摩擦係数より大きい。本発明のこの実施態様に
よれば、第３の潤滑性コーティング層２８は、中間の摩擦係数（すなわち、第１の潤滑性
コーティング層２４よりも大きいが、第２の潤滑性コーティング層２６よりも小さい摩擦
係数）を付与する。潤滑剤含有コーティング層２４、２６、および２８は、このような使
用のための任意の適切な潤滑剤を含有し得る。化成皮膜層２０は、本明細書に記載される
このような任意の層であり得、そして１つの好ましい実施態様は、６価クロム化成皮膜以
外であり、例えば３価クロム化成皮膜である。
【００８１】
　図８の実施態様は、基材１０の表面上に形成された金属または合金層１２を含むこと以
外は、図６の実施態様と実質的に類似である。したがって、図８は、本発明による物品８
００を概略的に記載し、これは、固形基材１０、金属または合金層１２、化成皮膜層２０
、化成皮膜層２０の上に重なる第１の潤滑性コーティング層２４、および第１の潤滑性コ
ーティング層２４の上に重なる第２の潤滑性コーティング層２６を含む。本発明によれば
、第１の潤滑性コーティング層２４は、第１の摩擦係数を第１の潤滑性コーティング層に
付与する第１の潤滑剤を含み；そして、第２の潤滑性コーティング層２６は、第２の摩擦
係数を第２の潤滑性コーティング層に付与する第２の潤滑剤を含み、そして第２の摩擦係
数は第１の摩擦係数より大きい。潤滑剤含有コーティング層２４および２６は、このよう
な使用のための任意の適切な潤滑剤を含有し得る。金属または合金層１２は、上述の方法
のような任意の適切な方法によって、基材１０の表面上に形成され得る。化成皮膜層２０
は、本明細書に記載されるこのような任意の層であり得、そして１つの好ましい実施態様
は、６価クロム不動態化剤よりも、例えば３価クロム不動態化剤である。
【００８２】
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　図９の実施態様は、基材１０の表面上に形成された金属または合金層１２を含むこと以
外は、図７の実施態様と実質的に類似である。したがって、図９は、本発明による物品９
００を概略的に記載し、これは固形基材１０、金属または合金層１２、化成皮膜層２０、
化成皮膜層２０の上に重なる第１の潤滑性コーティング層２４、第１の潤滑性コーティン
グ層２４の上に重なる第２の潤滑性コーティング層２６、および第１の潤滑性コーティン
グ層２４と第２の潤滑性コーティング層２８との間に第３の潤滑性コーティング層２８を
含む。本発明によれば、第１の潤滑性コーティング層２４は、第１の摩擦係数を第１の潤
滑性コーティング層に付与する第１の潤滑剤を含み；そして、第２の潤滑性コーティング
層２６は、第２の摩擦係数を第２の潤滑性コーティング層に付与する第２の潤滑剤を含み
、そして第２の摩擦係数は第１の摩擦係数より大きい。本発明のこの実施態様によれば、
第３の潤滑性コーティング層２８は、中間の摩擦係数（すなわち、第１の潤滑性コーティ
ング層２４よりも大きいが、第２の潤滑性コーティング層２６よりも小さい摩擦係数）を
付与する。潤滑剤含有コーティング層２４、２６、および２８は、このような使用のため
の任意の適切な潤滑剤を含有し得る。金属または合金層１２は、上述の方法のような任意
の適切な方法によって、基材１０の表面上に形成され得る。化成皮膜層２０は、本明細書
に記載されるこのような任意の層であり得、そして１つの好ましい実施態様は、６価クロ
ム不動態化剤よりも、例えば３価クロム不動態化剤である。
【００８３】
　図１０の実施態様は、図７の実施態様におけるような３つの個別のコーティング層２４
、２８、および２６ではなく、複合潤滑性コーティング３０を含むこと以外は、図７の実
施態様と実質的に類似である。したがって、図１０は、本発明による物品１０００を概略
的に記載し、これは固形基材１０、化成皮膜層２０、および化成皮膜層２０の上に重なる
複合コーティング層３０を含む。複合コーティング層は、１以上の潤滑剤を含み、そして
深さで変化する摩擦係数の勾配を示し、不動態化層２０に近い摩擦係数が最も小さく、そ
して表面の近くおよび表面の摩擦係数が最も大きい。本発明のこの実施態様によれば、複
合コーティング層３０は、化成皮膜層２０近辺の内表面と外表面とを有する。複合コーテ
ィング層３０は、複合コーティング層３０内に分布を有する潤滑剤を含み、外表面より内
表面により小さい摩擦係数を与える。本発明のこの実施態様によれば、複合コーティング
層３０は、本発明の利益（すなわち、外表面が層の内側部分より大きな摩擦係数を有する
）を付与するが、単一の複合層内でそれを行う。複合層は、例えば、２または３以上の個
別の層を含有する実施態様に十分な時間の熱の付与によって形成され、これらの個別の層
において、一緒になって拡散する、または少なくともこれらの層の界面が少なくとも部分
的に一緒になって併合するようになるのに十分な時間の熱の付与によって形成される。最
初に形成された潤滑剤含有コーティング層は、この開示に記載される、このような使用の
ための任意の適切な潤滑剤または組み合わせを含有し得る。化成皮膜層２０は、本明細書
に記載されるこのような任意の層であり得、そして１つの好ましい実施態様は、６価クロ
ム不動態化剤以外であり、例えば３価クロム不動態化剤である。
【００８４】
　１つの実施態様では（示していない）、複合コーティング層３０は、化成皮膜層または
金属層を介在せずに、直接基材１０上にあり得る。したがって、この実施態様は、２つの
潤滑性コーティング層２４および２６が複合コーティング層３０に置き換えられている以
外は、図５の実施態様に類似しているように見え得る。
【００８５】
　図１１の実施態様は、金属または合金層１２を含み、その上に化成皮膜層２０が形成さ
れたこと以外は、図１０の実施態様と実質的に類似である。図１１は、本発明による物品
１１００を概略的に記載し、これは固形基材１０、金属または合金層１２、化成皮膜層２
０、および化成皮膜層２０の上に重なる複合コーティング層３０を含む。複合コーティン
グ層は、１以上の潤滑剤を含み、そして深さで変化する摩擦係数の勾配を示し、不動態化
層２０に近い摩擦係数が最も小さく、そして表面の近くおよび表面の摩擦係数が最も大き
い。本発明のこの実施態様によれば、複合コーティング層３０は、化成皮膜層２０に隣接
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する内表面と外表面とを有する。複合コーティング層３０は、複合コーティング層３０内
に分布を有する潤滑剤を含み、外表面より内表面により小さい摩擦係数を与える。本発明
のこの実施態様によれば、複合コーティング層３０は、本発明の利益（すなわち、外表面
が層の内側部分より大きな摩擦係数を有する）を付与するが、単一の複合層内でそれを行
う。複合層は、例えば、２または３以上の個別の層を含有する実施態様に十分な時間の熱
の付与によって形成され、これらの個別の層において、一緒になって拡散する、または少
なくともこれらの層の界面が少なくとも部分的に一緒になって併合するようになるのに十
分な時間の熱の付与によって形成される。最初に形成された潤滑剤含有コーティング層は
、この開示に記載される、このような使用のための任意の適切な潤滑剤または組み合わせ
を含有し得る。化成皮膜層２０は、本明細書に記載されるこのような任意の層であり得、
そして１つの好ましい実施態様は、６価クロム化成皮膜以外であり、例えば３価クロム化
成皮膜である。
【００８６】
　本発明の実施態様で用いられるシーラント物質は、無機、有機、または無機および有機
の混合物であり得る。
【００８７】
　無機シーラントは、代表的には、ケイ酸塩（例えば、ケイ酸ナトリウム、カリウム、リ
チウム）の水溶液であり、ＳｉとＯとの比は変化し得る。これらのケイ酸塩は、単独かま
たはその表面特性が改変されたシリカ（ＳｉＯ２）粒子との組み合わせで用いられ得る。
適切なケイ酸塩はＰＱ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（http://www.pqcorp.com/products/）
から市販されている。表面の改変を伴うシリカは、Ｗ．Ｒ．Ｇｒａｃｅ（http://www.gra
ce.com/davison/industrial.html）からＬＵＤＯＸ（登録商標）シリカの商標の下で入手
可能である。
【００８８】
　有用と思われる特定の最終シール有機物質としては、ＮＥＯＲＥＺ（登録商標）Ｒ９６
１、ＮＥＯＣＲＹＬ（登録商標）Ａ６０９２、およびＨＡＬＯＦＬＥＸ（登録商標）２０
２が挙げられ、そしていくつかの場合、例えば、無機のＬＵＤＯＸ（登録商標）ＨＳ４０
を追加する。他の銘柄および類似の樹脂もまた用いられ得る。
【００８９】
　有機シーラントは、代表的には、アクリルエマルジョン、水性ウレタン、水性ウレタン
／アクリル共重合体、およびビニル／アクリル三元重合体エマルジョンをベースとするポ
リマー樹脂の水溶液である。ＤＳＭ　ＮｅｏＲｅｓｉｎｓ（http://www.neoresins.com/
）が、そしてコーティング産業用に、このような樹脂をそれぞれＮＥＯＣＲＹＬ（登録商
標）、ＮＥＯＲＥＺ（登録商標）、ＮＥＯＰＡＣ（登録商標）、およびＨＡＬＯＦＬＥＸ
（登録商標）の商標名の下で製造および販売している。例えば、ＮＥＯＲＥＺ（登録商標
）Ｒ９６１は、水性ポリウレタンを含み、そしてＨＡＬＯＦＬＥＸ（登録商標）２０２は
、ビニル／アクリル三元重合体エマルジョン樹脂を含む。
【００９０】
　市販されている一体型シールは、例えば、ＥＭＲＡＬＯＮ（登録商標）３３０のような
含フッ素ポリマー／フェノール性コーティングが挙げられ、メチルエチルケトン（ＭＥＫ
）２０％ｖ／ｖで、Ａｃｈｅｓｏｎ　Ｃｏｌｌｏｉｄｓ　Ｃｏ．、Ｐｏｒｔ　Ｈｕｒｏｎ
、Ｍｉｃｈｉｇａｎから入手可能である。当該分野に公知であるような他の適切な一体型
シールが、用いられ得る。これらのコーティングの潤滑剤の量は、本発明による第１およ
び第２の潤滑性コーティングを付与するために調整され得る。
【００９１】
　上述に加え、潤滑剤を含有する塗布層が、本発明の潤滑性コーティング層として用いら
れ得る。例えば、Ｔｒｕｔｅｃ（http://www.trutecind.com/coat/lube.htm）は、ＭＯＬ
ＹＫＯＴＥ（登録商標）の商標名の下でＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇから、およびＮｉｈｏｎ
　Ｐａｒｋｅｒｉｚｉｎｇ（ＤＥＦＲＩＣ商標名）から潤滑性コーティング塗料を流通さ
せている。ＭＯＬＹＫＯＴＥ（登録商標）製品は、固形潤滑剤としてＭｏＳ２を含有して
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おり、そしてＤＥＦＲＩＣは、ポリフルオロカーボン潤滑剤を含有すると考えられる。
【００９２】
　有用と思われる特定の最終シール無機物質は、ＬＵＤＯＸ（登録商標）ＨＳ４０シリカ
と共におよびなしでＰＱケイ酸ナトリウム（Ｎ　Ｇｒａｄｅ）、ケイ酸カリウム（Ｋ　Ｓ
ｉｌ）、およびケイ酸リチウムを含む。
【００９３】
　化成皮膜組成物に用いられる潤滑剤は、もし可溶でなければ乳化可能である必要がある
が、最終シール中の潤滑剤は、乳化可能である必要はない。最終シールに用いられる潤滑
剤は、混和性である必要さえない。潤滑剤が懸濁され得る限り、それは基材に付与され得
る。よって、潤滑剤は、固形または液体であるべきである。幅広い種々の潤滑剤があり、
そして潤滑剤はしばしば原料によって分類される。
【００９４】
　動物（例えば、鯨油、ガチョウ脂）、
　植物（例えば、大豆油、アマニ油）、
　鉱物（例えば、硫化モリブデン、グラファイト、細かく分けられた金属粉（例えば、銀
または亜鉛））、
　石油（例えば、油またはグリース蒸留物、または残留物）、
　合成（例えば、ポリエチレン、ポリテトラフルオロエチレン、シリコーンなど）。
【００９５】
　有用と思われる特定の潤滑剤は、上述のＦＵＣＨＳ　ＬＵＢＲＩＴＥＣＨ（登録商標）
添加剤、およびＭｉｃｈｅｌｍａｎ　ＨＤＰＥおよびＮｉＳｌｉｐ５００Ｄ　ＰＴＦＥ懸
濁液を含む合成の潤滑剤が挙げられる。これらの潤滑剤は、有機または無機最終シール物
質に添加され得る。
【００９６】
　図１２は、本発明による潤滑性コーティングを基材に付与する種々の例示の方法を図示
する概略的なプロセスフロー図である。以下の記載は、図１２において要約される種々の
方法工程およびオプションに関するいくつかの詳細を提供する。
【００９７】
　図１２に示すように、本発明は、基材に潤滑性コーティングを付与することによって、
コーティングされた基材を形成するための方法にいくつかのバリエーションを提供する。
１つの実施態様では、基材に潤滑性コーティングを付与するための方法は、基材の上に第
１の潤滑性コーティング層を付与する工程であり、第１の潤滑性コーティング層が、第１
の摩擦係数を第１の潤滑性コーティング層に付与する第１の潤滑剤を含む工程；および第
１の潤滑性コーティング層の上に第２の潤滑性コーティング層を付与する工程であり、第
２の潤滑性コーティング層が、第２の摩擦係数を第２の潤滑性コーティング層に付与する
第２の潤滑剤を含む工程を含む。本発明によれば、第２の摩擦係数は、第１の摩擦係数よ
りも大きく、したがって、コーティングの外側の層または部分よりも潤滑性コーティング
の内側の層または部分により大きな潤滑性がある基材に潤滑性コーティングを付与する。
一般的に、この方法は、第１の潤滑性コーティング層および／または第２の潤滑性コーテ
ィング層を乾燥させる少なくとも１つの工程を含み得る。乾燥は、任意の適切な方法で行
われ得、すすぎ工程が前にあり得、コーティングされた部分が、例えば水ですすがれ、次
いで乾燥される。あるいは、コーティングされた部分がすすがれ得、そして次いで、コー
ティングの最終工程前に乾燥することなく、さらなる処理（例えば、さらなる潤滑剤層の
添加）に供され得る。理解されるように、少なくとも最終工程としては、このようなコー
ティングされた金属部品は、一般的に、乾燥されるかまたは単に乾燥のために放置される
。
【００９８】
　図１２に示すように、この方法は、さらに第２の潤滑性コーティング層の上に少なくと
も１つのさらなるコーティング層を付与する工程を含み得る。本発明によれば、少なくと
も１つのさらなるコーティング層は、第２の摩擦係数よりも大きな摩擦係数を付与する潤
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滑剤を含み得る。
【００９９】
　上記のように、１つの実施態様では、物品は、基材の表面の上に金属層を含み、そして
、したがって、方法は、図１２に示されるように、基材の上に少なくとも１つの金属また
は合金層を付与する工程をさらに含み得る。上記のように、任意の公知の方法が、金属層
を付与するために用いられ得る。１つの好ましい実施態様では、基材が鋼鉄の場合、金属
層は亜鉛または亜鉛の合金である。亜鉛または亜鉛合金は、例えば、電析、浸漬めっき、
または無電解めっきの１以上によって付与され得る。
【０１００】
　上記および図１２に示されるように、この方法は、基材を覆うように少なくとも１つの
化成皮膜のベース層を付与する工程をさらに含み得、そしてこれは、例えば、基材を少な
くとも１つの不動態化剤および／または少なくとも１つの腐食防止剤を含む組成物中に浸
漬することによって行われ得る。不動態化剤は６価クロム以外が好ましい。１つの好まし
い実施態様では、化成皮膜は、３価クロム処理によって形成される。１つの好ましい実施
態様では、基材が鋼鉄の場合、亜鉛または亜鉛合金層がまず付与され、次いで３価クロム
化成皮膜が亜鉛または亜鉛合金層に付与される。他の公知の化成皮膜物質および方法が用
いられ得る。
【０１０１】
　１つの実施態様では、第１の潤滑剤は、少なくとも１つの不動態化剤および／または少
なくとも１つの腐食防止剤を含む組成物中で乳化または分散される。次いで、基材が組成
物から取り出されると、ベース層が基材の上にあり、そして第１の潤滑剤含有コーティン
グ層が不動態化層であるベース層上に形成される。
【０１０２】
　本発明の別の実施態様による方法もまた、以下に記載され得る。基材に潤滑性コーティ
ングを付与するための方法は、第１の潤滑剤を含む第１の組成物中に基材を浸漬する工程
；第１の組成物から基材を取り出し、基材の上に第１の潤滑剤を含有する第１の潤滑性コ
ーティング層を形成する工程；その上に第１の潤滑性コーティング層を有する基材を、第
２の潤滑剤を含む第２の組成物中に浸漬して、第１の潤滑性コーティング層の上に第２の
潤滑性コーティング層を形成する工程を含み、第１の潤滑性コーティング層が第１の摩擦
係数を付与し、そして第２の潤滑性コーティング層が第２の摩擦係数を付与し、そして、
本発明によれば、第１の摩擦係数が第２の摩擦係数よりも小さい。もちろん、潤滑剤含有
組成物中への浸漬以外の方法は、第２の潤滑性コーティング層を付与するために用いられ
得る。例えば、第１または第２の潤滑性コーティング層は、スプレー、ブラッシング、ま
たは基材にコーティング層を付与するための他の公知の手段によって形成され得る。ディ
ッピングまたは浸漬は、特に、留め具のような大量生産部品のために、最もよく用いられ
る。ディッピングまたは浸漬は、任意の適切な装置を用いて行われ得る。
【０１０３】
　１つの実施態様では、上記および図１２に示されるように、第１の組成物は、不動態化
剤または腐食防止剤をさらに含み得、基材が第１の組成物から取り出されると、不動態化
剤または腐食防止剤を含むベース層が基材上に形成され、そして第１の潤滑性コーティン
グ層がベース層上に形成される。上記のように、第１の潤滑剤は、第１の組成物中で乳化
または分散され得る。上記のように、１以上の金属または合金が基材の表面に付与され得
、不動態化剤または腐食防止剤はベース層として付与され得、ベース層が金属上に形成さ
れ、そして第１の潤滑性コーティング層がベース層の上に重なる。
【０１０４】
　別の実施態様では、図１２にも示すように、コーティング層は、層間にあまり明確では
ない分離を形成するように処理され得、そこでは摩擦係数の勾配が形成される。同じ基本
的な関係が維持される。すなわち、層において、基材の表面に近いほどより小さな摩擦係
数が維持され、一方、コーティングされた物品の外表面に近いほどより大きな摩擦係数が
維持される。複合コーティング層においてこの勾配を得るために、第２の潤滑性コーティ
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ング層を付与する工程に続いて、コーティングされた基材は、第１の潤滑性コーティング
層と第２の潤滑性コーティング層との間に拡散を生じるように加熱され得るかまたは他の
処理がされ得る。この処理は、複合コーティング層に勾配が形成される結果になり得、層
は、ベース層近辺により小さい摩擦係数および勾配層の外側部分でより大きな摩擦係数を
含む。この処理は、例えば、層間の界面領域で、それぞれの層間に部分的な拡散を単に生
じ得、各コーティング層のいくらかの部分または大部分では、拡散領域によって互いから
離されて、その元の組成を保持している。
【０１０５】
　勾配層が設けられると、勾配層の摩擦係数は、基材表面またはベース層（層が存在する
場合）近辺から複合コーティング層の外表面に向かって次第に増加し得る。
【０１０６】
　この方法はまた、摩擦係数に関するよりもむしろ潤滑性に関して記載され得る。したが
って、この方法は、基材に潤滑性コーティングを付与するための方法として記載され得、
第１の潤滑剤を含有する第１の組成物中に基材を浸漬する工程；第１の組成物から基材を
取り出し、基材の上に第１の潤滑剤を含有する第１の潤滑性コーティング層を形成する工
程；第１の潤滑性コーティング層の上に第２の潤滑剤を含有する第２の潤滑性コーティン
グ層を付与する工程を含み、第１の潤滑性コーティング層が第１の潤滑性を示し、そして
第２の潤滑剤が第２の潤滑性を示し、そして第１の潤滑性が第２の潤滑性よりも大きい。
上述のバリエーションおよびさらなる工程の同様の記載は、同様にこの実施態様に適用す
る。
【０１０７】
　本発明において、少なくとも１つの内側に配置される潤滑性層または層の部分は、少な
くとも１つの外側に配置される潤滑性層より小さい摩擦係数を有することが理解されるべ
きである。しかし、これは、最外の潤滑性コーティングが必ず一番大きな摩擦係数である
という意味ではない。したがって、部品が上記所定の記載、すなわち基材の上に重なる第
１の潤滑性コーティング層および第１の潤滑性コーティング層の上に重なる第２の潤滑性
コーティング層であって、第１の潤滑性コーティング層が、第１の摩擦係数を第１の潤滑
性コーティング層に付与する第１の潤滑剤を含み、第２の潤滑性コーティング層が、第２
の摩擦係数を第２の潤滑性コーティング層に付与する第２の潤滑剤を含む第２の潤滑性コ
ーティング層を含み、第２の摩擦係数が、第１の摩擦係数よりも大きいことを満足するよ
うに形成されると、そのようにコーティングされた部品または物品は、どの下の層よりも
小さい摩擦係数を有する非常に潤滑な物質（例えば、液状の石油ベース物質）でその最外
表面上がコーティングされ得、そしてなお本発明の範囲内にある。
【０１０８】
　上述で、物品および方法を一般的に記載したが、以下にいくつかの特定の実施例が提供
される。これらの実施例は、発明を説明するために提供され、発明を限定するつもりはな
く、発明は、本明細書に添付される請求項の範囲によってのみ限定される。
【０１０９】
　上記のように、本発明による２つの潤滑性コーティング層を付与するための１つの例示
の方法は、以下の通りである：
【０１１０】
　非化成皮膜部分について：
　１．固形基材（上記で定義）を、Ａｃｈｅｓｏｎ　Ｃｏｌｌｏｉｄｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ
（www.achesonindustries.com/doc/guides/FrictionFighterSelectionGuide.pdf）から入
手のＥＭＲＡＬＯＮ（登録商標）３３０（メチルエチルケトン（ＭＥＫ）中２０％ｖ／ｖ
）のような含フッ素ポリマー／フェノール性コーティング中に浸漬する。
　２．１３０℃で６０分間硬化する（浸漬、スピン乾燥、１３０℃でオーブン硬化）。
　３．次いで、第１の潤滑性コーティング層を有する部品を、水中２０％ｖ／ｖのＥＭＲ
ＡＬＯＮ（登録商標）８３０１－０１（含フッ素ポリマーを含むポリウレタン樹脂）を含
有する水溶液中に浸漬する。
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　４．１００℃で３０分間硬化する（浸漬、１００℃でスピン乾燥）。
【０１１１】
　このように、非化成皮膜金属表面上に２つのコーティング層が形成される。このように
コーティングされた部品は、代表的には、約０．１の摩擦係数を有するトップ層、および
約０．０６から０．０８までの摩擦係数を有する内層を有し得る。制限使用温度は約２０
０℃である。これらの２つの層を得るためおよび分離層としてそれらを維持するため、第
２工程の硬化温度は、第１層の潤滑機能を著しく低下させない高さにすべきである。１つ
の実施態様では、第２工程の硬化温度は、第１工程の硬化温度を超えない。
【０１１２】
　本発明によるさらなる方法は、以下の実施例で述べられる。
【実施例】
【０１１３】
　潤滑性を測定する多くの方法が存在する。本発明の有効性を示すため、以下の実施例に
おいて、摩擦係数を種々の方法によって測定する。摩擦係数は、一貫して測定されるべき
であり、そして得られた値は、異なる試験方法によって得られたのであれば、比較すべき
ではない。すなわち、結果を試験間で比較する必要があれば、摩擦係数の測定のために同
じ試験を用いるべきである。
【０１１４】
　実施例１では、３つの鋼鉄のハルセルパネルを、以下の通りに処理する：（１）亜鉛め
っき、３価クロム不動態化、および潤滑剤を含まない有機シールの付与を含む従来の処理
方法を用いる；（２）亜鉛めっき、３価クロム不動態化（化成皮膜）、および溶媒に分散
された潤滑剤を含む有機シールの付与を含む従来の処理方法を用いる；および（３）本発
明に従って、亜鉛めっきによって、化成皮膜を形成するために潤滑剤に富む層を製造する
潤滑剤を含む３価不動態化剤での処理および第１の潤滑性コーティング層、次いで第２の
潤滑性コーティング層を形成するための希釈された潤滑剤を含む有機シール層の付与。
【０１１５】
　実施例２では、異なる形状を有するボルトを、以下に記載されるように、従来の処理方
法および本発明の原理を用いて同時に処理し、そして、特定のクランプ負荷でのトルクお
よび摩擦係数を、トルク張力試験機を用いて測定する。
【０１１６】
　実施例３では、ボルトを亜鉛めっき、次いで３価不動態化（化成皮膜）、次いで、異な
る量の潤滑剤を含む一連の一体型有機潤滑剤シールの付与によって処理する。トルク値お
よび見かけの摩擦係数を、再度、トルク張力試験を用いて測定する。
【０１１７】
　実施例４では、試験ピンを、種々の量のポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）フル
オロカーボンを有する一連の無電解ニッケル溶液でコーティングし、そしてＦａｌｅｘ摩
耗試験に供し、摩耗率および摩擦係数を測定する。
【０１１８】
　実施例５では、異なる形状のボルトを、後の腐食特性またはトルク張力特性に影響を与
え得るであろう操作損失のある工場規模で加工し、そして生じた腐食特性およびトルク張
力特性を独立研究所で評価する。
【０１１９】
　実施例１～５で用いられたベース化学的溶液を以下に記載する：
【０１２０】
　溶液Ａ－３価クロム不動態化剤：　　　　　　　　　　　　　グラム
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９６．０００
　ＮａＦ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２９６
　Ｃｒ（ＮＯ３）３溶液（McGean Rohco Chemical Co.）　　　２．４００
　硝酸コバルト７水和物　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８１６
　マロン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０８０
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　濃硫酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３３
　ボーメ度４２°の硝酸　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３７４
【０１２１】
　溶液Ｂ－耐腐食性シール　　　　　　　　　　　　　　　　　グラム
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６．０２０
　ＬＵＤＯＸ（登録商標）ＨＳ４０（Grace Chemical）
　乾燥性物質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．２４０
　ＮＥＯＲＥＺ（登録商標）Ｒ－９６１（DSM Neoresins）
　硬化性組成物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４．７４０
【０１２２】
　溶液Ｃ、Ｄ、およびＥ
　Ｃ、Ｄ、およびＥの不変成分：　　　　　　　　　　　　　　グラム
　乳酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８
　リンゴ酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９
　無水コハク酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３
　硝酸鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０００８
　Ｎｉ（ＮｉＳＯ４として）　　　　　　　　　　　　　　　　５
　ＮａＦ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　ＫＯＨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６７
　Ｎａ２ＨＰＯ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７
　ＤＩ水（可変の成分を添加した後）　　　　　　　　　　　１リットルになるよう適量
【０１２３】
　Ｃ、Ｄ、およびＥ中の可変成分：
　ＮｉＳｌｉｐ　５００Ｄ　　　　　　　溶液Ｃ中に０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溶液Ｄ中に２ｇ／ｌ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溶液Ｅ中に４ｇ／ｌ
【０１２４】
　実施例１：
　鋼鉄のハルセルパネルを、５０％塩酸中で剥離し脱イオン水ですすぎ、次いで、非シア
ン化アルカリ亜鉛溶液中２０Ａ／ｆｔ２（ＡＳＦ）（２．１５Ａ／ｄｍ２）でめっきし、
８から１０ミクロンの厚みを得る。
【０１２５】
　第１のパネルを、溶液Ａ（不動態化剤）中に６０秒間浸漬することによって処理して化
成皮膜を形成し、次いで、溶液Ｂ（腐食防止シール）中に６０秒間浸漬することによって
処理する。このパネルは、化成皮膜のすぐ上への樹脂シール層の付与に相当する。
【０１２６】
　第２のパネルを、溶液Ａ中に６０秒間浸漬することによって処理して化成皮膜を形成し
、次いで、２ｍｌ／ＬのＦＵＣＨＳ ＬＵＢＲＩＴＥＣＨ（登録商標）Ｇｌｅｉｔｍｏ　
６０５を添加した溶液Ｂ中に６０秒間浸漬することによって処理する。このパネルは、化
成皮膜への従来の一体型潤滑剤シールコーティングの付与に相当する。
【０１２７】
　第３のパネルを、２．５ｍｌ／Ｌの乳化されたＭｉｃｈｅｌｍａｎ　ＭＥ　９３２３５
潤滑剤を添加した溶液Ａの混合物中に６０秒間浸漬することによって処理して、Ｍｉｃｈ
ｅｌｍａｎ　ＭＥ　９３２３５によって形成された第１の潤滑性コーティングにより覆わ
れた化成皮膜を形成し、次いで、２ｍｌ／ＬのＦＵＣＨＳ ＬＵＢＲＩＴＥＣＨ（登録商
標）Ｇｌｅｉｔｍｏ　６０５を添加した溶液Ｂの混合物中に６０秒間浸漬することによっ
て処理する。このパネルは、本発明の実施態様に相当し、Ｍｉｃｈｅｌｍａｎ　ＭＥ　９
３２３５潤滑剤が、溶液Ａによって形成された化成皮膜上に第１の潤滑性コーティング層
を形成し、そしてＦＵＣＨＳ ＬＵＢＲＩＴＥＣＨ（登録商標）Ｇｌｅｉｔｍｏ　６０５
潤滑剤を含む一体型潤滑剤シールが、添加された潤滑剤を含む溶液Ｂから第２の潤滑性コ
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ーティング層を形成する。第１、第２、および第３のパネル上の各コーティングは、合計
で約２ミクロンの厚みである。１つの実施態様では、シール層（潤滑剤を含むまたは含ま
ない）は、約１ミクロンの厚みであり、不動態（化成皮膜）は、約０．５ミクロンの厚み
であり、本発明による第３の例では、化成皮膜層上に形成された潤滑剤層（第１の潤滑剤
コーティングに相当）は、約０．１～０．２ミクロンの厚みである。
【０１２８】
　コーティング厚みの関数として摩擦係数を、第１、第２、および第３の各パネルについ
て、コーティング厚みゲージに対して白色光反射装置が備えられたマイクロフォトニクス
摩擦摩耗試験機（Micro Photonics microtribometer）を用いて決定する。図１３は、ピ
ンオンディスク（pin on disk）試験のデータを示す。図１３に示すように、表面の近く
よりもベースの近くにより濃い潤滑剤濃度を有する多層コーティングは、コントロール（
潤滑剤なし）、または潤滑剤の勾配がない一体型潤滑剤のいずれよりも、より均一であり
、そしてコーティング厚みの関数として、より低い全体の摩擦係数を示す。
【０１２９】
　実施例２：
　６つのボルト形状のそれぞれについて２５個の非めっきボルト：
　Brogolaから入手のＭ８×１．２５×２５、８．８ＰＣ座金組込みボルト（部品番号W70
1605）；
　SPS Tech.から入手のＭ８×１．２５×３０、９．８ＰＣフランジ頭ボルト（部品番号N
606543）；
　Indiana Auto. Fastenerから入手のＭ８、９．８ＰＣフランジボルト（部品番号N60579
0）；
　Textronから入手のＭ１０×４５、１０．９ＰＣフランジボルト；
　Wilson Garnerから入手のＭ１０×４０、９．８ＰＣ六角ボルト；および
　Finnveden Bultenから入手のＭ１０×６５、８．８ＰＣフランジ頭ボルト
を、１８×１０インチのめっきバレルに組み合わせて洗浄し、次いで、酸亜鉛めっき溶液
を用いてめっきし、１０ミクロンの厚みを有する亜鉛層を堆積させる。
【０１３０】
　次いで、ボルトを、５つのグループに分け、それぞれのグループに６つの形状のボルト
を有し、それぞれの形状の５つのボルトを有する。次いで、それぞれのグループを、ＲＳ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓトルク張力装置でのＦｏｒｄ　ＷＺ１００トルク張力測定の
前に、５つの異なるめっき後、手順の１つで処理する。
【０１３１】
　５つの異なる処理手順は次からなる：
　１．後処理なし。
　２．溶液Ａを用いて３価クロム溶液不動態化。
　３．溶液Ａを用いて３価クロム溶液不動態化、次いで１８．８ｍｌ／Ｌの乳化されたＭ
ｉｃｈｅｌｍａｎ　ＭＥ　９３２３５潤滑剤を添加した溶液Ｂで処理。
　４．２．５ｍｌ／Ｌの乳化されたＭｉｃｈｅｌｍａｎ　ＭＥ　９３２３５潤滑剤を添加
した溶液Ａを用いて３価クロム溶液不動態化。
　５．２．５ｍｌ／Ｌの乳化されたＭｉｃｈｅｌｍａｎ　ＭＥ　９３２３５潤滑剤を添加
した不動態化溶液Ａを用いて３価クロム溶液不動態化、次いで１２．５ｍｌ／ＬのＭｉｃ
ｈｅｌｍａｎ　ＭＥ　９３２３５を添加した溶液Ｂで処理。この手順（５）のみが、本発
明による。
【０１３２】
　めっきおよび処理後、トルクおよび摩擦係数値を、ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓト
ルク張力装置を用いて決定する。摩擦係数のデータを、図１４にグラフで示す。図１４は
、上記５つのそれぞれの処理について上記トルク張力装置を用いて測定した、見かけの全
体の摩擦係数の範囲を示すグラフである。図１４のグラフから、異なるボルト形状につい
て許容可能で均一なトルク値が、本発明に従って（図１４の処理５として示される）、よ
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得られることが明らかである。
【０１３３】
　実施例３：
　この実施例では、Indiana Automotive Fastener 部品番号N605790から入手のＭ８、９
．８ＰＣフランジボルト４０個のそれぞれを、亜鉛でめっきし、以下の溶液中に浸漬する
ことによって化成皮膜化し、調製中に、６０℃で加熱して２４時間保持し、冷却して１３
０℃にし、そして使用する。
【０１３４】
　ＣｒＣｌ３　　　　　　　　　５０ｇ／Ｌ
　Ｃｏ（ＮＯ３）２　　　　　　　３ｇ／Ｌ
　ＮａＮＯ３　　　　　　　　１００ｇ／Ｌ
　シュウ酸　　　　　　　　　　３０ｇ／Ｌ
　マロン酸　　　　　　　　　　６０ｇ／Ｌ
【０１３５】
　化成皮膜の構成に続いて、部品を２つのグループに分ける。
【０１３６】
　第１のコントロールグループを、３０ｍｌのＦＵＣＨＳ ＬＵＢＲＩＴＥＣＨ（登録商
標）Ｇｌｅｉｔｍｏ　６０５を添加した溶液Ｂ中に繰り返し浸漬し、次いで、８２℃の空
気を用いて１５分間スピン乾燥して、所望の厚みの一体型シールコーティングを得る。
【０１３７】
　第２のグループを、本発明の実施態様に従って、溶液Ｂおよび２４０ｍｌのＦＵＣＨＳ
 ＬＵＢＲＩＴＥＣＨ（登録商標）Ｇｌｅｉｔｍｏ　６０５、溶液Ｂおよび１２０ｍｌの
ＦＵＣＨＳ ＬＵＢＲＩＴＥＣＨ（登録商標）Ｇｌｅｉｔｍｏ　６０５、溶液Ｂおよび６
０ｍｌ／ＬのＦＵＣＨＳ ＬＵＢＲＩＴＥＣＨ（登録商標）Ｇｌｅｉｔｍｏ　６０５をそ
れぞれ含む一連の溶液に連続的に浸漬し、次いで３０ｍｌ／ＬのＦＵＣＨＳ ＬＵＢＲＩ
ＴＥＣＨ（登録商標）６０５を含む溶液Ｂ中に浸漬し、それぞれ浸漬後に、高温空気乾燥
を用いて２分間スピン乾燥によって処理して、第１のコントロールグループと同様の総厚
みの一体型シールコーティングを得る。
【０１３８】
　これらの連続的な浸漬の最後に、２つのグループそれぞれにおいて、一体型シール層全
体を、８２℃で１５分間乾燥する。グループＩおよびグループＩＩのこれらのサンプルそ
れぞれにおいて、最外潤滑性コーティング層は、同じ潤滑剤濃度を有する。
【０１３９】
　種々のクランプ負荷の関数として摩擦係数（ＣＯＦ）を、ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉ
ｅｓトルク張力装置を用いて記録し、以下の結果を得る：
【０１４０】
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【表１】

【０１４１】
　このデータは、ベースよりも表面近くでより小さいように潤滑剤濃度を変化させること
が、試験結果における変化を減少させることを示し、そしてクランプ負荷の関数として、
より均一でかつより小さい摩擦係数を付与する。データから、ボルトについて測定された
トルク値の許容可能な標準偏差は、異なるトルク改変溶液を用いることによってかまたは
より潤滑性の物質の上により潤滑性でない物質を含むコーティングを作出することによっ
て得られ得ることもまた明らかである。
【０１４２】
　実施例４：
　この実施例では、１２個の鋼鉄ピンを、フルオロカーボンの種々の量を含む無電解ニッ
ケル溶液Ｃ、Ｄ、およびＥを用いてめっきし、これらは、生じるＮｉＰ合金マトリックス
において共析出される。またベースコーティングを溶液Ｅから調製し、溶液Ｄから次の層
、および溶液Ｃから最上の層を調製して、多層コーティングを調製し、そのため、ベース
層は最も濃い潤滑剤濃度を有し、そして２つの続く上層のそれぞれは、順次により低い潤
滑剤濃度を有する。厚みが同等であることを確実にするために、３つの溶液のめっき速度
を、ピンをめっきする前に決定し、そしてめっき時間を、同等の最終厚みを確実にするよ
うに調節し、そしてめっき前およびめっき後のピンの直径を、マイクロメーターを用いて
測定する。めっき温度は８６℃であり、そしてｐＨは、必要に応じて、硫酸または水酸化
アンモニウムで４．５に調節する。
【０１４３】
　Ｆａｌｅｘ試験のそれぞれについてのプロファイルは、３０秒間の３０ｌｂ（１３．６
Ｋｇ）Ｖ字形ブロック負荷、続いて次の７．５分間の５０ｌｂ（２２．７Ｋｇ）負荷であ
る。Ｖ字形ブロックおよびピンの質量をそれぞれの試験前後で測定して、質量損失を決定
する。表面粗さＲａを、それぞれのピンについて、Ｍｉｔｕｔｏｙｏ　ＳＵＲＦＴＥＳＴ
（登録商標）－５０１表面粗さ計を用いてそれぞれの試験前に決定する。Ｒａおよび質量
損失は以下の通りである：
【０１４４】
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【表２】

【０１４５】
　時間の関数として、平均摩擦係数を図１５にグラフで示す。図１５に示されるように、
均一な潤滑剤濃度を有する無電解ニッケルサンプル（サンプル１、２、および３）につい
てのＦａｌｅｘ摩耗試験摩擦係数は、本発明による潤滑剤の濃度が最内層で最も濃くおよ
び最外層で最も低い潤滑剤の分布を有するサンプルよりも、時間と共に摩擦係数において
著しくより多い変化および摩擦係数のより大きな増加を得る。これは、たとえ本発明によ
るサンプル４が有するよりも、サンプル３が高い潤滑剤の総量を有する潤滑剤層を有する
場合でもである。データから、ベース近くよりも表面近くにより低い潤滑剤濃度を有する
多層コーティングを用いることによって、より少ない摩耗およびより均一な摩擦係数が得
られることは明らかである。
【０１４６】
　実施例５：
　工場製造規模で、異なる日付で２つの異なる形状のボルト、Brugolaから購入した非め
っきのＭ８×１．２５×２５、ＰＣ８．８座金組込みボルト（部品番号W701605）、およ
びSPS Technologiesから購入した非めっきのＭ８×１．２５×３０、ＰＣ９．８フランジ
頭ボルト（部品番号N606543）をそれぞれ２００ｋｇ、標準的な工場条件の下でめっきし
、水素脆化除去のため、１９０℃で４時間焼成に供する。座金組込みボルトを、１ｍｌ／
Ｌの乳化されたＭｉｃｈｅｌｍａｎ　ＭＥ　９３２３５潤滑剤を添加した溶液Ａ中で化成
皮膜化し、そしてフランジ頭ボルトを、２．５ｍｌ／Ｌの乳化されたＭｉｃｈｅｌｍａｎ
　９３２３５潤滑剤を含有する溶液Ａで化成皮膜化する。不動態化剤溶液と乳化された潤
滑剤との組み合わせは、図２に類似の二重層構造を生じ、均一な化成皮膜層を有し、その
上に、潤滑剤濃度の非常に濃い薄層を有した。不動態化後、ボルトの形状にかかわらず、
ボルトを、１２．５ｍｌ／ＬのＭｉｃｈｅｌｍａｎ　ＭＥ　９３２３５および０．５ｇ／
ＬのＤＡＹ－ＧＬＯ（登録商標）Ｄ２８２紫外線励起染料を添加した溶液Ｂの混合物を含
有する一体型潤滑剤溶液中に３０秒間浸漬する（染料は、加工流通過程を認証するためお
よび潤滑剤の存在を確認するためである）。次いで、ボルトを市販のスピン乾燥機で、そ
の平均温度が７１℃を超えるまで乾燥し、標準の工場様式で包装する。ボルトを、認可独
立研究所であるＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（Ｆａｒｍｉｎｇｔｏｎ　Ｈｉｌｌｓ，
ＭＩ）で、ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓトルク張力試験機およびＷｉｌｓｏｎ　Ｇａ
ｒｎｅｒにより供給されるベアリングウォッシャーおよびＳ－３０９試験ナットと共にＦ
ｏｒｄ　ＷＺ－１００の方法をＷＺ－１００仕様書に記載されるように用いて試験する。
ＦＬＴＭ　Ｂ１　１２３－０１によるＡＰＧＥサイクル腐食試験およびＡＳＴＭ　Ｂ１１
７による塩水噴霧試験を、認可独立研究所であるＮａｔｉｏｎａｌ　Ｅｘｐｏｓｕｒｅ　
Ｔｅｓｔｉｎｇ（Ｓｙｌｖａｎｉａ，ＯＨ）で、受け取った状態のボルトおよび１２０℃
で４時間焼成したボルトで行う。それぞれの試験において、サンプル数は３０部品である
。結果を以下の表に示す：
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【０１４７】
【表３】

【０１４８】
　この仕様書を合格するための許容範囲は、座金組込みボルトに対しては１５．９ｋＮの
クランプ力で２０と３０Ｎｍとの間のトルク値であり、そしてフランジボルトに対しては
１７．８ｋＮのクランプ力で２２．５から３３．５Ｎｍのトルク値である。すべての値が
平均の±３標準偏差以内に入る標準によって要求され、このことは時に６σ（６シグマ）
基準または要求と称される。特定のトルク値およびクランプ力は、座金組込みボルトに対
しては約０．１３３およびフランジボルトに対しては約０．１３の摩擦係数値に等しい。
【０１４９】
　実施例６：
　本発明の実施態様による方法のさらなる実施例において、留め具は、以下の通りである
：
【０１５０】
　１．亜鉛または亜鉛合金でめっきし、次いですすぐ。
　２．乳化された潤滑剤を含有する３価の不動態化剤中に浸漬する。これは、乳化された
潤滑剤の存在によって影響を受けない厚みを有する腐食性化成皮膜層での二重層コーティ
ングを生じる。この工程の結果として、化成皮膜層は、潤滑剤の薄層で「トッピング」さ
れる。乳化し得る潤滑剤は、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）エマルジョンであり、ＨＤ
ＰＥ粒径は、代表的には５０ナノメートル未満であり、Ｍｉｃｈｅｌｍａｎ（http://www
.performanceadditives.com）によって製造される。このような乳化可能な潤滑剤の別の
適切な市販先は、Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（http://www.surfacetech
ology.com）である。
　３．有機シーラントおよび潤滑剤の混合物である「最終シール」中に浸漬する。
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【０１５１】
【表４】

【０１５２】
　ＤＡＹ－ＧＬＯ（登録商標）は指示薬として添加する。ＤＡＸＡＤ（登録商標）１５は
分散剤である。
【０１５３】
　実施例７：
　さらなる実施例では、以下の濃縮３価クロム溶液を調製する：
【０１５４】
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【表５】

【０１５５】
　（中間体のクロムＣｌ（塩化物）（１３％Ｃｒ（ＩＩＩ））および塩基性クロムＳＯ４

（硫酸塩）（１２％Ｃｒ（ＩＩＩ））は、ＭｃＧｅａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．から
購入され得る）。
【０１５６】
　０ｍｌ／Ｌ、５ｍｌ／Ｌ、および１５ｍｌ／Ｌの種々の量のＭｉｃｈｅｌｍａｎ　ＭＥ
　９３２３５が添加された上記濃縮液の希釈溶液を調製し、そして硝酸を用いて２．３に
ｐＨを調整する。希釈溶液のグループ１～７を以下の通りに調製し、それぞれのグループ
で、Ａ＝０ｍｌ／Ｌ　ＭＥ　９３２５３、Ｂ＝５ｍｌ／Ｌ　ＭＥ　９３２５３、Ｃ＝１５
ｍｌ／Ｌ　ＭＥ　９３２５３：
【０１５７】

【表６】

【０１５８】
　亜鉛めっきされたパネル（厚み約１０ミクロン）、および亜鉛めっきされたボルト（厚
み約８ミクロン）を、それぞれラックめっきおよびバレルめっきによって調製し、そして
めっきおよびすすぎ後、上記溶液中に室温で６０秒間浸漬する。次いで、ボルトをグルー
プに分ける。１つのグループは、室温で２４時間「エージング」させ、そして別のグルー
プは、２５０℃で２時間焼成後、室温で２４時間エージングさせる。ボルトをさらに分け
、そしてトルク張力特性についてＦｏｒｄ　ＷＺ１０１試験方法を用いて試験し、そして
ＮＳＳ　ＡＳＴＭ　Ｂ１１７耐腐食性を試験する。
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【０１５９】
　図１６は、この実施例７の上記グループ１～７中の例の組成物中のＭｉｃｈｅｌｍａｎ
　ＭＥ　９３２３５の濃度に対するトルク張力試験結果のグラフである。図１６に示すよ
うに、トルク張力試験結果は、添加したＭｉｃｈｅｌｍａｎ　ＭＥ　９３２３５の０から
５ｍｌ／Ｌまでで摩擦係数が減少し、そしてＭｉｃｈｅｌｍａｎ　ＭＥ　９３２３５の５
から１５ｍｌ／Ｌまででは小さな減少のみを得ることを示す。このグラフのデータおよび
以下に示すデータは共に、潤滑性コーティング層が、機能的な潤滑化コーティングとして
、化成皮膜組成物（乳化された潤滑剤を含む）から形成されることを示し、潤滑化コーテ
ィングが表面の潤滑性を実際に改善することを示し、この層中の潤滑剤の量の増加は、最
初の量（５ｍｌ／Ｌの潤滑剤）が化成皮膜組成物に添加された後に潤滑性をわずかにのみ
改善することを示し、そしてそのことは塩水噴霧試験結果を害しないことを示す。
【０１６０】
　以下の表は、グループ１～７中のボルトについてＡＳＴＭ　Ｂ１１７　ＮＳＳ試験にお
ける試験結果を示す。これらのデータは、不動態化溶液中のクロムの相対量およびボルト
を焼成したかしないかは腐食の保護に影響を与えるが、Ｍｉｃｈｅｌｍａｎ　ＭＥ　９３
２３５の存在または不在が腐食性能にほとんど影響を有さないことを示す。
【０１６１】
【表７】
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【０１６２】
　グループ１～７中のめっきおよび化成皮膜化されたパネルを、室温で２４時間エージン
グさせ、次いで、ＡＳＴＭ　Ｂ１１７塩水噴霧（ＮＳＳ）に供する。以下の表は、ＮＳＳ
試験の結果を含有する：
【０１６３】
【表８】

【０１６４】
　したがって、上記によって示されるように、パネルについてのデータおよびボルトから
のデータの比較によって見られ得るように、本発明による化成皮膜上に第１の潤滑性コー
ティング層を形成するために用いられる化成皮膜組成物に、Ｍｉｃｈｅｌｍａｎ　ＭＥ　
９３２３５を用いると、耐腐食性に何ら害とならないようである。
【０１６５】
　本発明のさらに別の実施態様では、亜鉛または亜鉛合金を黒色化する化成皮膜溶液（通
常、黒色不動態化剤と称される）は、乳化された潤滑剤と組み合わされ、次いで黒色不動
態化剤と乳化された潤滑剤との組み合わせによって得られる２つの層コーティングの摩擦
係数より大きい摩擦係数を有する一体型シールを用いてシールされ、本発明に従う層、摩
擦係数、および潤滑剤量の関係が得られ得る。
【０１６６】
　歴史的に、亜鉛および亜鉛合金は、ヒ素または塩化銅と硝酸銅との混合物（The Chemic
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al Formulary, volume 6, Chemical Publishing Co., 1943, pp223）、塩化鉄（Albrecht
 Durerにあると考えられる）、リン酸含有３価クロム（Bishop米国特許第５，３９３，３
５３号）、セレン、テルル、およびメルカプト化合物（「金属の化学的着色」、Samuel F
ield, D. Van Nostrand, 1926）、または染料および顔料の含有物（Clarient）を含有す
る溶液を用いて黒色化される。一般的に、このような黒色化剤は、３価クロム塩の溶液と
組み合わされて、黒色となるだけではなくいくらかの腐食保護も有するコーティングを生
じさせ得る。
【０１６７】
　亜鉛および亜鉛合金についての黒色潤滑性コーティングの例は、以下の通りである：
【０１６８】
【表９】

【０１６９】
　上記溶液中に６０秒間浸漬後、得られた黒色亜鉛または亜鉛合金表面を、潤滑剤を含有
するシール中に浸漬する。シールは、上述の例のような透明なシールまたはＮａｔｉｏｎ
ａｌ　Ｓｔａｒｃｈ　Ｃｏ．から入手のＡｃｈｅｓｏｎ　ＥＭＲＡＬＯＮ（登録商標）Ｔ
Ｍ－００８の２０％ｖ／ｖ溶液のような黒色潤滑剤含有シール、または２ｍｌ／ｌのＦＵ
ＣＨＳ ＬＵＢＲＩＴＥＣＨ（登録商標）Ｇｌｅｉｔｍｏ　６０５が添加されたＡｔｏｔ
ｅｃｈ　ＣＯＲＲＯＳＩＬ（登録商標）６０１の５０％ｖ／ｖ溶液のような潤滑剤が添加
された黒色シールであり得る。
【０１７０】
　上記実施例では、ＦＵＣＨＳ ＬＵＢＲＩＴＥＣＨ（登録商標）Ｇｌｅｉｔｍｏ　６０
５およびＭｉｃｈｅｌｍａｎ　ＭＥ　９３２３５を使用していることに留意される。これ
らは単なる例であり、そして本発明は、このような潤滑剤の使用に限定されない。例えば
、他の乳化し得る潤滑剤（例えば、他の乳化されたポリエチレンを含む）は、Ｍｉｃｈｅ
ｌｍａｎおよび他の入手先（例えば、Ａｌｋｏ　Ａｍｅｒｉｃａ、Ｓｕｎｏｃｏ、Ｓｈｅ
ｌｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ、およびＲｅｎｉｔｅ）から入手可能である。他の潤滑剤は
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上述される。
【０１７１】
　コーティング分野の当業者は、上記開示に基づいて、最外表面の潤滑性が表面コーティ
ングの内側部分の潤滑性に対して減少した（または、逆に、最外の摩擦係数が最内部より
大きい）表面コーティングを作出する他の方法が用いられ得ることを理解する。例えば、
グラファイトカーボンのような潤滑性物質と硝酸チタンのコーティングマトリックスとの
共析出する真空蒸着法を用いて、そして真空蒸着に対して付与されるグラフィックカーボ
ンの量を次第に減少させることにより、本発明の利益が得られ得る。同様に、最初の層が
より濃い濃度の潤滑剤を含有し、そして次の層がその潤滑剤を低い濃度で含有する有機コ
ーティング層が、スプレーされ得る。鉄マトリックス内での種々の量の亜鉛による電着は
また、例えば、亜鉛に富む領域が基材に最も近い逆潤滑化コーティングを生じ得る。濃縮
された潤滑剤中での化成皮膜化された亜鉛コーティングを浸漬することおよびそれをより
少ない潤滑剤を含有するシール中に浸漬することは、本明細書に開示されていることと実
質的に類似する。
【０１７２】
　明細書および特許請求の範囲を通じて、開示されている範囲および比の数値限定は、組
み合わされ得、そして、すべての介在する値を含むとみなされることに留意される。さら
に、全ての数値は、修飾語「約」が特に明記されているかいないかにかかわらず、この用
語が前にあるべきとみなされる。
【０１７３】
　本発明の原理は、ある特定の実施態様に関して説明され、そして説明の目的のために提
供されているが、それらの種々の改変が明細書を読めば当業者に明らかになることが、理
解されるべきである。したがって、本明細書に開示されている発明は、このような改変を
含み、添付された特許請求の範囲の範囲内にあることが意図されていることを理解される
べきである。発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ限定される。
【図面の簡単な説明】
【０１７４】
【図１】金属基材の表面に付与された従来の金属処理および潤滑層の断面概略図である。
【図２】金属基材の表面に付与された従来の金属処理および潤滑層の断面概略図である。
【図３】金属基材の表面に付与された従来の金属処理および潤滑層の断面概略図である。
【図４】金属基材の表面に付与された従来の金属処理および潤滑層の断面概略図である。
【図５】本発明の実施態様による金属基材の表面に付与された金属処理および潤滑層の断
面概略図である。
【図６】本発明の実施態様による金属基材の表面に付与された金属処理および潤滑層の断
面概略図である。
【図７】本発明の実施態様による金属基材の表面に付与された金属処理および潤滑層の断
面概略図である。
【図８】本発明の実施態様による金属基材の表面に付与された金属処理および潤滑層の断
面概略図である。
【図９】本発明の実施態様による金属基材の表面に付与された金属処理および潤滑層の断
面概略図である。
【図１０】本発明の実施態様による金属基材の表面に付与された金属処理および潤滑層の
断面概略図である。
【図１１】本発明の実施態様による金属基材の表面に付与された金属処理および潤滑層の
断面概略図である。
【図１２】本発明に従って潤滑性コーティングを基材に付与するための種々の例示の方法
を示す概略的なプロセスフロー図である。
【図１３】先行技術の潤滑性コーティングと本発明の実施態様による潤滑性コーティング
とを比較したピンオンディスク試験のデータを示すグラフである。
【図１４】先行技術の潤滑性コーティングと本発明の実施態様による潤滑性コーティング
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とを比較したトルクおよび摩擦係数の測定からのデータを示すグラフである。
【図１５】先行技術の潤滑性コーティングと本発明の実施態様による潤滑性コーティング
とを比較した平均摩擦係数の測定からのデータを示すグラフである。
【図１６】本発明の実施態様のコーティングされた基材を形成するための組成物中の潤滑
剤の濃度に対するトルク張力試験結果のグラフである。
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