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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
不活性支持体に結合した硬化したフルオロエラストマー組成物を含む物品であって、該硬
化したフルオロエラストマー組成物が、フルオロポリマー、シリカ、および（ｉ）アクリ
レート化合物または（ｉｉ）メタクリレート化合物を含み、ここで、該アクリレート化合
物が金属アクリレートであり、該メタクリレート化合物が金属メタクリレートである、物
品。
【請求項２】
前記結合の結合耐久性が、２０℃で少なくとも約１５００ポンドの荷重である、請求項１
に記載の物品。
【請求項３】
前記フルオロエラストマーが、パーフルオロエラストマーである、請求項１に記載の物品
。
【請求項４】
前記不活性支持体が、金属支持体である、請求項１に記載の物品。
【請求項５】
前記不活性支持体が、ベリリウム、銅、銀、アルミニウム、チタン、ニッケル、鋼、クロ
ム、およびステンレス鋼から選択される、請求項１に記載の物品。
【請求項６】
前記不活性支持体が、チタン合金、銅合金、ベリリウム銅合金、ニッケル銀合金、ニッケ
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ルチタン合金、クロム合金、および鋼から選択される、請求項１に記載の物品。
【請求項７】
前記不活性支持体が、ケトン系ポリマー、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルケ
トンケトン、ポリアリールエーテルケトン、ポリエーテルケトンエーテルケトンケトン、
およびポリエーテルケトンから選択される、請求項１に記載の物品。
【請求項８】
前記フルオロポリマーが、フッ素含有エチレン性不飽和モノマー、テトラフルオロエチレ
ン、パーフルオロ化オレフィン、ヘキサフルオロプロピレン、およびパーフルオロ（エチ
ルビニルエーテル）から選択されるモノマーを含む、請求項１に記載の物品。
【請求項９】
硬化の前に、前記フルオロエラストマー組成物が、硬化剤と、硬化部位モノマーを含む硬
化していないパーフルオロポリマーとを含む、請求項１に記載の物品。
【請求項１０】
少なくとも１つの硬化部位モノマーが、シアノ基硬化部位モノマー、オレフィン含有硬化
部位モノマー、およびハロゲン化オレフィン含有硬化部位モノマーから選択される、請求
項９に記載の物品。
【請求項１１】
前記硬化剤が、過酸化物硬化剤、有機スズ硬化剤、アミノ硬化剤、ビスアミノフェノール
硬化剤、ビスアミノチオフェノール硬化剤、ビスアミドラゾン硬化剤、官能基化されたビ
フェニル系硬化剤、ならびにそれらの誘導体および組み合わせから選択される、請求項９
に記載の物品。
【請求項１２】
前記アクリレート化合物がジアクリル酸亜鉛である、請求項１に記載の物品。
【請求項１３】
前記アクリレート化合物が、ジアクリル酸銅であるか、あるいは前記メタクリレート化合
物が、ジメタクリル酸亜鉛である、請求項１に記載の物品。
【請求項１４】
前記フルオロエラストマー組成物が、フィラー、可塑剤、ポリマーブレンド、および着色
料から選択される添加剤をさらに含む、請求項１に記載の物品。
【請求項１５】
前記フルオロエラストマー組成物が、カーボンブラック、ガラス繊維、ガラス球、ケイ酸
塩、繊維ガラス、硫酸カルシウム、アスベスト、ホウ素繊維、セラミック繊維、水酸化ア
ルミニウム、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、フッ化黒鉛、黒鉛、炭酸マグネシウム、ア
ルミナ、窒化アルミニウム、ホウ砂、パーライト、テレフタル酸亜鉛、炭化ケイ素小板、
珪灰石、テレフタル酸カルシウム、フラーレンチューブ、ヘクトライト、タルク、マイカ
および炭化ケイ素ホイスカーから選択される添加剤をさらに含む、請求項１に記載の物品
。
【請求項１６】
フルオロエラストマー組成物を不活性支持体に結合させる方法であって、該方法は：
（ａ）（ｉ）アクリレート化合物または（ｉｉ）メタクリレート化合物、硬化剤、シリカ
、および硬化部位モノマーを含む硬化性フルオロポリマーを含む硬化性フルオロエラスト
マー組成物を不活性支持体に接触させる工程；および
（ｂ）該フルオロエラストマー組成物と不活性支持体との間に結合を形成するために、該
フルオロエラストマー組成物を硬化させる工程
を含み、
ここで、該アクリレート化合物が金属アクリレートであり、該メタクリレート化合物が金
属メタクリレートである、
方法。
【請求項１７】
前記ステップ（ｂ）で形成される結合が、２０℃で少なくとも約１５００ポンドの結合耐
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久性を有する、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記フルオロエラストマー組成物が、パーフルオロエラストマー組成物である、請求項１
６に記載の方法。
【請求項１９】
前記不活性支持体が、金属支持体である。請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
前記不活性支持体が、ベリリウム、銅、銀、アルミニウム、クロム、チタン、ニッケル、
鋼、およびステンレス鋼から選択される金属支持体である、請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
前記不活性支持体が、チタン合金、銅合金、ベリリウム銅合金、ニッケル銀合金、ニッケ
ルチタン合金、クロム合金、および鋼から選択される金属合金である、請求項１６に記載
の方法。
【請求項２２】
前記パーフルオロポリマーが、フッ素含有エチレン性不飽和モノマー、テトラフルオロエ
チレン、パーフルオロ化オレフィン、ヘキサフルオロプロピレン、およびパーフルオロ（
エチルビニルエーテル）から選択されるモノマーを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２３】
前記組成物が、加熱硬化、光硬化、圧力硬化、蒸気硬化、および電子ビーム硬化から選択
される硬化によって硬化する請求項１６に記載の方法。
【請求項２４】
不活性支持体に結合させるための硬化性フルオロエラストマー組成物であって、
（ａ）少なくとも１つの硬化部位モノマーを含むフルオロポリマー；
（ｂ）硬化剤；
（ｃ）シリカ；および
（ｄ）（ｉ）アクリレート化合物または（ｉｉ）メタクリレート化合物；
を含み、
ここで、該アクリレート化合物は金属アクリレートであり、該メタクリレート化合物は金
属メタクリレートであり、
ここで、硬化後は、該不活性支持体への該組成物の結合耐久性が、２０℃で少なくとも約
１５００ポンドの荷重である、組成物。
【請求項２５】
前記フルオロポリマーが、フッ素含有エチレン性不飽和モノマー、テトラフルオロエチレ
ン、パーフルオロ化オレフィン、ヘキサフルオロプロピレン、およびパーフルオロ（エチ
ルビニルエーテル）から選択されるモノマーを含む、請求項２４に記載の組成物。
【請求項２６】
少なくとも１つの前記硬化部位モノマーが、シアノ基硬化部位モノマー、オレフィン含有
硬化部位モノマー、およびハロゲン化オレフィン含有硬化部位モノマーから選択される、
請求項２４に記載の組成物。
【請求項２７】
前記硬化剤が、過酸化物硬化剤、有機スズ硬化剤、アミノ硬化剤、ビスアミノフェノール
硬化剤、ビスアミノチオフェノール硬化剤、ビスアミドラゾン硬化剤、および官能基化さ
れたビフェニル系硬化剤から選択される、請求項２４に記載の組成物。
【請求項２８】
前記アクリレート化合物が、ジアクリル酸亜鉛である、請求項２４に記載の組成物。
【請求項２９】
前記アクリレート化合物が、ジアクリル酸銅であるか、または前記メタクリレート化合物
が、ジメタクリル酸亜鉛である、請求項２４に記載の組成物。
【請求項３０】
フィラー、可塑剤、ポリマーブレンド、および着色料から選択される添加剤をさらに含む
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、請求項２４に記載の組成物。
【請求項３１】
カーボンブラック、ガラス繊維、ガラス球、ケイ酸塩、繊維ガラス、硫酸カルシウム、ア
スベスト、ホウ素繊維、セラミック繊維、水酸化アルミニウム、硫酸バリウム、炭酸カル
シウム、フッ化黒鉛、黒鉛、炭酸マグネシウム、アルミナ、窒化アルミニウム、ホウ砂、
パーライト、テレフタル酸亜鉛、炭化ケイ素小板、珪灰石、テレフタル酸カルシウム、フ
ラーレンチューブ、ヘクトライト、タルク、マイカ、および炭化ケイ素ホイスカーから選
択される添加剤をさらに含む、請求項２４に記載の組成物。
【請求項３２】
フルオロエラストマー組成物に結合した不活性支持体を含む物品を形成する方法であって
、該方法は：
（ａ）硬化性フルオロエラストマー組成物を含むプリフォームを形成する工程（ここでは
、該硬化性フルオロエラストマー組成物は、少なくとも１つの硬化部位モノマー、（ｉ）
アクリレート化合物または（ｉｉ）メタクリレート化合物、シリカ、および硬化剤を有す
る硬化性フルオロポリマーを含む）；
（ｂ）不活性支持体にプリフォームを接触させる工程；および
（ｃ）プリフォームを硬化し、２０℃で少なくとも約１５００ポンドの荷重の結合耐久性
を有する、該フルオロエラストマー組成物と不活性支持体との間の結合を形成する工程
を含み、
ここで、該アクリレート化合物が金属アクリレートであり、該メタクリレート化合物が金
属メタクリレートである、
方法。
【請求項３３】
前記不活性支持体が、金属支持体およびケトン系ポリマー支持体から選択される、請求項
３２に記載の方法。
【請求項３４】
前記組成物が、加熱硬化、光硬化、圧力硬化、蒸気硬化およびｅビーム硬化から選択され
る硬化によって硬化する、請求項３２に記載の方法。
【請求項３５】
硬化したフルオロエラストマー組成物に結合した不活性支持体を含み、該フルオロエラス
トマー組成物が、フルオロポリマー、シリカ、および（ｉ）アクリレート化合物または（
ｉｉ）メタクリレート化合物を含む、ダウンホール工具。
【請求項３６】
前記結合の結合耐久性が、２０℃で少なくとも約１５００ポンドの荷重である、請求項３
５に記載の工具。
【請求項３７】
前記支持体が、金属支持体およびケトン系ポリマー支持体から選択される、請求項３５に
記載の工具。
【請求項３８】
前記不活性支持体が、ベリリウム、銅、銀、アルミニウム、チタン、クロム、ニッケル、
鋼、およびステンレス鋼、チタン合金、銅合金、ベリリウム銅合金、ニッケル銀合金、ニ
ッケルチタン合金、クロム合金、および鋼から選択される、請求項３５に記載の工具。
【請求項３９】
前記フルオロポリマーが、フッ素含有エチレン性不飽和モノマー、テトラフルオロエチレ
ン、パーフルオロ化オレフィン、ヘキサフルオロプロピレン、およびパーフルオロ（エチ
ルビニルエーテル）から選択されるモノマーを含む、請求項３５に記載の工具。
【請求項４０】
硬化の前に、前記フルオロエラストマー組成物が、硬化剤と、硬化部位モノマーを含むフ
ルオロポリマーとを含む、請求項３５に記載の工具。
【請求項４１】
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少なくとも１つの前記硬化部位モノマーが、シアノ基硬化部位モノマー、オレフィン含有
硬化部位モノマー、およびハロゲン化オレフィン含有硬化部位モノマーから選択される、
請求項３５に記載の工具。
【請求項４２】
前記硬化剤が、過酸化物硬化剤、有機スズ硬化剤、アミノ硬化剤、ビスアミノフェノール
硬化剤、ビスアミノチオフェノール硬化剤、ビスアミドラゾン硬化剤、および官能基化さ
れたビフェニル系硬化剤から選択される、請求項３５に記載の工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の背景）
　油井およびガス井作業中に使用される地下の井戸用工具（ダウンホール工具）は、高温
および損傷を与える化学薬品への曝露を含めた、穿設作業に付随する苛酷な環境条件に耐
えられなければならない。これらの工具が使用される陸および沖合の井戸は、ますます深
くなってきており、その結果、こうした工具にかかる作業圧力および温度も高くなってい
る。
【０００２】
　穿設される井戸の環境は、化学的かつ力学的に攻撃的である。穿設を容易にするために
しばしば使用される泥水および他の流体は、検層器具およびドリルを含めた、ダウンホー
ル工具の非金属部品を劣化させる可能性がある化学的添加剤を含有する。こうした化学薬
品は、非常に苛性であり、１２．５ものｐＨを有する。他の攻撃的な井戸流体としては、
塩水、原油、二酸化炭素、および／または硫化水素を挙げることができるが、これらは、
多くの材料に対して損傷を与える。所与の井戸の深さが増大すると、環境的ストレス（圧
力、温度、化学攻撃）は、より大きくなる。例えば、５，０００から８，０００メートル
の深さでは、３５０°Ｆから４００°Ｆ（１７７℃から２０４℃）の坑底温度および約１
５，０００ｐｓｉ（約１０３ＭＰａ）の圧力が一般的である。
【背景技術】
【０００３】
　穿設作業に使用されるダウンホール工具は一般に、多数の構成部品からなる複雑な装置
である。可能である最も耐久性が高く、かつ／または不活性である材料から部品を作製す
ることが望ましい。しばしば、化学的もしくは力学的な強度および耐久性、または他の商
業的もしくは工業的要件に関連する原因により、部品は、フルオロエラストマー、パーフ
ルオロエラストマー、金属、金属合金、および／またはケトン系樹脂などの、互いに結合
または固着させられた１種または複数の材料で作製され得る。しかし、（パーフルオロエ
ラストマーを含めた）フルオロエラストマーの不活性さは、ダウンホール環境における利
点である一方、ダウンホール工具の構成部品の製作を困難にする。その不活性さのため、
例えば、交換を必要とするまでのかなりの量の作業時間の間、ダウンホール環境の力学的
および化学的なストレスを乗り切るのに十分な強度および耐久性の金属とポリマーとの結
合を達成することが難しい。
【０００４】
　例えば、半導体加工、下水処理、および医療装置を含めた他の業界の分野でも、材料の
使用における、同様に攻撃的な環境およびそれに対応する難点が存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、耐久力のある結合強さを示す、金属または他の不活性支持体に接合された
フルオロエラストマーの物品および構成部品や、こうした部品を調製する関連方法におけ
る、いまだ満足されない必要性が、当分野において存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明の範囲内には、不活性支持体に結合した硬化したフルオロエラストマー組成物の
物品が含まれる。硬化したフルオロエラストマー組成物は、フルオロポリマー、シリカ、
およびアクリレート化合物を含む。フルオロエラストマー組成物は、２０℃で少なくとも
約１５００ポンドの荷重の結合耐久性を有する結合で、不活性支持体に結合している。不
活性支持体は、金属支持体またはケトン系ポリマー支持体であり得る。
【０００７】
　例えば金属支持体またはケトン系ポリマー支持体であり得る不活性支持体に、フルオロ
エラストマー組成物を結合させる方法も、含まれる。この方法は、硬化性フルオロエラス
トマー組成物を不活性支持体に接触させる工程、およびフルオロエラストマー組成物を硬
化させて、該組成物と不活性支持体との間に結合を形成させる工程を含む。この方法の硬
化性フルオロエラストマー組成物は、アクリレート化合物、硬化剤、シリカ、および少な
くとも１つの硬化部位モノマーを含むフルオロポリマーを含む。
【０００８】
　不活性支持体に結合させるための組成物を開示する。これらの組成物は、少なくとも１
つの硬化部位モノマー、硬化剤、シリカ、およびアクリレート化合物を含むフルオロポリ
マーを含む。硬化後、不活性支持体に対する組成物の結合耐久性は、２０℃で少なくとも
約１５００ポンドの荷重である。
【０００９】
　フルオロエラストマー組成物に結合した不活性支持体の物品を形成する方法であって、
硬化性フルオロエラストマー組成物を含むプリフォームを形成する工程と、該プリフォー
ムを不活性支持体に接触させる工程と、プリフォームを硬化させて、２０℃で少なくとも
約１５００ポンドの荷重の結合耐久性を有するフルオロエラストマー組成物と不活性支持
体との間の結合を形成する工程とを含む方法も含まれる。この方法のフルオロエラストマ
ー組成物は、少なくとも１種の硬化部位モノマーを有するフルオロポリマー、アクリレー
ト化合物、シリカ、および硬化剤を含む。
【００１０】
　先に述べた通りの硬化したフルオロエラストマー組成物に結合した不活性支持体を含有
するダウンホール工具も開示する。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　(発明の詳細な記述)
　ダウンホール工具およびダウンホール工具部品などの、１つまたは複数の不活性支持体
に結合したフルオロエラストマー組成物を含有する物品；不活性支持体に結合させるため
の硬化性フルオロエラストマー組成物；およびこうした材料を調製するための方法を、本
明細書に記載する。
【００１２】
　本明細書では、「フルオロエラストマー組成物」は、硬化性フルオロポリマーを含むポ
リマー組成物を指す。フルオロポリマーは、２つまたはそれ以上のモノマー（好ましくは
、これらのうちの１つは、フッ素化またはパーフルオロ化されており、かつ、これらのう
ちの少なくとも１つは、硬化を可能にするための硬化部位モノマー、すなわち少なくとも
１種のフルオロポリマー硬化部位モノマーである）を重合させることによって形成するこ
とができる。本明細書に記述する通りのフルオロエラストマー組成物は、フルオロエラス
トマーを形成するために硬化させることが可能な任意の適切な硬化性フルオロエラストマ
ーフルオロポリマー（１つまたは複数）（ＦＫＭ）、および本明細書に記述する通りの１
つまたは複数の硬化剤を含むことができる。
【００１３】
　パーフルオロエラストマーは、本明細書では、少なくとも１種の硬化部位モノマーによ
って提供される硬化を可能にするための少なくとも１つの架橋基を有するパーフルオロポ
リマー（本明細書で定義する通り）を硬化させることによって誘導体化される、任意の実
質的に硬化したエラストマー材料であり得る。パーフルオロポリマーの骨格上の炭素原子
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に関しては、パーフルオロポリマーは、本明細書では、実質的にフッ素化され、好ましく
は完全にフッ素化される。ある種のパーフルオロエラストマー調合物中の官能性架橋基中
の水素の使用により、いくらかの残留水素が、架橋内のパーフルオロエラストマー中に存
在し得ることが理解されよう。パーフルオロエラストマー組成物は、本明細書では、硬化
していても硬化していなくても（硬化性であっても）良い。用語「硬化していない」また
は「硬化性」によって修飾される場合、パーフルオロエラストマー組成物は、こうした架
橋が実質的にまだ起こっておらず、その結果、この材料が、意図される用途にまだ適して
いない、パーフルオロポリマー含有組成物を指す。
【００１４】
　本明細書に記載されるフルオロエラストマー組成物は、１つまたは複数のフルオロエラ
ストマー、１つまたは複数の様々な硬化部位を有するパーフルオロポリマー、硬化剤（１
つまたは複数）、シリカ、アクリレート化合物、および多数の他の任意のフィラーおよび
添加剤などのいくつかの異なる成分を、以下に詳細に述べる通りの様々な組み合わせで含
有することができる。
【００１５】
　該フルオロエラストマー組成物中には、１つまたは複数の硬化性フルオロポリマーが存
在する。こうしたポリマーは、１つまたは複数のパーフルオロ化モノマー（これらのうち
の１つは、いくつかの硬化系のうちのどの硬化系下でも硬化を可能にする官能基を有する
フッ素化またはパーフルオロ化硬化部位モノマーであることが好ましい）を重合または共
重合させることによってそれ自体形成される。本明細書では、パーフルオロポリマー（コ
ポリマーを含む）は、硬化を可能にするための少なくとも１種の官能基を有する少なくと
も１種のパーフルオロ化モノマー（すなわち少なくとも１種の硬化部位モノマー）を含む
、２つ以上のパーフルオロ化モノマーを重合させることによって形成される硬化性パーフ
ルオロポリマーを含むポリマー組成物である。
【００１６】
　硬化性パーフルオロポリマーは、そのうちの少なくとも１つが、フッ素含有エチレン性
不飽和モノマー（テトラフルオロエチレン（ＴＦＥ）、パーフルオロ化オレフィン（ヘキ
サフルオロプロピレン（ＨＦＰ））、および直鎖または分枝状であるアルキル基を含み、
かつ１つまたは複数のエーテル結合パーフルオロアルキルビニルエーテル（ＰＡＶＥ）（
パーフルオロ（メチルビニルエーテル）、パーフルオロ（エチルビニルエーテル）、パー
フルオロ（プロピルビニルエーテル）、および類似化合物など）を含む、２つまたはそれ
以上の様々なパーフルオロ化コポリマーを含むことができる。ＰＡＶＥの適切な例として
は、例えば、米国特許第５，００１，２７８号およびＷＯ　００／０８０７６中に記載さ
れるものが挙げられ、ＰＡＶＥのタイプに関連するその開示を、参照により本明細書に組
み込む。さらなる適切なＰＡＶＥは、例えば、米国特許第５，６９６，１８９号および第
４，９８３，６９７号に記載され、ＰＡＶＥのタイプに関連するその開示も、参照により
本明細書に組み込む。適切なパーフルオロポリマーは、ＡＳＴＭ　Ｖ－１４１８－０５中
にＦＦＫＭとして列挙されるパーフルオロエラストマーの工業的に認められた定義を満た
すものであり得、ＴＦＥ、ＰＡＶＥのターポリマーまたはテトラポリマーであり得、そし
てターポリマーの架橋を可能にするための官能基を組み込んだ１つのパーフルオロ化硬化
部位モノマー（そのうちの少なくとも１つは、本発明の実施において使用される硬化系に
よって硬化することが可能な硬化部位である）を有し得る。
【００１７】
　本発明の様々な実施形態に使用できるパーフルオロポリマーとしては、例えば、Ｄａｉ
ｋｉｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．；Ｓｏｌｖａｙ　Ｓｏｌｅｘｉｓ；Ｄｙｎｅｏ
ｎ；Ｅ．Ｉ．ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ，Ｉｎｃ．；Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｓｔ
ａｔｅ　Ｕｎｉｔａｒｙ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　Ｓ．Ｖ．；ロシアのＬｅｂｅｄｅｖ　
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｒｕｂｂｅｒ、および日本のＮｉｐｐ
ｏｎ　Ｍｅｋｔｒｏｎから得られるものが挙げられる。
【００１８】
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　本発明のフルオロエラストマー組成物は、その硬化していないまたは硬化性の状態では
、フルオロポリマー上に存在する少なくとも１種の硬化部位モノマーのうちの１つに対応
する（例えば、少なくとも１種の硬化部位モノマーのうちの１つの架橋形成を容易にする
ことが可能である）少なくとも１種の硬化剤を含む。いずれの硬化剤または硬化剤の組み
合わせも使用することができる。例として、フルオロエラストマー組成物の所望される最
終生成物および物理的特性に応じて、過酸化物硬化性の系またはシアノ硬化性の系を利用
することが所望され得る。利用される硬化系または系の組み合わせに関係なく、フルオロ
ポリマーは、少なくとも１種の硬化部位モノマーを含有することができるが、約２から約
２０の（同じか、または異なる）硬化部位モノマーの存在が所望される場合もある。
【００１９】
　過酸化物硬化性の系を使用する場合、適切な硬化性フルオロポリマーとしては、ＴＦＥ
と、米国特許第５，００１，２７９号（参照によって関連部分を本明細書に組み込む）に
記載されるものなどのＰＡＶＥと、過酸化物硬化性官能基（例えば、ハロゲン化されたア
ルキルおよび他の誘導体、および部分的または完全にハロゲン化された炭化水素基など）
を有する、フッ化構造を有する硬化部位モノマーとのターポリマーを挙げることができる
。
【００２０】
　シアノ硬化性の系が使用される場合、適切なフルオロポリマーとしては、ＷＯ　００／
０８０７６（参照により本明細書に組み込む）に記載される通りのものまたは他の同様の
構造が挙げられる。例としては、テトラフルオロエチレン、パーフルオロメチルビニルエ
ーテル、ＣＦ２＝ＣＦＯ（ＣＦ２）３ＯＣＦ（ＣＦ３）ＣＮ、および／またはＣＦ２＝Ｃ
ＦＯＣＦ２ＣＦ（ＣＦ３）Ｏ（ＣＦ２）２ＣＮが挙げられる。他の適切な化合物は、ムー
ニー粘度（ＴｅｃｈＰｒｏ（登録商標）ｖｉｓｃＴＥＣＨ　ＴＰＤ－１５８５粘度計で１
００℃で測定される）が、約４５から約９５、好ましくは約４５から約６５であるもので
あり得る。こうした材料はまた、硬化促進剤などの他の硬化剤と組み合わせて使用するこ
とができる。
【００２１】
　いずれの硬化剤または硬化剤の組み合わせも使用することができる。過酸化物系硬化系
のための硬化剤は、有機過酸化物および過酸化ジアルキルなどの、当分野で開発されたこ
とが知られている任意の過酸化物硬化剤および／または共硬化剤であり得る。シアノ系の
系については、適切な主要な硬化剤として、米国特許公開第ＵＳ－２００４－０２１４９
５６－Ａ１号（その開示の関連部分を参照により本明細書に組み込む）に記載される通り
のモノアミジンおよびモノアミドオキシムが挙げられる。
【００２２】
　アミジン系およびアミドキシム系材料としては、以下にさらに記載される以下の式（Ｉ
）のモノアミジンおよびモノアミドキシムが挙げられる。好ましいモノアミジンおよびモ
ノアミドオキシムは、式（Ｉ）によって表すことができる：
【００２３】
【化１】

　式中、Ｙは、約１から約２２個の炭素原子を有する、置換されたアルキル、アルコキシ
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、アリール、アラルキル、またはアラルコキシ基、あるいは、非置換または置換の完全に
、または部分的にハロゲン化されたアルキル、アルコキシ、アリール、アラルキル、また
はアラルコキシ（ａｌａｌｋｏｘｙ）基であり得る。Ｙはまた、約１から約２２個の炭素
原子のパーフルオロアルキル、パーフルオロアルコキシ、パーフルオロアリール、パーフ
ルオロアラルキル、またはパーフルオロアラルコキシ基、あるいは約１から１２個の炭素
原子または約１から約９個の炭素原子のパーフルオロアルキルまたはパーフルオロアルコ
キシ基であり得；Ｒ１は、水素あるいは約１から約６個の炭素原子の置換もしくは非置換
の低級アルキルまたはアルコキシ基、酸素（その結果、ＮＨＲ１はＮＯＨ基となる）、あ
るいはアミノ基であり得る。Ｒ２は、Ｒ１またはヒドロキシルについて、先に列挙した基
のうちのいずれかとは独立している場合がある。Ｙ、Ｒ１、またはＲ２と置換される基と
しては、ハロゲン化アルキル、パーハロゲン化アルキル、ハロゲン化アルコキシ、パーハ
ロゲン化アルコキシ、チオ、アミン、イミン、アミド、イミド、ハロゲン、カルボキシル
、スルホニル、ヒドロキシルなどが挙げられるが、これに限定されるものではない。Ｒ１

とＲ２が、両方とも酸素およびヒドロキシルとして選択される場合、該化合物上に２つの
ＮＯＨ基が存在し（ジオキシムを使用することができる）、その場合、式（Ｉ）は、ジオ
キシム式（式中、炭素原子とＹ基は共に、介在する芳香環を形成し、かつＮＯＨ基は、例
えばｐ－ベンゾキノンジオキシムのように、環上で互いにオルト－、パラ－、またはメタ
－に位置する）を提供するように修飾されることが見出され得る。
【００２４】
　式（Ｉ）では、Ｒ２は、ヒドロキシル、水素、あるいは約１から約６個の炭素原子の置
換または非置換のアルキルまたはアルコキシ基、より好ましくはヒドロキシルまたは水素
であり得る。Ｒ１は、水素、酸素、アミノ、または約１から約６個の炭素原子の置換もし
くは非置換の低級アルキルであり得るのに対して、Ｒ２は、水素またはヒドロキシルであ
る。Ｒ１とＲ２は、両方とも水素であってもよい。Ｙは、上記の通りの鎖長を有するパー
フルオロアルキル、パーフルオロアルコキシ、置換または非置換のアリール基、および置
換または非置換のハロゲン化アリール基であり得、特に好ましいのは、Ｒ１とＲ２が両方
とも水素であり、かつＹが、ＣＦ３（ＣＦ２）２－である場合、すなわち化合物がヘプタ
フルオロブチリルアミジンまたは同様のアミドオキシム化合物である場合である。
【００２５】
　例示的なモノアミジン系およびモノアミドオキシム系硬化剤としては、パーフルオロア
ルキルアミジン、アリールアミジン（ａｒｙｌｍｉｄｉｎｅ）、パーフルオロアルキルア
ミドオキシム、アリールアミドオキシム、およびパーフルオロアルキルアミドラゾン（ｐ
ｅｒｆｌｕｏｒｏａｌｋｙｌｍｉｄｒａｚｏｎｅｓ）が挙げられる。他の例としては、パ
ーフルオロオクタンアミジン、ヘプタフルオロブチリルアミジン、トリフルオロメチルベ
ンズアミドオキシム、およびトリフルオロメトキシベンズアミドオキシム（ｔｒｉｆｌｕ
ｏｒｏｍｅｔｈｏｘｙｂｅｎｚａｍｉｄｏｘｉｘｉｍｅ）が挙げられ、ヘプタフルオロブ
チリルアミジン（ｈｅｐｔａｆｌｏｕｒｏｂｕｔｙｒｌａｍｉｄｉｎｅ）が最も好ましい
。
【００２６】
　他の硬化剤としては、ビスフェニル系硬化剤およびビスアミノフェノールなどのその誘
導体、テトラフェニルスズ、トリアジン、過酸化物系硬化系（例えば過酸化ジアルキルな
どの有機過酸化物）またはそれらの組み合わせを挙げることができる。他の適切な硬化剤
としては、有機金属化合物および水酸化物、特に、アリル（ａｌｌｙ）－、プロパルギル
（ｐｒｏｐａｒｇｌ）－、トリフェニル－、およびアレニルスズを含めた有機スズ化合物
；Ｎ，Ｎ’－ジシンナミリデン－１，６－ヘキサンジアミン、トリメチレンジアミン、シ
ンナミリデン、トリメチレンジアミン、シンナミリデンエチレンジアミンおよびシンナミ
リデンヘキサメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミンカルバメート、ビス（４－アミ
ノシクロヘキシル（ａｍｉｎｏｃｙｃｌｏｈｅｘｌｙ））メタンカルバメート、１，３－
ジアミノプロパンモノカルバメート、エチレンジアミンカルバメート、トリメチレンジア
ミンカルバメート、ビスアミノチオフェノール、ビスアミドオキシム、およびビスアミド
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ラゾンなどのジアミンおよびジアミンカルバメートなどのアミノ基を含有する硬化剤が挙
げられる。過酸化物硬化系（任意の必要な助剤を含む）を使用することが最も好ましい。
【００２７】
　任意の硬化剤（１つまたは複数）を、単独で、組み合わせて、または第二の硬化剤と共
に使用することができる。したがって、硬化系は、ビスフェニル系硬化剤およびその誘導
体、テトラフェニルスズ（ｔｅｔｒａｐｈｅｙｌｔｉｎ）、トリアジン（ｔｒａｉｚｉｎ
ｅ）、過酸化物系硬化系（例えば過酸化ジアルキルなどの有機過酸化物）（第一の薬剤と
して使用されない場合、または組み合わせで使用される場合）または過酸化物、あるいは
これらの系の組み合わせなどの様々な第二の硬化剤を、必要とはしないが、任意選択で含
むことができる。他の適切な第二の硬化剤としては、有機金属化合物およびその水酸化物
、特に、アリル（ａｌｌｙ）－、プロパルギル－、トリフェニル－、およびアレニルスズ
を含めた有機スズ化合物；Ｎ，Ｎ’ジシンナミリデン－１，６－ヘキサンジアミン、トリ
メチレンジアミン、シンナミリデン、トリメチレンジアミン、シンナミリデンエチレンジ
アミンおよびシンナミリデンヘキサメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミンカルバメ
ート、ビス（４－アミノシクロヘキシル（ａｍｉｎｏｃｙｃｌｏｈｅｘｌｙ））メタンカ
ルバメート、１，３－ジアミノプロパンモノカルバメート、エチレンジアミンカルバメー
ト、トリメチレンジアミンカルバメートおよびビスアミノチオフェノールなどのジアミン
およびジアミンカルバメートなどのアミノ基を含有する硬化剤が挙げられる。
【００２８】
　フルオロエラストマー組成物は、例えばヒュームドシリカなどのシリカ（二酸化ケイ素
）を含むことができる。シリカは、例えば、アメリカ合衆国、Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ、Ｐ
ｉｓｃａｔａｗａｙのＥｖｏｎｉｋ　Ｄｅｇｕｓｓａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから市販
されている（例えば、商品名ＡＥＲＯＳＩＬ（登録商標）９７２）。
【００２９】
　フルオロエラストマー組成物は、アクリレート化合物、例えば、１つまたは複数の官能
性アクリレート基を含む当分野で知られているか、または開発される任意の化合物を含有
することができる。アクリレート化合物は、金属アクリレート、あるいは異なるアクリレ
ート化合物および／または金属アクリレートの組み合わせであり得る。例としては、ジア
クリレート、メタクリレート、ジメタクリレート、トリアクリレート、および／またはテ
トラアクリレート（ｔｅｔｒａｃｒｙｌａｔｅ）化合物を挙げることができる。より詳細
には、適切な例として、亜鉛または銅のジアクリレートおよびメタクリレートを挙げるこ
とができる。こうした化合物は、例えば、アメリカ合衆国、Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ、
ＥｘｔｏｎのＳａｒｔｏｍｅｒから市販品として入手できることが知られている（例えば
、商品名ＳＡＲＥＴ（登録商標）ＳＲ６３３およびＳＡＲＥＴ（登録商標）ＳＲ６３４）
。その構造に組み込まれるアクリレート基を含有する、パーフルオロエラストマー、フル
オロエラストマー、エラストマー、または他の樹脂も含まれる。
【００３０】
　フルオロエラストマー組成物はまた、１つまたは複数のさらなる添加剤（例えばフィラ
ー、可塑剤、ポリマーブレンドおよび着色剤）を含有することができる。所望するならば
、他の添加剤は、例えば、カーボンブラック、ガラス繊維、ガラス球、ケイ酸塩、繊維ガ
ラス、硫酸カルシウム、アスベスト、ホウ素繊維、セラミック繊維、水酸化アルミニウム
、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、フルオロ黒鉛、炭酸マグネシウム、アルミナ、窒化ア
ルミニウム、ホウ砂、パーライト、テレフタル酸亜鉛、炭化ケイ素小板、珪灰石、テレフ
タル酸カルシウム、フラーレンチューブ、ヘクトライト、タルク、マイカ、カーボンナノ
チューブ、および炭化ケイ素ホイスカーを含むことができる。
【００３１】
　上述のフルオロエラストマー組成物は、任意の割合、比率、または並べ替えで、上述の
様々な成分のうちのいずれかまたはすべてを含有することができる。当業者は、こうした
成分および相対比は、最終生成物の所望の特性（これは、結合する成分が使用されること
となる用途によってわかることとなる）に応じて、変化および変動し得ることを知ること
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となる。しかし、ある種の場面では、（フルオロポリマー１００部につき（「ｐｈｒ」）
）約１から約２０、約３から約１５、または約５から約１０ｐｈｒの量のアクリレート化
合物、および／または約１から約２０、約３から約１５、または約５から約１０ｐｈｒの
量のシリカを組成物中に含むことが望ましい場合がある。硬化剤は、適切な硬化を提供す
るのに必要な量で、例えば、少なくとも約５、または約２から約４ｐｈｒまでの量で存在
することができる。
【００３２】
　本発明の物品、部品、工具、および方法は、パーフルオロエラストマー組成物が結合ま
たは接触する不活性支持体の使用を伴う。不活性支持体としては、本明細書では、ダウン
ホール環境において、または半導体ウエハ加工において経験され得るものなどの、攻撃的
な力学的、化学的、または気圧的な力または力の任意の組み合わせにも実質的に耐性であ
る１つまたは複数の材料で作製されるいずれのものも含まれる。不活性支持体としては、
例えば、金属支持体またはケトン系ポリマー支持体を挙げることができる。支持体は、完
全にまたは部分的にこうした材料を含有する任意のものでもあり得る；例えば、薄板を伴
う材料、（不連続なまたは連続的な）コーティング、または複合材料が挙げられる。
【００３３】
　不活性支持体としては、例えばベリリウム、銅、銀、アルミニウム、クロム、チタン、
ニッケル、鋼、および／または金属合金または他の金属混合物（例えば、チタン合金およ
び銅合金、ベリリウム銅合金、ニッケル銀合金、ニッケルチタン合金、クロム合金、およ
び鋼など）などの任意の金属を挙げることができる。ある種の場面では、金属支持体は、
黄銅以外の任意の金属、または銅もしくは亜鉛の他の合金を含有することができる。アメ
リカ合衆国、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、Ｎｅｗ　ＨａｒｔｆｏｒｄのＳｐｅｃｉａｌ　Ｍｅｔａ
ｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって、商品名ＩＮＣＯＮＥＬ（登録商標）で販売されて
いるオーステナイトニッケル系超合金などのチタン合金およびニッケル合金も、適切であ
り得る。あるいは、不活性支持体は、例えば、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）
、ポリエーテルケトンケトン（ＰＥＫＫ）、ポリアリールエーテルケトン（ＰＡＥＫ）、
ポリエーテルケトンエーテルケトンケトン（ＰＥＫＥＫＫ）、熱可塑性ポリイミドとブレ
ンドされたＰＥＥＫ（ＰＥＥＫ＋ＴＰ－ＰＩ）、およびポリエーテルケトン（ＰＥＫ）な
どの、ケトン系ポリマー（１つまたは複数）を含有することができる。
【００３４】
　硬化後、該フルオロエラストマー組成物は、不活性支持体との結合を形成する。結合は
、２０℃で、少なくとも約１５００ポンドの荷重（例えば破損時の荷重）、約２０００か
ら約４０００ポンドの荷重、約２５００から約３５００ポンドの荷重、または、約２７５
０から約３０００ポンドの荷重の結合耐久性を有する。加えて、結合は、２６０℃で、約
５００から約２０００ポンドの荷重、約７００から約１５００ポンドの荷重、または約９
５０から約１１００ポンドの荷重の結合耐久性を有する。この結合耐久性は、硬質支持体
へのゴム特性粘着のための標準試験法、ＡＳＴＭ　Ｄ　４２９－０３（２００６）Ｍｅｔ
ｈｏｄ　Ａ（その内容を、参照により本明細書に組み込む）を使用して測定される。この
方法は、２枚の１２５０＋／－５ｍｍ２の金属または硬質支持体プレートの間に、試験ゴ
ムの３．２＋／－１ｍｍシリンダを鋳込むことを含む。４０＋／－．０４ｍｍ／ｓの一定
速度で、プレートを引っ張る。結合が損なわれた荷重（ポンド）が、結合の強度を示す「
ポンド荷重」単位である。
【００３５】
　本発明は、（先に述べた通りの）硬化性パーフルオロポリマー組成物を支持体に接触さ
せ、当分野で知られているまたは開発される任意の硬化手段によってそれを硬化させるこ
とによって、不活性支持体にフルオロエラストマー組成物を結合させる方法を含む。別の
方法は、フルオロエラストマー組成物のプリフォームを最初に調製することを含む。プリ
フォームは、切断、クリッキング（ｃｌｉｃｋｉｎｇ）、押し出し、または成型を含めた
、いずれの手段によっても形成することができる。プリフォームは、部分的に硬化してい
てもよい（例えば、所望の程度には達しないが、若干の架橋が生じていてもよい）。プリ
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【００３６】
　上述の結合耐久性を有する結合が、フルオロエラストマー組成物と不活性支持体との間
に形成される。結合が、ポリマー加硫物として形成される場合、これは、例えば、プレス
硬化中に生じる。
【００３７】
　不活性支持体にフルオロエラストマー組成物を結合させる方法も、本発明の範囲内に含
まれる。こうした方法は、硬化性フルオロエラストマー組成物（上述の成分のいずれかま
たはすべてを含有する）およびアクリレート化合物および硬化剤を、不活性支持体と接触
させることを含む。フルオロポリマーは、少なくとも１種の硬化部位モノマーを含むべき
である。接触後、フルオロエラストマー組成物を、ｉｎ　ｓｉｔｕ硬化させ、該組成物と
不活性支持体との間に結合を形成させる。結合は、ＡＳＴＭ　Ｄ　４２９－０３によって
測定されるとき、先に開示した耐久性に相当する結合耐久性を有する。
【００３８】
　加熱硬化、高エネルギーの適用による硬化、加熱硬化、プレス硬化、蒸気硬化、圧力硬
化、電子ビーム硬化または手段の任意の組み合わせによる硬化などを含めた、当分野で知
られているまたは開発される任意の手段によって、いずれの方法における硬化も、達成す
ることができる。所望するならば、硬化後処理も適用することができる。
【００３９】
　上記の物品および／または方法は、石油化学工業において使用されるダウンホール工具
の一部分を調製するために使用することができる。こうした一部品または工具としては、
例えば、米国特許第７，３３９，１６１号；第７，３３７，８５８号；第７，３３７，８
５２号；第７，３３４，６４２号；第７，３２８，７５５号；第７，３２８，７５０号；
第７，３２２，４０８号；第７，３２２，４０７号；第７，３２０，３６６号；第７，３
２０，２５２号；第７，３１６，２８１号；第７，３１６，２７７号；第７，３０５，３
０６号（これらの各々の内容を、開示される工具のタイプに関して参照により本明細書に
組み込む）に開示されるものが挙げられる。
【００４０】
　発明の広範な概念から逸脱することなく、上記の実施形態に対する変更を行うことがで
きることが、当業者によって理解されるであろう。したがって、この発明は、開示される
特定の実施形態に限定されず、特許請求の範囲において定義した本発明の趣旨および範囲
内の改変形態を包含することが意図されることが理解されよう。
【実施例】
【００４１】
　実施例１
フルオロエラストマー組成物の調製
　硬化性フルオロエラストマー組成物を、以下の成分（表１）を組み合わせるためのバン
バリーミキサーを使用して合成する：
表１：
【００４２】
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　ＳＡＲＥＴ　ＳＲ６３３は、アメリカ合衆国、Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ、Ｅｘｔｏｎ
のＳａｒｔｏｍｅｒから入手可能な、市販品として入手できる無水ジアクリル酸亜鉛であ
る。
【００４３】
　実施例２
パーフルオロエラストマー組成物の調製
　硬化性パーフルオロエラストマー組成物を、以下の成分（表２）を組み合わせるための
バンバリーミキサーを使用して合成する：
表２：
【００４４】
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【表２】

　ＳＴＲＵＣＫＴＯＬ　ＷＳ　２８０は、アメリカ合衆国、Ｏｈｉｏ、ＳｔｏｗのＳｔｒ
ｕｃｋｔｏｌ　Ａｍｅｒｉｃａから入手可能な、専有の有機シリコーン化合物である。Ａ
ＥＲＯＳＩＬ　Ｒ９７２は、アメリカ合衆国Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ、Ｐｉｓｃａｔａｗａ
ｙのＥｖｏｎｉｋ　Ｄｅｇｕｓｓａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能な、ヒューム
ドシリカに対する商品名（例えば、商品名ＡＥＲＯＳＩＬ（登録商標）９７２）である。
ＳＡＲＥＴ　ＳＲ６３３は、アメリカ合衆国、Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ、Ｅｘｔｏｎの
Ｓａｒｔｏｍｅｒから入手可能な、市販品として入手できる無水ジアクリル酸亜鉛である
。Ｖａｒｏｘ（ｄｂｐｈ　５０％）は、炭酸カルシウムおよびシリカバインダーを含む２
，５－ジメチル－２，５　ジ－（ｔ－ブチルペルオキシ）ヘキサンの専有の調合物に対す
る商品名である。
【００４５】
　得られた材料を、様々な支持体に結合させ、結合耐久性ならびに他の力学的および化学
的特性を、実施例３および４に記載する通りに評価する。
【００４６】
　実施例３
結合耐久性の評価
　組成物１～４を、アルミニウム、ステンレススチール、ＩＮＣＯＮＥＬ　８２５（モリ
ブデン、銅、およびチタンを添加した、ニッケル－鉄－クロム合金）、およびチタンの支
持体に結合させた。先に述べた通りのＡＳＴＭ　Ｄ４２９－０３、方法Ａを使用する２０
℃での破損時の荷重によって評価される通りの結合耐久性の結果を、以下の表２に示す。
各組成物に対する数は、３つのサンプルについて行われた３つの試験の平均に相当する。
表３：
【００４７】
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　実施例４
物理的および化学的特性の評価
　実施例２の各々の組成物１～５の標準の物理的および化学的特性を評価し、結果を表３
に示す：
表４：
【００４８】

【表４－１】

【００４９】
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【表４－２】

　上のデータを得るために、液体のゴム特性効果についてのＡＳＴＭ　Ｄ４７１標準試験
法に記載された試験プロトコル（その文脈を参照により本明細書に組み込む）を使用して
、Ｏリングを試験した。
　本発明の好ましい実施形態によれば、例えば、以下が提供される。
（項１）
不活性支持体に結合した硬化したフルオロエラストマー組成物を含む物品であって、該硬
化したフルオロエラストマー組成物が、フルオロポリマー、シリカ、およびアクリレート
化合物を含む物品。
（項２）
前記結合の結合耐久性が、２０℃で少なくとも約１５００ポンドの荷重である、上記項１
に記載の物品。
（項３）
前記フルオロエラストマーが、パーフルオロエラストマーである、上記項１に記載の物品
。
（項４）
前記不活性支持体が、金属支持体である、上記項１に記載の物品。
（項５）
前記不活性支持体が、ベリリウム、銅、銀、アルミニウム、チタン、ニッケル、鋼、クロ
ム、およびステンレス鋼から選択される、上記項１に記載の物品。
（項６）
前記不活性支持体が、チタン合金、銅合金、ベリリウム銅合金、ニッケル銀合金、ニッケ
ルチタン合金、クロム合金、および鋼から選択される、上記項１に記載の物品。
（項７）
前記不活性支持体が、ケトン系ポリマー、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルケ
トンケトン、ポリアリールエーテルケトン、ポリエーテルケトンエーテルケトンケトン、
およびポリエーテルケトンから選択される、上記項１に記載の物品。
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（項８）
前記フルオロポリマーが、フッ素含有エチレン性不飽和モノマー、テトラフルオロエチレ
ン、パーフルオロ化オレフィン、ヘキサフルオロプロピレン、およびパーフルオロ（エチ
ルビニルエーテル）から選択されるモノマーを含む、上記項１に記載の物品。
（項９）
硬化の前に、前記フルオロエラストマー組成物が、硬化剤と、硬化部位モノマーを含む硬
化していないパーフルオロポリマーとを含む、上記項１に記載の物品。
（項１０）
少なくとも１つの硬化部位モノマーが、シアノ基硬化部位モノマー、オレフィン含有硬化
部位モノマー、およびハロゲン化オレフィン含有硬化部位モノマーから選択される、上記
項９に記載の物品。
（項１１）
前記硬化剤が、過酸化物硬化剤、有機スズ硬化剤、アミノ硬化剤、ビスアミノフェノール
硬化剤、ビスアミノチオフェノール硬化剤、ビスアミドラゾン硬化剤、官能基化されたビ
フェニル系硬化剤、ならびにそれらの誘導体および組み合わせから選択される、上記項９
に記載の物品。
（項１２）
前記アクリレート化合物が金属アクリレートである、上記項１に記載の物品。
（項１３）
前記アクリレート化合物がジアクリル酸亜鉛である、上記項１に記載の物品。
（項１４）
前記アクリレート化合物が、メタクリレート化合物、ジメタクリレート化合物、ジメタク
リル酸亜鉛、およびジアクリル酸銅から選択される、上記項１に記載の物品。
（項１５）
前記フルオロエラストマー組成物が、フィラー、可塑剤、ポリマーブレンド、および着色
料から選択される添加剤をさらに含む、上記項１に記載の物品。
（項１６）
前記フルオロエラストマー組成物が、カーボンブラック、ガラス繊維、ガラス球、ケイ酸
塩、繊維ガラス、硫酸カルシウム、アスベスト、ホウ素繊維、セラミック繊維、水酸化ア
ルミニウム、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、フッ化黒鉛、黒鉛、炭酸マグネシウム、ア
ルミナ、窒化アルミニウム、ホウ砂、パーライト、テレフタル酸亜鉛、炭化ケイ素小板、
珪灰石、テレフタル酸カルシウム、フラーレンチューブ、ヘクトライト、タルク、マイカ
および炭化ケイ素ホイスカーから選択される添加剤をさらに含む、上記項１に記載の物品
。
（項１７）
フルオロエラストマー組成物を不活性支持体に結合させる方法であって、該方法は：
（ａ）アクリレート化合物、硬化剤、シリカ、および硬化部位モノマーを含む硬化性フル
オロポリマーを含む硬化性フルオロエラストマー組成物を不活性支持体に接触させる工程
；および
（ｂ）該フルオロエラストマー組成物と不活性支持体との間に結合を形成するために、該
フルオロエラストマー組成物を硬化させる工程
を含む、方法。
（項１８）
前記ステップ（ｂ）で形成される結合が、２０℃で少なくとも約１５００ポンドの結合耐
久性を有する、上記項１７に記載の方法。
（項１９）
前記フルオロエラストマー組成物が、パーフルオロエラストマー組成物である、上記項１
７に記載の方法。
（項２０）
前記不活性支持体が、金属支持体である。上記項１７に記載の方法。
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（項２１）
前記不活性支持体が、ベリリウム、銅、銀、アルミニウム、クロム、チタン、ニッケル、
鋼、およびステンレス鋼から選択される金属支持体である、上記項１７に記載の方法。
（項２２）
前記不活性支持体が、チタン合金、銅合金、ベリリウム銅合金、ニッケル銀合金、ニッケ
ルチタン合金、クロム合金、および鋼から選択される金属合金である、上記項１７に記載
の方法。
（項２３）
前記パーフルオロポリマーが、フッ素含有エチレン性不飽和モノマー、テトラフルオロエ
チレン、パーフルオロ化オレフィン、ヘキサフルオロプロピレン、およびパーフルオロ（
エチルビニルエーテル）から選択されるモノマーを含む、上記項１７に記載の方法。
（項２４）
前記アクリレート化合物が、金属アクリレートである上記項１７に記載の方法。
（項２５）
前記組成物が、加熱硬化、光硬化、圧力硬化、蒸気硬化、および電子ビーム硬化から選択
される硬化によって硬化する上記項１７に記載の方法。
（項２６）
不活性支持体に結合させるための硬化性フルオロエラストマー組成物であって、
（ａ）少なくとも１つの硬化部位モノマーを含むフルオロポリマー；
（ｂ）硬化剤；
（ｃ）シリカ；および
（ｄ）アクリレート化合物；
を含み、硬化後は、該不活性支持体への該組成物の結合耐久性が、２０℃で少なくとも約
１５００ポンドの荷重である、組成物。
（項２７）
前記フルオロポリマーが、フッ素含有エチレン性不飽和モノマー、テトラフルオロエチレ
ン、パーフルオロ化オレフィン、ヘキサフルオロプロピレン、およびパーフルオロ（エチ
ルビニルエーテル）から選択されるモノマーを含む、上記項２６に記載の組成物。
（項２８）
少なくとも１つの前記硬化部位モノマーが、シアノ基硬化部位モノマー、オレフィン含有
硬化部位モノマー、およびハロゲン化オレフィン含有硬化部位モノマーから選択される、
上記項２６に記載の組成物。
（項２９）
前記硬化剤が、過酸化物硬化剤、有機スズ硬化剤、アミノ硬化剤、ビスアミノフェノール
硬化剤、ビスアミノチオフェノール硬化剤、ビスアミドラゾン硬化剤、および官能基化さ
れたビフェニル系硬化剤から選択される、上記項２６に記載の組成物。
（項３０）
前記アクリレート化合物が、金属アクリレートである、上記項２６に記載の組成物。
（項３１）
前記アクリレート化合物が、ジアクリル酸亜鉛である、上記項２６に記載の組成物。
（項３２）
前記アクリレート化合物が、メタクリレート化合物、ジメタクリレート化合物、ジメタク
リル酸亜鉛、およびジアクリル酸銅から選択される、上記項２６に記載の組成物。
（項３３）
フィラー、可塑剤、ポリマーブレンド、および着色料から選択される添加剤をさらに含む
、上記項２６に記載の組成物。
（項３４）
カーボンブラック、ガラス繊維、ガラス球、ケイ酸塩、繊維ガラス、硫酸カルシウム、ア
スベスト、ホウ素繊維、セラミック繊維、水酸化アルミニウム、硫酸バリウム、炭酸カル
シウム、フッ化黒鉛、黒鉛、炭酸マグネシウム、アルミナ、窒化アルミニウム、ホウ砂、
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パーライト、テレフタル酸亜鉛、炭化ケイ素小板、珪灰石、テレフタル酸カルシウム、フ
ラーレンチューブ、ヘクトライト、タルク、マイカ、および炭化ケイ素ホイスカーから選
択される添加剤をさらに含む、上記項２６に記載の組成物。
（項３５）
フルオロエラストマー組成物に結合した不活性支持体を含む物品を形成する方法であって
、該方法は：
（ａ）硬化性フルオロエラストマー組成物を含むプリフォームを形成する工程（ここでは
、該硬化性フルオロエラストマー組成物は、少なくとも１つの硬化部位モノマー、アクリ
レート化合物、シリカ、および硬化剤を有する硬化性フルオロポリマーを含む）；
（ｂ）不活性支持体にプリフォームを接触させる工程；および
（ｃ）プリフォームを硬化し、２０℃で少なくとも約１５００ポンドの荷重の結合耐久性
を有する、該フルオロエラストマー組成物と不活性支持体との間の結合を形成する工程
を含む方法。
（項３６）
前記不活性支持体が、金属支持体およびケトン系ポリマー支持体から選択される、上記項
３５に記載の方法。
（項３７）
前記組成物が、加熱硬化、光硬化、圧力硬化、蒸気硬化およびｅビーム硬化から選択され
る硬化によって硬化する、上記項３５に記載の方法。
（項３８）
硬化したフルオロエラストマー組成物に結合した不活性支持体を含み、該フルオロエラス
トマー組成物が、フルオロポリマー、シリカ、およびアクリレート化合物を含む、ダウン
ホール工具。
（項３９）
前記結合の結合耐久性が、２０℃で少なくとも約１５００ポンドの荷重である、上記項３
８に記載の工具。
（項４０）
前記支持体が、金属支持体およびケトン系ポリマー支持体から選択される、上記項３８に
記載の工具。
（項４１）
前記不活性支持体が、ベリリウム、銅、銀、アルミニウム、チタン、クロム、ニッケル、
鋼、およびステンレス鋼、チタン合金、銅合金、ベリリウム銅合金、ニッケル銀合金、ニ
ッケルチタン合金、クロム合金、および鋼から選択される、上記項３８に記載の工具。
（項４２）
前記フルオロポリマーが、フッ素含有エチレン性不飽和モノマー、テトラフルオロエチレ
ン、パーフルオロ化オレフィン、ヘキサフルオロプロピレン、およびパーフルオロ（エチ
ルビニルエーテル）から選択されるモノマーを含む、上記項３８に記載の工具。
（項４３）
硬化の前に、前記フルオロエラストマー組成物が、硬化剤と、硬化部位モノマーを含むフ
ルオロポリマーとを含む、上記項３８に記載の工具。
（項４４）
少なくとも１つの前記硬化部位モノマーが、シアノ基硬化部位モノマー、オレフィン含有
硬化部位モノマー、およびハロゲン化オレフィン含有硬化部位モノマーから選択される、
上記項３８に記載の工具。
（項４５）
前記硬化剤が、過酸化物硬化剤、有機スズ硬化剤、アミノ硬化剤、ビスアミノフェノール
硬化剤、ビスアミノチオフェノール硬化剤、ビスアミドラゾン硬化剤、および官能基化さ
れたビフェニル系硬化剤から選択される、上記項３８に記載の工具。
（項４６）
前記アクリレート化合物が、金属アクリレートである、上記項３８に記載の工具。
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