
2.材質一覧表

(1 )鉄鋼･鋳鉄および鉄合金

JⅠS記号 从ﾄｨuE2�JⅠS脊号 ヽ､ 冖ﾈ�,i<�+x*�.h-�益w�7"�使用部品例 

S35C ��G4051 �亢�､(ﾖ�4ｹw��ﾈ思�)Eｸﾝ��xi%��h/�o��3RXｭﾈ-�,ﾈ,U33T8,hﾌH,��.ｨ.��鶴?ﾈ.ｩ�Ym�+X/�ﾗ8,�,H諄*Bﾂ�主軸 

S45C ���亢�､(ﾕﾉ�)w�%冽�ﾅ�ﾗﾈﾝ粐�xi%冽�/�o��紊RXｭﾈ-�,ﾈ,U3CT8,hﾌH,��.ｨ.��ｸ鶴?ﾈ.ｨﾍYm�+X/�ﾗ8,�,H諄*B闔ｩL｢��w��(ﾝ驅�.h.吋ﾘ�yﾘﾏ�ｨ*ｩ�X*ｸ*&"�xh4x985x92�キー 

SS41 ��G3101 ��ｩLｨﾕﾉ�)w��8路ﾗﾈﾝ��銅板1 
1㊥41は引張強さkgf/AA】を表わす○汎用 �,ｸ+b�

性が高く経済性に富むが熱処理性はあま �7��ｸ5��
りよくない. �ｹ�B�

･@#誤差量志雷諾鉱害tLt誓長島詑 ･る○ 佝�ﾗﾂ�

SSC41 ��G3350 ��ｩLｨﾕﾉ�)w�ﾇ�+xﾆ�ﾗﾂ�ベース 

㊥41は引張強さkgf/AmBを襲わす.SC は冷間成形型銅の事.SS41に比べ粘り. 強い, 偃iWIL"�

S85CM ��G3311 唸x�-ﾘ*ｨ*ｹ<�鉀�);｢�x�%��h/�o��緜RXｭﾈ-��3cT4ﾘ,ﾄﾘ,ﾒ�(i%冽�,ﾈ�9j�Hｺﾙ��,YDﾘ�yﾘﾏ�ｩ�Z��xh���2�*�,"鶇,�,ｲ�渡座金 

sop ��G352.2 冰(784�6ﾙhや�x�7FVVﾂ粢沫&U���蹂,ﾈｾｩj�靼(*)%��ｸﾌ��7�,i��h.ｩ�ｸ/�.�,"驃(ｭH��ﾔ�/�邵+X+ﾒ�,�,ｸ脾��xhｧ舒ﾚH,�,ｲ�ばね 

SWRM10 �5u$ﾓ2�G3505 唸x�>鞅ﾉ�胃��ボルト 

㊨一ire恥dAiLdの意牢炭窯を約0-1 %含むこ粘り強い○ ㊥鉄線電停繰 �6�6(6r�

SWRH57A �5u$ィ粐�G■3506 ��ﾖHﾗﾈﾚﾘﾝ��x彦�&U&�諛&H,ﾈ�9j��%��h/�o��Sr�Xｭﾈ-��ﾖH*ﾘｺﾙ|ﾘ,X*�.��ｲ�xh8�488J(8ﾒﾘ7j8ﾖHﾝy�ﾂ��バネ座金 

SWCH ��G3539‥ ��ﾂ驃(ｭH�9J冽�%��i*�ｲ�xg沫&W6f�$6�D��F�ｦx,ﾈ�9?����*ﾂrﾒ�ｸ驅�686zH7�6(6zH抦,ｸ+jH5��ねじ頬 

SPC.C. ��G3.141. ��鳧ｭH�8露;ｩL(*�.h-�ﾗﾉ���xe�ﾆ�FT6�E&�ﾆVH,ﾈ�9?鮎�+���ﾔ��ｺB�[ﾙlｩ�ｺHﾖ�.��ｹ|zE5�48,ﾉ�ﾈ,�5�4H,e5�4R�*ｨ*�.�*ｨ+�.ｨ.x,ﾘﾅ���h蝎V�,X*�.停�x壷Lｨｼ�+���ﾔ鰻停�軸継手九バー 
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JⅠS記号 从ﾄｦﾅ2�JⅠS苓号 冖ﾈ�,i<�+x*�.h-�益w�7"�任用部品例 

SPHC �5��"�G3131 ヽ. �僖ﾘｭH�8露>鞅ﾉL(*�.h-�ｽ��"�胡製ぺ｢ス座 

@RlatehtRolledの苦味○粘り強く機 佝姥IL"�

枕的性質艮BSPHCの他にSPHDと 倡�*b�
spHEがあるが契約生産品である. ㊥一般軟鋼板 倡�(ﾂ�

SUP3 ��G4801■ ��ﾈ.h,ｹ;ｨｻ騏"�x�7�V6��ﾂﾕW6U7�&匁x,ﾈ�9j��%佶8/�o���繧Xｭﾈ-靼)%��hﾗﾈﾗﾈﾝ�,X*�.帝�Y?ﾈ.ｨﾍR�ﾈ�+X,�.h.畏(*)&Y�ｸﾌ�7蟹��h.ｩ�ｸ/�.�,"��xhﾞ(,�,ｲ�コイルばね 

SK5 ��G4401 �僖�ﾉ8ﾔ粟�ﾘﾗﾈﾝ��プレス型 

㊥工具のロ⊥マ字の額文字をとってSX と呼ぶ○尿素を約0.8%と他にSi､h､P を含む.鹿入れにより耐摩耗性長､粘り 強さ大○耐熱性はよくない○ ㊥プレス型､刻印､ぜんまい､のこぎり 俘�2�

SKS2 ��G4404 �畏xｾ�ﾔ閏ｨﾗﾈﾗﾈﾝ��インベラ取 ■㊨工具のローマ字の頭文字K+Speclalの 意味○炭窯を約1.0%と他にSi､Nn､Cr,T を含む○耐摩耗性､耐衝撃性､耐熱性良. ㊥切削工具､ダイス 丶�+Yw�ﾔ粟��

SCM435 �44ﾓ2�G4105 ��4霄�8(8ｨ7X6h99��;ｨﾝ��xf6�&�ﾖﾇVﾕ�ﾇ�&FTGY'�,ﾈｾｩj�饉��h/��o���3RT2ﾇ(/�o����Y'�/�o���"R��}�DR飩ﾉ?ﾈ.ｩ�ｺI�����ｹ|x�ｲ�xhｺﾙ|ﾘ7ｸ8ｸ6zH6�6(6zH皦�"�止ねじ 

SGP ��G3452 �僭ｨｬyw�%��hﾗﾈﾗﾈｬr�ニップル 

㊥GasPipeの意味.引張強さ30kgf/Ah2 以上で25kgf′Adla以上の圧力に耐える- 股配管ゝ､ 刋�ﾈｸｬr�

STPG ��G3454 ��9|ﾙGｨｬyw��ﾉ8ﾈﾗﾉ;ｨｬr�x膝�&W���匁ts�8,ﾈ�8祥3S���/i7��決岑,X諍w�+x.定�9|ﾘﾉ�ｧﾈ+�.h.�66��������-ﾈ,X,兒ｨ*�.x.ｨ.定初*8ｺﾘ+33�r詛┬ﾅ｢�決�8�ｲ�xh自Lｨ�9|ﾙGｨｬr�ニップル 

SGH �5�舐�G3302 �况騏ｨ恢僣-�,(*ｹ;ｩL(ｷ�-�ﾗﾉ���電動挽シム 

SGCC. 劍xiDﾘ路ﾋIL(/�w�*(+ﾘ恢僮59L(,ﾈ�9j���｢�ﾉ���ｹ|v"�

FC150 播3�R�G5501 ��,ｹ�-ﾙ))59V��xi]��8ﾙX僣/�tﾈ+x.�))59V�,ﾈ�8ｴ8初*2�ｺﾘ+3�Vｶvb�H決�:H7h8ｨ6ﾈ8ｸﾖH+3#�"�決屬靹�8�.ｩ|x�ｲ�xh自Lｨ�4ｹV��ポンプ本体 

FC200 播3#����,ｸ+�-ﾙ))59V��フランジ 

㊥片状黒鉛を有する鋳鉄品の意味.引筆 致8,20kgf′仙】以上､プリネル硬さ223 以下.FCl50より湯流れ悪い｡ ㊥一般挿遺品 弔52�
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'JⅠS記号 从ﾄｨuE2�∫.ⅠS番号 冖ﾈ�,i<�+x*�.h-�益w�7"�使用部品例 

FCD450 播4CB絣�G5502 ㌔. �从X�8ｹｸ僮))59V��インベラ 

㊥castingDuctile○球状黒鉛を有する �5��ｸ5h984��
鋳鉄品の意味,引張強さ46kgf′れn2以上 ブリネル硬さ143-217.強力で粘り強く､ 耐#耗性､耐食性良.焼入れ性はそれほ ど良くないこ �4ｨ6��ｲ�

FCMB270 播4ﾔ##��■G5702 �傲Y�8�)&)))59V��xf6�7F�-ﾆtﾖ�ﾆﾆV�&ﾆT&ﾆ�6ｸ,ﾈ�9j��ｸ盾�*8ｺﾘ+3#�vh�ﾆﾓ(決�6�8.絢ﾘ*ﾚB霈�+���ｹ�ZHﾘ(孰,X,ﾉN(鑛4��ｸ�|r��xh6�8�488BﾙYIV唏ｬxﾇ�薰�管継手 

FCMW330 播4ﾕs3B�･G5703 ��I)�8�)&)))59V��x�6�7F匁x�����&ﾆU昧友X,ﾈ�8竧盾�G仄ﾘ+33&ｶvb�ﾓ(決�8�ｹv騏ｨ�8ﾋX*�.xｷﾒ�~(+X,H,(*ﾘ,�+ﾘﾇ�7�,俟I7�,ﾈﾘ(*)))52��可とう継手 

(2).ステンレス銅

JⅠS記号 唸ｸﾄｨuB�2�JⅠS番号 冖ﾈ�,i<�+x*�.h-�益w�7"�使用部品例 

SUS304 ��G4303 �茶��7"ﾓ�ﾂ�5�6X988ﾈ5或��ボルト 

Lt �e7�V6��ﾅW6U7F�匁ﾆW78,ﾈ�9j��ｳ�３�･ナット 

G4320 �7(,c５譏/�ｭﾈ-��ｸ暹Dﾘ鰾イS��闌��2��芯金 

で炭素とクロムが結びつき､錦の性質が �7�6(4ﾈ98咥*b�

.茅化するのでCは0.08%以下にしてある. 引張強さ53kgf/AA2_以上､プリネル硬さ 200以下.｡耐食性､捧捷性､加工性良. 焼入れ効果はなく､切削性も良くない. ㊥食軋.建築､電気､機械 偃X�"�

SUS316 ��G4303 �茶��7"ﾖﾄD謦�ﾘ6X988ﾈ5胃r�主軸 

～ �g7�V6��ﾈ,ｦW7F�匁ﾆW78,ﾈ�9j��ｳ�３�

G4320 �7(,c��T譏/�ｭﾈ-粢5U33�H,i:�+iyﾒ�u(,T8,ﾓ���９決岑,�+X,H*�.定��処ﾅXｺﾒ�+3S6ｶvb���ｨ決�:C�8ｨ6ﾈ8ｸﾖH+3#��撃�屬������ｸ,ﾕ5U33�H.h.�.�|x*ﾙ�ﾉ6���ｺH��ﾔ��ｹ|r靫ﾙ?ﾈ.ｨﾏ�ｨ,ﾘ,�*ﾚI�萎ﾒ��ｸ.�|x*ﾘ,�*"��xiM(�唏�(,�,r��

StUS403 ��G4303 �茶�47(耳硯6著��6X988ﾈ5�>r�主軸 

㊧Specia=lseStainless.の意味○l3% Crと0_5%.以下のSiと0_15%以下のCを 含むq引張強さ60kgf/AAI以上､プリネ■ ル硬さ17.o似上.高応力部品に適す.辰 入れ効果と自硬性がある. ㊥一般機械､軸など｡ �4ﾈ�ｲ�

SUS416 ��G4303 �茶�47(耳ﾘ%2�5�6X988ﾈ5為ﾂ�スリープ 

㊨SpecialUseStainlessの意虹13% Crと0_15%以上のSと0.15%以下のCを 含む.引張強さ55kgf/mm,以上､ブリネ 俯(ﾇ�薰�

-5-



Jl.S記号 从ﾄｨuH��2�JⅠS番号 捧kﾈ�,i-i+x*�.h-�益w�7"��使用部品例 

ル硬さ159以上.被切削性はステンレス 中最良.焼入れ効果と自硬性がある. ㊥内面加工品など, ��

SUS420Jl ��ヽ. G4■303 ���47(9�85�6X988ﾈ5為ﾂ�主軸 

㊥speclalUseStainlessの芸虹13% Crと0,16-0〉25%のCを含む.引亜強さ 65kgf/mm'以上､.プリネル硬.さ192以上, 鍵入れ効果と自硬性がある.焼入れ状感 で強靭となり､耐食性も他の13Crステン レス銅より良. ㊥軸などQ ��Y(i6I:雍��

SUS430 ��G4303 ����7(5�6X5h8ﾈ5為ﾂ�止め板 

㊨spec,ialUseStainless■の意味.18% Crと0二12%以下のCを含む.引譲強さ46 kgf/帥21以上､プリネル硬さ183以下. 耐食性良.冷凍性は良くない○溌入れ効 果はある. ㊥耐食を必要とする■汎用銅種争種板札 佝姥IL"�

SCS13 ��G5121 �茶��7"ﾓ�著5�6X988ﾈ5云ﾉ)(ﾗﾉV��xg7FVVﾄ6�7F匁w57F�匁ﾆW78,ﾈ�9j����９,ﾄ7(,c９,ﾈuv�,c���９ｺ�ｨ,ﾄ8/��Xｭﾈ-篳初_�ｺﾘ+3CVｶvb�C(決�:H7h8ｨ6ﾂ�8ｸﾖH+2���8決屬颱8.絢ﾘ*ﾙ�����ｺH�9����ｹ|x�ｨ壑?ﾈ.ｨﾏ�ｨ,ﾘ,�*"粐�xh6�8ｸ7ZH7ﾈ987jI���ｹ�Y'R�ポンプ本体 

SCS'14 ��G5121 �茶��7"ﾓ��謦�5�6X988ﾈ5�;ｩfxｦ)V��x�7FVVﾄ6�7F匁w57F�匁ﾆW78,ﾈ�8ｭｲ��やX,ﾄ7(,c��X,ﾄ譏,c���９決岑,ﾄ8,b�"��ﾓ2����X,ﾄﾖ�/�ｭﾈ-��処ﾛ�ｺﾘ+3CR�ｶvb�����zB�7h8ｨ6ﾈ8ｸﾖH+3��8決屬�������ｹ|x,ﾕ453�8.h.榎x*"颱8.絢ﾘ*ﾘ�砡･��|x�ｸﾍY?ﾈ.ｨﾏ�ｨ,ﾘ,�*"��xh7�8ｳ�鶇7ﾈ987jHﾈ��ｸｪﾙ.��ポンプ本体 

ステンレス網の一般的性質

分類 亢ﾈﾘb�耐食亘 况隲��ｲ��機械的性質 ��i?ﾈ.ｨﾏ�｢�

･オーステナイト系. �5U4#�B�3�綯�上 ��2�中■ �,�+R�

フエライ.ト系 �5U3C3��中 �(b�中 �*�.��

マルテンサイ下糸 ���5U4ﾃC�2ﾃC�cｳC#�?�ｦﾂ��下 �｢�上 �*�.��
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(3)細および銅合金

JⅠS記号 从ﾄｨuE2�JⅠS番号 冖ﾈ�,i<�+x*�.h-�益w�7"�使用部品例 

Clー100 �7Ux�ｲ�lf3100 �定5�7H786(6�>r�銅リベット ■l �偵湯ﾃ��X決�8*､7X,X*�.帝6Hｴ:IDﾘ,ﾂ�

H3510 �6�;��ｸ,兢hｾ:I5x露�ｺI�����ｺI��9�ｲ�*ｨ.h*(�ｲ�xi6Hｴ9YH釚B陋ｸｧxﾔ鮎iw�,�,x�ｲ�

Cl201 �7W��H3250 ��8ｨ99$X襌;｢�インベラ座金 

.H3100 �c湯纉�X決�8,ﾄ7X,c����Bﾓ����RR�,ﾅ�/�ｭﾈ-��5x露�ｺIv��ｩ�ｺI�����ｺB���9�ｸｷ�-�Dﾘ,ﾉ6�;��ｸ*ｨ.h*"��xiv顯yw�H嶌ｧxﾔ鮎iw�,�,x�ｲ��

C2700 �'5s#��H312.50 ���Hﾗﾂ�バルブ 

㊥63.0--6.7.0%のCuと小量のPb､Feと約 30%のZnを含むo冷開拓造捜し雇適性が よい. ㊥機械部品､電気部品など○ �4�5�4x8ｸ7ﾂ�

C2801 埜7��H3100 �x囮;｢�銘板 

㊥56､0-62,0%のCuと小量のPb､Feと約 37%のZJtを含む.強度が高く､.展延性が ある○ ㊥打ち抜いたまま又は折り曲げて使用す る配線器部品､..ネームプレート､計若板 など○ �686��5h�ｸ6r�

C3604 �'4$ﾓ"�H3250 �佇噂ｩOﾉ;｢�バルブ 

57;0-61.0%のCuとl_8-3.7%のPb �6ｨ6(7h8ｲ�

と少量のFe､Sn.と約34%のZnを含む.被 �8�5�4ﾈ886(7b�

別姓に優れる○ �7ｸ8ｸ6r�

㊥ボルト､ナットポル.トなど. �6�6(6r�

C3771 �'3�"��H3250 ��&)�)w�囮;｢�パルプ 

㊥57.0-61.0%のCuとly0-2.5%のPb と少量のFe､S皿と約36%のZnを食む.熱 開拓通性と被削性がよい. ー㊥).1'ルブ､.枚械部品. �4�5�4x8ｸ7ﾂ�

YBsC2 �'42��ｳ"��H51.01 ��8ﾉu)IｹZｲ�x田R��ﾓs�+��X,ﾄ7�,c#E��ﾓ3E��X,ﾅｦ��,c��ﾓ2��X,ﾅ�(,h晳T�,ﾅ6鵐��B臟ZB��譏*�.y�ﾈ.帝NHｧ)4�))�(*ｩvX更,X*�.停������ｺI���駑Y�ｸ�)�9�)�ｹ|zI?xﾏｨ,ﾉ¥��嶌,�.h.仄ﾙ7維x惲��xh�5�抦,ﾈ7�8ｳxvH5(68ｷb�プッシュ 

BC6 ��H5111. ���);ｩ))Z��スリープ 

㊥BronzeCastingの意味.83.8-87.0% �7h6(5h8R�

のCuと5%前後のSn､Zn､Pbと少量のNi､ �48987�8��

Fe､Sb､.などを含む○引張強さ20kgf′nJn2 �6�8ｸ7R�

以上.YBsCZよりも耐食性､耐声耗性､ 機械的性質､被切削性良○耐圧性､●鋳造 ･性もよい｡ ㊥一般機械部品など. �5(6(4��
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JⅠS記号 从ﾄｨuE2�JⅠS番号 冖ﾈ�,i<�+x*�.h-�益w�7"�使用.部品例 

LBC3 ��H5115 ㌔. ��I�);ｩ))Z��xdﾆV�FVEF里�'&�ｦT6�7F匁w8,ﾈ�9j���sr��ﾓ����X,ﾄ7X,c偵�ﾓ���ｳ�X,ﾅ6鵤��(,h晴ｨ�,ﾄfZE6(,�,x/�ｭﾈ-粨初*8ｺﾘ+2���vh�ﾆﾔ*B��8ｨ6ﾈ8ｸﾖH+3c�決�9<ｩ��r�����ｺI���mY�ｺI��IWI�ｺH,�+h-ﾙ�ｺB�Nﾙ�萎ﾙ�ｹ|x�ｲ�xilｨ�8,ﾈｧﾊH�(�8,�,x�ｹ(hﾘ)�ﾊHﾘ(捶��w��(�6��プッシュ 

AA`B.C2 ��H5114l. ��4�8ｸ+86ｨ4X8�ｬy;ｩ))Z��x��ﾇTｧV躔ﾔ'&�EfT6�7F匁w8,ﾈ�9j������#�ﾓモ��X,ﾄ7X,c��ﾓ�ﾓRX,ﾄ�(,b�"絣ﾓU��X,ﾄfX,c���ﾓ5��X,ﾈ*�,b�晳|ｨ,ﾅ�E6鵙ｦ鵙�(/�ｭﾈ-粨処��ｺﾘ+3S��ｶvb��(7h8ｨ6ﾈ8ｸﾖH+3�#�決�2ﾈﾘﾈ*ｸ*｢�ﾘ(*ﾚI�����ｺI���mY�ｸ*ｨ.h*"粐�xh�(�:H7ｸ8ｸ6zH6�6(6zH48987�8�,�,x�ｲ�インベラ 

(4)ゴム類

名称 凛｢靼b�■耕進と特長および主用途 僖9w�YIV凭��

天然ゴム 啜�"�㊥生育している植物体中に生成するゴムで主成 冉��X588��

分はポリ.イソプレン. ㊥加工性が良好で引張強さ､弾性､耐押耗性､ 耐寒性が腐れ､動的発熱が小さいが耐熱性､耐 油性､耐候性､.耐オゾン性に乏しい欠点がある. ㊥一般工業用品､大型タイヤ､履物､ホース､ ベルト ��8ｨ984��

ニトリルゴム 比%"�㊨アクリロこいルとブタジエンの共集合軌 �4�488ｸ5c�8ﾂ�

⑱耐油性を特長とし､耐熱性､耐摩耗性もよい が屈曲き裂抵抗性が小さいこと､耐オゾン性が ないこと､低温特性が良くないこと､ニトリル 基のため電気絶操蛙が,Sいこと､非結晶性のた め補強性の克てん材を必要とすること､ケトン やエステルに振鍵する所にはまったく使えない ことなどが欠点とみ.られる. ㊥オイルシ⊥ル､ガスケット､印刷ロールなど 耐油製品. ��8ｨ984��

クロロブレンゴム ���5"�㊥一般名.ネオプレンでクロロブレンの高分子 冉�ﾈ588��
長重合体. ㊥耐侯臥耐オケン性､耐熱老化性にすぐれ 耐油性､耐薬品性もよい○本質的に難燃性であ ること､気体透過率が小さいこと､ゴムのりと した時の扱者力が強いこと､天然ゴムと同程度 の物性をもつことが特徴であり､欠点としては 加硫ゴム水晶は日光による変色が大きいこと､ 分子中に塩窯があるため電気絶縁性が天然ゴム に劣ることなどがある○ ㊥価格が天然ゴムの2倍程度なので特殊用途の 準汎用ゴムとして使用.合成ゴム系凍着剤,育 藤､.恕わく. ��8ｨ984��
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名称 凛ｨﾘb�林道と特長および主用途 俶yw�YIV凭��

エチレシ 廼�B��U�Dﾒ��"��㊨エチレンとプロピレンと第3成分b共重合軌 鑓8ｨ984��

丁プロピレンゴム 刧��d結合が少ないので耐オゾン性､■耐候性が すぐれ､ほとんど劣化しない○耐熱老化性がよ く150-170'Cでの常用も可能で■ある.耐寒性 低温椿性がよく､-55℃でも可とう性があり､ 耐薬品性もよい､分子内に壌性差をもたないた め電気特性が非馴こよい○鹿砦性は悪い○ ㊥電線､自動車部晶,建築用材料など○ 

フツ兼ゴム 覇�ﾒ��㊥六フツ化プロピレンとフツ化ビニリデンを乳 �4�486ﾒ�8ﾈ5h,88ﾂ�

化重合した共重合体○ �7�6(4ﾈ92�

㊨超耐熱性と超耐食性を稗徴とし､300-350℃ での使用も可能である.しかし高温での物性の 低下がかなり激しく,用途は制限されている. 低温特性は劣り､-18--20℃が限界である. 耐油性､耐藁串性はよいが､港アルかバこは弱 く､ケトン､エステル頬にはまったく耐えない. 耐候性､耐オゾン性は極めてよく電気特性も悪 くない.年点は価格が非常に高いこと､加工性 が悪いこと､反発弾性が小さいこと､淡色配合 が作りにくいこと牟どである, ㊥耐熱､耐油､耐化学薬品性を事するパッキン など. �8�486ｨ984���

各種ゴムの性能比較蓑

ゴムの種類 �5i�(588��ニトリルゴム �4靠ｸ8ﾘ7X8ﾈ92�588��エチレン- ピレンゴム 定7H68ﾄ�588��

喝号 碑黷�NBR �5"�EPTAEPt州 覇�ﾒ�

引張強さkgf/岬一 �3�ﾓ#���J30-200. �3�ﾓ#S��30-200 都�簽�S��

実用硬度鹿園HS �#�ﾓ����30-100 �3�ﾓ�����30-90 田�ﾓ���

反発弾性 ��ﾒ�A ��ﾒ�○ ���

耐摩耗性. ��ﾒ�一〇 ��ｲ�(⊃ ��ｲ�

耐候性 ��"�ー△ ��ｲ�◎ ���

耐オゾン性 ���･△. ��ｲ�■◎ ��ｲ�

食両便用温度牌虎(℃) ��#��160 ��C��150. �#c��

食高使用温度常時(℃) 都��90 �����110 �#���

最低任用晩度(℃)I 蔦C���-.20 蔦#��-40 蔦#��

電気絶線性 ��ﾒ�△ ��ｲ�㊨ ���

ガス不透過性 ���○ ��ｲ�X ��ﾒ�

耐水性 ��ｲ�0. ��ｲ�0 ���

耐油､耐ガソリン蛙 浮�@. ��ｲ�× ���

耐動植物油性 ��ｲ�◎. ��ｲ�○ ��ｲ�

･耐溶剤性脂肪族系 ����◎ ��ｲ�X ���

耐溶剤性芳香族系 浮�△ 浮�X ��ﾒ�

耐溶剤蛙ケトン ���× ��ｲ�◎ 譜���

耐再剤性酢酸エチル ��"�× ����㊨ ����

耐酸性弱敵 ��ｲ�○ 停粨�ｲ�◎ ���

耐酸性強敢 ��(���△ 售���㊨ ��ﾖ��

耐ア`ルかJ性 ����br ���○ ��ｲ�

( ◎優　○良　△可　×不可)
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(5)プラスチック類(樹脂)

名称 凛ｨﾘb�.構造と特長および用途 俶yw�YIV凭��

アクリロニトリル ��%8����@アクリロニトリル､ブタジエン､スチレン �6I�YV�5��ｸ5��
-ブタジエン 凾ﾌ三元ポリマー○ブレンド形､グラフト形､ 仭8ｴ9D愛xｪｨ,ﾂ�
-スチレン樹嘩 勍グラフト重合-ブレンド形がある○ ㊥耐衝撃性良､.力学的性質良○めつきを施し やすい樹脂. ㊥羊業用途における汎用柵胤 ��9ｸ6h4(5�4��

(哀質)壕イ■ヒビニル ��d2�㊨可塑剤を用いない痩質由合の塩化ビニル樹 从ｹ�Xｬyw�4x8ｸ7ﾂ�

脂コンパウンド. 仂握r�

㊨成形品の曲げ弾性率が150kgf/仙A以上の成 �7�8ｸ7iw�5ﾈ5�6(6r�
形材料､熟に弱い. ㊥パイプ､日用品 �5ｨ7�8ﾈ�ｸ5��

(軟質)酎ヒビ≠ル ��㊨可塑化した軟宮ポリ塩化ビニル. `㊥熱に弱い. ㊥フイルム.シート､レザー､以下順にホー ス､機械寺井部品､日用雑貨品に用いられるD �7�6(4ﾈ92�

ガラス耗雄不飽和 覇%��㊨ポリエステルの一札 ���Y�R�
ポリエステル歯脂 刧縁n硬化性樹脂であるがフェノール樹脂など のように硬化に際して副生物を伴うことがな いので､成形時に加圧することは化学的には 不幸であり､かつ触媒系の選択によって常温 でも硬化するので大形漁船のようにきわめて 大きな形のものを成形することが可能であるこ ㊥タンクなど○. 

(超高分子量) ��b�■㊥エチレンを垂合した熟可塑性別旨で分子皇 �5�984��
ポリエチレン �100万以上のもの■○ ㊨低圧法でつくられるが､加熱してもほとん ど泳動性を示さず加工性が非常にあるが､耐 衝撃性が軍しく優れている○ 着D�"ﾓRﾓS���

(ナイロン). ����歯直別旨肪族ポリアミドの-般名でジアミ`ン 唸6�48ﾏｸ5b�

ポリアミド 凾ﾆカルボン酸の壬縮合によってえられる重合 �5*(6X48984���

体､工業的に生産されているのは､ナイロン 66､ナイロン610､ナイロン6､ナイロン11､ナ イロン12などである○ 宙6�488ﾘ93����

.(ノIjル樹脂) 貞��R�㊨ppoにポリエチレン､ポリプロピレン､ �4892�7�8停�

ナイロン｣ポリスチレンなどをポリヤープレ �4ｸ45�6�-ぺ92�
ンドした二成分系の樹胤 �5�6R籀5r�
■㊨ほぼPPOに似た任免 �-�+X7H8�985r�

変性ポリプエこレン 兔��ｵ����㊥2-6キシレノTルを軟化カップリング反 �5��ｸ5h984��
オキシド 刮桙ﾉより重由合したポリキシレノール4 �5�ﾘ5h984�4ｨ6��ｲ�

㊨比重小(1.06)､吸水による寸法変化が小さ く駿東が存在すると高温で反応を起して速や かに劣化.再解-クロロホルム等の塩素化炭 化水素､ピリジン､ニトロベンゼン､トルエ ン.耐酸性と耐アルか)性が健秀｡耐加水分 解性大(フツ兼樹脂なみ) 兢俐�WHｧ�7H8�985r�

四沸化エチレン ��DdR�㊥ポリテトラフルオロエチレンで四洲ヒエチ �7�6(4ﾈ92�

(チラロン) 刄激唐ﾆ呼ばれる○ �4�6(5h8x92�

㊨耐声温特性の堪めて摩れた材料である. �8�4ｨ6ｨ4ｨ8ｸ5h�ｸ8ｺB�
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.'名称 凛ｨﾘb�革進と特長串よび用途 俶yw�YIV凭��

･,ヽ. 冲ﾈｴ��8ﾝﾈ,ﾘ.�+�.ｸ/�H褸.(4�8ｸ*著,ﾉ��<�k��,�.���.�.ｨ,�*(*ｩuｨ��+X+ﾘ4�貞h4ｨ8ｨｾ��鶇唯��ﾈ4�988(6ﾈ4�B鶫iHﾘ(孰岑,�*�*�.唏-8,�ﾉ:B�蓼-8,�*�i�h,�,x,�,ﾙ��+8.ｨ.��ｸ5�6�8ﾈ98."�冑嶌7(6ｨ8ｸ,�,x,ﾈ8(6ﾘ7ﾘ�ｸ,�,ﾙf8��+x.帝h���9.�(*ｨ抦+8*ﾘ�(Xﾔ�6ﾈ8ｸ4ﾒﾘ*ｨ抦+8*"ﾂ�グランドパtilキン 

ポリエチレン ��R�㊨エチレンを重合した熟可劫位相胤 ㊥低密度品及び中密度品は軟質で高野度品は ･硬質〇一一般に耐■薬品性は優れている.が高温時 の炭イヒ水棄および塩素化炭化水素に溶ける○ 比重が小さく耐寒性電気特性および加工性が 摩れているも.■酸素の存在下では光あるいは熟 にようて酸化劣化する○安価で汎用性に盲み 四大樹脂の-づとして多量生産多量消費され ている,■ ㊥タラ.ンプ用 �8ｨ984�7�6(4ﾈ92�

発泡ポリスチレン ��㊥ポリ.スチレンを発泡させたもの○ =㊥安価なので断熱材､包装材その他に広範曲 に使われている. 冉穐h4ｨ6��ｲ�

･ポリビニル ��㊥ポリビニルアルユール妄ホルムアルデヒド �7H4(8ｸ5��

ホルマール■ 凾ﾅアセタール化.(ホルマール化ともいう)し たも.のでポリビニルアセタールの一種○ ㊥金属への渡着性がよく.､.かつ電気絶縁性が 優れているのでヾ/竜顔の絶縁塗料として用い られたり､またスポンジなど8羊利用されてい ･るo 

.ポリプロピレン ����㊨プロピレンの重合触 �5�ﾘ7h8ｹ]ｸ･ｩL"�

㊥比重(0.91-0.92)が非常に軽く､耐薬品 ･性がすぐれているが､高温時の炭化水素､塩 素化炭化水業､高飲ケ.トン､高級脂肪鞍エー テル等に済ける｡.力学的性質はポリエチレン よりも優れている.光と熟で酸化劣化する久 ･点があり安定剤を必要とする○ ㊥安価で汎用性に富み､いわゆる四大樹脂の -種として多量生産､多皇消費されている.｡ �7��ｸ5��

ポリカTl,ifネ■-ト 踏�2��㊨ビスフ土JTルAのナ.トリpT)ム塩とホスゲ ンから得られる芳香族ポリカ⊥ポネ-ト. ㊥無色透明でかつ耐擦傷性に庫れている. 耐水性と耐酸性良､■耐アルカリ性はない○ �7h8�4��

ボ.リフエニレン... .エーテル ��w�ﾔR�ポリプエニレシオキシド(P㌣O) ��

ポリプエニレン 板u��簀2粐�..㊨芳香族ポリー云ルフ一.沌耐熱性高分も �48987�8��

サルフイド. 刧�ﾏ熱性と中学的性賓に甲隼安全無兼性.. 

フェノール樹脂 ��㊨ウエノ⊥ルおよびその由体とアルテヒi. 仭8ｴ9^(､xｪｨ,ﾂ�

の縮合によって得られる熟硬化性樹脂の鵜称. ㊥電気的性質ヾ.力学的性質､..耐熱性､耐薬品 ･性が優れてお一り､絶蘇材料､枚械部品その他 に広く使われているふ塗料ヽ捷着剤としても ･多産に消斉されている.0.I.着色性と耐アルか) :I,性に劣る○ �5h8ｨ985��ｲ�
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名称 凛ｨﾘb�林道と特長および用途 俶yw�YIV凭��

メチルペンテン ��㊥4-メチルペンテン-1をべ-スとするポ 亂9�h5�486(6�,ﾂ�
ポリマー 刄潟Iレフィン｡ ㊥耐熱性､透明性､電気特性､耐薬品性が優 れている.密度0.83g′cn9 �7H8ﾘ�ｸ6r�

(6)その他

名称 凛ｨﾘb�林道と特長および用途 俶yw�YIV凭��

アスベスト(石綿) ��㊥天然産の搬維状鉱物結晶体. �7�8ｸ7h6��4ﾈ92�

雪雲警票讐栗丘至急孟註讐品芸書諾菅 800℃で完了し､13-16%の強熟樅を示す. 融点は約1500℃である, ㊥断熱材､パッキン､ガスケット､絶麓材､ プレ-キライニング､石綿スレート �4ｸ5�5�6(6r�

石塊 ��㊨潤滑剤で処理した石綿糸8本を集束して角 �4�8�986�7�6(4ﾈ92�
コイルパッキン 剏`に妬み上げ､表面をグラファイト仕上げし たもの○ ㊥石綿65%潤滑剤28%グラファイト他7%含 む.次の条件で使用の事.周速1.OA/SeC以下 温度150℃以下､圧力20kgf/cn2以下(3リ ング時)耐命度TX70-75%時とする.(T は初期腐付後のパッキン装備長.)安価で何 でも使用. ��#�3B�

㊨♯134Rをリング成形したもの. �4�8�986�7�6(4ﾈ92�

㊥♯134と同じである○ ��#�3E"�

耐熱石綿 ��㊥潤滑剤で処理した石綿糸を集束して角形に �4�8�986�7�6(4ﾈ92�
コイルパッキン 剳ﾒみ上げ防錆剤を添加後､断面を角形にロー ル仕上げしたもの｡ ㊥石綿75-80%渦滑剤(耐熱グリース)20- 25%含む.次の条件で使用の事.周速10皿′Se c以下､温度120℃以下､圧力12kg(/cal比. /下○ ��#��ィ�

bt化繊稚パッキン ��㊨炭化俄経を八編し､テフロン(PTFE) �5�8�97$幡�684ﾈ92�
樹脂液と潤滑剤を含浸したJi.ツキンである. ㊥次の条件で使用の事.周速20n/see.以下､ 温度200℃以下､圧力10kgー/cA2以下､シー ル性が良く､軸摩耗が少ない.取り扱い易い. ��#cS��ﾂ�

㊨庚化繊姓にテフロン(PTFE)珊脂液を �4�8�986�7�6(4ﾈ92�
含没した後､角編みしたもの.■ ㊥次の条件で使用の事○用達lOJ)/Sec以下､ 温度80℃以下､圧力10ksf/cn,以下､♯650lL の姉妹品であり強締付時の安定性を高めた○. ∴高圧に耐える. ��#cS�$ﾂ�

bt化種兼 啅6ﾆR�㊨sicを主成分とするセラミック. ㊥Sidを98%以上含む.■平均粒径0一3yn以 下〇一.哲度3.Ooユ-3..75g′cA)､ヌープ硬度2000 ･～32001曲げ強度■(平均値)■40-90kgt/JlJ)､ 耐熱衝撃性之50-550℃.耐犀耗佳良. ��Y(h�(�2�
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名一称 凛ｨﾘb�構造と頼長および用途 俶yw�YIV凭��

カーボン 唏�"���ﾈ���㊥炭素の岡兼体の一種である.C原子が強固 に応合し六角環網平面上に配列してできる局 面がさらに上下に屈み重なつ■た板状体から主 に構成されている.このような椿晶子がきわ めて小さく乱雑に位置してい■るのがカ-ポン プラックである○ ㊥特異な原子配列のため､炭素材料には金属 的性質と非金属的性賓が共存している○融点 および沸点は示さずに3650±25℃で昇華す る○しかし酸化性蕃閉気中では､350℃付近 から軟化を始めるQ �8�4ｨ6ｨ4ｨ6ﾘ8ﾈ5h�ｸ8ｲ�

アルミナ ��$���㊨AA,0.を主成分とするセラミツ久 �8�4ｨ6ｨ4ｨ6ﾘ8ﾈ5j(8ｲ�

セラミック 刧陰A203を90%以上含む.見掛け比重3.6､吸 水率0%､抵折強度3200kgf/cm,､圧輪強さ 2350kgf/cJtZ､熱伝導寧0.04○耐熱性､耐食性 耐摩耗性良. ㊥メカニカルシール 

.曲硬 付2�㊨主にW庚化物の粉末とCoとの兼点合金○ ㊥Coを含む超硬はCoを含まない超硬に耐薬品 性で劣るが､有強度で熟術畢性に便れている○ ピッカ-ス硬さ1800即､圧縮強さ540kgf/m3 曲げ強さ180kgー′Am). ㊥メカニカルシール �8�4ｨ6ｨ4ｨ8ｸ5j(8ｲ�

-13-

⑬

㊨


