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 (57)【特許請求の範囲】

 【請求項１】  柔軟性物体が外周面に巻かれる円筒形試

 料の外周面の磨耗特性試験及び摩擦係数の測定方法にお

 いて、

 前記円筒形試料の外周面の少なくとも一部分に接触する

 ように前記柔軟性物体である相対試料を前記円筒形試料

 の外周面に巻く段階と、前記巻いた相対試料の両端を引

 いて相対試料に一定な張力を与える段階と、前記相対試

 料を停止させたまま前記円筒形試料を回転させる段階

 と、前記相対試料の両端部で張力を測定する段階と、前

 記両端部の張力値の差を算出する段階と、前記張力値の

 差と前記印加された張力値及び接触角を利用して下記の

 式：

 【数３】

 ここで、Ｆ1 、Ｆ2  は測定された張力値、Ｔ＝（Ｆ1 ＋

Ｆ2  ）／２、

 θは接触角である。から円筒形試料の外周面と相対試料

 間の摩擦係数を算出する段階とを含むことを特徴とする

 円筒形試料外周面の磨耗特性試験及び摩擦係数測定方

 法。
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 【請求項２】  前記相対試料を前記円筒形試料の外周面

 に巻く段階で前記円筒形試料と前記相対試料との間の接

 触面積を調節することを特徴とする請求項第１項に記載

 の円筒形試料外周面の磨耗特性試験及び摩擦係数測定方

 法。

 【請求項３】  前記円筒形試料の回転速度が高速であっ

 ても前記円筒形試料と前記相対試料の間に物理的接触が

 行われるようにするため前記円筒形試料を、停止状態と

 高速回転状態との間の切替えを繰返しながら回転させる

 ことを特徴とする請求項第１項に記載の円筒形試料外周

 面の磨耗特性試験及び摩擦係数測定方法。

 【請求項４】  前記円筒形試料の回転速度を変化させな

 がら前記段階を繰返すことを特徴とする請求項第１項、

 第２項又は第３項に記載の円筒形試料外周面の磨耗特性

 試験及び摩擦係数測定方法。

 【請求項５】  相対試料が外周面に巻かれる円筒形試料

 の外周面の磨耗特性試験及び摩擦係数測定装置におい

 て、

 前記円筒形試料を回転させるための手段と、前記相対試

 料の両端部の張力を各々測定する第１張力測定器及び第

 ２張力測定器と、前記第１及び第２張力測定器が装着さ

 れる支持台で構成され、前記円筒形試料及び前記相対試

 料を装着する装着部とを含み、張力測定値の差と前記印

 加された張力値及び接触角を利用して下記の式：

 【数４】

 ここで、Ｆ1 、Ｆ2  は測定された張力値、Ｔ＝（Ｆ1 ＋

Ｆ2  ）／２、

 θは接触角である。から円筒形試料の外周面と相対試料

 間の摩擦係数を算出することを特徴とする円筒形試料外

 周面の磨耗特性試験及び摩擦係数測定装置。

 【請求項６】  前記円筒形試料の側方に配置されてその

 試料の外周面から各々一定間隔で隔離されるように平行

 に設置された位置調節が可能な支持棒を更に含み、前記

 相対試料は前記支持棒を通過し、前記支持棒の位置を調

 節することにより、前記円筒形試料と前記相対試料間の

 接触面積が調節され得るようにしたことを特徴とする請

 求項第５項に記載の円筒形試料外周面の磨耗特性試験及

 び摩擦係数測定装置。

 【請求項７】  前記張力測定器が装着された支持台は前

 記相対試料に与えられる印加張力を調節するために前記

 円筒形試料に対して進退可能で位置調節が可能なことを

 特徴とする請求項第５項又は第６項に記載の円筒形試料

 外周面の磨耗特性試験及び摩擦係数測定装置。

 【請求項８】  前記円筒形試料の回転速度が高速であっ

 ても前記円筒形試料と前記相対試料の間に物理的接触が

 行われるようにするために前記回転手段が前記円筒形試

 料を、停止状態と高速回転状態との間の切替えを繰返し

 ながら回転させ得るように制御する手段を更に含んでい

 ることを特徴とする請求項第７項に記載の円筒形試料外

 周面の磨耗特性試験及び摩擦係数測定装置。

 【発明の詳細な説明】

 【０００１】

 【産業上の利用分野】本発明は円筒形物体の側面特性の

 評価方法及び装置、特に磁気記録テープ、紙、糸等のよ

 うな柔軟性物体と前記円筒形物体との間の磨耗特性試験

 及び摩擦係数測定方法とその装置に関するものである。

 【０００２】

 【従来の技術】苛酷な条件での材料使用要求が増加され

 ることにより材料の耐磨耗特性と潤滑特性の向上が要求

 されている。従って、材料の信頼性評価のためには材料

 の耐磨耗試験及び摩擦係数の測定が非常に重要である。

 しかも、物体の耐磨耗特性及び潤滑特性の向上を図るた

 めにコーティングを施す場合にはこのコーティング層の

 特性評価及び信頼性評価が必須的であり、その結果に基

 づいてコーティング層の開発と性能改善、合成工程の開

 発及び改善等が可能になる。

 【０００３】材料の耐磨耗特性を評価する方法には球対

 円板（ball on disk）試験、ピン対円板（pin on disk)

 試験及びスクラッチテスト（scratch test）等種々の方

 法があるが、これらの方法は平板材料に対する特性評価

 のみが可能な方法である。また、特性評価のために使用

 する相対材料は、球（ball）、ピン（pin)、ダイヤモン

 ド押込子（indentor）等と材料及びその形状が極めて限

 定されている。

 【０００４】その一つの例として示す図２は、ピン対円

 板（pin on disk)試験方式の試験機の模式図である。そ

 の詳細は、Testing of Metallic and Inorganic Coatin

gs (Ed. W. B. Harding and G. A. DiBari) pp. 310, S

 TP 947, ASTM, Philadelphia, Pennsylvania(1987)を参

 照されたい。図２において参照番号１１は相対試験材料

 である押棒を示し、参照番号１２は試験材料である回転

 円板を示す。

 【０００５】

 【発明が解決しようとする課題】図２に示された通り、

 従来技術においては、試験材料の回転円板１２は平板の

 形状でなければならない。該試験から得られる情報は試

 験材料と、球又はピンの形状でも良い相対材料との間の
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 摩擦係数及び耐磨耗特性の評価に限られることになる。

 一方、ピン対円筒（pin on cylinder)試験、直四角形平

 板対回転円筒（rectangular flats on rotating cylind

 er）試験、４球（four ball)試験、交差円筒（crossed 

 cylinder）試験及び円板対円板（disk on disk）試験等

 のように円筒もしくは球の形状をした材料の磨耗試験法

 も提案されているが、相対試料の形状には依然として制

 限がある。

 【０００６】本発明の目的は、かかる形態の制限を克服

 しながら円筒形材料側面の磨耗特性試験及び摩擦係数の

 測定方法及びその装置を提供することである。

 【０００７】

 【課題を解決するための手段】かかる本発明の目的は、

 柔軟性物体が外周面に巻かれる円筒形試料の外周面の磨

 耗特性試験及び摩擦係数の測定方法において、前記円筒

 形試料の外周面の少なくとも一部分に接触するように前

 記柔軟性物体である相対試料を前記円筒形試料の外周面

 に巻く段階と、前記巻いた相対試料の両端を引いて相対

 試料に一定な張力を与える段階と、前記相対試料を停止

 させたまま前記円筒形試料を回転させる段階と、前記相

 対試料の両端部で張力を測定する段階と、前記両端部の

 張力値の差を算出する段階と、前記張力値の差を利用し

 て円筒形試料の外周面と相対試料の間の摩擦係数を算出

 する段階とを含むことを特徴とする円筒形試料外周面の

 磨耗特性試験及び摩擦係数測定方法により達する。

 【０００８】また、本発明の目的は円筒形物体である試

 料及び柔軟性物体である相対試料を装着する装着部と、

 該装着部に制御可能に連結されたモータコントロールユ

 ニットと、前記装着部に電気的に連結された増幅器と、

 該増幅器及び前記モータコントロールユニットに電気的

 に連結され、またモータの回転速度と張力測定値を時間

 別に記録するようにプログラムなされたコンピュータを

 具備する柔軟性物体が周りに巻かれるドラム又は円筒形

 物体側面の磨耗特性試験及び摩擦係数測定装置におい

 て、前記装着部は、前記試料が位置され、正確な回転数

 の調節が可能なモータと、円筒形試料の周りに少なくと

 も一部分が接触するように巻かれた前記相対試料の両端

 各々が装着される張力測定器と、前記張力測定器が装着

 される支持体を含み、前記試料は前記回転数調節が可能

 なモータに装着し、前記相対試料を前記試料の周りに巻

 き、前記相対試料は停止させたまま前記試料を回転さ

 せ、続いて前記相対試料両端の各々に設置された前記張

 力測定器からの微少電圧信号は前記増幅器を経て前記コ

 ンピュータ部で判読され、同時に前記コンピュータでは

 前記判読された張力値の差を利用して試料の側面と相対

 試料の間の摩擦係数を算出することを特徴とする円筒形

 物体側面の磨耗特性試験及び摩擦係数測定装置により達

 することができる。

 【０００９】

 【実施例】円筒形材料として耐磨耗特性と潤滑特性が重

 要な部品の例としてはＶＴＲヘッドドラム、複写機また

 はレーザプリンダのドラム、裁縫機のスピンドラ、釣竿

 のリール等を挙げることができる。

 【００１０】かかる部品の中で、使用条件で磨耗と摩擦

 を起こす相対材料としては主に磁気記録テープ、紙、糸

 等が挙げられ、既存の測定方法としてはこれらの磨耗及

 び潤滑特性を測定することができない。しかも、磨耗及

 び潤滑特性は相対材料によっても変動されるので、可能

 な実際使用条件に類似した条件での試験を行うのが望ま

 しい。本発明は円筒形材料の側面とテープ、紙、糸等柔

 軟な相対材料との間の特性を評価することができる点に

 その特徴がある。

 【００１１】以下、本発明を本明細書に添付された図面

 に基づいて一層詳細に説明する。図１は本発明による耐

 磨耗特性試験及び摩擦係数測定装置の概略的な構成図で

 ある。

 【００１２】本発明による前記試験装置は、円筒形物体

 である試料１と、テープ、紙、糸等の柔軟性物体である

 相対試料２を装着し、張力を測定する装着部と、該装着

 部に制御可能に連結されたモータコントロールユニット

 と、前記装着部の張力測定器に電気的に連結された増幅

 器と、該増幅器及び前記モータコントロールユニットに

 それぞれ電気的に連結され、モータの回転速度と張力測

 定値を時間別に記録するようにプログラムされ、前記全

 てを総括して操作するコンピュータを具備する円筒形物

 体側面の磨耗特性試験及び摩擦係数測定装置であって、

 前記装着部は、前記試料が位置して正確な回転数調節が

 可能なモータと、円筒形試料の周りに少なくとも一部分

 が接触するように巻かれた相対試料の両端各々が装着さ

 れた張力測定器（Ｍ1 、Ｍ2  ）と、前記張力測定器（Ｍ

1 、Ｍ2  ）が装着される支持台３を含む。

 【００１３】円筒形試料１は数千rpm まで回転数調節が

 可能なサーボモータに装着される。この時、試料１の中

 心とモータ軸とを正確に一致させて初めて張力測定値の

 変動がない精密な張力測定が可能である。尚、試験に使

 用される相対材料２は試料１の側面に一定な張力を持っ

 て接触するようになるので、支持棒４、４の位置を調節

 して接触面積を調節することができるようにさせる。

 【００１４】相対試料２の両端を各々高感度張力測定器

（Ｍ1 、Ｍ2  ）に付着させる。これら張力測定器（Ｍ

1 、Ｍ2  ）は与えられる張力を調節することができるよ

 うに進退可能な支持台３に設置されている。モータの回

 転速度はモータコントロールユニットとコンピュータを

 組み合って実時間調節し、張力測定器（Ｍ1 、Ｍ2  ）か

 らの微少電圧信号を増幅器を通じて１，０００倍に増幅

 してコンピュータが読めるようにする。測定の記録とし

 てモータの回転速度と張力測定値を時間別に記録するよ

 うにコンピュータをプログラムする。

 【００１５】本発明の装置を利用して磨耗特性試験及び

 摩擦係数測定を行う時には、試験に使用される相対試料
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 ２を円筒形試料１の周りに少なくとも一部分が接触する

 ように装着し、前記相対試料２の両端各々を張力測定器

Ｍ1 、Ｍ2  に装着し、前記張力測定器Ｍ1 、Ｍ2  を支持

 している支持体３を移動させて前記相対試料２に望む張

 力を与え、磨耗試験条件の回転速度及び時間をコンピュ

 ータでもって調節して前記相対試料は停止させたまま前

 記試料を回転させて試験を行うようにする。

 【００１６】この時、試料１が高速で回転している場合

 には試料１と相対試料２との間に常に空気膜（エアキャ

 ップ）が形成されるので瞬間停止と瞬間回転とを繰返し

 て物理的接触ができるようにする。このためにはコンピ

 ュータを利用したモータの制御が必須的である。試験後

 試料の重さと表面形状を調査して磨耗の程度を評価す

 る。かつ、磨耗試験前後に摩擦係数を測定して磨耗によ

 る潤滑特性変化も評価する。

 【００１７】本発明の装置を利用して摩擦係数を測定す

 る原理は次の通りである。モータが回転していない時に

 は両側の張力測定器（Ｍ1 、Ｍ2  ）との張力測定値Ｆ

1 、Ｆ2  が互いに一致してＦ1 ＝Ｆ2  となるが、モータ

 が回転していると両側の張力測定値に差が現れることに

 なるが、この差は摩擦係数に比例する。図１でモータの

 回転方向が時計反対方向であれば張力測定器（Ｍ1  ）の

 測定値Ｆ1  は回転していない時より減少し、張力測定器

（Ｍ2  ）の測定値Ｆ2  は逆に増加する。従って、かかる

 張力測定値の差異を利用して摩擦係数を算出することが

 できる。

 【００１８】ブシャン（Bhushan)はコンピュータ磁気記

 録装置におけるヘッドとテープの間の摩擦係数を測定す

 るために図３のような試験装置を考案した。前記図３に

 おいて、参照番号２１は試験材料であるヘッド材料で作

 られた棒、参照番号２２は相対試験材料であるテープ、

 参照番号２３はテープ２２と前記棒２１との接触角を指

 示する角度器、参照番号２４は前記テープ２２が装着さ

 れる張力測定器、参照番号２５は前記張力測定器２４を

 前後方に滑走移動させる滑走器、参照番号２６はモー

 タ、参照番号２７は前記滑走器２６の滑走運動のために

 一断部はプーリに装着され、他断部は前記モータ２５の

 駆動ローラーに装着されたケーブル、参照番号２８は前

 記棒２１とテープ２２間の接触角調節用接触角調節器、

 参照番号２９はカートリッジ加熱器、参照番号３０は前

 記テープ２２の一断部に掛けられた錘を示す。

 【００１９】ブシャンはヘッド材料で作られた棒２１の

 縁の一端に錘３０が掛けられた磁気記録テープ２２を巻

 き、該テープ２２の一端はモータ２６により動く張力測

 定器２４に装着した。張力測定器２４が停止している時

 には錘３０により与えられた張力が張力測定器２４で読

 みだされるが、張力測定器２４が上に動けばテープ２２

 とヘッド材料で作られた棒２１との摩擦により、一層大

 きい張力測定値が読みだされる。この時、テープ２２と

 ヘッド材料である棒２１との間の摩擦係数が下記式

 （１）の通りに表現される。その出典は B. Bhushan, W

 ear, 93 (1984) 81である。

 【００２０】

 【数１】

 【００２１】前記式（１）において、θは、テープ２２

 が棒（注：回転駆動されない）２１と接触する接触角を

 表し、Ｔ0  は、錘３０により与えられる張力を表すもの

 である。また、Ｔ1  は、張力測定器２４が上向きに移動

 する時に測定される張力測定値として、棒２１とテープ

 ２２との間の摩擦力のためＴ0  よりｆ1  ほど大きい値を

 有しており、張力測定器２４が下向きに移動する時には

Ｔ0  よりｆ2  ほど小さい張力値が測定される（図３参

 照）。これらの従来装置における関係を明確に把握でき

 るようにするため、テープ２２と棒２１が接触する部分

 を簡単に示した図７を参照されたい。図７に基づいて更

 に具体的に説明すれば、張力測定器２４が上向き（矢印

 Ｕの方向）に移動する時にはＴ1 ＝Ｔ0 ＋ｆ1  になり、

 張力測定器２４が下向き（矢印Ｄの方向）に移動する時

 にはＴ1 ＝Ｔ0 －ｆ2  になる。ブシャンは、かかる条件

 下での力学解釈を介して次の関係式を発見した(B. Bhus

 han, Wear, 93 (1984)P.81-99 、のP.92に示された式

 （２０) 参照）。

 【００２２】

 【数２】

 式（１）に、式（２）を代入すると、摩擦係数は下記式

 （３）のように与えられる。

 【数５】
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 ここで、ｆ1 、ｆ2  は、各々張力測定器２４が上向きに

 移動する時と下向きに移動する時との張力測定値であ

 り、Ｔ0  は印加張力である。

 【００２３】次に、本発明の説明に移行する。本発明に

 よる装置を利用して摩擦係数を測定する条件は、テー

 プ、即ち相対試料の両端が各々張力測定器Ｍ1 、Ｍ2 に

 固定され、反対に円筒形試料が回転すると言う点が前記

 ブシャンの方式とは異なる。しかし、その力学的条件は

 ブシャンにより考案された装置と一致するため、本発明

 でも前記ブシャンの式（３）を利用して本発明の新規な

 条件を適用すれば、摩擦係数の計算が可能であることを

 発見した。そこで、本発明において、両端が各々張力測

 定器Ｍ1 、Ｍ2  に固定された相対試料に初期に付与され

 た張力をＴとし、円筒形試料の回転時の正方向張力即

 ち、張力測定器Ｍ1  で測定される張力値をＦ1  に、円筒

 形試料の回転時の逆方向張力即ち、張力測定器Ｍ2  で測

 定される張力値をＦ2  として、上記ブシャンの式（３）

 を本発明に適用する場合、上記張力Ｔはブシャンの式

 （１）乃至（３）でのＴ0  に該当し、この式は（Ｆ1 ＋

Ｆ2  ）／２に相当し、前記ブシャンの式（３）のｆ1 ＋

ｆ2  は、本発明での円筒形試料（図１に示す矢印方向に

 回転駆動される）の回転時の正・逆方向の張力Ｆ1  とＦ

2  との差、即ち、Ｆ2 －Ｆ1  に対応するものと解され

 る。従って、前記ブシャンの式（３）を本発明の場合に

 書き直せば、本発明での摩擦係数の算出式は、下記式

 （４）のように与えられる。

 【００２４】

 【数６】

 従って、回転する円筒形試料に接触角θ（図１参照）で

 接触しているテープ、即ち、相対試料の両端での引張力

 の差異との和を測定すると、式（４）により摩擦係数を

 正確に評価することができる。本発明の方法及び装置の

 技術的特徴及び効果は、次の実施例を通じてより明確に

 把握できる。

 【００２５】実施例１

 直径６０mmのＶＴＲヘッドドラムを装着した後、ＶＴＲ

 テープを巻き、１００gf、２００gf、４００gf、６００

 gfの張力を加えた時、回転数により張力を測定した。図

 ４は回転数の変動による張力測定値の変化を示したもの

 である。低い回転数では二つの測定値の差異が大きい

 が、回転数が増加する程差異が減少され、約１，０００

 rpm 以上になると回転数に関係なく一定な張力の差異を

 示す。かかる挙動は回転数が高くなるとテープとヘッド

 ドラムの表面の間にエヤーギャップ（air gap)が生じ、

 摩擦が減少されることと推察される。また、一旦空気層

 が形成されると、回転数に関係なく一定な摩擦特性を有

 することが分かる。

 【００２６】従って、該装置は接触摩擦係数の測定のみ

 ならず空気層の形成条件に関する試験にも使用すること

 ができる。図４に示されたように、与えられる張力が増

 加する程低い回転数での張力測定値の差異が大きくな

 り、併せて完全な空気層が形成される臨界回転数も増加

 されることが分かる。図５は張力測定値から式（２）を

 利用して計算した摩擦係数の張力依存性を示している。

 【００２７】５０rpm で計算された値は空気層が形成さ

 れない条件で測定された接触摩擦係数であり、１，００

 ０rpm 以上の回転数で計算された値は完全な空気層の形

 成時に観察される摩擦係数を意味する。空気層形成時の

 摩擦係数は０．０６程度の値として、与えられる張力に

 依存しない。尚、接触摩擦係数は、与えられた張力が２

 ００gf以上である場合には０．２５乃至０．３の区間の

 値を有しており、やはり与えられた張力にあまり依存し

 ないことが分かる。

 【００２８】実施例２

 ＴｉＮのコーティングされたＶＴＲヘッドドラムＴｉＮ

 のコーティングされなかったヘッドドラムの磨耗特性を

 評価するためにそれぞれのドラムを設置した後、与えら

 れる張力と回転数を変化させながら摩擦係数を測定した

 後、４００gfの張力を与えて摩擦試験を施した。その

 後、更に与えられる張力と回転数を変化させながら摩擦

 係数を測定して磨耗試験前後の挙動を比較して見た。

 【００２９】磨耗試験条件はテープとヘッドドラム表面

 との間の接触をなすために回転速度を３，０００rpm に

 して回転１０秒、停止１０秒の順で４時間繰返した。図

 ６は耐磨耗試験の前後５０rpm で測定された接触摩擦係

 数変動を示している。耐磨耗試験前には接触摩擦係数が
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 コーティングされたドラムとコーティングされなかった

 ドラムの両方が０．２近所の値を示し、印加張力依存性

 が殆どなかった。しかし、磨耗試験が終了された後測定

 された摩擦係数は顕著な差異を見せている。

 【００３０】コーティングされなかったドラムの場合に

 は摩擦係数が０．２５から０．４に至る高い値を有して

 おり、張力依存性も大きい。従ってコーティングされな

 かったドラムの場合には本磨耗試験による相当な表面損

 傷が生じたことが分かる。これは試験後の表面微細組織

 からも確認することができた。ＴｉＮがコーティングさ

 れたドラムの場合には磨耗試験により殆ど表面損傷が観

 察されなかったが、コーティングされなかったドラムの

 場合にはドラムの表面に磁気テープの磁気粒子が差し込

 まれていることが観察できた。

 【００３１】

 【発明の効果】従来の方法及び装置における測定対象物

 の形態上の制限を脱して、耐磨耗特性と潤滑特性が重要

 視され、例えばＶＴＲヘッドドラム、複写機またはレー

 ザプリンタのドラム、裁縫機のスピンドラ、釣竿のリー

 ル等の円筒状の形態を有する材料を測定対象とすること

 ができる。

 【図面の簡単な説明】

 【図１】本発明による耐磨耗試験及び摩擦係数測定装置

 の模式図。

 【図２】ピン対円板（pin on disk)試験方式の従来技術

 の耐磨耗試験及び摩擦係数測定装置の模式図。

 【図３】従来のブシャン（Bhushan)式耐磨耗試験装置の

 模式図。

 【図４】本発明による装置を利用してＶＴＲヘッドドラ

 ムとＶＴＲテープの間で観察された張力測定結果を示す

 グラフで、いろいろな印加張力の下でドラムの回転速度

 変動による測定張力の変化を示すグラフ。

 【図５】第４図の測定値を利用して摩擦係数を計算した

 結果を示すグラフ。

 【図６】図６（ａ）及び図６（ｂ）は夫々磨耗試験前及

 び磨耗試験後における、ＴｉＮがコーティングされたＶ

 ＴＲヘッドドラムの摩擦係数及びＴｉＮがコーティング

 されなかったＶＴＲヘッドドラムの摩擦係数と印加張力

 との相関関係を示すグラフ。

 【図７】図３に示す従来装置の部分的な詳細図。

 【符号の説明】

 １：試料

 ２：相対試料

 ３：支持台

 ４：支持棒

 １１：押棒

 １２：回転円板

 ２１：棒

 ２２：テープ

 ２３：角度器

 ２４：張力測定器

 ２５：滑走器

 ２６：モータ

 ２９：カートリッジ加熱器

 ３０：錘

 【図２】  【図１】  【図３】
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 【図４】  【図５】

 【図６】  【図７】


