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(57)【要約】
　開示されているのは、試験面（１２）の表面エネルギ
ーを測定するための装置（４０２）および方法であり、
当該装置（４０２）には、可動部品（３４）に配置され
た粘弾性高分子層（２０）が備えられており、試験面（
１２）に対して圧縮力で押し付けられる。可動部品（３
４）は、引き続き、所定の速度で試験面（１２）に相対
して移動し、可動部品（３４）に加えられる駆動力が測
定される。続いて、圧縮力、所定の速度、および測定さ
れた駆動力、の少なくとも一部に基づいて、試験面（１
２）の表面エネルギーが算出される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の隆起およびくぼみを有する試験面の表面エネルギーを測定するための装置であっ
て、
　表面を有する可動部品と、
　該可動部品の前記表面上に配置され、加えられる圧縮力下で、前記試験面に係合するよ
うに構成された、粘弾性高分子層と、
　前記可動部品を移動させるためのモータと、
　所定の速度で、前記可動部品を移動させるための前記モータと信号通信する制御装置で
あり、移動中に前記可動部品に加えられる駆動力を監視する前記制御装置と、
　該制御装置によって操作され、前記粘弾性高分子層に加えられる前記圧縮力、前記所定
の速度、および前記監視された駆動力、の少なくとも一部に基づいて、前記試験面の前記
表面エネルギーを算出するように構成された、制御アルゴリズムと、
　を備えることを特徴とする装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記可動部品は回転可能であり、前記所定の速度は、所定の回転速度である
　ことを特徴とする装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記試験面の前記算出された表面エネルギーは、前記粘弾性高分子の、少なくとも１つ
の表面エネルギーパラメータにさらに基づく
　ことを特徴とする装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の装置であって、
　前記試験面の前記算出された表面エネルギーは、前記隆起の一部に隣接する、前記粘弾
性高分子層に加えられる応力が緩和される、第１の基準を満たす
　ことを特徴とする装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の装置であって、
　前記試験面の前記算出された表面エネルギーは、前記粘弾性高分子層が前記くぼみの一
部に接触する、第２の基準を満たす
　ことを特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記制御装置は、複数の所定の速度で、前記可動部品を移動させるように構成されてお
り、前記制御アルゴリズムは、前記複数の所定の速度のそれぞれに対して、前記試験面の
表面エネルギーを算出するように構成されている
　ことを特徴とする装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記可動部品は、円筒形部品、球形部品、および円環体部品からなる一群より選択され
る
　ことを特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記可動部品の前記表面は、前記可動部品の直径を調整するために拡張可能である円周
面である
　ことを特徴とする装置。
【請求項９】
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　請求項１に記載の装置であって、
　さらに支持トレイを備える
　ことを特徴とする装置。
【請求項１０】
　複数の隆起およびくぼみを有する試験面の表面エネルギーを測定するための装置であっ
て、
　円周面および該円周面に配置された粘弾性高分子層を有する円筒形部品であり、加えら
れる圧縮力下で、前記粘弾性高分子層が前記試験面に接触するように、前記試験面に対し
て配置可能である円筒形部品と、
　前記円筒形部品を、所定の回転速度で回転させるように構成されたモータと、
　前記円筒形部品を回転させるのに必要なトルクを監視し、前記監視されたトルクに基づ
いてトルク信号を中継するように構成されたトルクセンサと、
　前記中継されたトルク信号を受信するための、前記トルクセンサと信号通信する制御装
置と、
　該制御装置によって操作され、前記粘弾性高分子層に加えられる前記圧縮力、前記所定
の回転速度、および前記監視されたトルク、の少なくとも一部に基づいて、前記試験面の
前記表面エネルギーを算出するように構成された、制御アルゴリズムと、
　を備えることを特徴とする装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の装置であって、
　前記試験面の前記算出された表面エネルギーは、前記粘弾性高分子層の、少なくとも１
つの表面エネルギーパラメータにさらに基づく
　ことを特徴とする装置。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の装置であって、
　前記制御装置は、複数の所定の回転速度で、前記回転可能部品を回転させるように構成
されており、前記制御アルゴリズムは、前記複数の所定の回転速度のそれぞれに対して、
前記試験面の表面エネルギーを算出するように構成されている
　ことを特徴とする装置。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の装置であって、
　前記回転可能部品は、円筒形部品、球形部品、および円環体部品からなる一群より選択
される
　ことを特徴とする装置。
【請求項１４】
　請求項１０に記載の装置であって、
　前記回転可能部品の円周面は、前記回転可能部品の直径を調整するために、拡張可能で
ある
　ことを特徴とする装置。
【請求項１５】
　複数の隆起およびくぼみを有する試験面の表面エネルギーを測定するための方法であっ
て、
　表面、および該表面上に配置された粘弾性高分子層を有する可動部品を備えることと、
　前記粘弾性高分子層を、前記試験面に接触させるように配置することと、
　前記粘弾性高分子層を、前記試験面と、前記可動部品との間で、圧縮力で圧縮すること
と、
　前記可動部品を、所定の速度で、第１の方向に、前記試験面に対して移動させることと
、
　前記可動部品を移動させながら、前記可動部品に加えられる、第１の駆動力を測定する
ことと、
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　前記圧縮力、前記所定の速度、および前記測定された第１の駆動力、の少なくとも一部
に基づいて、前記試験面の前記表面エネルギーを算出することと、
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法であって、
　前記可動部品を、第２の所定の速度で、前記試験面に対して移動させることと、
　前記可動部品を前記第２の所定の速度で移動させながら、前記可動部品に加えられる、
第２の駆動力を測定することにおいて、前記試験面の前記表面エネルギーは、前記第２の
所定の速度、および前記測定された第２の駆動力に、さらに基づくことと、
　をさらに備えることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の方法であって、
　前記粘弾性高分子層は、多様な膜厚を有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１５に記載の方法であって、
　前記可動部品を移動させることは、前記可動部品を回転させることを含み、前記第１の
方向は、第１の回転方向を含み、前記所定の速度は所定の回転速度を含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の方法であって、
　前記可動部品を、前記所定の回転速度で、前記第１の回転方向とは逆である第２の回転
方向に、前記試験面に沿って回転させることと、
　前記可動部品を前記第２の回転方向に移動させながら、前記可動部品に加えられる、第
２の駆動力を測定することにおいて、前記試験面の前記表面エネルギーは、前記測定され
た第２の駆動力に、さらに基づくことと、
　をさらに備えることを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１８に記載の方法であって、
　前記粘弾性高分子層を、前記可動部品の前記表面に配置することにおいて、前記可動部
品の前記表面は、円周面であることと、
　前記可動部品の直径を増大させるために、前記表面を拡張することと、
　をさらに備えることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、試験面の接着能力を判定するための、試験面の表面エネルギー測定装置、お
よび測定方法に関する。本発明は、接着される面の前処理を検証する、制御システムを製
作する際に特に用いられる。
発明の背景
　２つの固体間の界面における粘着力の一因となるメカニズムとしては、極性／非極性分
散、水素結合、共有・金属結合、帯電二重層、架橋結合、ポリマーのエンタングルメント
（絡み合い）、および機械的固定等が挙げられる。塗装、印刷、鍍金、接着、はんだ付け
、およびスピニング（絞り加工）を含む、製造上の接着工程の多くは、これらのメカニズ
ムに依拠する。接着されるために、表面が適切に前処理されているか否かを判定するのに
、表面エネルギーの測定がしばしば用いられる。
【０００２】
　固体の界面自由エネルギーは、固体を真空によって２つの半平面に分離するのに必要と
される、単位面積当たりのエネルギーの半分である、と一般的に定義付けられる。米国特
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許第５，４７７，７３２号は、特性化された一体型原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を試験面に
密着させて、プローブと試験面とを分離するのに必要なエネルギーを測定することについ
て記述している。プローブの先端部は高い曲率を有するため、この技法では、試験面の粗
さの影響を受けることはほとんどない。小型のＡＦＭ先端部は、一般的に、比較的硬質で
、表面エネルギーの高い材質から形成される。
【０００３】
　プローブと試験面との間の同様な接触探査を、より簡便かつ大きい規模で試みると、大
半の固体表面は、ある程度粗く、汚染されているという問題に直面する。上述した原子間
力の大半は、非常に近距離であるため、２つの表面を平均２～３オングストローム離間す
る粗さは、測定された引力を２桁以上減少させることとなるだろう。
【０００４】
　接着される面の小規模な粗さは、当該面の表面エネルギーを測定する上で、一般的に障
害となる一方、その小規模な粗さは、製品の接着性をしばしば向上させる。粗面を探査す
る際の標準的アプローチは、粗面をある程度湿らせる、液体を用いることである。液体の
表面張力は、固体の界面自由エネルギーに類似している。具体的には、試験面上の付着性
液滴の接触角の測定は、ヤング・デュプレの数式のような関係を用いて、試験面の界面自
由エネルギーと関連付けられてきた。関連する液体接触角の測定法としては、ウィルヘル
ミの吊り板法、ファイバ接触角法、ペンダント・ドロップ法、およびデュ・ヌイのリング
法等が挙げられる。異なる組成物の液滴を適用することによって、測定可能な表面エネル
ギーの範囲が広がり、成分寄与間で、分散結合、極性結合、および水素結合から、ある程
度差別化することが可能になる。
【０００５】
　表面粗さは、接触角測定の際に依然として問題である。これは、いくつかの点で認めら
れる。試験面の勾配は、付着性液滴の周囲の湿潤線に沿って一定ではないため、湿潤線は
滑らかな円ではなく、縁が波を打った円になり得る。乾燥接触角は、湿潤接触角より一般
的に小さいが、その理由の１つは、表面粗さによって、湿潤線をその場に留める傾向のあ
る、履歴現象が起こり得るためである。湿潤前線における微視的接触角は、測定可能な巨
視的接触角とは異なり得る。
発明の概要
　本発明は、複数の隆起およびくぼみを有する試験面の、表面エネルギーを測定する装置
および方法に関するものであり、可動部品に配置された粘弾性高分子層が、試験面と接触
するように配置され、圧縮力により圧縮される。その後、可動部品は、所定の速度で試験
面に相対して移動し、可動部品に加えられる駆動力が測定される。続いて、圧縮力、所定
の速度、および測定された駆動力の少なくとも一部に基づいて、試験面の表面エネルギー
が算出される。
【０００６】
　本発明の１つの目的は、試験面粗さの変動に起因する、確認された力のばらつきを説明
するために、上記に準拠する固体プローブを改善することである。
　本発明の別の目的は、接着される面の適切な前処理を迅速に判定するための、簡便、安
価、および携帯可能である測定器を提供することである。
【０００７】
　本発明の別の目的は、接触角測定技術にアクセス可能な表面エネルギーと比較して、探
索可能な表面エネルギーの範囲を改善することである。
　本発明の別の目的は、プローブ表面の正確性を確証する、自己較正技術を提供すること
である。
【０００８】
　本発明の別の目的は、接着予定の物質に最も類似するように選択された高分子材料から
構成された、プローブ表面に対する、試験面の相対的粘着性を試験する方法を提供するこ
とである。
【０００９】
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　本発明の別の目的は、試験面の表面エネルギーの空間的変動に関する情報を提供するこ
とである。
　本発明の別の目的は、上記に準拠する固体プローブ表面の重複しない領域を、個々の測
定に用いることによって、固体プローブの再利用度を向上させることである。
【００１０】
　本発明の別の目的は、未使用期間中に汚染されないように、上記に準拠する固定プロー
ブを防護することである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】粘弾性プローブ表面を試験面に粘着させる方法を図示する断面図である。
【図１Ｂ】プローブと試験面との間の密着を得るために、クリープおよび緩和を適用する
方法を図示する断面図である。
【図１Ｃ】粘弾性プローブ表面を試験面から剥離する方法を図示する断面図である。
【図２Ａ－２Ｂ】持続的に加えられる一定の応力による、粘弾性クリープを図示するグラ
フである。
【図３Ａ－３Ｂ】持続的に加えられる一定の変形歪みによる、粘弾性緩和を図示するグラ
フである。
【図４Ａ】携帯可能なバッテリ式測定器の上面図である。
【図４Ｂ】携帯可能なバッテリ式測定器の底面斜視図である。
【図４Ｃ】携帯可能なバッテリ式測定器の側面図である。
【図４Ｄ】携帯可能なバッテリ式測定器の正面図である。
【図５Ａ】筺体、タッチスクリーン式ディスプレイ、および締結具が省略された、携帯可
能なバッテリ式測定器の上面図である。
【図５Ｂ】筺体、タッチスクリーン式ディスプレイ、および締結具が省略された、携帯可
能なバッテリ式測定器の底面斜視図である。
【図５Ｃ】筺体、タッチスクリーン式ディスプレイ、および締結具が省略された、携帯可
能なバッテリ式測定器の側面図である。
【図５Ｄ】筺体、タッチスクリーン式ディスプレイ、および締結具が省略された、携帯可
能なバッテリ式測定器の正面図である。
【図６Ａ－６Ｂ】本発明の好ましい実施形態のトルク測定フレクシャの、それぞれ側面図
および正面図を表す。
【図７Ａ】自己較正機構に関連する特徴を示す、携帯可能なバッテリ式測定器の上面図で
ある。
【図７Ｂ】自己較正機構に関連する特徴を示す、携帯可能なバッテリ式測定器の底面斜視
図である。
【図７Ｃ】自己較正機構に関連する特徴を示す、携帯可能なバッテリ式測定器の側面図で
ある。
【図７Ｄ】自己較正機構に関連する特徴を示す、携帯可能なバッテリ式測定器の正面図で
ある。
【図８】本発明の好ましい実施形態の制御システムを図示するブロック図である。
【図９】本発明の好ましい実施形態の測定過程の判定の流れを図示する、フローチャート
である。
【図１０】本発明の好ましい実施形態によって、滑面の表面エネルギーを測定したデータ
を図示するグラフである。
【図１１】本発明の好ましい実施形態によって、粗面の表面エネルギーを測定したデータ
を図示するグラフである。
【図１２】本発明の好ましい実施形態によって、滑面および粗面の表面エネルギーを測定
したデータの特徴を図示するグラフである。
【図１３】本発明の別の好ましい実施形態を図示する側面図である。
【図１４】本発明の好ましい実施形態のプローブ表面に関連する、測定インディシアを図
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示する斜視図である。
【図１５Ａ－１５Ｂ】本発明の好ましい実施形態の、収納トレイから分離された状態、お
よび収納トレイに組み付けられた状態を、それぞれ図示する斜視図である。
【図１６Ａ】小型の形状を有する、本発明の好ましい実施形態である完全装置の側面図で
ある。
【図１６Ｂ】図１６ＡのＡ－Ａ断面における断面図である。
【図１６Ｃ】隔離絶縁体が分離された、完全装置の斜視図である。
【図１６Ｄ】使い捨てアプリケータ組立部品の側面図である。
【図１６Ｅ】図１６ＤのＢ－Ｂ断面における断面図である。
【図１６Ｆ】同じく、図１６ＤのＢ－Ｂ断面における断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　粘弾性物質が表面から剥離されるにつれて、仕事量は、界面の破断（表面エネルギー）
および粘弾性物質の変形（機械的散逸）の双方に費やされる。一般的に、機械的散逸に費
やされる仕事量は、表面エネルギーを超克するのに必要な仕事量よりはるかに大きい。例
えば、ポリスチレンの表面エネルギーは、約０．０３３ジュール毎平方メートルである。
概念上、膜を変形させるのにエネルギーが費やされないように、１原子厚膜を表面から剥
離することができたとすると、１センチメートル幅の膜を引き離すのに必要な力は、ポリ
スチレンでは約３３０マイクロニュートンとなるであろう（剥離速度は無関係である）。
一般的な、脱着可能な圧力感応接着剤（ＰＳＡ）の１センチメートル幅の一片を、ポリス
チレンから剥離するには、通常、数ニュートン、あるいは表面エネルギーを超克するのに
必要なエネルギーの１００倍以上が必要であろう。そして、必要な力は、ＰＳＡ片が剥離
される速度によって、大幅に変動する。それゆえ、粘弾性散逸が、界面エネルギーを好ま
しく増幅するものとして作用し、小さい力でもより測定しやすくなる。
【００１３】
　図１Ａから図１Ｃは、粗面の表面エネルギーを測定するために，粘弾性物質の粘着力を
粗面に利用する原理を図示する、断面図である。固体１０は、ある程度の粗さを有する試
験面１２を備える。粗さを特徴づける方法は多数ある。表面粗さを特徴づける特定の方法
を除外するものではないが、以下、粗面と称するのは、固体１０の平均局所表面より上方
に試験面１２が突出している、隆起１６と、固体の平均局所表面より下方に試験面１２が
位置している、くぼみ１４と、を有している面である。プローブ表面２２が試験面１２に
接近するにつれて、隆起１６が最初に接触することになる。
【００１４】
　粘弾性物質（ＶＥＭ）２０は、化学的特性および力学的特性の双方を有するがゆえに選
択される。好ましい実施形態としては、シリコーン、ゴム、ウレタン、アクリル樹脂、ス
チレン、およびポリオレフィン等が挙げられる。最も好ましい実施形態の１つが、カリフ
ォルニア州ヘイワードに所在するゲルパック社の、Ｘ４リテンション・ジェルである。別
の最も好ましい実施形態は、オレゴン州に所在するウルトラテープ工業社の、１３１０脱
着可能クリーンルームテープの粘着成分である。ＶＥＭ２０の表面２２は、大部分が同じ
組成を有することも可能であるし、あるいは、好ましさの劣る実施形態では、粘着促進剤
または粘着抑制剤を用いて処理されることも可能である。ＶＥＭ２０の凝集力が試験され
るのではなく、界面の粘着性が試験されるために、ＶＥＭ２０は、剥離された際に、試験
面１２上に最小限の残留物しか残さないか、あるいは、残留物を全く残すべきでない。Ｖ
ＥＭの厚さは、試験面の局所粗さと少なくとも同程度でなければならない。ＶＥＭの厚さ
の有効範囲は、０．０００５インチから０．０５インチであるが、最も好ましい厚さは、
約０．００５インチである。
【００１５】
　比較的弾性率の高い可撓性支持膜２６は、永久伸び変形を生じさせることなく、試験面
１２からＶＥＭ２０を剥離する際に有用である。最も好ましい支持膜は、０．００２イン
チ厚さのカプトンである。カプトン膜は、最小０．０００２インチの厚さであれば、使用
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可能である。膜厚が薄いほど、表面エネルギーの高い試験面に対して、当該膜の降伏応力
を超えた応力を受ける可能性がある。カプトン膜は、０．０１インチまでの厚さであれば
、使用可能である。膜厚が厚いほど、十分な可撓性を失する可能性があり、その場合、試
験面１２の横方向のスケールハイトの、より大きな変動に即応しない。別の好ましい可撓
性支持膜材料としては、セルロース、ポリエステル、金属膜、ポリアミド、およびポリエ
チレン等が挙げられる。ＶＥＭ２０と可撓性支持２６との１つの組合せを、以下、リボン
と称する。
【００１６】
　支持膜２６とマンドレル３４との間にある圧縮性層２８は、特に、粗さおよび曲率の長
さスケールがＶＥＭの厚さより大きい場合、ＶＥＭ２０を試験面１２に押し付ける圧縮力
を均一にする傾向がある。最も好ましい実施形態では、０．１５インチ厚さの、ポリウレ
タンの連続気泡発泡体である、歪み２５パーセント、１－５重量ポンド毎平方インチのポ
ロンが用いられる。ポロンは、応力サイクルの後に、迅速に元の形状に回復するという点
で、特に有用である。好ましい実施形態としては、厚さ０．０２インチから２インチの、
多様な圧縮性層がある。別の圧縮性層材料としては、連続気泡発泡体、独立気泡発泡体、
ゴム、およびエラストマ等が挙げられる。
【００１７】
　円筒形のマンドレル３４は、最も好ましい実施形態における、プローブのハブを形成す
る。別の好ましい実施形態は、Ｏリング、またはエラストマ系円環体を、ＶＥＭで被覆す
ることによって形成される。マンドレル３４の別の実施形態は、下向きの面に、後述され
る、扁平あるいは球状の形状を与える。
【００１８】
　図１Ａにおいて、マンドレル３４は、時計回りに回転しつつ、試験面１２に平行して左
から右へと移動しながら、試験面１２に向かって押し付けられる。ＶＥＭ製のプローブ表
面２２は、始端部２４において、試験面１２と接触する。ＶＥＭ表面２２と試験面１２と
の間の引力相互作用は、マンドレル３４および始端部２４を、試験面１０に対して右方向
へ前進させる傾向がある。隆起３２にみられるように、始端部のすぐ後方で、隆起はＶＥ
Ｍ表面２２と密着する傾向があり、一方、くぼみ３０にみられるように、くぼみは密着し
ない可能性がある。
【００１９】
　図１Ｂにおいて、マンドレル３４は、時計回りに回転しつつ、試験面１０に平行して左
から右へと移動しながら、試験面１２に向けて加圧を続ける。マンドレルの接平面が試験
面１２と平行となる場合に、ハブからの常用圧力は最大値に到達する。試験面の一領域上
でのマンドレル３４の加圧保持時間と、マンドレル３４と試験面１２との間の圧力と、の
組合せによって、ＶＥＭ２０は、始端部近傍では接触しなかった粗面の少なくとも一部に
、ぴったりなじむこととなる。例えば、くぼみ３０は、図１Ｂにおいて、ＶＥＭ表面２２
と概ね密着している。
【００２０】
　図１Ｃにおいて、マンドレル３４は、時計回りに回転しつつ、試験面１２に平行して左
から右へと移動しながら、試験面１２に向けて加圧を続ける。ＶＥＭは、マンドレル３４
の回転によって、終端部３６において試験面１２から剥離しつつある。ＶＥＭ表面２２と
試験面１２との間の引力相互作用は、ハブの時計回りの回転を制動するとともに、マンド
レル３４の、試験面１２に対して右方向への直線運動を制動する傾向がある。前述したよ
うな、表面エネルギーを増幅させる、ＶＥＭ２０における機械的散逸が、終端部３６の近
傍で発生する。
【００２１】
　図１Ａから図１Ｃにおける、マンドレル３４を回転させるのに必要なトルクは、ハブの
半径のような幾何学的影響と組み合わされた、終端部３６を制動する力と始端部２４を前
進させる力との差異の、平均測定値を示す。後述する球体のような他の形状では、接触線
は円環であり、外部測定値は、球体を表面から剥離するのに必要とされる法線力である。
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以下、「駆動力」について言及する際には、マンドレル上のトルク測定値と、球面上の法
線力測定値との双方を含むものとする。より一般的には、駆動力とは、試験面とＶＥＭと
の間の接触線に一部作用する力の、外部測定値を意味する。
【００２２】
　図２Ａ、図２Ｂ、図３Ａ、および図３Ｂは、粘弾性物質の公知の特性を示すグラフであ
る。図２Ａは、時間ｔ0の間加えられた、一定応力σ0を示す。図２Ｂは、加えられた応力
によって生じる変形歪みεを示す。物質が完全弾性を有すると仮定すると、弾性歪み限界
Ｅまで即座に屈撓し、ｔ0経過後に完全に回復することになるので、変形歪みは破線曲線
をたどることになろう。典型的なＶＥＭは、図２Ｂにおける実線曲線をたどる。また、Ｖ
ＥＭは、最初に弾性限界Ｅまで屈撓し、その後ＶＥＭがクリープを起こすにつれて、さら
なる変形歪みを受け続ける場合もある。ＶＥＭは、ｔ0経過後、即座に部分的に回復する
ことになるが、より漸進的にさらに回復するだろう。クリープおよび回復に関連する時定
数、弾性歪みおよび粘弾性歪みの相対振幅、ならびに漸近的回復は、物質、応力、および
形状の詳細に、特異的に依拠する。
【００２３】
　図３Ａは、時間ｔ0の間加えられた、一定変形歪みε0を示す。図３Ｂは、加えられた変
形歪みによって生じる応力σを示す。物質が完全弾性を有すると仮定すると、弾性応力限
界Ｅまで即座に屈撓し、ｔ0経過後に完全に回復することになるので、応力は破線曲線を
たどることになろう。典型的なＶＥＭは、図３Ｂにおける実線曲線をたどる。また、ＶＥ
Ｍは、最初に弾性限界Ｅまで屈撓し、その後ＶＥによって、中間的な応力レベルに緩和す
る場合もある。ＶＥＭは、ｔ0経過後、残留負応力を幾分受けることになるが、それも漸
進的に緩和するだろう。緩和に関連する時定数、弾性歪みおよび粘弾性歪みの相対振幅、
ならびに漸近的回復は、物質、応力、および形状の詳細に、やはり特異的に依拠する。
【００２４】
　図１Ａから図１Ｃにおいて、クリープおよび緩和の両方がＶＥＭ２０に発生している。
以下、クリープと緩和のいかなる組合せも、応力緩和と称するが、明確化を目的とするも
のであって、限定を含意するものではない。
【００２５】
　図４Ａから図４Ｄは、本発明の好ましい実施形態である、携帯可能なバッテリ式測定器
４０２の４つの外観図を示す。図４Ａは、測定器４０２の上面図であり、図４Ｂは、測定
器４０２の底面斜視図であり、図４Ｃは、測定器４０２の左側面図であり、図４Ｄは、測
定器４０２の正面図である。図示されるように、携帯可能なバッテリ式測定器４０２は、
１辺が３インチの略立方体である。射出成形プラスチック製の直方体の筺体４０４は、２
つの自由に回転する車輪４１２、およびＶＥＭ２０の表面２２の一部を介して、試験面１
２の上に置かれる。タッチスクリーン式ディスプレイ４０６は、測定とともに、診断、操
作指令、およびプロンプトが完了すると、試験面１２の表面エネルギーの測定値を視覚的
に提供する。タッチスクリーン、ならびにスイッチ４０８および４１４によって、ユーザ
は、本装置の機能を制御できる。この好ましい実施形態によって測定された、見掛けの表
面エネルギーは温度に影響されやすいため、ユーザは、測定結果を標準温度に標準化する
ために、温度プローブ４１０を試験面１２に接触させることが可能である。ノブ４１８は
、拡張可能マンドレル３４と圧縮性層２８との組立品に、リボンを着脱する際に助けとな
る。マンドレル３４が拡張していない状態であるとき、ユーザは、圧縮性層２８上にリボ
ンを摺動させ、ノブ４１８を把持し、スイッチ４１４を作動させる。測定器４０２は、後
述するメカニズムによりマンドレル３４を回転させ、マンドレル３４を拡張させ、リボン
を圧縮性層２８の円筒形表面に係合させる。反射式光センサ４１６は、装置が試験面上に
置かれているか、または、試験面が他の何らかの形状になっていないか、を判定する。
【００２６】
　図５Ａから図５Ｄは、測定器４０２の、それぞれ上面図、底面斜視図、左側面図、およ
び正面図である（それぞれ図４Ａから図４Ｄに対応）が、ただし、分かりやすくするため
に、筺体４０４、タッチスクリーン４０６、および多様な締結具が除外されている。直流
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ギアモータ５０２は、ベルト５０４を用いてプーリ５０６を駆動して、マンドレル３４を
制御可能に回転させる。直流ギアモータ５０２およびマンドレル３４は、後述する撓み隔
壁５０８に、双方とも装着される。バッテリパック５１２は、プリント基板５１０に装着
された制御装置に、電力を供給する。３つの反射式光センサ５１４は、後述する、リボン
上のインディシアを検知するために配置される。
【００２７】
　図６Ａおよび図６Ｂは、撓み隔壁５０８の、それぞれ正面図および側面図である。撓み
隔壁５０８は、ネジ穴６１０にて筺体４０２に装着される。直流モータ５０２は、穴６０
２を通して装着され、マンドレル３４は、穴６０４を通して装着される。モータ５０２と
マンドレル３４が一体化したものが、４つの薄い撓み部を介してネジ穴に連結されるよう
に、２つのスロット６０８および４つの穴６１２が、撓み隔壁５０８に機械加工される。
抵抗薄膜歪みゲージが、６０６において４つの薄い撓み部のうちの２つに貼り付けられる
。２つの歪みゲージの微分抵抗を監視することにより、試験面１２に対する、マンドレル
３４上のトルク測定値を、制御装置に提供できる。
【００２８】
　図７Ａから図７Ｄは、測定器４０２の、それぞれ上面図、底面斜視図、左側面図、およ
び正面図である（それぞれ図４Ａから図４Ｄに対応）が、ただし、自己較正機構がより明
確に見えるように、ほとんどの構成部品が除外されている。ネジ穴７１２によって筺体４
０２に固定されるブラケット７０２は、小型のステッピングモータ７０４およびピボット
アーム７０６を携える。偏心輪７０８は、ピボットアーム７０６の上端部を、モータ軸に
近づけたり遠ざけたりして、その結果、較正シリンダ７１０は、ＶＥＭ表面２２に対して
押し付けられたり、ＶＥＭ表面２２から持ち上げられたり、を交互に繰り返すことになる
。バネ７１２は、ピボットアーム７０６に予圧を加えて偏心輪７０８に押し付ける。較正
シリンダは、いくつかの機能を果たす。較正シリンダ７１０の表面エネルギーは公知であ
るので、較正シリンダを公知の良好なＶＥＭ２２上で接触回転させることによって、較正
シリンダの表面エネルギーを測定することと、その結果得られるトルクを測定することで
、歪みゲージが較正され得る。より一般的な較正シリンダの機能は、ＶＥＭ表面２２を検
査して、元の試験面１２によってＶＥＭが汚染されたかどうかを調べることである。とい
うのも、汚染により較正シリンダの見掛け上の表面エネルギーが減少するからである。
【００２９】
　図８は、測定器４０２の好ましい実施形態の、信号接続を図示するブロック図である。
充電式バッテリ５１２は、電力管理装置８０４を通して、電力をシステムに供給する。電
力管理装置は、スイッチと同等に単純なものであってよい。最も好ましい実施形態では、
電力管理装置は、ガス計器、充電制御、温度ならびにショート保護、およびマルチレベル
の電力節約の、各機能を実行する回路である。外部充電装置８０２とのコネクタによって
、電力管理装置８０４によるバッテリ５１２の再充電が可能になる。１以上のプロセッサ
、およびその関連メモリならびにプログラミングから構成される、制御装置８０６は、周
辺機器の操作を連係させ、また、試験表面エネルギーに関連する計算を実行する。制御装
置の一例は、ｄｓＰＩＣ３０Ｆ６０１４Ａである。歪みゲージ６０６の抵抗における変動
値は、信号調整装置８１４によって、信号に変換される。表面エネルギーの低い試験面は
、小さいトルクしか発生させないので、信号調整装置８１４に対するバイアスを無効にす
るために、ＤＡＣ８１２が使用される。タッチスクリーン４０６からの４線式出力は、コ
ンバータ８２４によって処理され、今度は、コンバータ８２４が、割込およびｘ－ｙ画面
座標を、制御装置８０６に送信する。反射式センサ５１４は、リボン上のインディシア、
および試験面の近接の両方を測定する。反射式センサ５１４からの信号は、前置増幅器８
３４を通過して、制御装置８０６に到達する。回転エンコーダ８４２は、マンドレルの角
度位置を監視する。モータ駆動装置８０８は、制御装置８０６からのサーボモータ信号を
、マンドレルを回転させるサーボモータ５０２への、より高出力の駆動信号へと変換する
。第２のモータ駆動装置８２８は、制御装置８０６がステッピングピボットモータ７０４
を、自動較正のため、あるいは通常運転のために、配置することを可能にする。制御装置
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８０６は、ＬＣＤ駆動制御装置８１８を通して、ＬＣＤディスプレイ４０６に書込みをす
る。ＬＣＤ上に結果を表示するのに加えて、物理層インターフェース８３８を通して制御
装置８０６に接続された、イーサネットポート８４０を介して、外部データインターフェ
ースを利用することができる。
【００３０】
　図９は、測定器４０２の好ましい実施形態の、工程フローチャートである。リボンの装
着されていないマンドレル３４から始まって、ユーザは、マンドレルの発泡スリーブ上に
リボンを摺動させ、ノブ４１８およびスイッチ４１２を操作し、その結果、マンドレル３
４は拡張し、リボンと係合する（９０２）。制御装置８０６は、マンドレル３４を回転さ
せる一方、反射式センサの読取値を入力し、リボン上のインディシアを読み取る。リボン
が欠けている、あるいはリボンがマンドレルの軸に沿って適切に配置されていない、とい
った位置合わせ上の誤りがないか、インディシアは検査される（９０４）。インディシア
が、有効なリボンが正確に設置されていることを示していれば、粘弾性パラメータがイン
ディシアから抽出される（９０６）。ユーザは、好ましい実施形態４０２を、リボン表面
が試験面に接触した状態で配置し（９０８）、測定を始める準備ができていることを知ら
せる。
【００３１】
　表面エネルギー（ＳＥ）を測定するために、制御装置は、マンドレル３４を所定の速度
で回転させる。加圧保持時間とは、接触終端部３６がリボン上のある地点を横切る時間か
ら、接触始端部２４がリボン上の当該地点を横切る時間を差し引いた時間である。加圧保
持時間は、リボンの円周、予圧、回転速度、およびマンドレル３４の直径に関連する。１
回の加圧保持時間の少なくとも半分が経過して、回転プロセスが定常状態に近づいた際に
、制御装置は、歪みゲージ信号を用いて、マンドレルを回転させるのに必要なトルクを読
み出す。制御装置は、そのような測定値のいくつかを平均化して、信号対雑音を改善した
り、一連のそのような測定値を蓄積して、空間地図を作り出したりすることが可能である
。制御装置は、続いてマンドレル３４の回転方向を逆転させ、再び定常状態に到達させ、
逆方向に移動させながらトルクデータを取得する。プラス方向およびマイナス方向におけ
るトルクの読取値の差異によって、測定工程は、センサにおけるオフセットの影響を受け
にくくなり、その差異によって、試験面が平坦でないことも相殺される。最終的にトルク
の読取値は、測定表面エネルギー（ＳＥ）を算出するための所定の機能を用いて、粘弾性
パラメータと組み合わされる。
【００３２】
　トルクが高すぎないか確かめるために、トルクの試験が行われる（９１２）。例えば、
表面がリボンに十分に粘着している場合、マンドレルの回転方向が逆転すると、マンドレ
ルを回転させるのに必要なトルクは、車輪４１２を持ち上げて、試験面から完全に剥離さ
せるであろう。この場合、逆方向の読取値は、信号対雑音を改善するのに通常必要とされ
ず、順方向のみが用いられる。トルクが高すぎて、歪みゲージの測定値が、その較正され
た範囲を逸脱する場合には（９１４）、加圧保持時間を増加することによって、剥離速度
を遅くすべきであり、測定工程９１０が繰り返される。トルクが低すぎて、順方向トルク
と逆方向トルクとの検出可能な差異がほとんど認められない場合には（９１８）、ＶＥＭ
が表面粗さを相殺するのに十分な応力緩和を受けていない場合について試験するために、
再び加圧保持時間を増加するべきであり、測定工程９１０が繰り返される。
【００３３】
　加圧保持時間ＡでのＳＥ測定が、範囲試験９１２および９１６をクリアした場合、加圧
保持時間Ａとは異なる、加圧保持時間Ｂでの第２のＳＥ測定が次に行われる（９２０）。
再び、範囲試験９２２が適用される。２つの表面エネルギー測定値ＳＥ（Ａ）およびＳＥ
（Ｂ）は、剥離速度と共に、トルクの変化率を算出するのに用いられる（９２４）。この
勾配が、粘弾性パラメータから算出された値より大きい場合、界面の粘着状態が良好で、
十分に応力緩和されていることの現れであり、最終的な表面エネルギーが報告される（９
２８）。勾配が、粘弾性パラメータから算出された値より小さい場合（９２６）、加圧保
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持時間が増加され、測定工程が繰り返される。
【００３４】
　測定は、時間が掛かるより、迅速であればあるほど有用であるので、最初に測定が試み
られた加圧保持時間Ａは、最後に成功した測定工程において用いられた、加圧保持時間Ａ
よりも、幾分短いはずである。生産用途で実行される度重なる測定によって、最短の実用
時間に近く、測定工程が相殺されるように、これが行われる。
【００３５】
　図９に図示される工程は、定常状態で、つまりマンドレル３４が一定の速度で回転して
いる状態で、測定が行われることを想定している。表面エネルギーの低い、比較的粗い試
験面のための、別の好ましい実施形態では、少し進んでは停止する手法が用いられる。加
圧保持時間の間、静止状態のマンドレル３４によって、リボンが試験面に対して加圧され
、続いて、マンドレル３４は、比較的早い速度で回転し、加圧保持時間の間に粘着したリ
ボンを剥離させる。加圧保持時間の間、試験面１２に接触しているリボンは不均一な圧縮
力を受けるため、静止状態のマンドレル３４の中心の下で、リボンが試験面１２から剥離
される際に測定されたトルクから、ＳＥは算出されるべきである。
【００３６】
　回転するマンドレル３４によって駆動される、移動中の始端接点および終端接点は、マ
ンドレル３４がフル回転になる間にも満たないうちに、定常状態値に到達する。このこと
により、好ましい実施形態は、リボンをいくつかの個別のセクタであるとみなすことが可
能になる。１つのセクタは、試験面１２に接触するリボンの、静止状態での占有面積の約
２倍程度であればよい。リボン当たりのセクタ数は、２から３２の間であり、６セクタが
最も好ましい値である。新しいリボンがマンドレル３４に係合される際に、各セクタは、
従前の測定によって汚染されていない、未使用のプローブ表面として扱われることが可能
である。
【００３７】
　図１０は、清浄な自然酸化膜のシリコンウエハ上を回転するリボンから取り出された、
実験データを示すグラフである。リニアトルクの目盛が、対数である始端速度の目盛に対
してグラフ化されている。速度の約２桁に渡って、この特定の脱着可能な感圧接着剤は、
破線曲線で示される、累乗指数０．３１の速度のべき乗則依存に対して、ほどよく適合し
ていることを示している。
【００３８】
　図１１は、４０μｍのダイヤモンドが接着された、清浄で平坦な鋼板（ダイヤモンド・
ラップ・ツール）上を回転する、上記と同一の感圧接着剤の実験データを示すグラフであ
る。低い回転速度では、必要なトルクは、図１０の滑面データと類似したべき乗則に従っ
ているようである。より高い回転速度では、必要なトルクは、速度の増加に伴う変動がよ
り緩やかであり、累乗指数約０．１１のべき乗則に従っている。低速の場合と高速の場合
との間に、聞き取り可能な相違点があり得ることが確認できる。低速の場合では、比較的
静かであるのに対して、高速の場合では、バリバリという音を発し得る。
【００３９】
　図１２は、同一の化学的組成を有する、比較的滑らかな試験面（Ｓ）および比較的粗い
試験面（Ｒ）の上で測定された、回転トルクの包括的比較を示すグラフである。最も低い
速度では（ν＜ν1）、ＶＥＭは、ＳおよびＲの双方に密着している。Ｒの場合では、試
験面とＶＥＭとの間で、より大きい面積が接触しており、また機械的固定が生じるため、
粗面には、より大きいトルクが必要である。速度が増加すると（ν1＜ν＜ν3）、隆起と
くぼみとに十分接触した状態から、隆起のみと十分接触した状態となり、Ｒの場合、応力
緩和が減少する。この範囲においては、トルクは幾分予測不可能である。実験的には、必
要とされるトルクは、振動性であるように思われる。さらに速度が増加すると（ν3＜ν5

）、粗面が発生させるトルクはより小さくなり、滑面と比較すると、別のべき乗則に従っ
ている。滑面は、ν5を上回ると、低速度のべき乗則に従わなくなる。
【００４０】
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　図１３は、別の好ましい実施形態の測定器を図示する側面図であり、始端部と終端部と
が、同方向ではなく逆方向に移動する。モータに制御されて垂直に動く、付加車輪１３０
２が追加され、それにより、プローブ表面２２が試験面に対して押し付けられたり、ある
いは、プローブ表面が試験面から離間されたりする。この場合、試験面に垂直であるマン
ドレルに、試験面が及ぼす力は、付加車輪１３０２の高さの機能として測定され、マンド
レルの下の接触領域における、表面エネルギーの測定値を提供する。回転するマンドレル
は、検出装置を側方に移動させるのに有用であるのに加えて、次の試験サンプルのために
、プローブ表面を清浄な未使用の位置に前送りするという点でも有用である。別の好まし
い実施形態では、試験面に接触するプローブ表面は、試験面に接触する以前には、環状、
扁平、または円筒形である。
【００４１】
　図１３に示される、好ましい実施形態の測定器は、速度は一定であるが予圧は変動する
場合の、表面エネルギーを測定するのに用いることができる。本用途において、車輪４１
２および１３０２は、測定器具の加重部を支持し、マンドレルは、残重量を支持する。マ
ンドレルに支持される測定器具の重量分率は、車輪１３０２の垂直位置を調整することに
よって変動する。粗い試験面の中にＶＥＭを押し込む応力を増加させることにより、一定
の加圧保持時間の間、プローブ表面と密着するくぼみの数は増加するであろう。
【００４２】
　図１４は、光学的に検知可能なインディシアを備えるリボンの、好ましい実施形態を図
示する斜視図である。マンドレルがリボンを回転させるのに伴い、リボンの円周方向ベル
トは、反射式光センサ５１４の下を通過する。反射式センサ５１４における光源１４０６
は、プローブ表面２２に反射して光センサ１４０８に届く、光線１４０４を放射する。光
センサ１４０８からの信号は、グレースケール値を含む、表面におけるインディシアの有
無を判定することができる。異なる軸方向位置に配置された複数のセンサが、異なる円周
方向ベルト上のインディシアを測定することになる。これらのインディシアには、字配り
記号、通し番号、セクタ識別番号、およびリボンに用いられるＶＥＭの粘弾性パラメータ
が、コード化され得る。
【００４３】
　図１５Ａおよび図１５Ｂは、好ましい実施形態の測定器４０２に備えられる、トレイ１
５０２の用途を図示する斜視図である。図１５Ａにおいて、測定器４０２は、トレイ１５
０２から分離されており、図１５Ｂにおいて、測定器４０２は、トレイ１５０２の中に入
れ子式に収納されている。トレイは、測定器の未使用時に、装着されたリボンを汚染から
保護する働きをすることが可能である。トレイは、マンドレルが自由に回転できるように
、測定器を支持することが可能であり、これは、較正シリンダ７１０による自動較正に際
し、有用である。
【００４４】
　別の好ましい実施形態では、ＶＥＭ２０の厚さは、可撓性支持膜２６上で変動する。本
実施形態の実施しやすい変形例では、ＶＥＭの厚さは、リボンの円周周りで直線的に変動
する。ＶＥＭの厚さが表面の厚さを下回るとなると、ＶＥＭは、表面粗さに適合する能力
が減少するので、この方法は、表面エネルギーに加えて、定量的な表面粗さの情報を提供
する。
【００４５】
　図１６Ａから図１６Ｆは、本発明の小型の形態の局面を図示する。図１６Ａは、完全装
置の側面図である。図１６Ｂは、図１６ＡのＡ－Ａ断面における断面図である。図１６Ｃ
は、隔離絶縁体１６０８を分離した状態の、完全装置の斜視図である。図１６Ｄは、使い
捨てアプリケータ組立部品１６０４の側面図である。図１６Ｅは，図１６ＤのＢ－Ｂ断面
における断面図である。図１６Ｆもまた、図１６ＤのＢ－Ｂ断面における断面図であり、
試験面１２に対して押し付けられた際の、使い捨てアプリケーション１６０４の変形を図
示する。
【００４６】
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　図１６Ａは、プローブ表面２２が当初は球状であり、プローブ表面２２と試験面１２と
の間の界面における、加圧、緩和、および剥離の作用が、表面に垂直な線上での運動を伴
う、好ましい実施形態である。本形態の利点は、コンパクトであることである。単三電池
１６１８および線型ステッピングモータ１６１６によって、長さ６インチ、直径０．８７
インチの寸法を有する、ペン型デザインになる。外面的には、ユーザは、プラスチック製
筺体１６０６を把持しつつ、脱着可能な隔離絶縁体１６０８を試験面１２に対して押し付
ける。
【００４７】
　図１６Ｂは、図１６Ａの構成部品の断面図を示す。プローブ表面は、強磁性体案内管１
６１０内に保持された、使い捨てアプリケータ組立部品１６０４が円柱状に積み重なった
状態で、格納される。案内管１６１０は、使い捨てアプリケータ組立部品１６０４を、滑
り嵌めの状態で保持する。磁石１６１２は、軸方向の圧縮力または張力に比例して信号を
発生させる、高感度のフォースゲージ１６１４に、案内管１６１０の端部を結合させる。
フォースゲージは、ヘイドン・リニア２０００のような、線型ステッピングモータ１６１
６の非回転シャフトに、さらに装着される。電池１６１８は、制御装置（図示せず）に電
力を供給する。未使用のプローブ表面を露出するために、ユーザはまず、案内管１６１０
を磁石１６１２から離れる軸方向に摺動させて、筺体１６０６の外へ出す。米国特許第３
，３３８，２１５に類似した方法で、ユーザは、従前に露出していた使い捨てアプリケー
タ組立部品１６０４を、案内管１６１０の先細になった端部から解放し、続いて当該の使
用済みアプリケータ組立部品１６０４を、案内管１６１０の端部に挿入するが、案内管１
６１０は通常、従前に露出していた使い捨てアプリケータが、まだ案内管の中にある使い
捨てアプリケータと係合するように、磁石１６１２と接触しており、まだ案内管の中にあ
る使い捨てアプリケータを、案内管を通して押し出すことによって、案内管の先細になっ
た端部から、新しく露出する使い捨てアプリケータが出現する。次に、ユーザは、再配列
された使い捨てアプリケータ組立部品１６０４を備えた案内管１６１０を、筺体１６０６
内に摺動させて戻し、磁石１６１２と接触させる。
【００４８】
　図１６Ｄは、成形カートリッジ１６２０、および粘弾性球体１６２２で構成される、使
い捨てアプリケータ組立部品１６０４の側面図を示す。ユーザが測定工程を開始する際に
、隔離絶縁体１６０８は、定位置である筺体１６０４の端部に配置され、隔離絶縁体の自
由端は、試験面１２に対して押し付けられる。線型ステッピングモータ１６１６は、露出
している使い捨てアプリケータ組立部品１６０４を、成形カートリッジ１６２０の肩部が
試験面１２に接触するまで、試験面に向けて駆動するのに十分な力を供給する。応力緩和
するのに十分な時間が経過した後に、線型ステッピングモータ１６１６は、フォースゲー
ジ１６１４、磁石１６１２、案内管１６１０、および使い捨てアプリケータ組立部品１６
０４の円柱状結合体を、必要な力または張力を測定する試験面から引っ込める。そして、
試験面の表面エネルギーが、制御装置によって算出される。
【００４９】
　本発明を、好ましい実施形態を参照して説明してきたが、本発明の趣旨および範囲を逸
脱することなく、変形および細部の変更がなされ得ることは、当業者には理解されるであ
ろう。
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【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】
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【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図４Ｄ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】

【図７Ｄ】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(19) JP 2010-507803 A 2010.3.11

【図１４】 【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】 【図１６Ａ】
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【図１６Ｂ】 【図１６Ｃ】

【図１６Ｄ】

【図１６Ｅ】

【図１６Ｆ】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年11月9日(2009.11.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項９】
　請求項１に記載の装置であって、
　さらに、前記制御装置を収納可能な支持トレイを備える
　ことを特徴とする装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１７】
　請求項１５に記載の方法であって、
　前記粘弾性高分子層は、部位毎に異なる膜厚を有する
　ことを特徴とする方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　比較的弾性率の高い可撓性支持膜２６は、永久伸び変形を生じさせることなく、試験面
１２からＶＥＭ２０を剥離する際に有用である。最も好ましい支持膜は、０．００２イン
チ厚さのカプトンである。カプトン膜は、最小０．０００２インチの厚さであれば、使用
可能である。膜厚が薄いほど、表面エネルギーの高い試験面に対して、当該膜の降伏応力
を超えた応力を受ける可能性がある。カプトン膜は、０．０１インチまでの厚さであれば
、使用可能である。膜厚が厚いほど、十分な可撓性を失する可能性があり、その場合、試
験面１２の横方向のスケールハイトの、より大きな変動に即応しない。別の好ましい可撓
性支持膜材料としては、セルロース、ポリエステル、金属膜、ポリアミド、およびポリエ
チレン等が挙げられる。ＶＥＭ２０と可撓性支持膜２６との１つの組合せを、以下、リボ
ンと称する。

【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　図１Ａにおいて、マンドレル３４は、時計回りに回転しつつ、試験面１２に平行して左
から右へと移動しながら、試験面１２に向かって押し付けられる。ＶＥＭ製のプローブ表
面２２は、始端部２４において、試験面１２と接触する。ＶＥＭ表面２２と試験面１２と
の間の引力相互作用は、マンドレル３４および始端部２４を、試験面１２に対して右方向
へ前進させる傾向がある。隆起３２にみられるように、始端部のすぐ後方で、隆起はＶＥ
Ｍ表面２２と密着する傾向があり、一方、くぼみ３０にみられるように、くぼみは密着し
ない可能性がある。
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【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　図１Ｂにおいて、マンドレル３４は、時計回りに回転しつつ、試験面１２に平行して左
から右へと移動しながら、試験面１２に向けて加圧を続ける。マンドレルの接平面が試験
面１２と平行となる場合に、ハブからの常用圧力は最大値に到達する。試験面の一領域上
でのマンドレル３４の加圧保持時間と、マンドレル３４と試験面１２との間の圧力と、の
組合せによって、ＶＥＭ２０は、始端部近傍では接触しなかった粗面の少なくとも一部に
、ぴったりなじむこととなる。例えば、くぼみ３０は、図１Ｂにおいて、ＶＥＭ表面２２
と概ね密着している。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　図２Ａ、図２Ｂ、図３Ａ、および図３Ｂは、粘弾性物質の公知の特性を示すグラフであ
る。図２Ａは、時間ｔ0の間加えられた、一定応力Ｓ0を示す。図２Ｂは、加えられた応力
によって生じる変形歪みｅを示す。物質が完全弾性を有すると仮定すると、弾性歪み限界
Ｅまで即座に屈撓し、ｔ0経過後に完全に回復することになるので、変形歪みは破線曲線
をたどることになろう。典型的なＶＥＭは、図２Ｂにおける実線曲線をたどる。また、Ｖ
ＥＭは、最初に弾性限界Ｅまで屈撓し、その後ＶＥＭがクリープを起こすにつれて、さら
なる変形歪みを受け続ける場合もある。ＶＥＭは、ｔ0経過後、即座に部分的に回復する
ことになるが、より漸進的にさらに回復するだろう。クリープおよび回復に関連する時定
数、弾性歪みおよび粘弾性歪みの相対振幅、ならびに漸近的回復は、物質、応力、および
形状の詳細に、特異的に依拠する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　図３Ａは、時間ｔ0の間加えられた、一定変形歪みｅ0を示す。図３Ｂは、加えられた変
形歪みによって生じる応力Ｓを示す。物質が完全弾性を有すると仮定すると、弾性応力限
界Ｅまで即座に屈撓し、ｔ0経過後に完全に回復することになるので、応力は破線曲線を
たどることになろう。典型的なＶＥＭは、図３Ｂにおける実線曲線をたどる。また、ＶＥ
Ｍは、最初に弾性限界Ｅまで屈撓し、その後ＶＥによって、中間的な応力レベルに緩和す
る場合もある。ＶＥＭは、ｔ0経過後、残留負応力を幾分受けることになるが、それも漸
進的に緩和するだろう。緩和に関連する時定数、弾性歪みおよび粘弾性歪みの相対振幅、
ならびに漸近的回復は、物質、応力、および形状の詳細に、やはり特異的に依拠する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　図７Ａから図７Ｄは、測定器４０２の、それぞれ上面図、底面斜視図、左側面図、およ
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び正面図である（それぞれ図４Ａから図４Ｄに対応）が、ただし、自己較正機構がより明
確に見えるように、ほとんどの構成部品が除外されている。ネジ穴７１２によって筺体４
０２に固定されるブラケット７０２は、小型のステッピングモータ７０４およびピボット
アーム７０６を携える。偏心輪７０８は、ピボットアーム７０６の上端部を、モータ軸に
近づけたり遠ざけたりして、その結果、較正シリンダ７１０は、ＶＥＭ表面２２に対して
押し付けられたり、ＶＥＭ表面２２から持ち上げられたり、を交互に繰り返すことになる
。バネ７１３は、ピボットアーム７０６に予圧を加えて偏心輪７０８に押し付ける。較正
シリンダは、いくつかの機能を果たす。較正シリンダ７１０の表面エネルギーは公知であ
るので、較正シリンダを公知の良好なＶＥＭ２２上で接触回転させることによって、較正
シリンダの表面エネルギーを測定することと、その結果得られるトルクを測定することで
、歪みゲージが較正され得る。より一般的な較正シリンダの機能は、ＶＥＭ表面２２を検
査して、元の試験面１２によってＶＥＭが汚染されたかどうかを調べることである。とい
うのも、汚染により較正シリンダの見掛け上の表面エネルギーが減少するからである。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　図９は、測定器４０２の好ましい実施形態の、工程フローチャートである。リボンの装
着されていないマンドレル３４から始まって、ユーザは、マンドレルの発泡スリーブ上に
リボンを摺動させ、ノブ４１８およびスイッチ４１４を操作し、その結果、マンドレル３
４は拡張し、リボンと係合する（９０２）。制御装置８０６は、マンドレル３４を回転さ
せる一方、反射式センサの読取値を入力し、リボン上のインディシアを読み取る。リボン
が欠けている、あるいはリボンがマンドレルの軸に沿って適切に配置されていない、とい
った位置合わせ上の誤りがないか、インディシアは検査される（９０４）。インディシア
が、有効なリボンが正確に設置されていることを示していれば、粘弾性パラメータがイン
ディシアから抽出される（９０６）。ユーザは、好ましい実施形態の測定器４０２を、リ
ボン表面が試験面に接触した状態で配置し（９０８）、測定を始める準備ができているこ
とを知らせる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５Ｂ
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図５Ｂ】

【手続補正１１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５Ｃ
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図５Ｃ】

【手続補正１２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７Ｃ
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図７Ｃ】



(26) JP 2010-507803 A 2010.3.11

10

20

30

40

【国際調査報告】



(27) JP 2010-507803 A 2010.3.11

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,L
A,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE
,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．イーサネット

(72)発明者  バチェルダー　ジョン　サミュエル
            アメリカ合衆国　ニューヨーク州　１０５８９－２４２８　ソマーズ　キャンベルドライブ　２
(72)発明者  バチェルダー　シンシア　トレンペル
            アメリカ合衆国　ニューヨーク州　１０５８９－２４２８　ソマーズ　キャンベルドライブ　２


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

