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摩擦圧接における第１位相の接合現象の観察*

　　　一摩擦圧接の接合ﾒｶﾆｽﾞﾑに関する研究（第1報）－

木村　真晃**，美王　秀文***，日下　正広**，瀬尾　健二**，冨士　明良****

Observation of Joining Phenomena in First Phase of Friction Welding‘

　　　　　－Study of JoiningMechanism of FrictionWelding(Reportl)－

by KIMURA Masaaki＊＊，MIOH Hidefumi＊＊＊，KUSAKA Masahiro＊＊，SEO Kenji＊＊and FUJI Akiyoshi＊＊＊＊

　　Many investigations have been reported for the mechanism of friction welding process of similar materials. However，the

mechanism has not been clarified precisely up to now. A series of studies has been carrying out to clarify the joiQing mechanism

of friction welding process. As for the first step，the present paper describes the joining phenomena in the first phase of friction

welding process， i.e｡fridion stage. The materials joined were mild steels (same materials)，and a brake type fridion welding

equipment was used throughout this experiment.

　　Main conclusions are obtained as follows.

　　(1)When the weld faying surfaces of both substrates contaded each other, the friction torque rapidly increased and maintained

at the nearly constant. Following this，the friction torque reached to the initial peak torque，

　　(2)The wear of both surfaces started at the periphery portion (outer surface)ofjoint，and moved to the center portion (center

axis).Then，seizure and joining began at the center portion， and they extended toward the periphery portion.

　　(3)The friction torque reached to the initial peak torque when the welded interface was joined completely and upsetting of both

substrates started.

　　(4)The joining models at the firstphase in wear and the seizure stages were made from the observation results. As a conclusion，

the firstphase of fridion stage was composed of the wear and the seizure stages.

Key Words :　Friction welding, Joining phenomena， First phase， Fridion torque， Periphery portion, Center portion, Joining mode1。

　　　　　　　　Wear stage， Seizure stage
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緒 言

　　　固相接合法の一つである摩擦圧技法は，溶融溶接の困難

　　な材料の組み合わせについても適用できる場合が多く，各

●種産業分野でその用途が増大している溶接方法である．特

　　に，近年，工業製品の高性能化，高機能化か求められてお

　　り，この中にはセラミックス系材料やチタニウム系材料に

　　代表される機能性材料が多く含まれている．そこで，これ

　　らの材料と加工性に優れた材料，もしくは安価な材料を組

　　み合わせて使用することによりコストの低減および製品の

　　高性能化を図ることができる．この際，これら材料の接合

　　が必要であり，これに対して摩擦圧技法の適用が拡がって

　　いる1ぺ)．
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　摩擦圧接法は，良く知られているように，摩擦推力のも

とで被接合材の接合端面同士を回転接触させることにより

摩擦熱を発生させ，接合部の温度を上昇させる摩擦過程

と，摩擦過程で負荷した推力と同等，もしくはそれ以上の

推力を負荷することにより接合邦をより密着させるアプ

セット過程の二つから構成される．この一連の過程を，蓮

井ら5)は摩擦トルク曲線から四つの位相に分けている．す

なわち，JIS Z3607 の｢炭素鋼の摩擦圧接作業基準｣6)で規

格化されているような炭素鋼同士の摩擦圧接で得られる摩

擦トルク曲線において，接合端面同士の接触開始からトル

クが最初の極大値を示す初期トルクまでを第１位相，その

後初期トルクからトルクが低減して定常トルクに至るまで

を第２位相，定常トルク域を第３位相，アプセット圧力を

負荷する過程を第４位相と定義している．このような定義

のもとで，同一現象が比較的長く継続するために熱的に非

常に安定である第３位相と，この位相とともに継手性能に

大きな影響を及ぼす第４位相の接合現象が比較的容易に解

析できることから，これまでに多くの研究が行われてき

た7-13).これらの報告では，使用した材料や形状，圧接条

件が異なるために系統的な比較は難しいものの，第３およ

び第４位相のメカニズムはかなり明らかにされている．

　一方，第１および第２位相に関して，M.Raoら14)が
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圧接面が得られ，それらを観察することにより第１位相中

の過渡的な接合現象が観察できる.

　②の実験では，任意の摩擦時刻で摩擦圧接を停止させた

継手が得られ，圧接面近傍の断面マクロ観察ができる．す

なわち，これらの圧接面から回転側，固定側の軸方向へそ

れぞれ10mm離れた位置を切断し，さらに圧接面に垂直

な軸方向で，かつ圧後面の中心線である軸心部を通る面で

切断を行い，観察面にバフ研磨を施して圧接面近傍の断面

マクロ観察に供した．腐食液には，ピクリン酸4％，エタ

ノール96％組成のピクラール液を用い，約120s間腐食さ

せた後に洗浄し，観察を行った．

3.実験結果

3.1　摩擦過程中の母材様相と摩擦トルク

●　　摩擦圧力30MPa，摩擦速度27.5s-1の圧接条件で摩擦圧

　　接を行った場合の摩擦過程中の母材様相と摩擦トルクとの

関係をFig.3示す．なお，(a)の写真1)～5)は(b)の摩擦

トルク(1)～(5)にそれぞれ対応している.1)は接触した瞬

間であり，2)において圧後面を垂直にみて中央部にあたる

位置が赤く(写真では白色)発光し始めるのが認められた．

この(2)の少し前から摩擦トルクが急激に上昇し，3)でみ

られるように圧接面全体が赤く(写真では白色)なり，(4)

Rotating　　Fi｀ing

side　　　　side
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の初期トルクでは，バリを排出して寄っているのが認めら

れた．その後，摩擦トルクが減少し，5）のようにバリの

量が多くなった.

　3.2　圧接面の様相変化

　Fig.3で示した一連の接合現象に対応した任意の摩擦時

間における圧接面の過渡的な様相変化，すなわち，①の実

験で得られた圧接面写真結果の一例をFig.4に示す．試

験片が約一回転した時間に相当する摩擦時間0.04sでは，

回転側，固定側ともに圧接面外周部において同心円上に凸

凹した部分，いわゆるむしられた（以下，擦れ加工とい引

状態が認められた．また，圧接面中央部ではわずかに擦れ

た後がみられたものの平面研削盤の研磨痕がほぼそのまま

の状態であった．摩擦時間が0.11sと経過すると外周部の

擦れ加工状態が中央部へと拡大し，0.3sでは圧後面全体が

擦れ加工状態となった．この後，0.5sでは中央部において

若干焦げ茶色（写真では灰色）に変色した部分がみられ，

さらに0.7sになると，中央部では擦れ加工状態が焼付いた

後に引きちぎられた（以下，結合分離という）状態へと変

化し，青白い色（写真では白色）に変色しているのがみら

れた.0.9sでは青白く変色した部分が外周部へと広がって

おり，1.1sになると圧後面全体が青白く変色し，圧後面

全体が結合分離状態を呈した．これらより，摩擦による擦

れ加工状態は圧後面外周部から中央部へと広がり，その後，

u
I
N4
a
n
b
j
o
l

u
o
i
p
l
.
l
j

０ 0.5　　1.0　　1.5　　2.0　　2.5　　3.0

　　　Friction time， s

　（b）Friction torque culve

1?!!1°1（a）Joi咄lg behavior

Fig.3　Joiningbehavior and frictiontorque curve during frictionwelding process.
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Fig.5　Relationship between cross-sectionalappearances of the welded interface region and frictiontorque curve.

面中央部から接合が生じた．この第１位相における一連の

接合現象について，Fig.6に示すようなモデルを考えるこ

とができる．なお，簡単のため，圧後面は領域1～3に示す

ように軸心部を中心とした輪の集合と考えた．①は母材同

士が接触した瞬間であり，この直後より圧後面では摩擦が

生じる．このとき，摩擦圧力が圧後面に対して均一に負荷

されているため，圧接面同士の相対速度の差異から外周部

の領域１で発熱が最も多いためにこの部分の温度が上昇す

る．この温度上昇により②のように外周部である領域１が

膨張し，領域２および領域３では圧接面間で隙間を生じた

状態となる．一方，接触している領域１では負荷している

摩擦推力をすべて受け持たなければならない状態，すなわ

ち領域１における摩擦圧力は非常に大きくなる．このため，

③のように領域１のみで擦れ加工状態となり，新生面を創

成する．この部分が大きく擦れ加工を受けると④のように

内側である領域２および領域３で摩擦圧力を受け持たなく

てはならなくなり，内側同士が接触する．さらに，領域１

で発生した熱が領域２へと伝わることによって，領域２の

みで摩擦推力を受け持つ状態となる．この②～④の現象が

圧接面中央部まで繰り返されることによって⑤のように圧

接面全体が擦れ加工状態となり，圧接面全面が新生面とな

る．さらに，この圧接面同士の相対速度の差異から外周部

の温度が上昇して膨張するという一連の変化を繰り返し，

圧接面の温度がある程度以上高くなると，⑥のように相対

速度の低い領域３である圧接面中央部では焼付きを生じ始

める．ところが，実際には焼付きを生じてもこの部分は相

対運動をしているため，⑦のように焼付きを生じた領域３

を瞬時にねじり破断させる必要があり，そのため摩擦トル

クは急激に増加しはじめ，それにともない領域３における

発熱が大きくなる．これは，Fig.4の摩擦時間0.7sの状

態である．この発熱により圧接面の温度がさらに上昇し，

⑧のように相対速度の大きい領域２まで焼付きを生じる．

さらに⑨のように破断させるため摩擦トルクはさらに増加

する．そして，発熱も増加するため，最終的に⑩のように

相対速度が最も大きい領域１まで焼付きを生じる．その

後，発熱がさらに大きくなり，焼付部分の温度が上昇して

母材の降伏強度が負荷している摩擦推力を下回った後にバ

リを排出，それと同時にねじれ破断強度も低下して摩擦ト

ルクが低下し始めると考えられる.

　4.2　第１位相の分割

　前述したように，蓮井ら5)は摩擦トルク曲線を四つの位

相に分けている．しかし，3.2節および3.3節の観察結果

から，第１位相では擦れ加工と焼付きの二つの現象が生じ

ていることが明らかとなった．そこで，Fig.7に示すよう

に第１位相を二つの部分に分けることがより合理的である

と考えられる．すなわち，圧接面同士がお互いの摩擦によ

り擦れ加工状態となり，ほば一定のトルク値を示す期間

と，圧接面同士が焼付いてトルクが急上昇する期間とであ

る．以下，前者を擦れ過程，後者を焼付過程という．前者

の擦れ過程では，Fig.6①～⑤のように，圧接面同士の摩

擦により新生面が外周部から中央部へと創成される一道の

現象を繰り返しながら圧後面全面の温度がほぼ一様な状態

で上昇していく過程であると考えられる．したがって，こ
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態が圧接面全面へと広がった後に中央部から焼付きを生

じ，この部分から接合された.

　（3）圧接面全面が結合され，母材が寄り始めた後に初期

トルクに到達した.

　（4）第１位相の接合現象の観察結果より，接合メカニズ

ムのモデル化かできた．また，第１位相を擦れ過程と焼付

過程という二つの部分に分けて考える必要があることが示

された．
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