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低入熱摩擦圧接における摩擦時間，摩擦トルクと継手特性の関係*
―摩擦圧接の接合ﾒｶﾆｽﾞﾑに関する研究(第3報)一
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がって全面が接合された後に初期トルクに到達するという
１．緒

接合現象が明らかになった1).また，初期トルクの値は，圧

言

接面全面が焼付く温度と，その温度における母材のせん断

Ｓ
摩擦圧接法は，異種材料の接合が容易，接合条件の管理

破壊強さにより推定できることを明らかにした2･3).

が容易であるなどの利点から，自動車産業を中心に様々な

これらの結果を踏まえると，従来のように第１位相から

分野で有効な接合手段として利用されている溶接方法とし

第４位相までの接合過程を経ずに初期トルク到達時点にお

て知られている．

いて摩擦圧接を終了させても，論理的には十分な継手強度

著者らは，摩擦圧接の接合メカニズムを解明することを

が得られる可能性がある．もしそうであれば，多くの実際

目的として検討を進めており，摩擦圧接における第１位相

施工で行われているアプセット過程，いわゆる第４位相ま

の接合現象について詳細な検討を行ってきた1‑3).その結

でを経ずに摩擦圧接を終了させることになり，圧接面から

果,圧接面外周部から擦れ加工が生じて中央部へと拡大し，

排出するバリを減少させることが可能となる．すなわち，

圧接面全面が擦れ加工状態となる．そして，中央部から焼

圧後後の加工やコストの低減などが可能になる．さらに，

付きを生じてこの部分が接合され，これが外周部へと拡

従来法に比較して短時間で接合が完了できることから溶接
大熱を低くすることができ，調質材に対して有効な接合法
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of Engi‑

となりうる可能性がある．これまでに，セラミックスと各
種非鉄金属との組み合わせにおける摩擦時間と継手強度の
関係4)，S55C炭素鋼同士における摩擦寄り速度ならびに大
熱と継手強度との関係5)などが調べられているものの，初
期トルク近傍の摩擦時間で摩擦圧接を終了しようとの観点
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を行った．なお，圧接面同士の相対速度が零となるまでの

4％，エタノール96％組成のピクラール液を用い，約120

時間は，本圧接条件下において試験片同士が約１回転する

間腐食させた後に洗浄，観察した．また，圧接面を横切る

摩擦時間0.04sよりも短い時間，すなわち撮影能力１コマ

軸心部と外表面の中心である1/2

1/30秒のディジタルビデオカメラで観察できない時間であ

引の熱影警部の幅を測定した．

り，本報告では瞬時であると判断した．また，電磁クラッ

２．５

R部(以下，1/2

s

R部とい

圧接面近傍の硬さ分布測定方法

チ自体にも慣性モーメントがあるため，回転側から伝達す
るトルクの減少が考えられる．予備実験により電磁クラッ

圧接面近傍の硬さ分布には，断面マクロ観察を行った試

チを使用した場合と使用しない場合における摩擦トルクを

験片を用いた.測定にはマイクロビッカース硬さ計を用い，

比較したところ,両者に差異は認められなかったことから，

測定荷重を9.8N(1

本報告では電磁クラッチ自体の慣性モーメントによる影響

に横切る1/2

はほとんど無いものと判断した．

後面より対称に0.2mm(200μm)の間隔で５ｍｍの位置ま

接合後，継手の寄り代の測定，ならびに引張試験および

kgf)とした．測定位置は圧接面を垂直

R 部の軸方向線上とし，その線上において圧

で測定した．

曲げ試験，圧後面近傍の断面マクロ観察および硬さ分布の
3.実験結果および考察

測定を行った．なお，各方法については後述の通りである．
２．３

継手の引張および曲げ試験方法
３．１

継手の引張強さ

種々の摩擦時間で瞬時に相対回転速度を零にすることに
より摩擦圧接を終了した複数の継手を得，継手の外観観察

種々の摩擦時間で摩擦圧接を終了させた継手の引張強さ

ならびに寄り代の測定を行った後に，継手の引張試験なら

を摩擦トルク曲線に対応させてFig.5に，引張試験後の外

びに曲げ試験を行った．得られた継手を旋盤によってFig.

観例をFig.6に示す.なお,摩擦トルク曲線は前轍1)と同じ

3(a)に示す様に圧接面から排出されたバリを除去してJIS

である．第１ｲ立相，焼付過程の始まる摩擦時間0.7sでは，

Z 31436)に準じた引張試験片を作製した．なお,圧接面から

Fig.5に示すように引張強さが大きくばらついておリ，い

バリが排出されなかった継手については，そのままの状態

ずれもFig.6に示すように圧接面から破断した．摩擦時間

を引張試験片とした．一方，曲げ試験片はFig.3(b)に示す

が0.9 s, 1.1sと増加すると，ばらつきが滅少して引張強さ

ように引張試験片と同様にバリを除去，さらにチャックの

が増加，母材と同等の継手強度を達成し，破断位置も圧接

つかみ部を除去して作製した．引張試験はJIS

面から圧接面/母材間破断,母材破断へと変化した.そして，

もとづいて行い，曲げ試験では，JIS

Z 22417)に

Z 31228)にもとづき

Fig.4に示すように３点曲げ試験とし，圧接面に荷重が作

初期トルク直前の1.3sでは,破断位置にばらつきがあるも
のの母材強度を達成し,初期トルク到達直後の1.5sとなる

用するようにして行った．いずれの試験も油圧式万能試験

と，実験を行ったすべての継手が母材破断した．このため，

機を用い，室温にて行った．

初期トルク到達時点において，継手は十分に接合されてい
ると思われる．第２位相から第３位相となる摩擦時間2.0s

２．４

圧接面近傍の断面マクロ観察,熱影警部幅測定方法

圧接面近傍の断面マクロ観察は，前報1)と同様の方法で

以降となると，母材強度を有しているものの，再び圧接面/
母材間破断した継手がいくつか得られた．このように，バ

行った．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

500

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
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Friction time， s
Fig.5
Fig.4

Method

of bending test.

Relationship between the friction time， friction
torque，and joint tensne strength.
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す.Fig.10に示すように若干のばらつきがあるものの，摩
Friction time， s
Fig.10

Relationship between
torque，andbum‑off.

the fridion time， fridion

擦時間0.7sまではほとんど寄り代はなく，Fig.nのよう
にバリも全くなく，一応，外見上は接合された状態であっ
た．０．９ｓとなると圧接面外表面が青色（写真では黒色）に
変色したが，寄り代も０．５ｍｍ以下でバリの排出はほとん
どみられなかった．そして，１．１ｓではバリが少し排出して

降では，実験を行ったすべての継手において母材と同じ9『

おり，初期トルク直前の1.5sで寄り代が約１．５ｍｍ程度と

以上の曲がり角度を達成した．引張試験では，第２位相以

なり，外表面の焼戻し色が軸方向へと拡大した．その後，

降に，圧接面/母材間破断した継手が得られたものの，曲げ

摩擦時間の増加にともなってバリの排出量ならびに寄り代

試験においていずれも90°以上の曲がり角度を達成してい

が増加しているのがわかる．このように，第１位相の最後

ることから，圧接面に未接合部を有していても継手として

にあたる初期トルク到達時点で瞬時に相対速度を零にして

は十分な曲げ延性を有していると考えられる.

摩擦圧接を終了することによって,寄り代が非常に少なく，
かつ母材破断する継手の製作が可能であることがわかる．

3.3

接合後の外観および寄り代

各摩擦時間における継手の寄り代を摩擦トルク曲線に対
応させてFig.10に，接合後の外観をFig.11にそれぞれ示
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のの，LHI法では寄り代が約１．５ｍｍであり，Fig.15のよ

まして，姫路工業大学工学部工作センターに御協力を頂い

引こバリ排出量も従来法よりも非常に少ない．特に，LHI

たことに感謝を申し上げます．また，当時，熱心に実験に

法では大熱量が従来法の約半分以下となっており，低大熱

協力された姫路工業大学工学部機械工学科学部生の竹内康

での接合が可能となっていることがわかる．

智君に感謝します．

以上のことから，軟鋼同士の接合の場合，第１位相の最
後にあたる初期トルク到達時点で瞬時に相対速度を零にす
る，すなわち摩擦圧接を終了させることによって，寄り代
が非常に少なく，かつ母材破断する継手の製作が可能であ
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