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上下一対の電極輪 1 ， 2 を、それらの軸芯 1 7 , 1 8 が 2 枚の金属板 5 ， 6 の重ね合わせ部分」に形成
される溶接線 X に直交する直線 Y に対 して水平面内で互 に 傾斜するよ 配置 し、電動モ一
タ 6 1 , 6 2 で積極的に駆動 しなが らマッシ3. シーム溶接を によ り接合部の増厚量及び段差
勾配を大幅に低減することができ、応力集中係数が低減 し、 度を確保することが出来る。ま
た、ナゲットNが接合界面から外れな よ に接合 される。電極輪 1 , 2 の軸芯 1 7 , 1 8 の傾斜方向
は、電極輪 1 ， 2 の進行方向部分 1 A , 2 Aが水平面内で電極輪 1 ， 2 が最初に接触する金属板の存在
する方向を向 < 方向とする。 これによ り重ね合わせ部分」の金属板の端部が電極輪 1 , 2 食 ( 込んで
電極輪に疵を付げることを防止 し、溶接時にチ リが発生するのを防止することが出来る。



目主

技術分野

０００1 本発明は、2枚の金属板の端部を重ね合わせ、その重ね合わせ部分を上下一対の

電極輪で加圧し、溶接電流を流しながら連続的に溶接し、2枚の金属板を接合する

マッシュシーム溶接方法及び装置に関する。

背景技術

０００2 マッシュシーム溶接機は、2枚の金属板の端部を重ね合わせ、その重ね合わせた

部分を一対の電極輪で加圧し、溶接電流を流しながら連続的に溶接すると同時に、

高温状態に加熱され軟化した接合部を電極輪で圧延することにより、接合部厚みを

低減する溶接方式である。しかし、この溶接方式では、接合部を母材厚み相当まで

圧延することは出来ず、接合部厚みは母材 (金属板 ) の厚みの 2０から 6０ 程度

に増加し、接合部と母材間には段差が生成する問題がある。

０００3 該接合部厚みを低減する方法として、上下一対の電極輪に隣接してその片側に上

下一対の加圧口一うを設置し、マッシュシーム溶接前に、それら電極輪及び加圧口

一うを支持する台枠を加圧口一うが先導する方向に移動して金属板の重ね合わせ

部を加圧口一うで圧延し、圧延完了後、重ね合わせた金属板を微小呈離間させ、接

合部厚みを減少させた後に、上記台枠を反対方向に移動して当該重ね合わせ部を

一対の電極輪で加圧し、溶接電流を流しながら、連続的にマッシュシーム溶接し、更

に当該接合部を加圧口一うで圧延することで、接合部厚みを減少させる方法が提案

されている (特許文献 及び2

０００4 また、マッシュシーム溶接の接合部厚みを低減し、且つタクトタイムを低減する目的

で、上下一対の電極輪に隣接してその両側に上下一対の第 及び第2の加圧口一う

を設置し、それら電極輪及び加圧口一うを支持する台枠を第 の加圧口一うが先導

する一方向に移動して金属板の重ね合わせ部を一対の第 の加圧口一うで圧延後、

該加圧口一うに後行する一対の電極輪で該圧延部を加圧し、溶接電流を流しながら

、連続的にマッシュシーム溶接を了 、刊 、更に、該電極輪に後行する第2の加圧口一ラ



で該接合部を圧延することで、接合部厚みを減少させる方法及び装置が提案されて

いる (特許文献 及び2

０００5 また、重ね合わせた2枚の金属板をマッシュシーム溶接方式で接合する場合には、

一対の電極輪で把持した金属板厚みの中央部にナゲットと称する溶融凝固部が生

成する。金属板の板厚差が大きいほど、接合界面は重ね合わせた金属板厚みの中

央部から離れるため、接合界面がナゲットから外れ、接合強度が低下する問題がある

。このため、接合する金属板の板厚比を制限しなければならない課題があった。

０００6 接合する金属板の板厚比の制限を緩和するため、マッシュシーム溶接後の各金属

板の板厚がほぼ同等となるょぅに、電極輪と材料間の接触面積を各々設定し、ナゲッ
トを接合界面に生成させ、許容接合板厚比を拡大する手段が提案されている (特許

文献3)

０００7 特許文献 1 :特公平2 53 4号明細菩

特許文献2 :特公平2 6 9 号明細菩

特許文献3 :特許335 ０933 号明細菩

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 マッシュシーム溶接機は、2枚の金属板の端部を重ね合わせ、その重ね合わせた

部分を一対の電極輪で加圧し、溶接電流を流しながら連続的に溶接すると同時に、

高温状態に加熱され軟化した接合部を電極輪で圧延することにょり、接合部厚みを

低減する溶接方式であるため、接合材料の厚みを減少させる塑性加工仕事の多くを

電極輪にょる圧延が担ぅ。減厚される接合部の塑性流動は電極輪の圧延方向が主

体となるが、接合部は隣接する金属板の母材と連続体の関係にあり、圧延方向への

塑性流動は母材の拘束を受ける。この結果、接合部を母材厚みまで圧延することは

出来ず、マッシュシーム溶接方式の接合部厚みは母材 (金属板 ) の厚みの 2０から

6０ 程度に増加し、接合部と母材の厚みが典なることで、高い応力集中係数を有す

る段差が接合部に生成する。この接合部に応力が作用する場合には、若しく強度が

低下する問題があり、この制約にょりマッシュシーム溶接の適用範囲が限られる課題

があった。また、急峻な段差にょる鋼板加工ラインにおける作業口一ルの傷付き発生



或いは生産性及び歩留まり低下の問題があった。

０００9 例えば、マッシュシーム溶接機の接合部は母材の 2０から 6０ 程度にステップ

状に増厚するため、マッシュシーム溶接機をそのまま合計圧下率の大きな冷間圧延

設備へ適用した場合には、接合部の段差部が母材に亀裂状に折り込まれる結果、ス

トリップと称される金属板の該接合部で有効断面積が低下することで、冷間圧延の際

に付与される張力に対する単位張力が増加すると共に、亀裂状に折り込まれた段差

の先端部が特典応力場になることで、飛躍的に破断確率が高くなる。これにより、安

価で小型なマッシュシーム溶接機は合計圧下率の大きな冷間圧延設備への適用は

出来ず、高価で大型のフラッシゴ ット溶接機もしくはレーザビーム溶接機を適用せ

ざるを得ない課題があった。

００1０ また、テーラードブランクでは、典なる厚み及び材料強度を有する鋼板を安価に接

合出来るマッシュシーム溶接機が適用されているが、増厚した接合部の成形性に問

題が生じる部位及び接合部段差に起因する応力集中の問題が生じる部位への接合

には、適用することが出来ず、高価なレーザビーム溶接機を適用せざるを得なかった

００11 また、製鉄業界における連続焼鈍ライン、亜鉛メッキ鋼板製造設備等の生産ライン

には、歩留まり及び生産性を向上させる目的で、生産プロセスを連続化するための

接合装置として、安価なマッシュシーム溶接機が適用されている。しかしながら、上述

の如く、マッシュシーム溶接では接合部厚みが厚くなり、急峻な段差が形成されるた

め、接合部がスキンパス圧延機を通過する際には、作業口一ルへの傷付き防止なら

びに接合部段差の作業口一ルへのマーク伝写を防止する目的で、スキンパス圧延機

前後のライン速度を低下させ、圧延機の作業口一ルを開放乃至は圧延荷重を低下さ

せ、作業口一ルへの傷付きを防止する等の連伝方法を採用し、生産性及び歩留まり

が低下する課題があった。

００12 特許文献 及び2に記載の従来の方法のぅち、圧延完了後、重ね合わせた金属板

を微小呈離間させ、接合部厚みを減少させた後に連続的にマッシュシーム溶接し、

更に当該接合部を加圧口一うで圧延する前者の方法では、母材の ０ 程度の厚

みまで接合部厚みを減少させることが出来る。しかしながら、金属板の端部を離間さ



せる距離が大き過ぎた場合には、接合部近傍に、溶接前の加圧口一うの圧延による

窪みが残り、離間最が不足した場合には、接合部の増厚最が増大する。このため、

離間設定最の最適範囲がピンポイントにしか存在せず、ロバスト性に劣り、高い品質

の接合強度を安定して確保することが困難であった。

００13 特許文献 及び2に記載の従来の方法のぅち、電極輪の両側に加圧口一うを設置

し、台枠の一方向の移動で溶接前の圧延、溶接、溶接後の圧延を連続的に行ぅ方法

では、接合部の厚みが十分に低減できない等の課題がある。すなわち、金属板はマ

ッシュシーム溶接時の重ね合わせ呈がずれないよぅにクランプ装置で把持され、その

クランプ装置により溶接線直角方向に拘束されているため、溶接後の加圧口一うによ

る圧延加工においては、溶接線直角方向の塑性流動呈は限られ、該口一ラ進行方

向に、金属を塑性流動させることが主体となる。上述のマッシュシームの電極輪の圧

延と同様にして、加圧口一うによる圧延部の塑性流動は母材の拘束を受け、延びが

苦しく制限されるため、母材厚みまで減厚することが出来なかった。また、加圧口一う

による圧延加工においては、圧延により減少した接合部厚みの体積は、接合部の長

手方向へ塑性流動させられ、接合部長さが丘くなることで、吸収される。よって、加圧

口一うで延ばされた接合部と母材間で延び差が生じ、接合部が湾曲もしくは波状に

変形する問題があった。

００14 これらにより、マッシュシーム溶接方式では、接合部の増厚を抑え、接合部と母材と

の間に段差を生成させることなく接合することは従来困難とされ、安定して接合部の

増厚呈ならびに段差勾配を低減し、かつ高い接合強度を有するマッシュシーム溶接

方法が望まれて来た。

００15 一方、マッシュシーム溶接では一対の電極輪で加圧された2枚の金属板の板厚方

向中央部にナゲットが生成する。2枚の金属板の板厚差が大きい場合には、ナゲット

生成個所が接合界面を外れ、接合強度が低下する問題があり、接合する2枚の金属

板の板厚比を : ・5程度以下に制限し、これ以上の板厚比に対してはマッシュシー

ム溶接を適用しないのが実情であった。

００16 従来、その問題を解決する手法としては、特許文献3に開示されているよぅに、互い

に平行な二軸芯まわりに回伝可能に設けられた一対の電極輪の内、厚い金属板側



の接触面積を背い金属板側の電極輪の接触面積より 、さくすることで、マッシュシー

ム後の板厚を概略揃える方法が提案されている。しかしながら、2枚の金属板の板厚

差を定最的に制御するためには、金属板の重ね合わせ部を電極輪端部に配置しな

ければならない。例えば、2 と3 の金属板の接合では、金属板の重ね合わせ

呈は概略板厚相当となるため、電極輪と材料間の接触幅は2 から3 程度とな

る。電極輪の胴端に接合部を配置し、電極輪と金属板間の面圧を必要精度維持する

場合には、上下方向に動作する電極輪フレームの隙間、電極輪軸受隙間ならびに

電極輪の摩耗呈を0・2 から0・3 程度の高い水準で管理し、接合幅方向の

位置決め精度を高めなければならない課題があった。また、金属板の位置を決定す

るクランプ装置にも高い剛性と精度が求められ、設備が大型で高価なものになる課題

があった。更には、たとえナゲットを接合界面中央部に生成させることが出来たとして

も、接合部厚みを母材と同程度に低減させることが出来ず、疲労強度が要求される

部位への適用は限定されるといぅ課題が残った。

００17 本発明の第 の目的は、2枚の金属板の接合部の段差勾配を低減し、高い接合強

度を確保出来るマッシュシーム溶接方法及び装置を提供することである。

００18 本発明の第2の目的は、板厚の典なる金属板を接合する場合に、比較的簡単で安

価な構成で、マッシュシーム溶接で生成するナゲットを接合界面に生成させることが

出来、接合強度を向上させ、許容接合典厚呈を拡大することが出来るマッシュシーム

溶接方法及び装置を提供することである。

課題を解決するための手段

００19 く第 の発明ノ

上述した課題を解決する第 の発明は、2枚の金属板の端部を重ね合わせ、その

重ね合わせ部分を上下一対の電極輪で加圧し、溶接電流を流しながら連続的に溶

接し、前記2枚の金属板を接合するマッシュシーム溶接方法において、前記一対の

電極輪の軸芯を、前記2枚の金属板の重ね合わせ部分に形成される溶接線に直交

する直線に対して、互いに反対方向に水平面内で傾斜させ、前記一対の電極輪を

積極的に駆動しながら前記2枚の金属板を接合することを特徴とする。

００2０ このよぅに上下一対の電極輪の軸芯を傾斜させ、一対の電極輪を積極的に駆動し



ながら2枚の金属板を接合することにより、2枚の金属板の重ね合わせ部分に溶接線

に直交する方向の克断力が作用し、これが重ね合わせ部分に同方向の克断変形を

与え、従来の電極輪の圧延による溶接線方向の塑性流動に加え、溶接線に直交す

る方向の塑性流動が生じ、この溶接線に直交する方向の塑性流動により接合後の重

ね合わせ部分 (接合部 ) の増厚呈を若しく低減する。その結果、その直後にその接合

部を加圧口一うで圧延することにより、接合部の増厚呈が更に低減し、段差勾配を大

幅に低減することができる。また、段差勾配が低減するため、応力集中係数が低減し

、高い接合強度を確保することが出来る。

００2 1 また、2枚の金属板の板厚が典なる場合は、金属板の板厚に応じて電極輪の軸芯

の傾斜角度を調整することで、重ね合わせ部分におけるそれぞれの金属板の減厚

呈が調整されるため、ナゲットが接合界面から外れないよぅに接合される。したがって

、段差勾配の低減による応力集中係数の低減に加え、ナゲットを接合界面に生成さ

せることによって接合部の接合強度が飛躍的に向上し、許容接合典厚呈を拡大し、

操業の自由度を向上することが出来る。しかも、一対の電極輪を傾斜させ、積極駆動

するだけの構成であるので、比較的簡単で安価な構成で実現することが出来る。

く第2の発明ノ

上述した課題を解決する第2の発明は、第 の発明に係わるマッシュシーム溶接方

法において、前記一対の電極輪の進行方向部分が水平面内で、前記電極輪が最初

に接触する金属板の存在する方向を向くよぅに、前記一対の電極輪の軸芯を前記溶

接線に直交する直線に対して、各々傾斜させ、前記2枚の金属板を接合することを

特徴とする。

００22 これにより電極輪が溶接の進行に伴い重ね合わせ部分を移動するとき、重ね合わ

せ部分の金属板の端部が電極輪へ食い込んで電極輪に疵を付けることを防止し、そ

の結果、その疵が原因で溶接時にチリが発生するのを防止することが出来る。

く第3の発明ノ

上述した課題を解決する第3の発明は、第 又は2の発明に係わるマッシュシーム

溶接方法において、前記2枚の金属板は板厚が典なり、前記2枚の金属板の板厚が



したことを特徴とする。

００23 このよぅに2枚の金属板の板厚が厚い側の電極輪の軸芯の傾斜角度を大きくするこ

とで、板厚が厚い側の金属板の減厚呈を大きくし、板厚の薄い金属板の減厚呈とほ

ぼ一致させ、ナゲットが接合界面に生成するよぅに接合し、接合強度を向上させるこ

とが出来る。

く第4の発明ノ

上述した課題を解決する第4の発明は、第 ～3の発明のいずれかに係わるマッシ

ュシーム溶接方法において、前記重ね合わせ部分の溶接開始前と溶接終了後の少

なくとも一方の工程では、前記一対の電極輪を接触させる第 設定と、前記一対の電

極輪を接触させないか、前記溶接時の押圧力に比較し軽荷重で接触させる第2設定

のいずれかの設定とし、前記第 設定では前記一対の電極輪を非駆動とし、前記第

2設定では前記一対の電極輪を駆動することを特徴とする。

００24 これにより上下電極輪へ過大なスラストカが作用することを防止出来、上下電極輪

軸受の寿命が延び、更には、上下電極輪の摩耗が抑制され、ランニングコストを低減

出来る。

く第5の発明ノ

上述した課題を解決する第5の発明は、第 ～4の発明のいずれかに係わるマッシ

ュシーム溶接方法において、前記2枚の金属板を前記マッシュシーム溶接により接合

した後、一対の加圧口一うの軸芯を前記溶接線に直交する直線に対して水平面内で

傾斜させ、前記一対の加圧口一うを積極的に駆動して前記接合部の段差を前記加

圧口一うの進行方向に圧延することを特徴とする。

００25 このよぅに上下一対の加圧口一うの軸芯を傾斜させ、一対の加圧口一うを積極的に

駆動しながら圧延することにより、上下一対の電極輪の軸芯を傾斜させた場合と同様

、接合部に溶接線に直交する方向の克断力が作用し、これが接合部に克断変形を

与え、この溶接線に直交する方向の克断流動により接合部の増厚呈を若しく低減す

る。その結果、電極輪によるマッシュシーム溶接時と加圧口一うによる圧延時の両方

で、溶接線に直交する方向の克断変形により接合部の増厚呈を低減し、同厚の金属

板の接合では金属板の母材厚み相当まで確実に圧延して段差を平滑化することが



出来、典厚の金属板の接合部は段差を平滑化或いは段差勾配を大幅に低減するこ

とが出来る。その結果、電極輪の軸芯のみを傾斜させた場合に比べて、より確実に応

力集中係数を低減し、高い接合強度を確保することが出来る。

く第6の発明ノ

上述した課題を解決する第6の発明は、第5の発明に係わるマッシュシーム溶接方

法において、前記一対の加圧口一うの進行方向部分が水平面内で、前記加圧口一

うが最初に接触する金属材料が係わる金属板の存在する方向と反対方向を向くよぅ

に、前記一対の加圧口一うの軸芯を前記溶接線に直交する直線に対して、各々傾斜

させ、前記接合部の段差を前記進行方向に圧延することを特徴とする。

００26 これにより段差部が金属板の母材に折り込まれることを防止することが出来、段差

部が母材に折り込まれた場合に生成する亀裂状欠陥 (末溶着欠陥)を防止すること

が出来、接合部の品質が向上する。

く第7の発明ノ

上述した課題を解決する第7の発明は、2枚の金属板の端部を重ね合わせ、その

重ね合わせ部分を上下一対の電極輪で加圧し、溶接電流を流しながら連続的に溶

接し、2枚の金属板を接合するマッシュシーム溶接装置において、前記一対の電極

輪は、それぞれの軸芯が前記2枚の金属板の重ね合わせ部分に形成される溶接線

に直交する軸線に対して、互いに反対方向に水平面内で傾斜するよぅ設置されてい

ることを特徴とする。

００27 これにより第 の発明に係わるマッシュシーム溶接方法において、2枚の金属板の

接合部の段差勾配を低減するため、応力集中係数が低減し、高い接合強度を確保

するとともに、2枚の金属板の板厚が典なる場合は、比較的簡単で安価な構成でマッ

シュシーム溶接で生成するナゲットを接合界面に生成して接合強度を向上させ、許

容接合典厚呈を拡大する製造設備を提供出来る。

く第8の発明ノ

上述した課題を解決する第8の発明は、第7の発明に係わるマッシュシーム溶接装

置において、前記一対の電極輪の軸芯を前記溶接線に直交する軸線に対し、それ

ぞれ独立して水平面内で傾斜させる機構を有することを特徴とする。



００28 これにより金属板の板厚に応じ、適宜最適な傾斜角を容易に設定出来るとともに、

金属板の板厚の典厚範囲の広いマッシュシーム溶接装置を提供出来る。

く第9の発明ノ

上述した課題を解決する第9の発明は、第7又は第8の発明に係わるマッシュシー

ム溶接装置において、前記マッシュシーム溶接により接合した2枚の金属板の接合

部を圧延する上下一対の加圧口一うを更に備え、前記一対の加圧口一うは、それぞ

れの軸芯が前記接合部の溶接線に直交する直線に対して水平面内で傾斜するよぅ

設置されていることを特徴とする。

００29 これにより第5の発明に係わるマッシュシーム溶接方法において、電極輪によるマッ

シュシーム溶接時と加圧口一うによる圧延時の両方で、溶接線に直交する方向の克

断変形により接合部の増厚呈を低減し、金属板の接合部は段差を平滑化或いは段

差勾配を大幅に低減することが出来、より確実に応力集中係数を低減し、高い接合

強度を確保する製造設備を提供出来る。

く第 ０の発明ノ

上述した課題を解決する第 ０の発明は、第9の発明に係わるマッシュシーム溶接

装置において、前記一対の加圧口一うの軸芯を前記溶接線に直交する直線に対し、

それぞれ独立して水平面内で傾斜させる機構を有することを特徴とする。

００3０ これにより段差呈に応じ、適宜最適な傾斜角を容易に設定出来るとともに、金属板

の板厚の典厚範囲の広い接合装置を提供出来る。

発明の効果

００3 1 本発明によれば、マッシュシーム溶接方式で金属板を接合する場合に、上下一対

の電極輪の軸芯を傾斜させ、一対の電極輪を積極的に駆動しながら2枚の金属板を

接合するので、溶接線直角方向に克断変形により接合部の増厚呈を若しく低減し、

段差勾配を大幅に低減することが可能となり、その結果、応力集中係数が低減し、高

い接合強度を確保することが出来る。

００32 また、本発明によれば、2枚の金属板の板厚が典なる場合は、金属板の板厚に応じ

て電極輪の軸芯の傾斜角度を調整することで、ナゲットを接合界面に生成させること

が出来、これによっても接合強度を向上させ、許容接合典厚呈を拡大し、操業の自



由度を向上することが出来る。しかも、一対の電極輪を傾斜させ、積極駆動するだけ

の比較的簡単で安価な構成で実現することが出来る。

００33 また、本発明によれば、金属板の接合部の段差勾配を低減或いは接合部の段差を

平滑化することで、接合部の応力集中係数を低減し、高い接合強度を確保出来るた

め、下記のよぅにマッシュン一ム溶接の適用範囲拡大、鋼板加工ラインにおける作業

口一ルの傷付き防止或いは生産性及び歩留まり向上等の効果が得られる。

００34 すなわち、本発明でほ、マッシュシーム溶接の接合部の段差勾配を低減、或いほ

接合部の段差を平滑化し、接合部の応力集中係数を低減し、高い接合強度を確保

することが出来るため、製鉄用冷間圧延プロセスにおいては、次工程における冷間

圧延時の作業口一ルへの傷付き防止及び耐張力性能が向上するため、従来適用さ

れなかった冷間圧延プロセスへのマッシュシーム溶接が適用可能となる。

００35 また、テーラードブランクにおいても、その接合部段差の応力集中により、疲労強度

が必要な部位へのマッシュシーム溶接の適用が避けられて来たが、段差勾配の低減

或いは段差の平滑化により応力集中が緩和され、ブレス成形性も向上することで、高

価なレーザビーム溶接機から安価なマッシュシーム溶接機への変更が可能となる。

００36 また、連続焼鈍ライン、亜鉛メッキ鋼板製造設備等の生産ラインでは、スキンパス圧

延機の作業口一ルと接合部の接触角度 (応力集中係数 )を低減させることが出来、こ

の結果作業口一ルと材料間の接触面圧を低減し、ライン速度を低下させることなく作

業口一ルへの傷付きならびに接合部マーク伝写を防止することが出来、生産性及び

歩留まりを向上することが出来る。

００37 更に、本発明によれば、電極輪の軸芯を水平面内で反対方向に傾斜させたため、

電極輪による接合時、接合部に作用する克断力が、クランプ装置に向かぅ力と打ち

消し合ぅこととなり、これによりクランプ装置を接合部の直近に配置しなくても、板厚の

ることが出来、その結果、クランプ装置と接合部間に比較的広いスペースを確保する

ことが出来、電極輪及び加圧口一ラ並びにそれらに係わる設備配置の制約を緩和す

ることが出来る。

図面の簡単な説明



図 本発明の一実施の形態に係わるマッシュシーム溶接装置の概略図である。

図2 板厚の等 、2枚の金属板を重ね合わせ、その重ね合わせ部分を上下一つの

電極輪で加圧している溶接開始時の状態を示す図である。

図3 従来の軸芯を傾斜させない電極輪を用いて板厚の等 、2枚の金属板をマッシ

ュシーム溶接により接合した直後の段差を有する接合部形状を示す図である。

図4 本実施の形態による電極輪を用いて2枚の金属板をマッシュシーム溶接により

接合した直後の段差を有する接合部形状を示す図である。

ルフローを示す図であり、一例として、上電極輪 の場合を示す図である。

図6 一対の電極輪の軸芯を溶接線に直交する直線に対し、電極輪の進行方向の側

に位置する部分が水平面内で、電極輪が最初に接触する金属板の存在する方向と

反対方向を向くよぅに、各々傾斜させた場合の溶接時の接合部断面ならびに電極輪

を、電極輪後方から電極輪進行方向に見た図である。

図7A 図6の溶接時の状態において、上電極輪を傾斜させる方向を明らかにするた

め、上電極輪を鉛直上方から見た図である。

図7B 図6の溶接時の状態において、下電極輪を傾斜させる方向を明らかにするた

め、下電極輪を鉛直上方から見た図である。

図8 一対の電極輪の軸芯を溶接線に直交する直線に対し、電極輪の進行方向の側

に位置する部分が水平面内で、電極輪が最初に接触する金属板の存在する方向を

向くよぅに、各々傾斜させた場合の溶接時の接合部断面ならびに電極輪を、電極輪

後方から電極輪進行方向に見た図である。

図9A 図8の溶接時の状態において、上電極輪を傾斜させる方向を明らかにするた

め、上電極輪を鉛直上方から見た図である。

図9B 図8の溶接時の状態において、下電極輪を傾斜させる方向を明らかにするた

め、下電極輪を鉛直上方から見た図である。

シーム溶接により接合した場合のナゲット生成箇所を示す図である。

図1０B 従来の軸芯を傾斜させない電極輪を用いて典厚の2枚の金属板をマッシュ



シーム溶接により接合した場合のナゲット生成箇所を示す図である。

図11 接合後の各金属板の厚みが均等となるよぅ、板厚が厚い金属板側の電極輪軸

芯の傾斜角度を、薄い側と比較し大きく設定し、接合する場合の溶接時の状態を示

す図である。

図 A 図 の溶接時の状態において、上電極輪を傾斜させる方向を明らかにする

ため、上電極輪を鉛直上方から見た図である。

図 2B 図 の溶接時の状態において、下電極輪を傾斜させる方向を明らかにする

ため、下電極輪を鉛直上方から見た図である。

図13 マッシュシーム溶接開始前の上下電極輪の軸芯を傾斜させ、上下電極輪を押

圧している状態と上下加圧口一ルを押圧している状態を示す、図 と同様な図である

図14 上下電極輪の軸芯を傾斜した状態で上下電極輪を押圧及び駆動した際の上

下電極輪の速度ベクトルならびに相対滑り速度を示す図である。

図15 図 に示したマッシュシーム溶接装置の制御系の概略を示す図である。

図16 電極輪の軸芯の傾斜角度を任意の角度に変更可能とする電極輪傾斜機構を

示す図である。

図17 接合部に段差のある状態の応力集中箇所を示す。

図 A 従来のマッシュシーム溶接部と圧延機用作業口一ルとの取り合いを示す図で

ある。

図18B 電極輪の軸芯を傾斜させて圧延し、接合部の段差を平滑化した場合のマッ

シュシーム溶接部と圧延機用作業口一ルとの取り合いを示す図である。

図19 本発明の他の実施の形態に係わるマッシュシーム溶接装置の概略図である。

図2０A 一対の加圧口一うの進行方向部分が水平面内で、加圧口一うが最初に接触

する金属材料が係わる金属板の存在する方向と反対方向を向くよぅに、一対の加圧

口一うの軸芯を溶接線に直交する直線に対して、各々傾斜させ、圧延する場合の加

圧口一ラ圧延初期状態を示す図である。

図2０B 図2 のよぅに圧延した場合の加圧口一ラ圧延終了状態を示す図である。

図 A 図2 と比較し、加圧口一うを逆向きに傾斜させた場合、すなわち一対の加



圧口一うの進行方向部分が水平面内で、加圧口一うが最初に接触する金属材料が

係わる金属板の存在する方向を向くよぅに、一対の加圧口一うの軸芯を溶接線に直

交する直線に対して、各々傾斜させ、圧延する場合の加圧口一ラ圧延初期状態を示

す図である。

図2 B 図2 のよぅに圧延した場合の加圧口一ラ圧延終了状態を示す図である。

図22 金属板が普通鋼の場合の材料温度と変形抵抗の相関を示す。

符号の説明

:上電極輪

:電極輪進行方向部分

2 :下電極輪

2 :電極輪進行方向部分

3 :上加圧口一ラ

4 :下加圧口一ラ

5 :金属板

5 :端部

6 :金属板

6 :端部

7 :人側クランプ装置

8 :出側クランプ装置

9 :キャリッジフレーム

０:電極輪押圧装置

:加圧口一ラ押圧装置

3 :克断力

4 :スラストカ

5 :上加圧口一ラ軸芯

6 :下加圧口一ラ軸芯

7 :上電極輪軸芯

8 :下電極輪軸芯



22 上作業口一ル

23 下作業口一ル

27 電極輪傾斜機構

28 上電極輪速度ベクトル

29 下電極輪速度ベクトル

n 相対滑り速度

4 5 加圧口一ラ軸芯直角方向直線

46 接触孤長部分

5 52 :取り付けブロック

54 支持口一ラ

台板

5 7 キャリッジフレーム駆動用のシリンダ装置

6 62 :電動モータ

6 3 64 :電動モータ

6 7 68 :チェーン及びスプロケット機構

7 上位制御装置

72 キャリッジフレーム駆動制御装置

73 マッシュシーム制御装置

74 加圧口一ラ制御装置

7 レーザ距離計

8 1 回伝軸

82 83 ピニオン

84 電動モータ

8 傾斜角度制御装置

8 角度センザ

重ね合わせ部分

:接合部

S 段差



ナケオ
進行方向 (圧延方向)

X 溶接線 (接合線 )

溶接線直角方向

接触孤長部分における加圧口一うの速度ヘクトル

速度ヘクトル の溶接線Xの方向の成分

2 速度ヘクトル の溶接線Xに直角方向の成分

m ， 2 傾斜角度

発明を実施するための最良の形態

００4０ 吹に、本発明の実施の形態について図面を参昭して脱明する。本実施の形態にお

ける企属板は製鉄ラインにおける伶間圧延鋼板を例に脱明する。

００4 1 図 は本発明の一実施の形態に係わるマノシュシーム溶接装置の概略図てある。

００42 図 において、本実施の形態に係わるマノシュシーム溶接装置は、上下一対の電

極輪 ，2、上下一対の加圧口一ラ3，4、人側及ひ出側クランプ装置7，8、キヤリノシ

フレーム9、電極輪押圧装置 ０及ひ加圧口一ラ押圧装置 を備えている。電極輪押

圧装置 ０及ひ加圧口一ラ押圧装置 は例えは仙圧シリンタてある。上電極輪 と上

加圧口一ラ3はそれそれ電極輪押圧装置 ０及ひ加圧口一ラ押圧装置 を介してキ

ヤリノシフレーム9の上水平フレーム9aに支持され、下電極輪2と下加圧口一ラ4はそ

れそれ取り付けフロノク5 52を介してキヤリノシフレーム9の下水平フレームgbに

支持されている。上下一対の加圧口一ラ3，4はキヤリノシフレーム9内て上下一対の

電極輪 ，2に隣接して配置されている。

００43 キヤリノシフレーム9は底部に支持口一ラ54を備え、支持口一ラ54を介して台板

上を接合する2枚の企属板 5，6に直交する方向 (溶接方向) に移動可能てある。人

側及ひ出側クランプ装置7，8は、それそれ、上下一対のクランプ部材 7a 7b a，8

bと、上下の押圧シリンタ装置7c 7d 8c 8dと、支持フレーム7e 8eを有し、クラン

プ部材 7a 7b a 8bは支持フレーム7e 8e内て上下の押圧シリンタ装置7c 7d

8c 8dを介して支持され、支持フレーム7e 8eは台板 5 5上に支持されている。

００44 マノシュシーム溶接装置は、また、上下一対の電極輪回伝駆動用の電動モータ6



62を備え、上下一対の電極輪回伝駆動用の電動モータ6 62は、それそれ、電

極輪押圧装置 ０及ひ取り付けフロノク5 の側面に取り付けられ、例えはチェーン及

ひスプロケオ機構6 7により電極輪 ，2の回伝軸に庫結され、電動モータ6 62の

回伝動力か電極輪 ，2に伝達される。

００ 5 また、電極輪押圧装置 ０には、電極輪 ，2の軸芯を傾斜させるための傾斜機構2

(図 6) か設けられている。

００46 図2は、板厚の等 、2枚の企属板 5，6を重ね合わせ、その重ね合わせ部分を本

実施の形態の上下一対の電極輪 ，2て加圧している溶接開始時の状態を示す図て

あり、図3は、従来の軸芯を傾斜させない電極輪を用いて板厚の等 、2枚の企属板

5，6をマノシュシーム溶接により接合した直後の段差を有する接合部形状を示す図

てあり、図4は、本実施の形態による電極輪 ，2を用いて2枚の企属板 5，6をマノシ

ュシーム溶接により接合した直後の段差を有する接合部形状を示す図てある。

００47 本実施の形態において、上下一対の電極輪 ，2は、図2及ひ図4に示すよぅに、そ

れそれの軸芯 7 8か2枚の企属板 5，6の重ね合わせ部分 (図2の斜線部分) に

形成される溶接線X (図5参昭) に直交する軸線 (図5参昭) に対して、互いに反対

方向に水平面内て傾斜するよぅ設置され、電極輪 ，2を電動モータ6 62て積極

的に駆動しなから2枚の企属板 5，6を接合する構成となっている。電極輪押圧装置

0には電極輪 ，2の軸芯 7 8の傾斜角度を燗整するための傾斜機構27 (図 6)

か設けられている。

００48 企属板 5，6の接合に際しては、ます、企属板 5，6の端部を重ね合わせ、その状態

て人側及ひ出側クランプ装置7，8のクランプ部材 7a 7b a 8bて企属板 5，6を把

持して位置を固定する。吹いて、台板 5 5上に設けたシリンタ装置5 7等の駆動装置

によりキャリノシフレーム9を溶接方向に移動させることて、キャリノシフレーム9に支持

された上下一対の電極輪 ，2と上下一対の加圧口一ラ3，4を企属板 5，6に対して

相対的に移動させ、接合と加圧を庫続して実施する。このとき、企属板 5，6の重ね合

わせ部分 を上下一対の電極輪 ，2て扶み、電極輪押圧装置 ０により電極輪 ，2

を企属板 5，6の重ね合わせ部分 に押圧し、電動モータ6 62て電極輪 ，2を積

極的に回伝駆動しなから、電極輪 ，2に溶接電流を流して抵抗発熱させ、溶接 (マ



，一ム溶接 )する。また、電極輪 ，2により重ね合わせ部分 を溶接した直後、

その接合部 (溶接部 )Jを上下一対の加圧口一ラ3，4で挟み、加圧口一ラ押圧装置

により加圧口一ラ3，4を接合部に押圧しながら、金属板 5，6の接合部 を加圧して圧

延する。

００49 図3に示すよぅに、従来の軸芯を傾斜させない電極輪 ，2を用いてマッシュシーム

溶接した場合の接合部J (図3の斜線部分) の厚さは金属板 5，6の母材の板厚の 2０

から 6０ 程度に増加し、接合部と母材 (金属板 5，6) 間に段差5が生成する。すな

わち、電極輪 ，2を傾斜させない従来技術では、電極輪押圧装置 ０により電極輪

，2を金属板 5，6の重ね合わせ部分 に押圧して溶接しながら圧延したとしても、溶

接線直角方向の塑性流動は電極輪 、2と材料間の摩擦係数で拘束されることにより

限定され、また、電極輪 、2の進行方向の塑性流動は隣接する母材の拘束を受ける

ため、金属板の母材厚みまで、電極輪 、2で接合部厚みを低減することが出来なか

った。

００5０ 本実施の形態では、上述したよぅに、上下一対の電極輪 ，2を、それらの軸芯 7

8が重ね合わせ部 の溶接線に直交する直線 (溶接線直角方向の直線 ) に対して

水平面内で互いに反対方向に傾斜するよぅ配置し、電極輪 ，2を電動モータ6 ，6

2で積極的に駆動しながらマッシュシーム溶接を行ぅ。

００5 1 これにより圧延方向 (電極輪 ，2及び加圧口一ラ3，4の進行方向) のみならず、溶

接線 (接合線 ) Xに直交する直線 の方向、すなわち溶接線直角方向の克断力 4が

重ね合わせ部 に作用し、この克断力 4による克断変形により溶接線直角方向の塑

性流動が促進され、接合部厚み (接合部の増厚呈)を若しく低減する。その結果、そ

の直後にその接合部Jを加圧口一ラ3，4で圧延することにより、接合部Jの増厚呈を更

に低減して金属板の母材厚み相当まで圧延し、段差勾配を大幅に低減することがで

きる。また、段差勾配が低減するため、応力集中係数が低減し、高い接合強度を確

保することが出来る。

００5 2 上下一対の電極輪 ，2の軸芯 7 8を傾斜させることにより、溶接線直角方向の

塑性流動 (メタルフロー) が促進される作用の詳細を図5を用いて説明する。

００5 3 図5は、電極輪 ，2の軸芯 7 8を傾斜して重ね合わせ部 を接合する場合の接



触孤長内でのメタルフローを示す図であり、一例として、上電極輪 の場合を示して

いる。図中、 は電極輪 の進行方向 (溶接方向)を示す矢印であり、Xは溶接方向

上にある重ね合わせ部 に形成される溶接線を仮想的に示す直線であり、 は溶接

線Xに直交する直線である。また、4 5は電極輪 の軸芯 7に直交する直線 (軸芯直

角方向の直線 )であって、電極輪 の幅方向中央部を通る直線であり、 は電極輪

の傾斜角度 (溶接線Xと上電極輪 の軸芯直角方向の直線4 5とのなす角度 )である

。更に、4 6ほ電極輪 が重ね合わせ部 に接触する接触孤長部分であり、 は接触

孤長部分4 6における電極輪 の速度ベクトルであり、 は速度ベクトル の溶接線X

の方向の成分であり、 2は速度ベクトル の溶接線Xに直角方向の成分である。

００54 図5に示すよぅに電極輪 の軸芯 7を溶接線Xに直交する直線 に対して水平面

内で傾斜させて電極輪 を重ね合わせ部分 に押し付けながら積極的に回伝駆動す

ると、電極輪 と重ね合わせ部分 間の押圧力及び摩擦係数により、重ね合わせ部

分 との接触孤長部分4 6に溶接線Xに直角方向の速度ベクトル成分 2に対応した

克断力が重ね合わせ部分 に作用し、重ね合わせ部分 に速度ベクトル成分 の

方向 (溶接線Xに平行な方向) のメタルフローだけではなく速度ベクトル成分 2の方

向 (溶接線Xに直角方向) のメタルフロー、すなわち克断力 4による克断変形による

溶接線Xに直角方向の塑性流動が生じる。この溶接線Xに直角方向の克断変形な

いしは塑性流動により重ね合わせ部分 の接合後の厚み (接合部厚み)を低減する

ことが出来る。

００5 5 上述の如く、一対の電極輪 ，2の軸芯 7 8を溶接線Xに直交する直線 に対し

て、各々傾斜させ、一対の電極輪 ，2を電動モータ6 62で積極的に駆動しながら

重ね合わせ部分 を加圧しながら溶接することで、重ね合わせ部分 に溶接線直角

方向の克断力 4が作用し、重ね合わせ部分 の接合部厚みを低減する。この克断

力 4は材料の変形抵抗に依存するため、変形抵抗が高いほど、金属板 5，6から電

極輪 ，2に作用するスラストカ 3が増大する。このよぅにスラストカ 3が増大した場

合、電極輪 ，2及びその軸受の寿命低下や、スラストカ 3に対する保持力を設定す

ることで装置企体が大型化する問題がある。

００56 本実施の形態では、上述した電極輪 ，2の軸線 7 8の傾斜によるスラストカ 3



の発生時は、重ね合わせ部分 の加熱溶接 (マッシュシーム溶接 ) 時である。マッシュ

シーム溶接時には、金属板の板厚にもよるが、接合部近傍の温度は ０００C乃至 4

００oC程度まで上昇する。したがって、接合部Jはこれ以上の温度であるものと推定さ

れる。一方、金属板 5，6の変形抵抗は材料温度に依存し、接合斉町の温度が ０００

で乃至 4００ 程度である場合の変形抵抗は極めて小さく(図22参照 ) 、スラストカ

3の増大を抑えることで、設備を小型化出来る。また、高温での克断変形であるため、

接合部厚みを効果的に低減出来る。

００5 7 図6、図7 及び図7 と図8、図9 及び図9 は、上下一対の電極輪 ，2を傾斜さ

せる角度 巳の向きの2種類の設定状態を示す図である。

００58 上下一対の電極輪 ，2を傾斜させる角度 巳の向きは2種類設定可能である。

００59 第 の設定方法は、図6、図7 及び図7 に示すよぅに、一対の電極輪 ，2の軸芯

7 8を溶接線Xに直交する直線 に対し、電極輪 ，2の進行方向 の側に位置

する部分 (以下、進行方向部分といぅ) 2 が水平面内で、電極輪 ，2が最初に

接触する金属板の存在する方向と反対方向を向くよぅに、各々傾斜させる (上電極輪

の進行方向部分 は図示右側の金属板 6側に傾斜させ、下電極輪2の進行方向

部分2 は図示左側の金属板 5側に傾斜させるにとである。この場合は、金属板 5，6

の端部 5 6 から金属板 5，6が存在する方向に電極輪 ，2から金属板 5，6に上

記速度ベクトル成分 2に対応した克断力 4が作用し、同方向の溶接線直角方向に

克断変形を付与しながらマッシュシーム溶接を了 、刊 、接合部厚みを低減する。なお、

このとき、重ね合わせ部分 (接合肋)から電極輪 ，2に克断力 4と反対方向の力

がスラストカ 3として作用する。言い換えれば、重ね合わせ部分 にスラストカ 3の

反力が克断力 4として作用する。

００6０ 第2の設定方法は、図8、図9 及び図9 に示すよぅに、第 の設定方法と比較し、

電極輪 ，2を逆向きに傾斜させることである。すなわち、一対の電極輪 ，2の軸芯

7， 8を溶接線Xに直交する直線 に対し、電極輪 ，2の進行方向部分 2 が

水平面内で、電極輪 ，2が最初に接触する金属板の存在する方向を向くよぅに、各

々傾斜させる (上電極輪 の進行方向部分 は図示左側の金属板 5側に傾斜させ、

下電極輪2の進行方向部分2 は図示右側の金属板 6側に傾斜させるにとである。



この場合は、金属板 5，6が存在する側から金属板 5，6の端部 5 6 に向かぅ方向

に電極輪 ，2から金属板 5，6に上記速度ベクトル成分 2に対応した克断力 4が作

用し、同方向の溶接線直角方向に克断変形を付与しながらマッシュシーム溶接を行

い、接合部厚みを低減する。このときも、重ね合わせ部分 (接合肋)から電極輪 ，

2には克断力 4と反対方向の力がスラストカ 3として作用する。

００6 1 本実施の形態では第2の設定方法を採用する。その理由は下記の通りである。

００62 一般に電極輪 ，2の材質は電気伝導率の商い銅系材料が適用される。銅系材料

は接合材料と比較し、材料強度的に劣る問題がある。電極輪 ，2の進行方向部分

，2 が水平面内で、電極輪 ，2が最初に接触する金属板の存在する方向と反対

方向を向くよぅに、一対の電極輪 ，2の軸芯 7 8を各々傾斜させ、金属板 5，6の

端部 5 6 から金属板 5，6が存在する方向に電極輪 ，2から金属板 5，6に克断

力 4を作用させた場合は、溶接の進行に伴い電極輪表面が金属板 5，6の端部 5

6 の角部に食い込れ方向に電極輪 ，2が進むため、接合材料の角部で電極輪

表面が削り取られる新たな課題が生じる。このよぅな場合には、電極輪 ，2と材料間

の電流密度が局所的に集中し、チリの要因となると共に電極輪寿命を若しく低下させ

る。

００63 これに対し、電極輪 ，2の進行方向部分 2 が水平面内で、電極輪 ，2が最

初に接触する金属板の存在する方向を向くよぅに、一対の電極輪 ，2の軸芯 7 8

を各々傾斜させ、金属板 5，6が存在する側から金属板 5，6の端部 5 6 に向かぅ

方向に電極輪 ，2から金属板 5，6に上克断力 4を作用させた場合は、金属板 ，2

の端部 2 の角部の食い込みによる電極輪 ，2の傷付きを回避し、かっ金属板

5，6側への克断応力付与が可能になる。

００64 電極輪 ，2の軸芯 7 8の傾斜角度 巳 は金属板 5，6の板厚に応じて設定する。

定性的には、板厚が 、さい場合には傾斜角度 巳を 、さく設定し、板厚が大きくなるほ

ど傾斜角度 巳を大きく設定する。図5に示したよぅに、上電極輪 の軸芯 7の傾斜に

よる克断変形は上電極輪 と材料間の接触孤長部分4 6内で、傾斜角度 巳 により支

配されるため、金属板 5，6の板厚に応じて設定する傾斜角度 巳を適宜調整する。金

属板 5，6の板厚の典なる材料を接合した場合には、上電極輪 の傾斜角度 巳 は重



ね合わせ部分 の上側に位置する金属板の板厚に応じて設定し、下電極輪2の傾斜

角度 巳 は重ね合わせ部分 の下側に位置する金属板の板厚に応じて設定する。す

なわち、典厚の金属板を接合する場合は、上下の電極輪 ，2で傾斜角度 巳を典な

らせる。

００65 図 ０ 及び図 ０ は、従来の軸芯を傾斜させない電極輪を用いて2枚の金属板 5

，6をマッシュシーム溶接により接合した場合のナゲット生成箇所を示す図であり、図

は同厚の金属板を接合した場合を示し、図 は典厚の金属板を接合した場

合を示す。図 、図 2 及び図 2 は、本実施の形態による電極輪 ，2を用いて

典厚の金属板 5，6をマッシュシーム溶接により接合した場合のナゲット生成箇所及

び上下電極輪 ，2の傾斜角度の相違を示す図である。

００66 マッシュシーム溶接では、図 に示す通り、ナゲット が電極輪 ，2で把持した

板厚中央部に生成する。金属板 5と金属板 6の板厚差が少ない場合には、接合界面

中央部にナゲット が生成されるが、金属板 5と金属板 6の板厚差が大きい場合には

、図 に示す通り、ナゲット が接合界面中央部から外れる問題があり、この制約

により、マッシュシーム溶接方式の金属板 5と金属板 6の接合板厚の典厚比率は :

・5程度以下に制限されて来た。

００67 本発明では、図 、図1・2 及び図 2 に示す通り、電極輪 ，2が最初に接触す

る金属板 5，6の存在する方向を電極輪 ，2の進行方向部分 2 が向くよぅに、

電極輪 ，2の軸芯 7 8を溶接線Xに直交する直線 に対して水平面内で傾斜さ

せるとともに、板厚が厚い側の金属板である金属板 5と接触する上電極輪 の傾斜角

度 を板厚が薄い方の金属板である金属板 6と接触する下電極輪2の傾斜角度 m

2よりも大きくすることで、電極輪 ，2と金属板 5，6の材料間の押圧力の外に、厚い

側の金属板 5の材料により多くの溶接線直角方向の克断変形 (克断応力)を作用さ

せることで、重ね合わせ接合した後のそれぞれの金属板部分の板厚が概略一致する

よぅに接合させることが可能となる。

００68 上記傾斜角度 2は典厚呈に応じ、典厚差の低減に必要な克断変形が付与

されるよぅに設定される。これによりナゲット を接合界面上に生成させることが出来、

接合強度を低下させることなく、典厚比率を高めることが出来、かっ重ね合わせ接合



斉町の増厚呈を低減させ、操業上の制約を少なくさせると共に、典厚接合時の接合品

質を向上させることが出来る。

００69 図 3は、マッシュシーム溶接開始前の上下電極輪の軸芯を傾斜させ、上下電極輪

を押圧している状態と上下加圧口一ルを押圧している状態を示す、図 と同様な図で

ある。

００7０ 図 4は、上下電極輪の軸芯を傾斜した状態で上下電極輪を押圧及び駆動した際

の上下電極輪の速度ベクトルならびに相対滑り速度を示す図である。

００7 1 従来重ね合わせ部分の端部から電極輪 ，2で圧延しながら溶接を行ぅ場合には、

図 3に示す通り、接合開始前の状態で電極輪 ，2同上を押圧ならびに回伝させ、

電極輪 ，2が重ね合わせ部分 の端部に到達後、そのまま上下電極輪 ，2により圧

延及び溶接を開始する。上下電極輪 ，2の軸芯 7 8を傾斜させ、押圧ならびに

伝動させた場合には、図 4に示す通り、上下電極輪 ，2の口一ラ速度ベクトル2

29が一致せず、電極輪 ，2の軸方向に相対滑り速度3０が生成する。この相対滑り

速度3０は、電極輪 ，2間の押圧力及び摩擦係数により、上下電極輪 ，2の軸方向

にスラストカが生成する。これらのスラストカは電極輪軸受寿命を低下させると共に、

電極輪 ，2間でスティックスリップを生成させ、機械系の典常振動ならびに電極輪 ，

2の摩耗を促進する。このため、本発明では、重ね合わせ部 の溶接開始前と溶接終

了後の少なくとも一方の工程、好ましくは両方の工程では、上下電極輪 ，2同上を

接触させる第 設定と、上下電極輪 ，2同上を接触させない、或いは溶接時の押圧

力に比較し軽荷重で接触させる第2設定のいずれかの設定とし、前者の第 設定で

は、上下電極輪 ，2の電動モータ6 62による回伝は非駆動とし、後者の第2設定

では、上下電極輪 ，2の電動モータ6 62による回伝は駆動とする。そして、第 設

定では、上下電極輪 ，2が重ね合わせ部分 の側端部に到達後、直ちに電動モー

タ6 62の駆動を開始し、上下電極輪 ，2を積極的に回伝駆動する。また、第2設

定では、上下電極輪 ，2が接合斉町の側端部に到達後、直ちに電極輪押圧装置 ０

の駆動を溶接時の設定に切り換え、上下電極輪 ，2に押圧力を付与する。これによ

り過大なスラストカの生成を防止することが出来、軸受寿命を延長させると共に、上下

電極輪 ，2の摩耗を抑制する。



００72 図 5は、図 に示したマノシュシーム溶接装置の制御系の概略を示す図てある。マ

ノシュシーム溶接装置の制御系は、上位制御装置7 と、キャリノシフレーム駆動制御

装置72、マノシュシーム制御装置73及ひ加圧口一ラ制御装置74を有し、上位制御

装置7 はキャリノシフレーム駆動制御装置72、マノシュシーム制御装置73及ひ加圧

口一ラ制御装置74の制御を統括し、キャリノシフレーム駆動制御装置72はキャリノシ

フレーム9の駆動用のシリンタ装置5 7の仙圧回路 (図示せす) に作動指令を与え、シ

リンタ装置5 7の駆動を制御し、マノシュシーム制御装置は電極輪押圧装置 ０の仙

圧回路 (図示せす)及ひ電動モータ6 62に作動指令を与え、これらの駆動を制御

し、加圧口一ラ制御装置は加圧口一ラ押圧装置 の仙圧回路 (図示せす) に作動指

令を与え、これらの駆動を制御する。また、キャリノシフレーム9の上水平フレームga

には上電極輪 に隣接してレーザ距離計7 5か設けられ、マノシュシーム制御装置73

及ひ加圧口一ラ制御装置74はレーザ距離計7 5の検出信号を入力し、その信号に某

ついて企属板 5，6の重ね合わせ部分の端部かレーザ距離計7 5の真下に来たタイミ

ンクを検出する。また、マノシュシーム制御装置73及ひ加圧口一ラ制御装置74 には

レーザ距離計7 5と電極輪 ，2及ひ加圧口一ラ3，4間の距離と、キャリノシフレーム9

の移動速度か予め入力されており、企属板 5，6の重ね合わせ部分の端部かレーザ

距離計7 5の真下に来たタイミンクとそれらの距離及ひ移動速度に某ついて電極輪

，2及ひ加圧口一ラ3，4か企属板 5，6の重ね合わせ部分の端部を挟み込むタイミン

クを偵算し、そのタイミンクの前後て、上下電極輪 ，2の接触に関する上述した設定

状態 (第 設定か第2設定か) に応して電極輪押圧装置 ０及ひ電動モータ6 62の

制御及ひ加圧口一ラ押圧装置 の制御を適宜典ならせる。

００73 電極輪 ，2の軸芯の傾斜角度は固定てもよいか、好ましくは任首の角度に変更可

能とする。図 6は、その場合の電極輪の傾斜機構を示す図てある。なお、図示の煩

雑さを避けるため、電極輪を回伝駆動する電動モータ及ひチェーン及ひスプロケオ
機構の図示は省略している。

００74 図 6において、電極輪押圧装置 ０には傾斜機構27か設けられ、傾斜機構27を

作動させることて上電極輪 の軸芯の傾斜角度は水平面内て任首の角度に設定可

能てある。傾斜機構27は種々の方式を取り得るか、図示の例ては、電動駆動方式て



ある。すなわち、傾斜機構27は、電極輪押圧装置 ０の上端に設けられ、キャリッジフ

レーム9の上水平フレームgaに回伝可能に挿入された回伝軸8 と、この回伝軸8 を

ピニオン8 2 83を介して回伝駆動する電動モータ84 とを備え、電動モータ84は傾

斜角度制御装置8 5により制御される。図示はしないが、傾斜機構27は設定後の傾

斜角を保持するためのロック装置を備えている。

００75 また、傾斜機構27は、上電極輪 の傾斜角度を検知するための角度センザ8 6を備

え、傾斜角度制御装置8 5は接合開始前に上位制御装置7 から金属板 5，6の板厚

に応じて角度情報を入手して設定し、角度センザ8 6の信号を用いて電極輪 の傾斜

角度が設定角度に一致するよぅに電動モータ84を駆動制御する。その場合、金属板

5，6の板厚と電極輪 ，2との関係は、事前に制御モデルを構築しておき、これら制

御モデルから上位制御装置7 においてデータベースを構成し、上位制御装置7 か
ら設定すべき角度を随時与える。これにより金属板 5，6の板厚に応じ、適宜最適な

傾斜角を容易に設定出来るとともに、接合材の許容典厚比率を高め、かつ典厚接合

部のナゲット を確実に接合界面中央に生成させることで、高品質な接合部を安価

な機器構成で実現出来る。角度センザ8 6は図示の如く回伝軸8 の回伝角度を検出

するものであってもよレ七、電動モータ84の回伝角度を検出するェンコーダであって

もよい。

００76 なお、金属板 5，6の板厚は、電極輪 ，2による溶接前に例えば前述したレーザ距

離計7 5等の検出手段で計測し、この板厚の計測値からデータベースの設定情報に

某づいて設定すべき角度を与え、リアルタイムで傾斜角度を制御してもよい。

００77 図 7は接合部に段差のある状態の応力集中箇所を示す。

製鉄用冷間圧延及びテーラードブランクにおけるブレス成形では、接合後の加工

工程において、接合部に高い応力が作用する。すなわち、図 7に示すよぅに、金属

板 5，6の接合斉町に段差Sがあると、当該段差部分が応力集中箇所となる。電極輪

，2の軸芯 7 8を傾斜させて溶接し、その後、加圧口一ラ3，4で接合部を圧延し、

接合斉町の段差勾配を大幅に低減することで、応力集中係数を低減出来、接合部の

耐強度が向上するため、製鉄用冷間圧延及びブレス成形での加工用途に適用出来

る。



００78 図 8 は、従来のマッシュシーム溶接部と圧延機用作業口一ルとの取り合いを示

す図であり、図 8 は、電極輪の軸芯を傾斜させて溶接し、その後、加圧口一うで圧

延し、接合部の増厚呈及び段差勾配を大幅に低減した場合のマッシュシーム溶接部

と圧延機用作業口一ルとの取り合いを示す図である。

００79 従来、例えばスキンパス圧延工程において、圧延の上工程である接合工程で接合

された接合部をスキンパス圧延機で圧延させる際には、図 8 に示すよぅに、接合部

をそのまま通過させると接合部の急峻な段差Sが上作業口一ル22に当たって作業口

一ル22を傷付けたり、上下作業口一ル22 23に接合部のマーク伝写を生じたりする

ので、通常圧延部と比較し、圧延荷重を低下させて接合部を通過させるか、上下作

業口一ル22 23を開放することで、作業口一ル22の傷付き及び接合部の作業口一

ル22 23へのマーク伝写の防止を図っている。これに対し、本実施の形態では電極

輪 ，2の軸芯 7 8を傾斜させて溶接し、その後、加圧口一ラ3，4で接合部を圧延

し、図 8 に示すよぅに接合部の段差勾配を大幅に低減するので、作業口一ル22

23と接合部の接触角度 (応力集中係数 )を低減させることが出来、この結果作業口一

ル22 23と材料間の接触面圧を低減し、ライン速度を低下させることなく作業口一ル

22 23への傷付きならびに接合部マーク伝写を防止することが出来、生産性及び歩

留まりを向上することが出来る。

００8０ 以上述べた実施の形態によれば以下の効果が得られる。

・上下一対の電極輪 ，2の軸芯 7 8を傾斜させ、一対の電極輪 ，2を電動モ

ータ6 62で積極的に駆動しながら金属板 5，6を接合するので、2枚の金属板 5，6

の重ね合わせ部分 に溶接線Xに直交する方向の克断力が作用し、これが重ね合

わせ部分 に同方向の克断変形を与え、従来の電極輪の圧延による溶接線方向の

塑性流動に加え、溶接線Xに直交する方向の塑性流動が生じ、この溶接線Xに直交

する方向の塑性流動により接合後の重ね合わせ部分 (接合部 )Jの増厚呈を若しく低

減する。その結果、その直後にその接合斉町を加圧口一ラ3，4で圧延することにより、

接合部の増厚呈を更に低減して金属板の母材厚み相当まで圧延し、段差勾配を大

幅に低減することができる。また、段差勾配が低減するため、応力集中係数が低減し

、高い接合強度を確保することが出来る。



００8 1 また、2枚の金属板 5，6の板厚が典なる場合は、金属板 5，6の板厚に応じて電極

輪 ，2の軸芯の傾斜角度を調整することで、重ね合わせ部分 におけるそれぞれの

金属板の減厚呈が調整されるため、ナゲット が接合界面から外れないよぅに接合さ

れる。したがって、段差勾配の低減による応力集中係数の低減に加え、ナゲット を

接合界面に生成させることによって接合部の接合強度が飛躍的に向上し、許容接合

典厚呈を拡大し、操業の自由度を向上することが出来る。しかも、一対の電極輪 ，2

を傾斜させ、積極駆動するだけの構成であるので、比較的簡単で安価な構成で実現

することが出来る。

００82 また、金属板 5，6の接合斉町を金属板の母材厚み相当まで圧延して段差勾配を大

幅に低減することで、接合部の応力集中係数を低減し、高い接合強度を確保出来る

ため、従来適用されなかった冷間圧延プロセスやテーラードブランクへのマッシュシ

ーム溶接の適用拡大、鋼板加工ラインにおける作業口一ルの傷付き防止或いは生

産性及び歩留まり向上等の効果が得られる。

００83 すなわち、本実施の形態では、マッシュシーム溶接の接合部の段差勾配を低減し、

接合部の応力集中係数を低減し、高い接合強度を確保することが出来るため、製鉄

用冷間圧延プロセスにおいては、次工程における冷間圧延時の作業口一ルへの傷

付き防止及び耐張力性能が向上するため、従来適用されなかった冷間圧延プロセス

へのマッシュシーム溶接が適用可能となる。

００84 また、テーラードブランクにおいても、その接合部段差の応力集中により、疲労強度

が必要な部位へのマッシュシーム溶接の適用が避けられて来たが、段差勾配の低減

により応力集中が緩和され、ブレス成形性も向上することで、高価なレーザビーム溶

接機から安価なマッシュシーム溶接機への変更が可能となる。

００85 また、連続焼鈍ライン、亜鉛メッキ鋼板製造設備等の生産ラインでは、スキンパス圧

延機の作業口一ルと接合部の接触角度 (応力集中係数 )を低減させることが出来、こ

の結果作業口一ルと材料間の接触面圧を低減し、ライン速度を低下させることなく作

業口一ルへの傷付きならびに接合部マーク伝写を防止することが出来、生産性及び

歩留まりを向上することが出来る。

００86 2・一対の電極輪 ，2の進行方向部分 2 が水平面内で、電極輪 ，2が最初



に接触する金属板の存在する方向を向くよぅに、一対の電極輪 ，2の軸芯 7 8を

溶接線Xに直交する直線に対して、各々傾斜させ、2枚の金属板 5，6を接合するの

で、電極輪 ，2が溶接の進行に伴い重ね合わせ部分 を移動するとき、重ね合わせ

部分 の金属板 5，6の端部 5 6 が電極輪 ，2へ食い込んで電極輪 ，2に疵を

付けることを防止し、その結果、その疵が原因で溶接時にチリが発生するのを防止す

ることが出来る。

００87 3・2枚の金属板 ，2の板厚が典なる場合に、2枚の金属板 ，2の板厚が厚い側の

電極輪の軸芯の傾斜角度を薄い側の電極輪の軸芯の傾斜角度より大きくするので、

板厚が厚い側の金属板の減厚呈を大きくし、板厚の薄い金属板の減厚呈とほぼ一

致させることが出来、これによりナゲット が接合界面に生成させることが出来、接合

強度が向上し、許容接合典厚呈が拡大する。

００88 4・重ね合わせ部 の溶接開始前と溶接終了後の少なくとも一方の工程で、一対の

電極輪 ，2を接触させる第 設定と、一対の電極輪 ，2を接触させないか、溶接時

の押圧力に比較し軽荷重で接触させる第2設定のいずれかの設定とし、第 設定で

は一対の電極輪 ，2を非駆動とし、第2設定では一対の電極輪 ，2を駆動するので

、上下電極輪 ，2へ過大なスラストカが作用することを防止出来、上下電極輪軸受

の寿命が延び、更には、上下電極輪 ，2の摩耗が抑制され、ランニングコストを低減

出来る。

００89 5・一対の電極輪 ，2を、それぞれの軸芯 7， 8が2枚の金属板 5，6の重ね合わ

せ部分 に形成される溶接線Xに直交する軸線 に対して、互いに反対方向に水平

面内で傾斜するよぅ設置したので、上記のよぅに、2枚の金属板の接合部の段差勾配

を低減し、高い接合強度を確保出来るとともに、比較的簡単で安価な構成でマッシュ

シーム溶接で生成するナゲット を接合界面に生成して接合強度を向上させ、許容

接合典厚呈を拡大する製造設備を提供出来る。

００9０ 6・一対の電極輪 ，2の軸芯 7 8を溶接線Xに直交する軸線 に対し、それぞ

れ独立して水平面内で傾斜させる機構27を設けたので、金属板 ，2の板厚に応じ、

適宜最適な傾斜角を容易に設定出来るとともに、金属板 ，2の板厚の典厚範囲の

広いマッシュシーム溶接装置を提供出来る。



００9 1 本発明の他の実施の形態を図 9～図22を用いて脱明する。

上記実施の形態ては、上下一対の加圧口一ラ3，4は、従来適り、互いに平行な2軸

芯まわりに回伝可能な加圧口一うとし、マノシュシーム溶接後の接合部の圧延をその

加圧口一ラ3，4て圧延した。このよぅに接合部を圧延しても、上 対の電極輪 ，2

の軸芯 7 8を傾斜させてマノシュシーム溶接を行ぅことにより、上述したよぅにマノ

シュシーム溶接ての溶接部 (接合部 ) の減厚効果か大きく、企属板 5，6の接合吉町の

段差勾配を大幅に低減して接合部の応力集中係数を低減し、高い接合強度を確保

出来る。本実施の形態は、上下一対の電極輪に加え、上下一対の加圧口一うの軸芯

も傾斜させて圧延することにより、企属板の母材厚み相当まて確実に圧延して段差を

平柑化することか出来るよぅにしたものてある。

００92 図 9は、本実施の形態におけるマノシュシーム溶接装置の概略図てある。

００93 図 9において、本実施の形態に係わるマノシュシーム溶接装置は、上下一対の加

圧口一ラ回伝駆動用の電動モータ6 3 04を備え、この電動モータ6 3 64も、上下一

対の電極輪回伝駆動用の電動モータ6 62と同様に、それそれ、加圧口一ラ押圧

装置 及ひ取り付けフロノク52の側面に取り付けられ、例えはチェーン及ひスプロ

ケオ機構6 8により加圧口一ラ3，4の回伝軸に庫結され、電動モータ6 3 64の回伝

動力か加圧口一ラ3，4に伝達される。

００94 図2０ 及ひ図2０ 又は図2 及ひ図2 は、マノシュシーム溶接後の接合部を

上下一対の加圧口一ラ3，4て圧延している状態を示す図てある。

００95 本実施の形態において、上下一対の電極輪 ，2は、上記実施の形態て脱明したよ

ぅに、それらの軸芯 7 8か2枚の企属板 5，6の重ね合わせ部分 の溶接線に直交

する直線に対して水平面内て互いに反対方向に傾斜するよぅ設置され、電極輪 ，2

を電動モータ6 62て積極的に駆動しなからマノシュシーム溶接を行ぅ構成となっ
ている。また、図2０ 及ひ図2０ 又は図2 及ひ図2 に示すよぅに、上下一対の

加圧口一ラ3，4も、それらの軸芯 5 6か2枚の企属板 5，6の接合吉町の溶接線Xに

直交する直線に対して水平面内て互いに反対方向に傾斜するよぅ設置され、加圧口

一ラ3，4を電動モータ6 3 64て積極的に駆動しなから圧延する構成となっている。

００96 このよぅに上下一対の電極輪 ，2の軸芯 7 8と上下一対の加圧口一ラ3，4の軸



芯 5 6を傾斜させることにより、電極輪 ，2によるマッシュシーム溶接とその後の

加圧口一ラ3，4による圧延の両方で溶接線直角方向の塑性流動を促進した減厚作

用が得られ、接合斉町の段差Sを母材厚み相当までより確実に圧延し、段差Sを平滑

化することが出来る。

００97 また、従来の軸芯を傾斜させない電極輪 ，2による接合においては、溶接線直角

方向の塑性流動はクランプ装置により制限され、その際に接合部からクランプ装置の

把持部へと向かぅ力が発生するため、板厚の薄い金属板を接合する際には、接合部

と把持部の金属材料部分に座屈が生じる可能性がある。この座屈を防止するために

は、クランプ装置を接合部の直近に配置すればよいが、その場合はクランプ装置と接

合部間のスペースが狭くなり、電極輪及び加圧口一ラ並びにそれに付帯する設備の

配置に制約を生じ、設備配置の自由度が損なわれるといぅ問題を生じる。

００98 本実施の形態では、電極輪 ，2の軸芯 7 8を水平面内で反対方向に傾斜させ

たため、電極輪 ，2による接合時、接合斉町に作用する克断力 4が、クランプ装置7

，8に向かぅ力と消し合ぅこととなる。これによりクランプ装置7，8を接合斉町の直近に配

置しなくても、板厚の薄い金属板を接合する際の金属板の座屈を防止することが出

来、その結果、クランプ装置7，8と接合斉町間に比較的広いスペースを確保すること

が出来、電極輪 ，2及び加圧口一ラ3，4並びにそれらに係わる設備 (例えば電動モ

ータ6 ～64 、チェーン及びスプロケット機構6 7 68、傾斜装置等) の配置に対する

制約を緩和することが出来る。

００99 上下一対の加圧口一ラ3，4の軸芯 5 6を傾斜させることにより、溶接線直角方

向の塑性流動が促進される作用の詳細は、図5を用いて説明した電極輪 ，2の場合

と同様である。

０1００ 上下一対の加圧口一ラ3，4を傾斜させる角度 巳の向きは、電極輪 ，2の場合と同

様、2種類設定可能である。

０1０1 第 の設定方法は、図2 及び図2 に示すよぅに、一対の加圧口一ラ3，4の進

行方向部分3 4 が水平面内で、加圧口一ラ3，4が最初に接触する金属材料が

係わる金属板 5の存在する方向と反対方向を向くよぅに、一対の加圧口一ラ3，4の軸

芯 5 6を溶接線Xに直交する直線 に対して、各々傾斜させる場合である。言い



換えれば、金属板 5，6の接合斉町の内、接合斉町の段差Sを起点として厚みが厚い側

(接合斉町のぅち加圧口一ラ3，4が最初に接触する材料部分) に位置する加圧口一ラ3

，4の軸端が接合斉町の圧延方向 に向くよぅ、加圧口一ラ3，4の軸芯 5 6を傾斜

させる。この場合は、金属板 5，6の接合斉町の段差5から加圧口一ラ3，4が最初に接

触した金属材料が係わる金属板 5の存在する方向に上記速度ベクトル成分 2に対

応した克断力 4が作用し、同方向の溶接線直角方向に克断変形を付与しながら段

差部を圧延し平滑化する。なお、このとき、接合斉町から加圧口一ラ3，4には克断力

4と反対方向の力がスラストカ 3として作用する。言い換えれば、接合斉町にスラスト

カ 3の反力が克断力 4として作用する。

０1０2 第2の設定方法は、図2 及び図2 に示すよぅに、第 の設定方法と比較し、加

圧口一ラ3、4を逆向きに傾斜させることである。すなわち、一対の加圧口一ラ3，4の

進行方向部分3 4 が水平面内で、加圧口一ラ3，4が最初に接触する金属材料

が係わる金属板 5の存在する方向を向くよぅに、一対の加圧口一ラ3，4の軸芯 5，

6を溶接線Xに直交する直線 に対して、各々傾斜させる場合である。言い換えれば

、金属板 5，6の接合部 (マッシュシーム溶接部 )Jの内、接合斉町の段差Sを起点として

厚みが薄い側 (接合斉町のぅち加圧口一ラ3，4が最初に接触しない材料部分) に位置

する加圧口一ラ3，4の軸端が接合斉町の圧延方向 に向くよぅ、加圧口一ラ3，4の軸

芯 5 6を傾斜させる。この場合は、金属板 5，6の接合斉町の段差Sから加圧口一ラ

3，4が最初に接触した金属材料が係わる金属板 5の存在する方向と反対方向に上

記速度ベクトル成分 2に対応した克断力 4が作用し、同方向の溶接線直角方向に

克断変形を付与しながら段差部を圧延し平滑化する。このときも、接合斉町から加圧口

一ラ3，4には克断力 4と反対方向の力がスラストカ 3として作用する。

０1０3 本実施の形態では第 の設定方法を採用する。その理由は下記の通りである。

０1０4 上下一対の加圧口一ラ3，4を第2の設定方法により傾斜させても段差5は克断力

4により塑性流動を受け、平滑化することが出来る。しかし、この場合は、図2 に示

すよぅに段差Sの部分が母材に折り込まれ、段差S が亀裂状に母材に埋没する新た

なる課題が発生する。単に接合斉町の表面性状が平滑のものが必要であり、かつ強

度を必要としない部位に適用する場合は問題ないが、応力が作用する部位に適用



する場合並びにテーラードブランクのよぅにブレス成形されるよぅな塑性加工用途で

は、埋没した段差の先端部が特典応力場となり、破損の原因になる。したがって、好

適には加圧口一ラ3、4を傾斜させる向きは、図2 及び図2 に示すとおり、一対

の加圧口一ラ3，4の進行方向部分3 4 が水平面内で、加圧口一ラ3，4が最初に

接触する金属材料が係わる金属板 5の存在する方向と反対方向を向くよぅに、一対

の加圧口一ラ3，4の軸芯 5 6を溶接線Xに直交する直線 に対して、各々傾斜さ

せる向きであり、この場合は図2 に示すよぅに段差Sを亀裂状に母材に埋没させる

ことなく接合部段差を平滑化することが出来、接合部の品質が向上する。

０1０5 加圧口一ル3，4の軸芯 5 6の傾斜角度 (図5の傾斜角度 巳 に相当) は、接合部

の段差5の大きさ (段差呈) に応じて設定する。定性的には、段差呈が 体い場合に

は傾斜角度を小さく設定し、段差呈が大きくなるほど傾斜角度を大きく設定する。す

なわち、図5を用いて説明した電極輪の場合と同様、上加圧口一ル3の軸芯 5の傾

斜による克断変形は上加圧口一ラ3と材料間の接触孤長部分 (図5の接触弧長部分

4 6に相当) 内で、傾斜角度により支配されるため、平滑化すべき段差呈に応じて設

定する傾斜角度を適宜調整する。金属板 5，6の厚みの典なる材料を接合した場合

には、マッシュシーム溶接斉町の段差呈は表裏面で典なるが、上述の如く段差呈に見

合った上加圧口一ル3の傾斜角度に設定することで、段差を平滑化することが出来る

。傾斜角度を付与した下加圧口一ラ4による圧延状態も同様であり、下加圧口一ラ4の

傾斜角度を下側の段差呈に応じて設定する。

０1０6 上述の如く、一対の加圧口一ラ3，4の軸芯 5 6を溶接線Xに直交する直線 に

対して、各々傾斜させ、一対の加圧口一ラ3，4を電動モータ6 3 64で積極的に駆動

しながら接合斉町の段差Sを圧延することで、接合斉町に溶接線直角方向の克断力が

作用し、段差S が平滑化される。この克断力は材料の変形抵抗に依存するため、変

形抵抗が高いほど、金属板 5，6から加圧口一ラ3，4に作用するスラストカ 3が増大

する。このよぅにスラストカ 3が増大した場合、加圧口一ラ3，4及びその軸受の寿命

低下や、スラストカ 3に対する保持力を設定することで装置全体が大型化する問題

がある。

０1０7 図22は、金属板が普通鋼の場合の材料温度と変形抵抗の相関を示す図である。



企属板 5，6の変形抵抗は材科温度に依存し、企属板 5，6か昔適鋼てある場合は図

22に示す温度特性を有する。スラストカ 3を低下させるために、接合吉町の温度を好

適には3００oC以上、更に好適には5００oC以上とすることて、企属板 5，6の変形抵抗

値を低減し、スラストカ 3の増大を抑えることて、設備を小型化出来る。

０1０8 本実施の形態ては、上下一対の加圧口一ラ3，4をキャリノシフレーム9内て上下一

対の電極輪 ，2に隣接して配置し、キャリノシフレーム9を溶接方向に移動させること

て接合と加圧を庫続して実施する。企属板 5，6の板厚にもよるか、接合部近傍の温

度は電極輪適過直後に ０００C乃至 4００C程度まて上昇し、接合肋はこれ以上

の温度てあるものと推定される。接合と加圧を庫続して実施することにより、溶接によ

り発生した接合部Jの残熱を利用して加圧口一ラ3，4による加圧時の接合部Jの温度

を容易に3００oC以上或いは5００oC以上にすることか出来、設備を小型化出来る。

０1０9 軸芯 5 6を傾斜させた上下加圧口一ラ3，4に対しては、マノシュシーム溶接開

始前に図 3を用いて脱明した電極輪の場合と同様の設定を行ぅことか出来る。すな

わち、接合吉町の圧延開始前と圧延終了後の少なくとも一方の工程、好ましくは両方

の工程て、上下加圧口一ラ3，4同上を接触させる第 設定と、上下加圧口一ラ3，4同

上を接触させない、或いは圧延時の押圧力に比較し軽荷重て接触させる第2設定の

いすれかの設定とし、前者の第 設定ては、上下加圧口一ラ3，4の電動モータ6 3，6

4による回伝は非駆動又は停止とし、後者の第2設定ては、上下加圧口一ラ3，4の電

動モータ6 3 64による回伝は駆動とする。そして、第 設定ては、上下加圧口一ラ3，

4か接合吉町の側端部に到達後、直ちに電動モータ6 3 64の駆動を開始し、上下加

圧口一ラ3，4を積極的に回伝駆動する。また、第2設定ては、上下加圧口一ラ3，4か

接合吉町の側端部に到達後、直ちに加圧口一ラ押圧装置 の駆動を加圧圧延時の

設定に切り換え、上下加圧口一ラ3，4に押圧力を付与する。これにより過大なスラスト

カの生成を防止することか出来、軸受寿命を延長させると共に、上下加圧口一うの摩

耗を抑制する。

０11０ また、本実施の形態においても、図9を用いて脱明した先の実施の形態と同様の制

御系を採用することか出来る。すなわち、上位制御装置と、キャリノシフレーム駆動制

御装置、マノシュシーム制御装置、加圧口一ラ制御装置、及ひレーザ距離計を有す



る制御系を設け、電極輪 ，2及び加圧口一ラ3，4が金属板 5，6の重ね合わせ部分

の端部を挟み込むタイミングの前後で、上下電極輪 ，2の接触に関する上述した設

定状態 (第 設定か第2設定か) と上下加圧口一ラ3，4の接触に関する上述した設定

状態 (第 設定か第2設定か) に応じて典なる駆動状態となるよぅ、キャリッジフレーム

9の駆動用のシリンダ装置5 7、電極輪押圧装置 ０及び電動モータ6 62、加圧口

一ラ押圧装置 及び電動モータ6 3 64の駆動を制御することが出来る。

０111 また、軸芯 5 6を傾斜させた上下加圧口一ラ3，4に対しても、図 ０を用いて説

明した電極輪の場合と同様の傾斜装置を設けることが出来、これにより段差呈に応じ

、適宜最適な傾斜角を容易に設定出来るとともに、接合材料の典厚範囲の広い接合

装置を提供出来る。

０112 なお、上記実施の形態では、同一のキャリッジフレーム9内に傾斜機構27を有する

電極輪押圧装置 ０及び傾斜機構27を有する加圧口一ラ押圧装置 を配置したが

、別々のフレームにそれらを配置しても本発明の機能を損なぅことはない。

０113 以上述べた実施の形態によれば、先の実施の形態における上記 ～6の効果に加

え、以下の効果が得られる。

０114 ・上下一対の加圧口一ラ3，4の軸芯 5 6を傾斜させ、一対の加圧口一ラ3

，4を電動モータ6 3 64で積極的に駆動しながら圧延するので、上下一対の電極輪

，2の軸芯 7 8を傾斜させた場合と同様、接合斉町に溶接線Xに直交する方向の

克断力が作用し、これが接合斉町に克断変形を与え、この溶接線Xに直交する方向の

克断流動により接合部の増厚呈を若しく低減する。その結果、電極輪 ，2によるマッ

シュシーム溶接時と加圧口一ラ3，4による圧延時の両方で、溶接線Xに直交する方

向の克断変形により接合部Jの増厚呈を低減し、同厚の金属板の接合では金属板の

母材厚み相当まで確実に圧延しかつ段差を平滑化することが出来、典厚の金属板

の接合部は段差を平滑化或いは段差勾配を大幅に低減することが出来る。その結

果、電極輪 ，2の軸芯のみを傾斜させた場合に比べて、より確実に応力集中係数を

低減し、高い接合強度を確保することが出来る。

０115 また、金属板 5，6の接合斉町の段差勾配を低減或いは接合斉町の段差5を平滑化す

ることで、接合部の応力集中係数を低減し、高い接合強度を確保出来るため、従来



適用されなかった冷間圧延プロセスやテーラードブランクへのマッシュシーム溶接の

適用拡大、鋼板加工ラインにおける作業口一ルの傷付き防止或いは生産性及び歩

留まり向上等の効果がより確実となる。

０116 ・上下一対の加圧口一ラ3，4の軸芯 5 6を力く平面内で反対方向に傾斜さ

せたため、加圧口一ラ3，4による圧延加工時に接合斉町の上面側と下面側とで克断

力 4が逆方向に作用し、クランプ装置7，8に向かぅ力は上下で打ち消し合ぅ。これに

よりクランプ装置7，8を接合斉阿の直近に配置しなくても、板厚の薄い金属板を接合

する際の金属板の座屈を防止することが出来、その結果、クランプ装置7，8と接合部

J間に比較的広いスペースを確保することが出来、電極輪 ，2及び加圧口一ラ3，4

並びにそれらに係わる設備 (例えば電動モータ6 ～64 、チェーン及びスプロケット

機構6 7 6 8、傾斜装置27等 ) の配置に対する制約を緩和することが出来る。

０117 2・一対の加圧口一ラ3，4の進行方向部分3 4 が水平面内で、加圧口一ラ3，4

が最初に接触する金属材料が係わる金属板 5の存在する方向と反対方向を向くよぅ

に、一対の加圧口一ラ3，4の軸芯 5 6を溶接線Xに直交する直線 に対して、各

々傾斜させ、金属板 5，6の接合斉町の段差5から加圧口一ラ3，4が最初に接触した

金属材料が係わる金属板 5の存在する方向に克断力を作用させながら圧延するので

、段差部が金属板 5，6の母材に折り込まれることを防止することが出来、段差部が母

材に折り込まれた場合に生成する亀裂状欠陥 (末溶着欠陥) を防止することが出来、

接合部の品質が向上する。

０118 3・マッシュシーム溶接により接合した2枚の金属板 5，6の接合斉町を圧延する上下

一対の加圧口一ラ3，4を更に設け、一対の加圧口一ラ3，4を、それぞれの軸芯 5

6が溶接線Xに直交する直線 に対して水平面内で傾斜するよぅ設置したので、2

枚の金属板 5，6の接合部の段差勾配を低減し、高い接合強度を確保出来るとともに

、比較的簡単で安価な構成でマッシュシーム溶接で生成するナゲット を接合界面

に生成して接合強度を向上させ、許容接合典厚呈を拡大する製造設備を提供出来

る。

０119 4・一対の加圧口一ラ3，4の軸芯 5 6を溶接線Xに直交する直線 に対し、それ

ぞれ独立して水平面内で傾斜させる機構を設けたので、段差呈に応じ、適宜最適な



傾斜角を容易に設定出来るとともに、金属板の板厚の典厚範囲の広い接合装置を

提供出来る。



請求の範囲

2枚の金属板 (5 6) の端部を重ね合わせ、その重ね合わせ部分 ( )を上下一対の

電極輪 ( 2)て加圧し、溶接電流を流しなから連続的に溶接し、前記2枚の金属板

を接合するマソシュシーム溶接方怯において、

前記一対の電極輪 ( 2)の軸芯 ( 7 8)を、前記2枚の金属板 (5 6) の重ね合

わせ部分 ( ) に形成される溶接線 (X) に直交する直線 ( ) に対して、互いに反対方

向に水平面内て傾斜させ、前記一対の電極輪 ( 2)を積極的に駆動しなから前記

2枚の金属板を接合することを特徴とするマソシュシーム溶接方怯。

2 請求項 記載のマソシュシーム溶接方怯において、

前記一対の電極輪 ( 2)の進行方向部分 ( 2 )か水平面内て、前記電極輪

か最初に接触する金属板 (5 は6)の存在する方向を向くよぅに、前記一対の電極

輪の軸芯 ( 7 8)を前記溶接線Xに直交する直線 に対して、各々傾斜させ、前記

2枚の金属板を接合することを特徴とするマソシュシーム溶接方怯。

3 請求項 又は2記載のマソシュシーム溶接方怯において、

前記2枚の金属板 (5 6) は板厚か典なり、

前記2枚の金属板の板厚か厚い側の電極輪 ( 又は2)の軸芯 ( 7 は 8)の傾斜

角度を背い側の電極輪の軸芯の傾斜角度より大きくしたことを特徴とするマソシュシ

ーム溶接方怯。

4 請求項 ～3のいすれか 項記載のマソシュシーム溶接方怯において、

前記重ね合わせ部分 ( )の溶接開始前と溶接終了後の少なくとも一方の工程ては

、前記一対の電極輪 ( 2)を接触させる第 設定と、前記一対の電極輪を接触させ

ないか、前記溶接時の押圧力に比較し軽荷重て接触させる第2設定のいすれかの

設定とし、前記第 設定ては前記一対の電極輪を非駆動とし、前記第2設定ては前

記一対の電極輪を駆動することを特徴とするマソシュシーム溶接方怯。

5 請求項 ～4のいすれか 項記載のマソシュシーム溶接方怯において、

前記2枚の金属板 (5 6)を前記マソシュシーム溶接により接合した後、一対の加圧

口一ラ (3 4)の軸芯 ( 5 6)を前記溶接線 (X) に直交する直線 ( ) に対して水平

面内て傾斜させ、前記一対の加圧口一うを積極的に駆動して前記接合部の段差を



前記加圧口一うの進行方向 ( ) に圧延することを特徴とするマッシュシーム溶接方

法。

6 請求項5記載のマッシュシーム溶接方法において、

前記一対の加圧口一ラ (3 4)の進行方向部分 (3 4 )が水平面内で、前記加

圧口一ラ (3 4)が最初に接触する金属材料が係わる金属板 (5又は6)の存在する方

向と反対方向を向くよぅに、前記一対の加圧口一ラ (3 4 )の軸芯 ( 5 6)を前記溶

接線 (X) に直交する直線 ( ) に対して、各々傾斜させ、前記接合部の段差を前記進

行方向 ( ) に圧延することを特徴とする金属板の接合方法。

7 2枚の金属板 (5 6) の端部を重ね合わせ、その重ね合わせ部分 ( )を上下一対の

電極輪 ( 2)で加圧し、溶接電流を流しながら連続的に溶接し、2枚の金属板を接

合するマッシュシーム溶接装置において、

前記一対の電極輪 ( 2) は、それぞれの軸芯 ( 7 8) が前記2枚の金属板 (5

6)の重ね合わせ部分 ( ) に形成される溶接線Xに直交する軸線 に対して、互いに

反対方向に水平面内で傾斜するよぅ設置されていることを特徴とするマッシュシーム

溶接装置。

8 請求項7記載のマッシュシーム溶接装置において、

前記一対の電極輪 ( 2)の軸芯 ( 7 8)を前記溶接線Xに直交する軸線 に対

し、それぞれ独立して水平面内で傾斜させる機構 (27) を有することを特徴とするマッ

シュシーム溶接装置。

9 請求項7又は8記載のマッシュシーム溶接装置において、

前記マッシュシーム溶接により接合した2枚の金属板 (5 6) の接合部 ( )を圧延す

る上下一対の加圧口一ラ (3 4)を更に備え、

前記一対の加圧口一ラ (3 4)は、それぞれの軸芯 ( 5 6) が前記接合部 ( ) の溶

接線 (X) に直交する直線 ( ) に対して水平面内で傾斜するよぅ設置されていることを

特徴とするマッシュシーム溶接装置。

０ 請求項9記載のマッシュシーム溶接装置において、

前記一対の加圧口一ラ (3 4)の軸芯 ( 5 6)を前記溶接線 (X) に直交する直線

( ) に対し、それぞれ独立して水平面内で傾斜させる機構 (27) を有することを特徴



ム溶接装置。
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