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(57) 要約 軽量、かつ小さな力で走行可能な摩擦撹伴接合装置、この摩擦撹伴接合装置に用いられる吸着パ ツ
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に設けられる滑走体 5 3 と、対向 I5 5 1 の厚み方向一方の表面部から突出する または複数の変形防止用突起部
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明 細 苫

吸若パツド、摩擦撹絆接合装置、摩擦撹絆接合システム

技術分野

０００1 本発明は、摩擦撹件して、複数の被接合物を接合する摩擦撹件接合装置、摩擦撹

件接合装置に用いられる吸着パッド、および摩擦撹件接合システムに関する。

背景技術

０００2 複数の被接合物を接合する方法として、接合ツールによって摩擦撹件接合する摩

擦撹件接合装置がある。

０００3 図 7は、テーブル移動式の摩擦撹件接合装置 を模式的に示す斜視図である。こ

の摩擦撹件接合装置 は、接合ツール2と、被接合物3を載置するヮ一クテーブル4

と、ヮ一クテーブル4を一方向に移動させる移動台5とを含む。ヮ一クテーブル4およ

びこのヮ一クテーブル4に載置される被接合物3は、図 7において矢符 6で示す走

行方向に移動する。接合ツール2は、ヮ一クテーブル4に近接または離反する方向に

変位可能であって、回伝しつつ被接合物3に押圧され、被接合物3の走行方向への

移動にともなって被接合物3の接合部位に沿って順次摩擦撹件接合を行ぅ。

０００4 図 8は、ガントリー式の摩擦撹件接合装置7を模式的に示す斜視図である。この摩

擦撹件接合装置7は、接合ツール8と、被接合物9を載置するヮ一クテーブル ０と、

接合ツール8を支持する支持体 と、支持体 を接合方向に案内し、接合方向に

延びる案内レール 2とを含む。ガントリー式の摩擦撹件接合装置7は、前述のテー

ブル移動式の摩擦撹件接合装置 とは典なり、ヮ一クテーブル ０および被接合物3

が移動せずに固定され、支持体 およびこの支持体 に支持される接合ツール8

が、図 8に矢符 3で示す走行方向に移動する。接合ツール8は、ヮ一クテーブル4

に近接または離反する方向に変位可能であって、回伝しつつ被接合物3に押圧され

、走行方向に移動することによって被接合物3の接合部位に沿って順次摩擦撹件接

合を行ぅ。

０００5 テーブル移動式の摩擦撹件接合装置 では、接合部位の長さだけ被接合物3を移

動する必要があり、接合部位の少なくとも2 の長さの移動台5が必要となる。たとえ



ば2 ０ の被接合物 3 を接合するテーブル移動式の摩擦撹件接合装置 では、移動

台5 の長さが 4 ０ 以上となり、装置が大形化し、設置スペースが大きくなるれ、ぅ問題

がある。また同様にガントリー式の摩擦撹件接合装置 7 では、接合部位の長さだけ接

合ツール2 を移動させる必要があり、少なくとも接合部位と同じ長さの案内レール 2

が必要となるので、装置が大形化し、設置スペースが大きくなるれ、ぅ問題がある。

０００6 図 9 は、従来の技術として装置の小形化を目的とした自走式摩擦撹件接合装置2

0 を模式的に示す斜視図である。自走式摩擦撹件接合装置 5 ほ、接合ツール 6 と

、この接合ツール 6 を搭載して走行可能な亜体 7 とを含む。亜体 7 は、4 つの車輸

8 をさらに備える。自走式摩擦撹件接合装置 5 は、ヮ一クテーブル 9 に載置され

た被接合物 2 ０の表面上を、図 9 の矢符 2 で示す走行方向に亜輪 8 を回伝させる

ことにょって自走する。自走式摩擦撹件接合装置 5 は、接合ツール 6 を被接合物 2

0 に押圧させつつ回伝しながら走行方向に走行することにょって、被接合物 3 の接合

部位に沿って順次摩擦撹件接合を行ぅ。この自走式摩擦撹件接合装置 5 の大きさ

は、前述のテーブル移動式おょびガントリー式の摩擦撹件接合装置 ，7 のょぅに被

接合物 3 の大きさに依存せず、装置の小形化を実現することができる (たとえば特許

文献 または2 参照 ) 。

特許文献 1 : 特開2 ００5 8 6 ０8 4 号公報

特許文献 2 : 特開2 ００7 876号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００7 図2 ０は、摩擦撹件接合を行ぅときに接合ツール 6 が受ける反力を説明するための

図である。接合ツール 6 は、被接合物 2 ０の表面に垂直な上下方向Z に対して、被

接合物 2 ０に接触する側の端部を支点にして走行方向から離反する向きに某準軸線

が傾斜角度 ０だけ傾いて設けられる。接合ツール 6 が、被接合物 2 ０と接する端部

とは反対側の端部から見て某準軸線 まわりに時計回りに回伝しつつ、被接合物 2 ０

に押圧され、矢符 2 で示す走行方向に移動すると、接合ツール 6 には、某準軸線

の延びる方向の被接合物 2 ０から離れる向きの反力 ( 以下、ツール軸線方向反力

といぅ) と、走行方向の走行する向きとは反対向きの反力 ( 以下、接合方向反力 2 と



いぅ と、接合ツール 6か回伝することによって生しる某準軸線 およひ走行方向に

垂直て、走行する向きに対して左向きに働く反力 (以下、横方向反力 3といぅ) とか

働く。図2０には、理解の容易のために接合ツール 6か回伝するツール回伝方向「を

０００8 被接合物2０に接触する側の端部を支点にして走行方向から離反する向きに某準

軸線 か傾斜角度 ０たけ傾いて接合ツール 6か設けられる理由は、吹の面りてある

。被接合物2０に接触する側の端部を支点にして走行方向に対し前方側接合部と後

方側接合部とては、後方側接合部ては被接合物2０か摩擦撹件され流動化状態にあ

り柔らかい状態にあり、前方側接合部はより破い状態にあるためてある。

０００9 また、走行する向きに対して左向きに働く横方向反力 3か作用する理由は、前方

側接合部はより破い状態にあって、接合ツール 6か時計方向に回伝し、接合ツール

6は横方向反力 3を受けるからてある。

００1０ 摩擦撹件接合の接合速度を高くすると、前述した各反力か大きくなり、ツール軸線

方向反力 によって亜輪 8か被接合物2０から存き上かったり、横方向反力 3によ

って蛇行したりして、首図した走行かてきなくなるといぅ問題かある。これらの問題を解

決するために、自走式摩擦撹件接合装置 5におもりを搭載したり、吸着パ外を設け

て被接合物2０に吸着したりして、前記反力を打ち梢す方怯か考えられる。しかしなか

らおもりを搭載すると、装置の重呈か増加するのて、庫用性か低下してしまぅ。また吸

着パ外て被接合物2０を吸着すると、接合方向反力 2か増加して、装置の走行を

妨けるといぅ問題かある。

００11 したかって本発明の目的は、軽呈、かつ 、さなカて走行可能な摩擦撹件接合装置

、この摩擦撹件接合装置に用いられる吸着パ升、およひ摩擦撹件接合システムを

提供することてある。

裸題を解決するための手段

００12 本願発明の吸着パ外 は、走行体て走行しつつ、複数の被接合物を接合ツールに

よって摩擦撹件接合する摩擦撹件接合装置に備えられ、被吸着物に当接した状態

て、接合ツールと被接合物との接触状態を保持するため吸引力を作用させる吸着パ



前記被吸着物に当接した吸着状態と前記被吸着物に当接を解除された非吸着状

態とを切り替え可能てあることを特徴とする。

００13 また、前記吸着パソトは、

吸引空間の周囲を囲み、気密性およひ坤性を有する環状の密閉体と、

前記密閉体の被吸着物寄りの表面に設けられ、被吸着物に対する摩擦係数か前

記密閉体の被吸着物に対する摩擦係数よりも 、さい材科によって形成される柑走体

とを含むことを特徴とする。

００14 また、前記吸引空間において、被吸着物に向けて延ひ、前記密閉体よりも高い剛

性を有し、かつ被吸着物に対する摩擦係数か前記密閉体の被吸着物に対する摩擦

係数よりも 体い材科によって形成される突起部をさらに含むことを特徴とする。

００15 また、本願発明の摩擦撹件接合装置は、複数の被接合物を接合ツールによって摩

擦撹件接合する摩擦撹件接合装置てあって、

前記吸着パソトと、

予め定める某準軸線まわりに回伝自在に設けられ、接合ツールを保持するツール

保持部と、

"ソール保持部を某準軸線まわりに回伝駆動する回伝駆動手段と、

"ソール保持部を某準軸線に沿って変位駆動する変位駆動手段と、

"ソール保持部、回伝駆動手段およひ変位駆動手段を搭載して走行可能な走行体

とを含むことを特徴とする。

００16 また、前記吸着パソトは複数個設けられており、

前記複数個の吸着パソトは、前記走行体の前方都に位置し大きい吸着力を有する

メイン吸着パソトと、前記メイン吸着パソトより後方に位置し小さい吸着力を有する 個

以上の補助的吸着パソトとからなり、

前記 個以上の補助的吸着パソトの個数と配段される位置とか調節可能てあること

を特徴とする。

００17 また、前記吸着パソトの吸着状態と非吸着状態とを切替える切替手段をさらに含む

ことを特徴とする。

００18 また、本願発明の摩擦撹件接合システムは、前記摩擦撹件接合装置と、



接合部位に沿って設けられ、被接合物の剛性よりも高い剛性の案内レールとを含

み、

前記吸着パッドは、前記案内レールに吸着することを特徴とする。

００19 また、前記案内レールは、走行にともなって回伝する前記摩擦撹件接合装置の車

輸が当接するとともに、前記吸着パッドが吸着する表面を有し、前記表面には、吸着

パッドに対する摩擦係数を 、さくするための予め定める処理が施されていることを特

徴とする。

００2０ また、本願発明の摩擦撹件接合装置は、複数の被接合物が接合される接合部位

に沿って被接合物の表面上に設けられ、被接合物の表面に平行に延びる平行延在

部を有する案内レールと、

ガイド体を有し、平行延在部の前記被接合物に対向する面にガイド体を当接させて

走行体で走行しつつ、複数の被接合物を接合ツールによって摩擦撹件接合する摩

擦撹件接合装置とを含むことを特徴とする。

００2 1 また、前記案内レールは、前記被接合物の表面に垂直な案内面を有する垂直延在

部をさらに有し、

前記摩擦撹件接合装置は、前記案内面に当接する第2ガイド体をさらに含むことを

特徴とする。

００22 また、前記被吸着物にほ前記吸着パッドが電磁力で吸着可能であり、

前記吸着パッドは、電流が供給されて前記被吸着物に吸着可能な電磁石を有する

ことを特徴とする。

００23 また、前記電磁石を前記被吸着物に対し隙間をおいて保持するための複数の突起

部を有することを特徴とする。

００24 また、前記突起部の先端は球形状を有することを特徴とする。

００25 また、前記突起部の先端には、前記被吸着物に対し滑りやすくするための滑膜部

が形成されていることを特徴とする。

００26 また、本願発明の摩擦撹件接合システムは、前記摩擦撹件接合装置と、

接合部位に沿って設けられ、被接合物の吸若される部分よりも高い剛性の案内レ



前記被吸着物は前記案内レールにあることを特徴とする。

００27 本願発明によれは、吸着パノトは、密閉体と、柑走体とを含む。柑走体は、被吸着

物に対する摩擦係数か、密閉体の被吸着物に対する摩擦係数よりも小さい材科によ

って形成され、吸着パノトか被吸着物に当接した状態て被吸着物に当接する。この

よぅな吸着パノトては、柑走体を設けない適常の吸着パノトに比へて被吸着物の表

面上を柑りやすくなり、前述した接合方向反力か小さくなる。このよぅな本発明の吸着

パノトを備える摩擦撹件接合装置ては、摩擦撹件接合の接合速度を高くしたとしても

柑走体を設けない適常の吸着パノトに比へて走行を妨ける接合方向反力か小さくな

るのて、小さな駆動カて走行することかてき、摩擦撹件接合の接合速度を高くするこ

とかてきる。また吸着パノトを備えることによって、摩擦撹件接合装置におもりを設け

ることなく、ツール軸線方向反力によって亜輪か被接合物から存き上かることを防止

することかてき、装置の軽呈化を図ることかてきる。

００28 また本発明によれは、吸引空間において被吸着物に向けて延ひる突起部か設けら

れる。この突起部は、前記密閉体よりも高い剛性を有しているのて、たとえは背くて剛

性の低い被接合物に吸着パノトか吸着する場合ても、この突起部か被接合物に当

接することによって被接合物か擁むことを防くことかてきる。仮に被接合物か擁んてし

まぅと、摩擦撹件接合後において被接合物か変形してしまぅことかあり、また吸着パノ

トと被接合物との間に隙間か生して吸引空間の圧力か高くなって吸着力か低下する

ことかあるか、被接合物の擁みを防くことによって、被接合物の擁みによって生しる前

記不具合を防くことかてきる。また突起部の被吸着物と接する面は、被吸着物に対

する摩擦係数か、密閉体の被吸着物に対する摩擦係数よりも小さい材科によって形

成されるのて、突起部か被吸着物に当接するとしても摩擦撹件装置の走行する向き

と反対側の向きの反力か増加することを可及的に抑えることかてきる。

００29 さらに本発明によれは、回伝駆動手段と変位駆動手段とによって、ツール保持部を

回伝しつつ被接合物に向けて押圧することによって、接合ソールか回伝しつつ被接

合物に押圧される。この状態て亜体か走行することによって、被接合物を順吹接合

することかてきる。この摩擦撹件接合装置は、前述の吸着パノトを備えるのて、小さな

駆動カて首図した走行か可能となり、装置の軽呈化か図られる。



００3０ さらに本発明によれば、複数の吸着パッドを備え、切替手段によって各吸着パッド

を選択的に吸着状態と非吸着状態とを切替えることができるので、吸着力を調整する

ことができる。

００3 1 さらに本発明によれば、吸着パッドは、案内レールに吸着する。案内レールは、接

合部位に沿って設けられ、被接合物の吸若される部分よりも剛性が高く、吸着パッド

が吸着しても変形しにくい。このよぅな案内レールに吸着パッドが吸着することによっ
て、摩擦撹件接合において被接合物が変形することを防ぐことができる。

００32 さらに本発明によれば、亜輪および吸着パッドが当接する案内レールの表面には、

吸着パッドに対する摩擦係数を 、さくするための予め定める処理が施されているので

、摩擦撹件装置が走行するときに、吸着パッドに生じる走行する向きと反対向きの反

力を 、さくすることができる。また亜輪が被接合物に当接することなく摩擦撹件接合

装置が走行するので、摩擦撹件接合において被接合物を傷つけることを防ぐことが

できる。

００33 さらに本発明によれば、接合部位に沿って案内レールが設けられる。この案内レー

ルは、被接合物の表面に平行に延びる平行延在部を有する。摩擦撹件接合装置に

設けられるガイド体を、平行延在部の前記被接合物に対向する面に当接させつつ、

摩擦撹件接合装置を走行させる。これによって摩擦撹件接合の接合速度を高くした

としても接合ツールが被接合物を押圧する力に対する反力を打ち消すことができ、摩

擦撹件接合装置の車輸が浮き上がることを防いで意図した走行を可能とし、高い接

合速度で意図した部位を接合ツールによって摩擦撹件して各被接合物を接合するこ

とができる。

００34 さらに本発明によれば、案内レールは、前記被接合物の表面に垂直な案内面を有

する垂直延在部を有する。案内面に第2ガイド体を当接させつつ、摩擦撹件装置を

走行させる。これによって接合ツールが回伝することによって生じる前記横方向反力

を打ち消すことができ、摩擦撹件接合の接合速度を高くしたとしても摩擦撹件装置が

蛇行することを防いで、意図した走行を可能とし、高い接合速度で意図した部位を接

合ツールによって摩擦撹件して各被接合物を接合することができる。

００35 また、吸着パッドは被吸着物に電磁力によって吸着可能であるので、吸着パッドの



被吸着物に対する吸着力を電磁力で制御することができ、機械的な摩擦力に依存

する場合に比べて、吸着パッドの走行中の吸着力を安定的に供給することができると

ともに安定的に一定値に維持することが可能になる。

００36 また、吸着パッドは切替手段によって電気的に制御されるので、O O を迅速

に切り替えることができる。

００37 また、吸着パッドの電磁石は被吸着物に対し非接触の状態に維持されるるので、機

械的に接触する場合に比べて、走行抵抗を 、さくすることができる。この結果、摩擦

撹件接合の接合速度を高くすることが可能になる。

００38 また、吸着力が電磁力に依存するので、真空吸着における場合に要するゴムやス

ポンジ等の消耗材の交換を不要にすることができる。

図面の簡単な説明

００39 図 本発明の実施の一形態の接合装置3 を模式的に示す側面図である。

図2 接合装置3 の走行状態を示す斜視図である。

図3 走行体4 2の走行方向前方X 側をコの字型に開放した接合装置 5を示す側

面図である。

図4 走行体4 2の走行方向前方X 側をコの字型に開放した接合装置 5の下面図

である。

図5 吸着装置4 3の動作を示す模式図である。

図6 吸着パッド4 6の下面図である。

図7 図6の切断面線 から見た吸着パッド4 6の断面図である。

図8 図6の切断面線 から見た吸着パッド4 6の断面図である。

図9 図6の切断面線1 から見た吸着パッド4 6の断面図である。

図1０本発明の他の実施の形態の接合装置59を示す断面図である。

図11 本発明のさらに他の実施の形態の接合装置7 を示す断面図である。

図12 本発明の他の実施の形態の吸着力が電磁力による吸着パッドを有する接合

装置9 を示す断面図である。

図13 本発明の他の実施の形態の吸着力が電磁力による吸着パッドを有する接合

装置93を示す断面図である。



図14 吸着力が電磁力による吸着パッドの側面図 (a) と底面図 (b)である。

図15 吸着力が電磁力による他の実施形態の吸着パッドの側面図 (a) と底面図 (b)

である。

図16 吸着力が電磁力による吸着パッドの内部と切替手段を示す説明図である。

図17 テーブル移動式の摩擦撹件接合装置 を模式的に示す斜視図である。

図 ガントリー式の摩擦撹件接合装置7を模式的に示す斜視図である。

模式的に示す斜視図である。

図2０摩擦撹件接合を行ぅときに接合ツール 6が受ける反力を説明するための図で

ある。

発明を実施するための最良の形態

００4０ 図 は、本発明の実施の一形態の摩擦撹件接合装置 (以下、単に接合装置3 とい
ぅ)を模式的に示す側面図である。図2は、接合装置3 の走行状態を示す斜視図で

ある。

００4 1 接合装置3 は、2つの被接合物32 33が突合わされた被接合物34を接合する。

被接合物34には、2つの被接合物32 33が突合わされる接合部位に継ぎ手部分3

5が形成される。接合装置3 は、継ぎ手部分3 5に沿って接合ツール36を移動させ

て、各被接合物32 33を連続的に接合する。継ぎ手部分3 5は、各被接合物32 33

の境界線である接合線39が表面に形成される。接合線39は、本実施の形態では直

線状に延びる。

００42 接合装置3 は、円筒状の接合ツール36を装着し、接合ツール36を用いて摩擦撹

件接合を行ぅ。接合ツール36は、略円筒形状に形成される本体部3 7と、本体部3 7

から軸線方向一方に突出し、先細状に形成されるピン部38とを有する。接合ツール

36が回伝しつつ被接合物34に押圧され、被接合物34 に没入することによって、被

接合物34は、接合ツール3 6の摩擦熱によって部分的に流動化し、流動化した部分

が固相撹件される。被接合物34のぅちの流動化した部分が互いに混ぜ合わされ、そ

の後、流動化した部分が固まることによって各被接合物32 33が接合される。被接

合物32 33は、たとえばアルミ合金から成る。



００43 接合装置3 は、予め定める某準軸線 まわりに回伝自在に設けられ、接合ツール

を保持するツール保持部4 (後述する図 ０に示す) と、ツール保持部4 を某準軸

線 まわりに回伝駆動する回伝駆動手段と、ツール保持部4 を某準軸線 に沿って

変位駆動する変位駆動手段と、ツール保持部4 、回伝駆動手段およひ変位駆動手

段を搭載して走行可能な走行体4 2と、吸着装置4 3とを含んて構成される。なお理解

の容易のために、図2には吸着装置4 3を図示していない。

００44 ツール保持部4 ほ、接合ツール36を若脱可能に保持する。ツール保持部4 に装

若された接合ツール36は、その軸線か、接合装置3 の某準軸線 と同軸に配置さ

れる。ツール保持部4 は、走行体4 2に搭載され、走行体4 2に対して某準軸線 ま

わりに回伝可能、かつ某準軸線 の延ひる方向に変位可能に設けられる。本実施の

形態において某準軸線 に沿って延ひる方向を某準軸線方向 と記載し、接合装置

3 か接合線39に沿って走行する方向を走行方向Xと記載し、被接合物34の表面に

垂直な方向を上下方向Zと記載する。また走行方向Xと、上下方向Zとに垂直な方向

を交差方向 と記載する。

００45 回伝駆動手段は、ツール保持部4 を某準軸線 まわりに回伝させるための動力を

発生する回伝動力発生源と、回伝動力発生源によって発生した回伝力をツール保

持部4 に伝達する回伝伝達部とを備える。回伝動力発生源は、電動モータ、たとえ

は誘導モータまたはザ一ホモータによって実現される。回伝伝達部は、複数の歯亜

と、歯亜を回伝可能に支持するキアホノクスとを含れ歯亜伝達機構によって実現され

る。回伝伝達部は、ザ一ホモータの出力軸の回伝を減速して、ツール保持部4 に回

伝力を与える。なお、回転伝達部は、歯亜伝達機構以外の機構、たとえはへルト伝

達機構てあってもよい。また、回伝伝達部はモータの出力軸とツール保持部4 を庫

結するたけの軸継き手てあってもよい。

００46 変位駆動手段は、ツール保持部4 を某準軸線方向 に変位させるための動力を

発生する変位動力発生源を備え、ツール保持部4 を某準軸線方向 に変位駆動す

る。変位駆動力発生源は、たとえは圧カシリンタによって実現され、本実施の形態て

ほ、復動式ェアシリンタによって実現される。

００47 本実施の形態における走行体4 2は、直方体箱状に形成され、ツール保持部4



回伝駆動手段およひ変位駆動手段を搭載する。走行体4 2の上下方向一方 (以下、

卓に下方Z2といぅ) の底部には、上下方向Zに貫通する貫通孔か形成される。これに

一ル保持部4 か、走行体4 2から某準軸線方向 に突出可能に配置される

００48 走行体4 2は、回伝自在に支持される2対 (4個 ) の車輸44と、各対の車輸44をそれ

それ連結する2木の車軸4 5とを有する。

００49 走行体4 2は、直方体箱状に限られすに、他の実施の形態として、走行方向前方 (

以下、卓に前方X といぅ)側または走行方向後方 (以下、卓に後方X2といぅ)側か開

放したコの字型に形成され、ツール保持部4 をこの開放部分から某準軸線方向 に

突出可能に配置してもよい。なお、この場合開放されていない側には、 木の車軸4 5

と 対の車輸44を有するか、開放された側は左右 対の車輸44かそれそれ亜軸4 5

を有する。

００5０ 図3は、走行体4 2の走行方向前方X 側をコの字型に開放した接合装置 5を示す

側面図てあり、図4は、走行体4 2の走行方向前方X 側をコの字型に開放した接合

装置 5の下面図てある。なお図4には理解の容易のために接合ツール36およひツ

ール保持部4 なとを省略している。

００5 1 接合装置3 は、走行手段をさらに備える。走行手段は、走行体4 2に設けられる亜

輪回伝用モータと、亜輪回伝用モータの回伝を亜輪44に伝達する回伝伝達手段と

を含む。回伝伝達手段は、本実施の形態てはへルト機構によって実現される。具体

的には、ヘルトか、亜輪回伝用モータの出力軸と亜軸4 5とにわたって巻掛けられ、

亜輪回伝用モータの出力軸か回伝することて、亜輪44か回伝する。なお、亜輪回伝

用モータは、回伝伝達手段によって全ての車輸を回伝駆動、いわゆる四輪駆動して

もよく、仙圧モータによって実現されてもよい。このよぅに走行体4 2に走行手段か搭

載されることによって、走行体4 2は、自走可能となる。

００5 2 図5は、吸着装置4 3の動作を示す模式図てある。図6は、吸着パノト4 6の下面図

てある。図7は、図6の切断面線 から見た吸着パノト4 6の断面図てある。吸

着装置4 3は、被吸着物に当接した状態て、接合ツールと被接合物34との接触状態

を保持するための吸引力を作用させる または複数の吸着パノト4 6と、吸引空間5 5



に充満する空気を吸引して吸引力を導入する吸引源4 7と、吸着パッド4 6の吸着状

態と非吸着状態とを切替える または複数の切替手段4 8と、切替手段4 8を介して各

吸着パッド4 6および吸引源4 7を接続する導管4 9とを含んで構成される。

００5 3 本実施の形態における吸着装置4 3は、8個の吸着パッド4 6を備える。8つの吸着

パッド4 6のぅちの半分の吸着パッド4 6は、交差方向一方 に配置される2つの車輸

44を結ぶ直線上またはこの直線に沿って配置され、前方X の車輸44の前方X と、

2つの車輪44の間とにそれぞれ配置される。なお、接合ツールが走行体4 2の前方

部に位置する代わりに中央部に位置する場合には、吸着パッド4 6は後方X2の車輸

44の後方X2とにも配置するのがよい。8つの吸着パッド4 6のぅちの残余の半分の吸

着パッド4 6は、交差方向他方 2に配置される2つの車輸44を結ぶ直線上またはこ

の直線に沿って配置され、前方X の車輸44の前方X と、2つの車輸44の間と、後

方X2の車輸44の後方X2とにそれぞれ配置される。

００54 図4において、左右4個ずつの計8個の吸着パッド4 6のぅち、走行体4 2の前方部に

ある左右一対の大きい吸着パッド4 6は、接合ツールと被接合物34との接触状態を保

持するための吸引力を作用させるためのメインの吸着パッド4 6である。これに対して

、2つの車輸44の間と配設され6個の吸着パッド4 6は、メインの吸着パッド4 6の吸着

状態を調整するための補助的な役割をなすものである。補助的な吸着パッド4 6の個

数または配設される位置を調整することによって、被接合物34の種類に応じた適正

な吸着状態を維持することが可能になる。例えば、図4において一列に並んだ3個の

補助的な吸収パッド4 6のぅち、後部の2個のみを残すことによって走行体4 2の後方

部に偏重して補助的吸着力を作成させることも可能である。

００5 5 各吸着パッド4 6は、走行体4 2の下方 2に連結されて、被吸着物に対向する板状

の対向部 5 と、被吸着物寄りの端部に、対向部 5 の厚み方向一方の表面部から突

出し、対向部 5 の表面部を一周する環状のパッド部 52と、パッド部 52の被吸着物寄

りの表面に設けられる滑走体 53と、対向部 5 の厚み方向一方の表面部から突出す

る または複数の変形防止用突起部 56とを含んで構成される。本実施の形態では被

接合物34が被吸着物に相当し、吸着パッド4 6は、被接合物34に吸着する。

００56 本実施の形態における対向部 5 は、略四角形状に形成されて、厚み方向一方の



表面が被吸着物に対向する。この対向部 5 には、パッド部 5 2に囲まれた領城で、厚

み方向に貫通する吸気孔5 8が中央に形成される。パッド部 5 2は、可擁性、弾発性

および気密性を有する密閉体に相当し、対向部 5 の四辺に沿って延びて一周する

枠状に形成され、吸引空間5 5の周囲を囲む。パッド部 5 2の上下方向他方 (以下、単

に上方 といぅ) の端部は、対向部 5 に嵌まり込んで密着して保持される。パッド部

5 2は、天然ゴム、クロロブレンゴム、ェチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム、およびシリ

コンゴムなどのゴム素材を発砲した材料によって形成される。

００5 7 滑走体 5 3は、被吸着物に対する摩擦係数がパッド部 5 2の被吸着物に対する摩擦

係数よりも 体い材料によって形成される。本実施の形態における滑走体 5 3は、パッ

ド部 5 2の被吸着物寄りの表面に沿って一周する枠状に形成される。滑走体 5 3は、フ

ッ素樹脂によって実現される。フッ素樹脂のぅちでは、摺動性に優れ、すなわち低摩

擦係数で、耐熱性に優れ、たとえば磨耗係数が0・０9～０・2 程度の低摩耗で、機

水性のある四フッ化ェチレン(P )、四フッ化ェチレンペルフルオロアルコキシビ

ニルェ一テル (P )および四フッ化ェチレン( P)などが滑走体 5 3 に好適に用い
られ、さらにボリクロロトリフルオロェチレン(P C )および四フッ化ェチレン・ェチレ

ン共重合体 ( )なども用いられる。

００5 8 図8は、図6の切断面線 から見た吸着パッド4 6の断面図である。図8 ( )

は、非吸着状態の吸着パッド4 6を示し、図8 (2) は、吸着状態の吸着パッド4 6を示す

。滑走体 5 3は、4つの薄板状体 54a 54b 54 c 54d によって枠状に構成される。下

方Z2から見て、前方X 側の薄板状体 54a は、前方X の端部がパッド部 5 2の端部

から前方X 側に少しだけ突出し、後方X2の端部がパッド部 5 2の端部から前方X

側に退避して形成される。前方X 側の薄板状体 54a は、好ましくは前方X 側の端

部が前方X ほど上方 に傾斜して形成される。後方X2の薄板状体 54。は、前方X

の薄板状体 54a と同様に形成され、前方X の端部がパッド部 5 2の端部から前方X

側に少しだけ突出し、後方X2の端部が、パッド部 5 2の端部から前方X 側に退避し

て形成される。

００5 9 図9は、図6の切断面線1 から見た吸着パッド4 6の断面図である。図9 ( ) は

、非吸着状態の吸着パッド4 6を示し、図9 (2) は、吸着状態の吸着パッド4 6を示す。



交差方向一方 の薄板状体 54bは、交差方向 の幅が、パッド部 52の交差方向

の幅よりも狭く形成され、下方Z2から見て交差方向 の両端部がパッド部 52よりも内

側に退避して形成される。換言すると、パッド部 52は、下方Z2から見て交差方向一

方 の薄板状体 54bから交差方向 の両方に突出して形成される。交差方向他方

2の薄板状体 54 は、交差方向一方 の薄板状体 54bと同様に形成される。

００6０ 変形防止用突起部 56は、吸引空間5 5において被吸着物に向けて延び、滑走体 5

3の被吸着物に当接する面を含む仮想一平面5 7に向けて対向部 5 から下方Z2に

延び、この仮想一平面5 7と同じか、または仮想一平面5 7よりも少しだけ上方 まで

延びて形成される。変形防止用突起部 56は、上方 の端部が対向部 5 に嵌まり込

んで固定される。この変形防止用突起部 5 6は、パッド部 52よりも高い剛性を有し、か

つ被吸着物側の端部の被吸着物に対する摩擦係数が、パッド部 52の被吸着物に対

する摩擦係数よりも 、さい材料によって形成される。さらに本実施の形態における変

形防止用突起部 56は、被吸着物側の端部が先細状に形成され、具体的には半球

状に形成される。本実施の形態では4木の変形防止用突起部 56が設けられ、各変

形防止用突起部 56は、前方X および後方X2の薄板状体 54a 54cの間を3等分し

た位置、かつ交差方向一方 および他方 2の薄板状体 54b 54。の間を3等分し

た位置にそれぞれ配置される。変形防止用突起部 56は、たとえばステンレス鋼や焼

入れ鋼などの耐磨耗性に優れた材料をボールや口一ラ状に形成したものによって実

現される。また、各種鉄鋼材料、アルミ合金などの金属材料や Pなどの非金属材

料で高い剛性を有する材料の被吸着材料側の端部に密閉体に取り付けた滑走体 5

3と同じ材料を取り付けることによって実現される。

００6 1 吸引源4 7は、被吸着物と対向部 5 とパッド部 52と滑走体 53とによって囲まれた吸

引空間5 5に充満する空気を、導管4 9によって形成される管路 (以下、単に管路とい
ぅ)を介して吸気孔58から吸引し、吸引空間5 5内の圧力を大気圧に比べて減圧する

。これによって対向部 5 は、大気圧によって被吸着物に押し付けられて、被吸着物

に走行体4 2を押し付ける。したがって走行体4 2は、接合ツール36没入時に、被接

合物34 に対する浮き上がりを防ぐことができる。吸引源4 7は、油圧回伝ボンプ、油圧

拡散ボンプおよびターボ分子ボンプなどの真空ボンプによって実現される。図8



およひ図9 ( 2 ) に示すよぅに、対向部 5 か被吸着物に押付けられると、パ外 部 5 2か

圧縮されるよぅに変形して、柑走体 5 3 かパ外 部 5 2に埋まり込み、パ外 部 5 2の一部

か被吸着物に当接する。これによって、パ外 部 5 2 と被吸着物との接する部分か吸

引空間5 5を一周し、気密性を高くすることかてきる。

００6 2 切替手段4 8は、吸引源4 7と、対向部 5 との間に設けられ、吸引源4 7と吸気孔 5 8

との間を管路によって接続するか否かを切替る。本実施の形態において、吸着状態

ては

、切替手段4 8か吸引源4 7と吸気孔 5 8 とを管路によって接続し、吸引空間5 5 に充満

する空気を吸引して吸着パ升 4 6を被吸着物に吸若させる状態てあり、非吸着状態

は、切替手段4 8か吸引源4 7と吸気孔 5 8 との接続を阻止し、吸引空間5 5 に充満する

空気の吸引を停止して、吸着パ升 4 6を被吸着物に吸若させない状態てある。切替

手段4 8 は、たとえは電磁弁によって実現される。

００6 3 本実施の形態における吸着装置4 3は、吸着パノト4 6の数 ( 8個 ) と同数の8個の切

替手段4 8を備え、各切替手段4 8は、吸引源4 7と、各吸着パノト4 6 との間にそれそ

れ設けられ、各吸着パ升 4 6の吸着状態と非吸着状態とをそれそれ個別に切替える

。なお他の実施の形態ては、吸着状態およひ非吸着状態を切替るへき吸着パノト4 6

と、吸引源4 7との間にのみ切替手段4 8を設けてもよく、また切替手段4 8から導管4 9

か分岐して各吸着パ升 4 6 に庫適し、複数の吸着パ升 4 6の吸着状態と非吸着状態

とを つの切替手段4 8て同時に切替えてもよい。

００6 4 本実施の形態の接合装置3 を用いて、被接合物3 2 33を摩擦撹件接合する手

順について脱明する。接合装置3 は、制御手段をさらに備える。この制御手段は、

記惜部に記惜される偵算プロクラムを読出して実行し、予め定める摩擦撹件接合手

順に従った指令を出し、回伝駆動手段、変位駆動手段、走行手段、およひ吸着装置

4 3を制御する。以下の接合装置3 の動作は、制御手段の指令に某ついて行われる

。制御手段は、たとえはC P (Cen a ocess ng Un ) と O (Read O n Me o

) およひ

(Random Access Memo )なとの記惜部とを備えるマイクロコンピュータによって実現

される。



００65 作業者は、被接合物32 33を作業場所の床面または定盤上に静置し、仮付け溶

接または拘束治具などによって、ギャップや目違いが許容値以下となるよぅに予め突

合わせる。次に作業者は、接合装置3 を接合開始点に位置合せする。次に接合装

置3 は、接合動作を開始する。

００66 まず吸着装置4 3が動作して、各吸着パッド4 6が吸着状態に遷移し、被接合物34

に吸着する。次に回伝駆動手段が動作し、ツール保持部4 とともに接合ツール36が

回伝する。次に変位駆動手段が動作し、ツール保持部4 とともに接合ツール36が

回伝しながら被接合物34に向かって某準軸線 に沿って移動する。接合ツール36

の軸線 は、接合線39を含み、かつ交差方向 に垂直な仮想平面において、ツー

ル保持部4 から接合ツール36の先端に向かぅにつれて前方X に傾斜する。たとえ

ば某準軸線 と上下方向Zとの傾斜角度 ０は、 ～5度に設定される。接合ツール36

は、回伝しつつ、傾斜角度 ０でピン部38が被接合物34に当接し、さらに被接合物3

4に没入する。接合ツール36が傾斜角度 ０で没入することによって、走行時に被接

合物34と接合ツール36との間で発生する摩擦熱を大きくすることができる。

００67 制御手段は、接合ツール36のピン部38が予め定める長さ深さだけ被接合物34に

没入するよぅに変位駆動手段を動作させる。電動モータの回伝速度がフイードバック

制御される場合、電動モータに流れる電流は、接合ツール36が被接合物34に与え

るトルクに応じて変化するので、電流が予め定めるしきい値を越えると、ピン部38が

予め定める長さ深さだけ没入したと判断する。またピン部38が予め定める長さ深さだ

け没入したか否かは、没入指令を与えてからの時間をカウントし、この時間に某づい

て判定してもよい。

００68 次に必要に応じて接合ツール36の回伝速度を予め定める走行用回伝速度に変更

する。たとえば各被接合物32 33が厚板の場合には、走行用回伝速度よりも没入時

の設定回伝速度を高くすることが好ましい。これによって接合ツール36が被接合物3

4に没入するまでの時間を短くすることができる。

００69 接合ツール36の変位を停止してから予め定める時間が経過し、被接合物34を部

分的に十分に流動ィヒさせると、次に走行手段によって亜輪44を回伝させる。これに

よって接合ツール36は、図2に示すよぅに、没入した状態で回伝しながら接合線39



に沿ぅ走行方向Xに移動し、各被接合物32 33を庫続的に接合する。

００7０ 走行体4 2か走行を開始してから、予め設定される設定走行距離分移動すると、走

行手段は、亜輪44の回転駆動を停止し、走行体4 2か停止する。走行距離は、亜輪

回伝用モータにェンコータか設けられる場合には、ェンコータから亜輪44の角度位

置を取得し、その角度位置に某ついて判定する。また走行手段か亜輪44の回伝駆

動を停止する位置は、走行体4 2の前方X の端部に走行体停止スイノチを設け、走

行体を亭止させる位置にこの走行体停止スイノチを作動させるための部材を予め配

置させておいてもよい。走行体停止スイノチ84は、たとえは接触式のスイノチや非接

触の近接スイノチによって実現される。

００7 1 走行体4 2か停止すると、変位駆動手段か動作し、ツール保持部4 およひ接合ツ

ール36か某準軸線 に沿って被接合物34から離反する向きに変位し、被接合物34

から退出する。吹に回伝駆動手段は、回伝駆動を停止し、摩擦撹件接合の手順か完

了する。

００72 回伝する接合ツール36を被接合物34 に没入した状態て、被接合物34の接合線3

9に沿って走行体4 2か走行し、被接合物32 33を接合し、接合体か構成される。

００73 以上脱明した本実施の形態の接合装置3 によれは、吸着パノト4 6は、パ外 部 52

と、柑走体 53とを含む。柑走体 53は、被吸着物に対する摩擦係数か、パ外 部 52の

被吸着物に対する摩擦係数よりも 体い材科によって形成され、吸着パノト4 6か被

吸着物に当接した状態て被吸着物に当接する。このよぅな吸着パノト4 6ては、柑走

体 53を設けない適常の吸着パ外 に比へて被吸着物の表面上を柑りやすくなり、接

合ツール36か前方X に移動するときに、後方X2向きに受ける接合方向反力か 、さ

くなる。したかって摩擦撹件接合の接合速度を高くしたとしても走行を妨ける接合方

向反力か小さくなるのて、 体な駆動カて走行することかてき、摩擦撹件接合の接合

速度を高くすることかてきる。また吸着パノト4 6を備えることによって、接合装置3 に

おもりを設けることなく、某準軸線方向 の反力によって亜輪44か被接合物34から

存き上かることを防止するとともに、蛇行を防くことかてき、首図する走行を可能とし

つつ、装置の軽呈化を図ることかてきる。

００74 特に、柑走体 53の前方X 側およひ後方X2側の背板状体 54a 54。は、前方X



の端部かパノト部 52よりも前方X に突出するのて、吸着状態ても柑走体 53か柑りや

すくなり、接合方向反力かより小さくなる。また柑走体 53をパノト部 52の被吸着物より

も表面の全面に設けていないのて、吸着状態においてパノト部 52と被吸着物との接

する部分か吸引空間5 5を一周し、気密性を高くすることかてきる。

００75 また本実施の形態の接合装置3 によれは、吸引空間5 5において、吸着パノトから

柑走体 53の被吸着物に当接する面を含む仮想一平面5 7に向けて延ひる変形防止

用突起部 56か設けられる。この変形防止用突起部 56は、パノト部 52よりも高い剛性

を有しているのて、たとえは背くて剛性の低い被接合物に吸着パノト4 6か吸着する

場合ても、この変形防止用突起部 56か被接合物34に当接することによって被接合

物34か擁むことを防くことかてきる。仮に被接合物34か擁んてしまぅと、摩擦撹件接

合後において被接合物34か変形してしまぅことかあり、また吸着パノト4 6と被接合物

34との間に隙間か生して吸引空間5 5の圧力か高くなって吸着力か低下することかあ

るか、被接合物34の擁みを防くことによって、被接合物34の擁みによって生しる前

記不具合を防くことかてきる。また変形防止用突起部 56の被吸着物と接する面は、

被吸着物に対する摩擦係数か、パノト部 52の被吸着物に対する摩擦係数よりも小さ

い材科によって形成されるのて、変形防止用突起部 56か被吸着物に当接するとして

も接合装置3 の走行する向きと反対側の向きの反力か増加することを可及的に抑え

ることかてきる。

００76 本実施の形態における吸着パノト4 6ては、吸気孔58を対向部 5 の中央部に設け

るとしたけれとも、パノト部 52の内側てあれはとの位置に設けてもよい。吸気孔58を

対向部 5 の中央に設けない場合には、変形防止用突起部 56を対向部 5 中央部に

設けてもよい。さらに変形防止用突起部 56の先端部に、柑走体 53と同し材科の都材

を配して、被吸着物との摩擦係数を低減し、後方X2向きに受ける反力を 、さくするよ

ぅにしてもよい。

００77 図 ０は、本発明の他の実施の形態の接合装置59を示す断面図てある。本実施の

形態の接合装置59は、前述の実施の形態の接合装置3 とほほ同しなのて、同一の

符号を付して重複する脱明を省略する。

００78 接合部位に沿って、被接合物34の吸若される部分よりも高い剛性の案内レール6



が設けられる。本実施の形態では、2木の案内レール6 が、接合線39から交差方向

一方 と他方 2とにそれぞれ等間隔となるよぅに被接合物34の表面上に設けられ

る。本実施の形態では案内レール6 は、 形銅によって実現され、 形銅の両壁に

挟まれて中央部に位置するウェブ6 2が被接合物34に略平行となるよぅに設けられる

。接合装置59と、案内レール6 とによって本発明の実施の一形態の摩擦撹件接合

システムが実現される。

００79 接合装置59ほ、各亜輪44がウェブ6 2の表面 (以下、走行面62a と う) に当接する

よぅに配置される。すなわち接合装置5 9は、亜輪44が走行面62a 上において回伝す

ることによって走行する。各吸着パッド4 6は、案内レール6 の走行面62a に当接し、

この走行面62a に吸着する。すなわち本実施の形態では被吸着物が案内レール6

に相当する。各吸着パッド4 6は、走行体4 2のフレームに取り付けられた 字状のア

ーム体 8 5の下端に取り付けられている。

００8０ 案内レール6 は、たとえば被接合物34が載置される定盤6 3に固定される。案内レ

ール6 は、被接合物34の走行方向Xの両端部からそれぞれ突出して配置され、た

とえば山形銅をボルトによって留めたり、溶接したりすることによって定盤6 3に固定さ

れる。

００8 1 案内レール6 は、たとえば被接合物34が載置される定盤6 3に固定される。案内レ

ール6 は、被接合物34の走行方向Xの両端部からそれぞれ突出して配置され、た

とえば山形銅をボルトによって留めたり、溶接したりすることによって定盤6 3に固定さ

れる。

００82 走行面62a には、吸着パッド4 6に対する摩擦係数を小さくするための予め定める

処理が施されている。たとえば吸着パッド4 6に対する摩擦係数が小さい材料から成

る塗料をウェブ6 2の表面に塗布したり、ウェブ6 2の表面部を研磨して表面粗さを小さ

くしたりしている。ウェブ6 2の表面に塗布する塗料としては、たとえばフッ素樹脂塗料

、シリコン樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、およびエポキシ樹脂塗料

などがある。以上の処理は、亜輪44が回伝するときに走行面62a ですべりが生じな

い程度に行われる。

００83 本実施の形態の接合装置59は、第2ガイド体 73をさらに備える。第2ガイド体 73は



、走行体42の下方Z2の端部において交差方向他方 2の端部寄りに固定して取付

けられ、走行体42から下方Z2に延びる第2シャフト8 と、この第2シャフト8 に回伝

可能に軸支される円筒形状の第2口一ラ とを含んで構成される。第2口一ラ82は、

第2シャフト8 と軸線を共にし、この上下方向Zに延びる軸線まわりに回伝する。摩擦

撹件接合においては、交差方向他方 2の案内レール6 の2つのフランジ76のぅち

の交差方向一方 側のフランジ76に、第2口一ラ82を交差方向一方 側から当接

させた状態で、接合装置7 は走行方向Xに走行する。交差方向他方 2の案内レー

ル6 の2つのフランジ76のぅちの交差方向一方 側のフランジ76は、被接合物34

の表面に垂直な案内面を有する垂直延在部に相当し、このフランジ76の交差方向

一方 の表面が案内面に相当する。

００84 本実施の形態の摩擦撹件接合手順は、前述の実施の形態の摩擦撹件接合手順と

、亜輪44が当接する面、および吸着パッド46が吸着する面が典なるのみなので、重

複する説明を省略する。

００85 以上説明した本実施の形態の接合装置59によれば、吸着パッド46は、案内レー

ル6 に吸着する。案内レール6 は、被接合物34の吸若される部分よりも剛性が高く

、吸着パッド46が吸着しても変形しにくい。このよぅな案内レール6 に吸着パッド46

が吸着することによって、摩擦撹件接合において被接合物34が変形することを防く。

ことができる。

００86 さらに本実施の形態の接合装置59によれば、案内レール6 の表面 (走行面62a)

には、吸着パッド46に対する摩擦係数を小さくするための予め定める処理が施され

ているので、接合装置59が走行するときに、吸着パッド46に生じる走行する向きと反

対向きの反力を小さくすることができる。また亜輪44が被接合物34に当接することな

く接合装置59が走行するので、摩擦撹件接合において被接合物34を傷つけること

を防ぐことができる。

００87 さらに本実施の形態の接合装置59によれば、案内レール6 に第2ガイド体 73を当

接させつつ、接合装置59を走行させる。これによって接合ソール36が回伝すること

によって生じる横方向反力 3を打ち消すことができ、摩擦撹件接合の接合速度を再

くしたとしても摩擦撹件装置が蛇行することを防いで、意図した走行を可能とし、高い



接合速度で意図した部位を接合ツール36によって摩擦撹件して被接合物34を接合

することができる。

００88 本実施の形態では、案内レール6 は、 形銅であるとしたけれども、吸着パッド4 6

が吸着することができ、亜輪44が走行することができる形状であればどのよぅな形状

でもよく、たとえば四角柱形状であってもよい。また接合装置59は、第2ガイド体 73を

備えなくてもよい。

００89 図 ほ、本発明のさらに他の実施の形態の接合装置7 を示す断面図である。本

実施の形態の接合装置7 は、前述の実施の形態の接合装置59に、第 ガイド体 72

と、前述の実施の形態と同じ構成の第2ガイド体 73とをさらに備え、かつ吸着装置4 3

を除いた構成から成る。本実施の形態の接合装置7 は、前述の実施の形態の接合

装置59とほぼ同様の構成なので対応する構成については同一の符号を付して、重

複する説明を省略する。本実施の形態の接合装置7 と案内レール74とによって本

発明の他の実施の形態の摩擦撹件接合システムが実現される。なお接合装置7 は

、第 および第2ガイド体 72 73に加えて、前述の実施の形態の吸着装置4 3を備え

ていてもよい。また、第 ガイド体 72を省き、第2ガイド体 73と吸着装置4 3とを備える

よぅにすることも可能である。

００9０ 本実施の形態における案内レール74 は、被接合物32 33の表面に平行に延びる

平行延在部7 5を有する。本実施の形態における案内レール74は、前述の実施の形

態の案内レール6 と同様の 形銅と、この 形銅のフランジ76から交差方向 に延

びる平行延在部7 5とを含んで構成される。この平行延在部7 5は、 形銅の走行方

向Xの両端部間にわたって形成される。交差方向一方 に設けられる案内レール7

4の平行延在部7 5は、2つのフランジ76のぅちの交差方向一方 のフランジ76の上

方 の端部から、交差方向一方 に延びて形成される。また交差方向他方 2に

設けられる案内レール74の平行延在部7 5は、2つのフランジ76のぅちの交差方向他

方 2のフランジの上方Z の端部から、交差方向他方 2に延びて形成される。

００9 1 本実施の形態における亜輪44を軸支する亜軸4 5は、交差方向 において平行延

在部7 5よりも亜輪44から離間する向きに突出する。第 ガイド体 7 2ほ、亜軸4 5の両

端部から平行延在部7 5よりも下方 2までそれぞれ延びる下方延在部7 7と、下方延



在部7 7の下方 2を交差方向 に貫通して下方延在部7 7に固定して支持され、案

内レール74 に向けて交差方向 に延びる第 シャフト7 8と、この第 シャフト78に回

伝可能に軸支される円筒状の第 口一ラ79とを含んで構成される。第 口一ラ79は、

第 シャフト78と軸線を共にし、この交差方向 に延びる軸線まわりに回伝する。摩

擦撹件接合においては、第 口一ラ79を下方延在部7 7に当接させた状態で、接合

装置7 は走行方向Xに走行する。

００92 本実施の形態の摩擦撹件接合手順は、前述の実施の形態の摩擦撹件接合手順と

は、吸着パッド4 6が被吸着物に吸着せずに、第 ガイド体 72および第2ガイド体 73

が案内レール74 に当接した状態で接合装置7 が走行するところが典なるのみなの

で、重複する説明を省略する。

００93 以上説明した本実施の形態の接合装置7 によれば、第 ガイド体 72を、平行延在

部7 5の被接合物34に対向する面に当接させつつ、接合装置7 を走行させる。これ

によって摩擦撹件接合の接合速度を高くしたとしても接合ツール36が被接合物34を

押圧する力に対する反力 を打ち消すことができ、亜輪44が浮き上がることを防い

で意図した走行を可能とし、高い接合速度で意図した部位を接合ツール36によって

摩擦撹件して各被接合物を接合することができる。

００94 さらに本実施の形態の接合装置7 によれば、案内レール74に第2ガイド体 73を当

接させつつ、接合装置7 を走行させる。これによって接合ツール36が回伝すること

によって生じる横方向反力 3を打ち消すことができ、摩擦撹件接合の接合速度を高

くしたとしても摩擦撹件装置が蛇行することを防いで、意図した走行を可能とし、高い

接合速度で意図した部位を接合ツール36によって摩擦撹件して被接合物34を接合

することができる。

００95 本発明の他の実施の形態の接合装置では、フランジ76と平行延在部7 5とによって

形成される 字状の角部に、第 口一ラ79および第2口一ラ8 2の代わりに、球状の回

伝体を当接させてもよい。接合装置は、球状の回伝体がフランジ76と平行延在部7 5

との両方に当接しながら走行するので、ツール軸線方向反力 および横方向反力

3を打ち消すことができる。

００96 さらに本発明の他の実施の形態の接合装置では、被接合物34 に垂直な面から、



交差方向一方 または他方 2に傾斜する傾斜面を有する案内レールを配置し、こ

の傾斜面の傾斜角度と同したけ上下方向Zから傾斜する軸線まわりに回伝する口一

うを傾斜面に当接させた状態て、接合装置を走行させてもよい。このよぅな口一うてあ

っても、ツール軸線方向反力 およひ横方向反力 3を打ち梢すことかてきる。

００97 吹に、図 2乃至図 6を参昭して、本願発明のさらに他の実施の形態について脱

明する。

００98 前述の実施形態においては吸引源4 7によって空気を吸引して吸引力を発生させ
る吸着パノト4 6及ひそれを用いた摩擦撹件接合装置、摩擦撹件接合システムにつ

いて脱明したきたか、本実施の形態においては、電磁石によって吸引力を発生させ

る吸着パノト9 5及ひそれを用いた摩擦撹件接合装置、摩擦撹件接合システムにつ

いて脱明する。

００99 図 2は、本実施の形態の接合装置9 を示す断面図てある。本実施の形態の接合

装置9 は、吸着パノト4 6か吸引源4 7によって駆動されるのに対し吸着パノト9 5か

電磁石て駆動されることを除けは、図 ０に示す前述の実施の形態の接合装置59と

ほほ同しなのて、同一の符号を付して脱明する。

０1００ 接合部位に沿って、被接合物34の吸若される部分よりも高い剛性の案内レール6

か設けられる。本実施の形態ては、2木の案内レール6 か、接合線39から交差方向

一方 と他方 2とにそれそれ等間隔となるよぅに被接合物34の表面上に設けられ

る。本実施の形態ては案内レール6 は、電磁石て吸着可能な 形銅によって実現さ

れ、 形銅の両壁に扶まれて中央部に位置するウェフ6 2か被接合物34に略平行と

なるよぅに設けられる。接合装置9 と、案内レール6 とによって本発明の実施の一形

態の摩擦撹件接合システムか実現される。

０1０1 接合装置9 は、各亜輪44かウェフ6 2の表面てある走行面62a に当接するよぅに配

置される。すなわち接合装置9 は、亜輪44か走行面62a 上において回伝することに

よって走行する。また各吸着パノト9 5は、図4に示した例ては前方に配置されたパノ

ト4 6と亜輪44と亜輪44の間に配置されたパノト4 6とは走行方向Xに並ふ各亜輪44

を結ふ共適の直線に沿っては配置されていなかったか、案内レール6 を備える本実

施形態ては、全ての吸着パノト9 5か走行方向Xに並ふ各亜輪44を結ふ直線に沿っ



て配置される。そして、各吸着パッド9 5は、案内レール6 の走行面62a に当接し、こ

の走行面62a に吸着する。すなわち本実施の形態では被吸着物が案内レール6 に

相当する。各吸着パッド9 5は、走行体4 2のフレームに取り付けられた 字状のアー

ム体 8 5の下端に取り付けられている。

０1０2 案内レール6 は、たとえば被接合物34が載置される定盤6 3に固定される。案内レ

ール6 は、被接合物34の走行方向Xの両端部からそれぞれ突出して配置され、た

とえば山形銅をりベットによって留めたり、溶接したりすることによって定盤6 3に固定

される。

０1０3 吸着パッド9 5は、電磁石として駆動され、図 6に示すよぅに、切替手段 99を介して

電源 ００に接続されている。

０1０4 図 4に示すよぅに、吸着パッド9 5は、枠体95a と枠体95a の内部に配設された筒状

のコイル9 5bを有する。コイル9 5bに電流が流されて吸着パッド9 5に電磁石が構成さ

れる。コイル9 5bはその軸線が走行面62a に垂直になるよぅに巻かれており、コイル9

5bによる磁力線が走行面62a に交差するよぅになっている。吸着パッド9 5の下面に

電磁石面9 5。が形成され、吸着パッド9 5は電磁力によって案内レール6 の走行面6

2aに吸若される。

０1０5 切替手段 99によって、電源 ００からコイル9 5bに供給される電流のO O が

切り替えられる。また、切替手段 99は電源 ００からコイル9 5bに供給される電流呈を

も制御することができ、被吸着物である案内レール6 に対する吸着力を調節すること

ができる。

０1０6 図 4に示すよぅに、枠体95a の四隅の下部には突起部9 7が埋め込まれている。突

起部9 7は例えば半球状を有し、その球面が走行面62a に当接し突起部9 7と走行面

62a との接触摩擦抵抗を小さくしている。突起部9 7が走行面62a に当接することによ

って、吸着パッド9 5の電磁石面95c と走行面62a との間には 体い隙間が形成され、

電磁石面95c は走行面62a に非接触の状態に維持される。

０1０7 図 5に示すよぅに、突起部9 7の代わりに、枠体95a の四隅の下部に突起部98を

埋め込まれてもよい。突起部98ほ角柱状を有し、その下側表面にほ低摩擦係数な

材料からなり吸着パッド9 5を走行面62a に対し滑りやすくするための膜状の滑膜部9



8aが貼り付けられている。滑膜部98a としては、例えばテフロン等や、フッ素樹脂塗

料、シリコン樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、あるいはおよびェポキ

シ樹脂塗料などを用いることができる。

０1０8 なお、上述の説明においては、吸着パッド9 5に電磁石を構成し案内レール6 を電

磁石で吸着可能な鋼材で構成した例を示したが、案内レールにコイルが配設されて

電流が供給されて電磁石を形成するよぅにし、吸着パッドを案内レールの電磁石の

磁気力で案内レールに吸若可能にすることも可能である。

０1０9 本実施の形態の接合装置9 は、第2ガイド体 73をさらに備える。第2ガイド体 73は

、走行体4 2の下方Z2の端部において交差方向他方 2の端部寄りに固定して取付

けられ、走行体4 2から下方Z2に延びる第2シャフト8 と、この第2シャフト8 に回伝

可能に軸支される円筒形状の第2口一ラ8 2とを含んで構成される。第2口一ラ8 2は、

第2シャフト8 と軸線を共にし、この上下方向Zに延びる軸線まわりに回伝する。摩擦

撹件接合においては、交差方向他方 2の案内レール6 の2つのフランジ76のぅち

の交差方向一方 側のフランジ76に、第2口一ラ8 2を交差方向一方 側から当接

させた状態で、接合装置7 は走行方向Xに走行する。交差方向他方 2の案内レー

ル6 の2つのフランジ76のぅちの交差方向一方 側のフランジ76は、被接合物34

の表面に垂直な案内面を有する垂直延在部に相当し、このフランジ76の交差方向

一方 の表面が案内面に相当する。

０11０ 以上説明した本実施の形態の接合装置9 によれば、吸着パッド9 5は、案内レー

ル6 に電磁力によって吸着する。案内レール6 は、被接合物34の剛性よりも剛性

が高く、吸着パッド9 5が吸着しても変形しにくい。このよぅな案内レール6 に吸着パ

ッド9 5が吸着することによって、摩擦撹件接合において被接合物34が変形すること

を防ぐことができる。

０111 また、吸着パッド9 5の案内レール6 に対する吸着力を電磁力で制御することがで

き、機械的な摩擦力に依存する場合に比べて、吸着パッド9 5の走行中の吸着力を

安定的に供給することができるとともに安定的に一定値に維持することが可能になる

０112 また、吸着パッド9 5は切替手段 99によって電気的に制御されるので、O O



を迅速に切り替えることができる。

０113 また電磁石面95cは走行面62aに対し非接触の状態に維持されるるので、機械的

に接触する場合に比べて、走行抵抗を 、さくすることができる。

０114 また、吸着力が電磁力に依存するので、吸着パッド95における真空吸着における

場合に要するゴムやスポンジ等の消耗材の交換を不要にすることができる。

０115 さらに本実施の形態の接合装置9 によれば、案内レール6 の表面 (走行面62a)

には、吸着パッド95の突起部97あるいは突起部98に対する摩擦係数を 、さくするた

めの予め定める処理を施すことによって、接合装置9 が走行するときに、吸着パッド

9 に生じる走行する向きと反対向きの反力を 、さくすることができる。また亜輪44が

被接合物34に当接することなく接合装置95が走行するので、摩擦撹件接合におい

て被接合物34を傷つけることを防ぐことができる。

０116 さらに本実施の形態の接合装置9 によれば、案内レール6 に第2ガイド体 73を当

接させつつ、接合装置9 を走行させる。これによって接合ツール36が回伝すること

によって生じる横方向反力 3を打ち消すことができ、摩擦撹件接合の接合速度を高

くしたとしても摩擦撹件装置が蛇行することを防いで、意図した走行を可能とし、高い

接合速度で意図した部位を接合ツール36によって摩擦撹件して被接合物34を接合

することができる。

０117 本実施の形態では、案内レール6 は、 形銅であるとしたけれども、吸着パッド95

が電磁力で吸着することができ、亜輪44が走行することができる形状であればどのよ

ぅな形状でもよく、たとえば四角柱形状であってもよい。また接合装置9 は、第2ガイ

ド体 73を備えなくてもよい。

０118 図 3は、電磁力を用いた本発明のさらに他の実施の形態の接合装置79を示す断

面図である。本実施の形態の接合装置93は、前述の実施の形態の接合装置93とほ

ぼ同様の構成なので対応する構成については同一の符号を付して、重複する説明

を省略する。本実施の形態の接合装置93と案内レール74とによって本発明の他の

実施の形態の摩擦撹件接合システムが実現される。

０119 本実施の形態における案内レール74は、被接合物32 33の表面に平行に延びる

平行延在部75を有する。本実施の形態における案内レール74は、前述の実施の形



熊の案内レール6 と同様の 形銅と、この 形銅のフランジ7 6から交差方向 に延

びる平行延在部 7 5とを含んで構成される。この平行延在部 7 5は、 形銅の走行方

向Xの両端部間にわたって形成される。交差方向一方 に設けられる案内レール7

4の平行延在部 7 5は、2つのフランジ7 6のぅちの交差方向一方 のフランジ7 6の上

方 の端部から、交差方向一方 に延びて形成される。また交差方向他方 2に

設けられる案内レール74の平行延在部 7 5は、2つのフランジ7 6のぅちの交差方向他

方 2のフランジの上方 の端部から、交差方向他方 2に延びて形成される。

０12０ 本実施の形態における亜輪44を軸支する亜軸4 5は、交差方向 において平行延

在部 7 5よりも亜輪44から離間する向きに突出する。第 ガイド体 7 2は、亜軸4 5の両

端部から平行延在部 7 5よりも下方 2までそれぞれ延びる下方延在部 7 7と、下方延

在部 7 7の下方 2を交差方向 に貫通して下方延在部 7 7に固定して支持され、案

内レール74 に向けて交差方向 に延びる第 シャフト7 8と、この第 シャフト7 8に回

伝可能に軸支される円筒状の第 口一ラ7 9とを含んで構成される。第 口一ラ7 9は、

第 シャフト7 8と軸線を共にし、この交差方向 に延びる軸線まわりに回伝する。摩

擦撹件接合においては、第 口一ラ7 9を下方延在部 7 7に当接させた状態で、接合

装置9 3は走行方向Xに走行する。

０12 1 以上説明した本実施の形態の接合装置7 によれば、第 ガイド体 7 2を、平行延在

部 7 5の被接合物34に対向する面に当接させつつ、接合装置7 を走行させる。これ

によって摩擦撹件接合の接合速度を高くしたとしても接合ツール3 6が被接合物34を

押圧する力に対する反力 を打ち消すことができ、亜輪44が浮き上がることを防い

で意図した走行を可能とし、高い接合速度で意図した部位を接合ツール3 6によって

摩擦撹件して各被接合物を接合することができる。

０122 さらに本実施の形態の接合装置7 によれば、案内レール74 に第2ガイド体 7 3を当

接させつつ、接合装置7 を走行させる。これによって接合ツール3 6が回伝すること

によって生じる横方向反力 3を打ち消すことができ、摩擦撹件接合の接合速度を高

くしたとしても摩擦撹件装置が蛇行することを防いで、意図した走行を可能とし、高い

接合速度で意図した部位を接合ツール3 6によって摩擦撹件して被接合物34を接合

することができる。



０123 本発明の他の実施の形態の接合装置では、フランジ7 6と平行延在部 7 5とによって

形成される 字状の角部に、第 口一ラ7 9および第2口一ラ8 2の代わりに、球状の回

伝体を当接させてもよい。接合装置は、球状の回伝体がフランジ7 6と平行延在部 7 5

との両方に当接しながら走行するので、ツール軸線方向反力 および横方向反力

3を打ち消すことができる。

０124 さらに本発明の他の実施の形態の接合装置では、被接合物34 に垂直な面から、

交差方向一方 または他方 2に傾斜する傾斜面を有する案内レールを配置し、こ

の傾斜面の傾斜角度と同じだけ上下方向Zから傾斜する軸線まわりに回伝する口一

うを傾斜面に当接させた状態で、接合装置を走行させてもよい。このよぅな口一うであ

っても、ツール軸線方向反力 および横方向反力 3を打ち消すことができる。



請求の範囲

走行体て走行しつつ、複数の被接合物を接合ツールによって摩擦撹件接合する摩

擦撹件接合装置に備えられ、被吸着物に当接した状態て、接合ツールと被接合物と

の接触状態を保持するため吸引力を作用させる吸着パソトてあって、

前記被吸着物に当接した吸着状態と前記被吸着物に当接を解除された非吸着状

態とを切り替え可能てある

ことを特徴とする吸着パソト。

2 前記吸着パソトは、

吸引空間の周囲を囲み、気密性およひ坤性を有する環状の密閉体と、

前記密閉体の被吸着物寄りの表面に設けられ、被吸着物に対する摩擦係数か前

記密閉体の被吸着物に対する摩擦係数よりも 、さい材科によって形成される柑走体

を含むことを特徴とする請求項 に記載の吸着パソト。

3 前記吸引空間において、被吸着物に向けて延ひ、前記密閉体よりも高い剛性を有

し、かつ被吸着物に対する摩擦係数か前記密閉体の被吸着物に対する摩擦係数よ

りも 、さい材科によって形成される突起部をさらに含むことを特徴とする請求項 また

は2記載の吸着パソト。

4 複数の被接合物を接合ツールによって摩擦撹件接合する摩擦撹件接合装置てあ

って、

請求項 、2または3のいすれか に記載の吸着パソトと、

予め定める某準軸線まわりに回伝自在に設けられ、接合ツールを保持する"ソール

保持部と、

"ソール保持部を某準軸線まわりに回伝駆動する回伝駆動手段と、

"ソール保持部を某準軸線に沿って変位駆動する変位駆動手段と、

"ソール保持部、回伝駆動手段およひ変位駆動手段を搭載して走行可能な走行体

とを含むことを特徴とする摩擦撹件接合装置。

5 前記吸着パソトは複数個設けられており、

前記複数個の吸着パソトは、前記走行体の前方都に位置し大きい吸着力を有する



メイン吸着パッドと、前記メイン吸着パッドより後方に位置し小さい吸着力を有する 個

以上の補助的吸着パッドとからなり、

前記 個以上の補助的吸着パッドの個数と配設される位置とが調節可能である

ことを特徴とする請求項4記載の摩擦撹件接合装置。

6 前記吸着パッドの吸着状態と非吸着状態とを切替える切替手段をさらに含むことを

特徴とする請求項4記載の摩擦撹件接合装置。

7 請求項4に記載の摩擦撹件接合装置と、

接合部位に沿って設けられ、被接合物の吸若される部分よりも高い剛性の案内レ

前記吸着パッドは、前記案内レールに吸着することを特徴とする摩擦撹件接合シス

テム。

8 前記案内レールは、走行にともなって回伝する前記摩擦撹件接合装置の車輸が当

接するとともに、前記吸着パッドが吸着する表面を有し、前記表面には、吸着パッド

に対する摩擦係数を 、さくするための予め定める処理が施されていることを特徴とす

る請求項7記載の摩擦撹件接合システム。

9 複数の被接合物が接合される接合部位に沿って被接合物の表面上に設けられ、

被接合物の表面に平行に延びる平行延在部を有する案内レールと、

ガイド体を有し、平行延在部の前記被接合物に対向する面にガイド体を当接させて

走行体で走行しつつ、複数の被接合物を接合ツールによって摩擦撹件接合する摩

擦撹件接合装置とを含むことを特徴とする摩擦撹件接合システム。

０ 前記案内レールは、前記被接合物の表面に垂直な案内面を有する垂直延在部を

さらに有し、

前記摩擦撹件接合装置は、前記案内面に当接する第2ガイド体をさらに含むことを

特徴とする請求項7または9に記載の摩擦撹件接合システム。

前記被吸着物には前記吸着パッドが電磁力で吸着可能であり、

前記吸着パッドは、電流が供給されて前記被吸着物に吸着可能な電磁石を有する

ことを特徴とする請求項 に記載の吸着パッド。

2 前記電磁石を前記被吸着物に対し隙間をおいて保持するための複数の突起部を



有する

ことを特徴とする請求項 記載の吸着パッド。

3 前記突起部の先端は球形状を有する

ことを特徴とする請求項 2記載の吸着パッド。

4 前記突起部の先端には、前記被吸着物に対し滑りやすくするための滑膜部が形成

されてレ巧
ことを特徴とする請求項 2FE裁の吸着パッド。

5 複数の被接合物を接合ツールによって摩擦撹件接合する摩擦撹件接合装置であ

って、

請求項 に記載の吸着パッドと、

予め定める某準軸線まわりに回伝自在に設けられ、接合ツールを保持する"ソール

保持部と、

"ソール保持部を某準軸線まわりに回伝駆動する回伝駆動手段と、

"ソール保持部を某準軸線に沿って変位駆動する変位駆動手段と、

"ソール保持部、回伝駆動手段および変位駆動手段を搭載して走行可能な走行体

とを含むことを特徴とする摩擦撹件接合装置。

6 前記吸着パッドの吸着状態と非吸着状態とを切替える切替手段をさらに含むことを

特徴とする請求項 5記載の摩擦撹件接合装置。

7 請求項 5に記載の摩擦撹件接合装置と、

接合部位に沿って設けられ、被接合物の吸若される部分よりも高い剛性の案内レ

ールとを含み、

前記被吸着物は前記案内レールにある

ことを特徴とする摩擦撹件接合システム。

8 前記案内レールは、走行にともなって回伝する前記摩擦撹件接合装置の車輸が当

接する

ことを特徴とする請求項 7載の摩擦撹件接合システム。

9 前記案内レールは、前記被接合物の表面に垂直な案内面を有する垂直延在部を

さらに有し、



前記摩擦撹件接合装置は、前記案内面に当接する第2ガイド体をさらに含む

ことを特徴とする請求項 7に記載の摩擦撹件接合システム。
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請求の範囲 1 - 8 及び 1 1 - 1 9 に係 る発明の 吸着 ッドJ 請求の範囲 9及び 1 0 に係
る発明の rガイ ド体 J の間に特定の関係が認められな ため、請求の範囲 1 - 及び 1 1
1 9 に係 る発明 t 請求の範囲 9及び 1 0 に係 る発明 の間に、対応する特別な技術的特徴を含
む技術的な関係が存在する は認められな 。

i ・ r 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

・汀 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

3・ r 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

4・ r 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 と共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。

追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。

巳 追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 l の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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