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整備新幹線におけるフラッシュバット溶接の導入

宇　野　裕太郎

整備新幹線のレール溶接（一次・二次）はガス圧接を採用しているが，ガス圧接は熟練技術を要する工
法であり，技術者の技量により品質が左右されやすい。さらに昨今の技術者の高齢化などから技術者不足
が喫緊の課題となっている。一方，フラッシュバット溶接は世界的に主流な溶接工法であり，機械溶接で
あることから技術者の技量によらず品質が安定する工法である。将来の整備新幹線建設を見据え，技術者
不足を解消すべく，フラッシュバット溶接を導入することとした。
本稿では整備新幹線のレール溶接工事に適応した溶接機の調達から，調達した溶接機における JIS60 kg
レールに最適な溶接条件の探求および現地施工について報告する。
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1．はじめに

整備新幹線のレール一次溶接，二次溶接は，長年，ほ
ぼガス圧接のみで施工を行ってきた。ガス圧接は新線建
設に適した溶接法であり，溶接品質も良い。一方で，施
工には火加減の調節など作業員の熟練を要する溶接法
である。また，建設時期に波動があり，短期間で大量施
工を必要とする整備新幹線建設工事では，昨今の技術
者の高齢化などから，技術者不足が課題となっていた。
以上の課題を解決するため，鉄道・運輸機構（以下，

「機構」）としてガス圧接以外の溶接法を確立しておく
必要があると判断し，フラッシュバット溶接（写真─ 1）
を導入することとした。本稿では整備新幹線のレール
溶接工事に適応した溶接機の調達から，調達した溶接
機における JIS60 kg レールに最適な溶接条件の探求

および現地施工について報告する。

2．整備新幹線建設に適応した溶接機

整備新幹線建設の現場基地溶接では，溶接機が大型
であることなどから，フラッシュバット溶接を積極的
に採用してこなかった。近年，海外では溶接機の小型
化が進んでおり，可搬性のあるフラッシュバット溶接
機を営業線の保守作業に導入する日本の鉄道事業者も
増えてきている。しかし，保線の現場とは異なり，整
備新幹線建設現場はレールが敷かれていない状態での
基地溶接であること，また，軌道工事着手前に大量の
溶接が必要であることから，整備新幹線建設の施工環
境に合わせた仕様書を定め，機構が溶接機を調達し，
受注者に貸与することとした。

（1）整備新幹線建設の施工環境
レール一次溶接においては，溶接機を路盤鉄筋コン
クリート上に設置し，対側線は資材運搬線として利用す
るため（図─ 1），電源・制御装置を内蔵したコンテナ
を含む溶接機全体は対側線の建築限界に支障しない大
きさとした。また，高架橋施工基面内に溶接ラインを設
けるため，地上から高架上へ吊上げ，施工基面内での
小運搬が可能な重量とした。さらに，コンテナは重量が
大きいため，作業性を考慮し，コンテナは高架下に置き，
溶接ヘッドのみを高架上で使用できるよう，溶接ヘッド
と電源・制御装置が分離でき，接続するケーブルは 30
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写真─ 1　フラッシュバット溶接
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～50 m程度の延長を確保することを条件とした。

（2）仕上がり精度
溶接直前のレール中心を合わせる芯出し作業の際に

微調整ができ，機構が定める仕上がり精度（1.5 m あ
たり 通り：± 0.4 mm高低：＋0.5 mm，－0 mm）を
確保できることを条件とした。
実際に調達した機械では，溶接開始前に接合部を触手

できる構造となっており，ガス圧接と同様にレール端面
の突き合わせ状況が確認できる（写真─ 2）。これにより，
芯出し時に微調整が可能となり，別途，矯正等を行わな
くてもガス圧接と同等の仕上がり精度が確保できた。

（3）品質確認試験
フラッシュバット溶接は溶接機メーカーによって電
流値や加圧力等が異なるため，溶接機の仕様毎に溶接
条件が異なる。そのため，溶接機は主に海外メーカー
が製作しているが，日本の整備新幹線で使用する
JIS60 kg レールを使用して製作したテストピース（以
下，「TP」）で以下の試験を合格することを条件とし，
競争性確保の観点から日本国内での実績に限定せず公
告を行い，入札の結果，米国社製の溶接機を調達した。
・磁粉探傷検査，HAZ幅測定，頭頂面硬さ試験
・ 静的曲げ試験（HU：1,370 kN，たわみ 25 mm　HD：
1,230 kN，たわみ 20 mm）
・縦断面組織試験，縦断面硬さ試験
・曲げ疲労試験（応力振幅 320 MPa，200 万回）

（4）溶接機の特徴
2019 年 10 月に日本へ到着した溶接機の特徴につい
て紹介する。発電機，油圧システム，クーラントシス
テム，溶接機本体などが一つのコンテナに収まる仕様
となっている（写真─ 3，図─ 2）。油圧の作動油は
AW46を使用しており，非常に粘度が高い。冬場に延

図─ 1　フラッシュバット溶接施工イメージ

写真─ 3　溶接機格納状態写真─ 2　芯出し調整作業

図─ 2　コンテナ平面図
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長ケーブルを接続して使用する際は，ケーブルが外気
温にさらされ，粘度がさらに高まり，所定の圧力が出
ない事象が生じた（写真─ 4）。そのため，ケーブル
の断熱およびコンテナ内の作動油タンクにヒーターの
設置など対策を行っている。
溶接時に溶接ヘッドが高温となるため，細部にわた

り冷却水が流れている。夏場は冷却水による結露が発
生していたのだが，その水滴が溶接品質に影響を及ぼ
すことが判明した。そのためクーラントシステムは日
本の高温多湿環境に合わせた設定に変更を行い，溶接
品質を確保した。

3．フラッシュバット溶接の工程

調達したフラッシュバット溶接機は，主に以下の工
程で溶接を行う（図─ 3）。
①バーンオフ
微細なフラッシュを発生させ，錆などの不純物や突

出した部分を飛ばし，端面を平行にする。
②予熱
レール端面を接着した状態で大電流を流すことによ

りレールを予熱する。
③フラッシュ
レール端面を軽く接触させることにより，フラッ

シュを発生させ，端面を溶かし，溶融層を形成する。
④アップセット
レール端面が完全に溶融状態に達した時に急速前進

加圧し，溶けた不純物を溶接部の外に排出しながら圧
接する。

⑤ホールド
アップセット後に一定の力で所定の時間だけ加圧す
る。
⑥押し抜き
バリ（不純物）を除去する。

4．溶接条件の探求

品質確認試験の前に，溶接機メーカーが海外での実
績を基に設定した溶接条件で製作したTPで試験の一
部を実施した。その結果，2種類の溶接欠陥が生じた。
その溶接欠陥を排除し，品質確認試験に合格すべく，
最適な溶接条件の探求を約 1年間かけて行った。

（1）粒界割れの発生
「曲げ疲労試験」を実施したところ，200 万回の繰
り返し数で破断しないことが合格の条件であったが，
「粒界割れ（写真─ 5）」が原因となり，約 90 万回で
破断した。「粒界割れ」とは局部的に溶融し液化した
粒界が周囲の凝固に伴う収縮ひずみにより開口するこ
とである。

（2）フラットスポットの発生
「静的曲げ試験」を実施したところ，たわみ不足が
生じた。破断面を確認した結果，原因は「フラットス
ポット（以下，「FS」）（写真─ 6）」であることが判
明した。「FS」とは溶融層を形成する時に発生する酸
化物（不純物）が接合面に取り残され，ホールド圧力
により潰されて広がることで生じる平らな面のことで
ある。

写真─ 4　延長ケーブル接続状態

図─ 3　フラッシュバット溶接工程
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（3）予熱・フラッシュの変更
「粒界割れ」が発生したTPの金属組織観察を行っ
たところ，頭部，腹部，底部のHAZ幅（熱影響範囲）
にバラツキがあり，入熱過多により「粒界割れ」が起
きたと推測した（写真─ 7）。
予熱工程を省略し，フラッシュの距離（時間）を長

くすることで入熱を抑え，HAZ幅のバラツキを抑え
ることに成功した。しかし，新溶接条件でも「粒界割
れ」と「FS」が発生したため，溶融層の確認を行っ
たところ，溶融層が細く歪んでおり，不均一な入熱か
つ，熱量不足であることが判明した（写真─ 8）。こ
れを受け，再び予熱工程を設定して，フラッシュの距
離（時間）を短くすることで，レールを均一に溶かし，
さらに細かいフラッシュを発生させ，「粒界割れ」と
「FS」を抑えることに成功した。

（4）アップセットの変更
アップセット圧力を増加し，制御方式を距離制御か

ら力（Force）制御に変更することにより，「FS」の
要因となる酸化物をバリと一緒に接合面の外により多
く排出し，「FS」の抑制に成功した。

（5）ホールドの変更
ホールド時の押込み不足が「粒界割れ」の原因と推
測した。しかし，ホールド圧力を増加した結果，「粒
界割れ」には有効であったが，「大きなFS」が見受け
られた。ホールド圧力の変更は「粒界割れ」と「FS」
に相反する作用をすることが判明したが，TP の製
作，曲げ試験，破断面観察を繰り返し行い，両者の抑
制に最適なホールド圧力を見つけ出した。

（6）スリップ対策
アップセット時にレールをクランプしている箇所が
スリップした場合，所定のアップセット圧力が接合部
に伝わらず，「粒界割れ」や「FS」が生じる恐れがあ
ることから，クランプ部材とレールの接触面積の増加

写真─ 5　粒界割れ

写真─ 6　フラットスポット

写真─ 7　HAZ幅 写真─ 8　溶融層
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などスリップ対策を行い，「粒界割れ」・「FS」の発生
を抑制した。

（7）探求結果
100 種類以上の溶接条件で計 500 本以上のTPを製

作，曲げ試験，破断面観察等を行った結果，「粒界割れ」
と「FS」を抑制できる最適な溶接条件を見つけ出す
ことができた（表─ 1）。

5．品質確認試験と溶接技術者資格

（1）品質確認試験
見つけ出した溶接条件で製作したTPで品質確認試

験を行った。その結果，全ての試験に合格し，調達し
た溶接機における JIS60 kg レールに最適な溶接条件
が確立できた。

（2）溶接技術者資格
フラッシュバット溶接はガス圧接ほどの技術力は要

しないが，一定の技量と機械の取扱いおよびメンテナ
ンスに関する知識は必要であることから，品質担保の

ために機構初となる溶接資格認定制度を設けた。2021
年 4 月現在，上記の要件を満たした 12 人に対し認定
証を交付している。

6．実施工

2020 年 5 月に九州新幹線（西九州）の新大村軌道
基地（長崎県）にてフラッシュバット溶接を行い（写
真─ 9），所定の品質を確保し，施工できることを確
認した。また，同年9月から11月までは北陸新幹線（金
沢・敦賀間）の川北軌道基地（石川県）にて施工を行
い（写真─ 10），2021 年 3 月からは，あわら軌道基地 
（福井県）にて施工を行っている。
川北軌道基地およびあわら軌道基地での施工では，
発電機や制御盤などの重量物は高架下に設置し，溶接
ヘッドのみ高架上に上げて施工を行い，問題なく施工
できることを確認した。北陸新幹線（金沢・敦賀間）
での施工完了後は，北海道新幹線（新函館北斗・札幌
間）での施工を予定している。

写真─ 9　九州新幹線　施工状況

表─ 1　溶接条件探求のまとめ

課題 溶接工程 対策

粒界割れ防止

予熱
レールを均一に溶かす

60 秒→ 0秒→ 40 秒
フラッシュ 13 mm→ 19 mm→ 6.6 mm

ホールド
・押し込みを継続できる加圧力
・硬くなりすぎない秒数

FS防止

フラッシュ 酸化物の発生を抑制 細かいフラッシュ

アップセット 酸化物を多く外へ排出
・圧力増 64 t → 77 t
・制御方式変更

ホールド 大きすぎない加圧力
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7．おわりに

現場基地溶接に適した溶接機械を調達し，JIS60 kg
レールに最適な溶接条件を見つけ出せたため，整備新
幹線工事に適したフラッシュバット溶接を導入するこ
とができた。また，熟練技術者の技量に依存しない工
法のため，今後の溶接技術者不足への対応としても有
用であると考えている。
今後も施工方法等を改良し，更なる施工性の向上を

図っていきたい。また，二次溶接における施工方法の
確立などにも引き続き取組んでいきたい。
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写真─ 10　北陸新幹線　施工状況




