
三菱重工技報 Vol.49 No.4 （2012） 三菱重工の総合力特集 

技 術 論 文 38 

*1 三菱日立製鉄機械(株)技術開発部技師長 *2 三菱日立製鉄機械(株)機械設計部主席技師 

*3 三菱日立製鉄機械(株)営業第一部主任 *4 技術統括本部広島研究所 

 

鋼板板厚６mm まで連続圧延を実現する 

新マッシュシーム溶接機の開発 
The Development of New Mash Seam Welder（CSW: Cross Seam Welder） 

which can Roll Up to 6mm Thick Weld-Joined Steel Coils  

  

  

 

  

富 永  憲 明 * 1 石 井  久 義 * 2 
Noriaki Tominaga Hisayosi Ishii 
  

田 所  寛 樹 * 3 佐 藤  恵 一 * 4 
Hiroki Tadokoro Keiichi Satoh 
  

田 方  浩 智 * 4 渡 部  裕 二 郎 * 4 
Hirotoshi Tagata Yujiro Watanabe 
  

 
  鉄鋼業界で現在使用されている年産 150 万トンクラスの連続冷間圧延設備に対し，三菱日立

製鉄機械(株)では年産 60～80 万トンクラスのニーズに対応する新連続冷間圧延システムを開発

した．このシステムにおいて先行コイル尾端と後行コイル先端を接合するため廉価な新マッシュシ

ーム溶接機（Cross Seam Welder：CSW）を開発した．新マッシュシーム溶接機（CSW）では，従来

のマッシュシーム溶接機（MSW）では不可能であった耐圧延性及び板厚６mm までの溶接を可能

にするため，重ね合わせ溶接特有の弱点である溶接部固相接合線の接合率向上と段差の解消

を実現し，当社新連続冷間圧延システム実証設備に組み込み，その有効性を確認した． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

鉄鋼用連続冷間圧延設備において年産60万トン～80万トンクラスのニーズに対応する圧延設

備として，これまで２スタンド可逆圧延設備（2RCM）もしくはシングルスタンド可逆圧延設備（RCM）

２台を適用してきた．これら可逆圧延方式では，コイル先端・尾端部をリールに巻き付けた状態で

最終パスまで圧延を継続するため，コイル先尾端部に残る未圧延部がスクラップ処理される．この

スクラップ量は全生産量に対し 2RCM で 6.5％程度，RCM で 2.5％程度に及ぶ．この歩留りを改

善するため，コイルを循環させながら一方向に連続して圧延し，所定の板厚まで複数回圧延する

新連続冷間圧延システム（図１）を開発しスクラップ量を 0.3％まで削減できることを確認した．この

システムのキー技術としては一方向連続圧延及びコイル循環，コイルビルドアップ，極低速圧延と

本稿にて紹介する耐圧延性を有する新マッシュシーム溶接機（CSW）がある． 

図１ 新連続冷間圧延システム 
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現在連続冷間圧延設備で使用されている溶接機はフラッシュバット溶接機やレーザ溶接機で

あるが一般的に大型でコストが高く，今回開発した中規模の新連続冷間圧延システムには適合し

ない．一方，鉄鋼用の従来マッシュシーム溶接機（MSW，以降 MSW と称する）は，廉価でコンパ

クトな溶接機ではあるが，通常，連続焼鈍ライン（CAL）や連続メッキライン（CGL）などの軽圧下ラ

インでのみ使用されており，更には最大板厚も 4.5mm で圧延ラインに必要な６mm までの溶接及

び圧延例は見当たらない．そのため，廉価でコンパクトな MSW の特徴を生かして，耐圧延性，溶

接性を飛躍的に向上させた新マッシュシーム溶接機（CSW，以降 CSW と称する）を開発した． 

本稿では，新連続冷間圧延システムに適用する上での開発課題とその解決策及び結果につ

いて述べる． 

|2. 新マッシュシーム溶接機の原理と開発課題 

2.1 新マッシュシーム溶接機（CSW）の原理 

CSW は MSW と同様に，電気抵抗溶接法による接合機である（図２に原理図を示す）．図２のＡ

視に示すようにクランプにより把持した先行コイル尾端と後行コイル先端をダブルカットシャー

（図示せず）で同時に切断後，平行に重ね合わせ，その重ね合わせ部を電極輪で加圧及び通電

することで，材料の抵抗発熱により加熱し溶接部を押しつぶしながら，材料の幅方向に走行させ

て連続的に溶接する方法である．電極輪による溶接直後，同様にＣフレームに組み込まれたスウ

ェージングロールでさらに溶接部段差を加圧・圧延し溶接形状を平坦化させる． 

図２ 新マッシュシーム溶接機（CSW）の原理 

2.2 溶接部断面形状 

フラッシュバット溶接機やレーザ溶接機は突き合わせ溶接であるが，MSW は重ね合わせ溶接

である．突き合わせ溶接は溶接後の形状修正が適切であれば溶接部形状はフラットに仕上がり，

かつ接合形態は溶融接合であることに対して，MSW では溶接部は母材より厚くかつ段差を有し

た形状になる．この接合変形過程と接合後の形状を図３に示す．図より，重ね合わせ接合部は初

期重ね部が溶融したナゲット部と，材料端面がバルジ変形して相手材表面も塑性変形させながら

拡散接合的に接合する固相接合部，という２種の接合形態を取り，更に接合部は母材より厚く段

差を有する形状になる． 
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図３ CSW の接合変形過程と溶接例 

2.3 CSW の開発課題 

CSW を新冷間圧延システムに適用するためには，MSW に対して次の２つの課題をクリアする

必要がある． 

①耐圧延性があること 

②最大板厚６ｍｍまで溶接可能であること 

(1) 耐圧延性 

MSW は他の溶接方法と同様に溶接条件が適切であれば，エリクセン試験で母材以上の強

度を有するが，一般的に圧延ラインには適用されてこなかった．これは，MSW で溶接したコイ

ルは接合率が低く，圧延試験を行ったところ，溶接段差部が圧延により押し込まれてクラック状

の疵（以降，段差押し込み疵と称する）が発生するとともに固相接合部には剥離が観察された．

このように重ね合わせ溶接部特有の段差形状及び固相接合部の接合不良が圧延変形による

継ぎ手強度の低下を生じさせていると考えられた．このため固相接合部の接合率向上と溶接

段差の平坦化方法について検討した． 

(2) 最大板厚６mm 

最大板厚６mm まで耐圧延性を有する溶接を可能とするため，溶接条件及び溶接方法を実

験及び解析により決定し，溶接機仕様を見直し，構造・制御にも工夫を加えた． 

|3. 接合率の向上 
図３に示すように材料表面近傍は固相接合部であり溶接時に面圧と温度がある程度以上確保

されないと満足に接合できない．このため材質と板厚に応じて溶接条件（電流，加圧力，速度，重

ね代等）を適切に選定する必要がある． 

溶接条件が不適切で接合状態の悪い板を圧延していくと接合線の表面近傍の固相接合部が

剥離し亀裂となって現れる．このため圧延が進み，圧下率が上昇していくと圧延途中で破断する

可能性がある．接合率については，まず電極輪での溶接後の状態（As Weld）の評価について以

下述べることにし，溶接直後のクロス・スウェージング効果については後述する． 



三菱重工技報 Vol.49 No.4 （2012） 

 41 

 

3.1 電流と加圧力の影響 

CSW において最も基本的な溶接条件が加圧力と電流である．図４に，初期板厚 3.2mm，低炭

素鋼板の溶接試験結果（チリ線図）を示す．ここで，各溶接条件とも設備仕様（最大）を 100％とし

て表記した（以下同様）．溶接速度は一定で段階的に加圧力と電流値を上げて，チリ発生限界手

前の接合条件を求めた（チリとは溶接中にナゲット溶融部が表層を突き破って外部に噴出する現

象で溶接限界を示す）．溶接部断面をマクロ組織及びミクロ組織分析し，接合率（β[％]）を評価

した．以下に接合率の定義を示す（Lt，Lw については図３参照方）．  

β＝（Ｌw／Ｌt）×100 …(1) 

β: 接合率[％] 

Lw：溶接部断面のミクロ組織分析で接合した接合界面長さ[mm] 

Lt：溶接部断面の全接合界面長さ[mm] 

図４中(a)及び(b)は，以下比較の対象とした溶接条件である． 

 

図４ 板厚 3.2mm，低炭素鋼の溶接結果（チリ線図） 

また，図５に形状変化率（Ct[-]）と接合率の関係を示す．ここで，形状変化率は，次式で定義し

た． 

Ct＝（Ｂ／ｔｗ）／（δ／２to）…(2) 

Ｂ： 溶接幅[mm] 

ｔｗ：溶接厚み[mm] 

δ：初期重ね代[mm] 

ｔo：母材厚み[mm] 

加圧力を上げると形状変化率が高くなり，接触面積も増加し電流も増加することが出来るの

で，チリ発生限界も上がり，鋼板接合線端部まで温度が上昇し接合率を向上できる． 

図５に溶接後の断面マクロ組織写真を示す．図５(a)では加圧力，電流ともに低く形状変化率

が約６[-]と低いため，溶接段差も大きく鋼板端部付近に固相線が比較的はっきり見える．しかし

図５(b)では形状変化率が約 10[-]と高く，鋼板端部の固相線が消失し，接合率（β[％]）がほぼ

100％と非常に良好な溶接継ぎ手が得られた． 

このように CSW では図４に示すチリ線図から電極輪の加圧力を上げれば，より高い電流での溶

接が可能となり形状変化率が大きくなるとともに接合率も向上する傾向となるので，高加圧力，大

電流化がキーポイントになる．  
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図５ 溶接前後の形状変化率 Ct と接合率β（t0=3.2mm，SPHC 材） 

3.2 溶接速度の影響 

溶接速度の影響は複雑である．溶接部の接合率を上げるには，より遅い速度で溶接すれば良

いと考えられるが CSW の場合そうはならない．図６にその例を示す． 

板厚２mm の低炭素鋼材を同じ電極輪加圧力及び電流で溶接速度のみ変化させて溶接し接合

率を算出したものである．速度比50％で接合率のピークがあり，その速度以下でも以上でも接合率

は低くなる．高速度になると溶接時間が短くなるので接合率は低下し，形状変化率も低下する．し

かし速度比が 50％より低下しても形状変化率は上がるが接合率は低下する．この主要因は電極輪

への熱損失の影響が大きいことである．CSW の場合電極輪への熱損失は総発熱量の 40～50％と

高いため（４章の熱解析の章で述べる），溶接部表面は特にその影響を受けやすく溶接中心部に

比べ温度が低下する．このため表面近傍の固相接合線の接合率が低下するものと考えられる．速

度比 35％，40％の表面温度が速度比 50％に比べ低下していることは断面マクロ組織写真でも証

明される．即ち速度比 50％より低下するにつれ，溶接部表面近傍の黒化程度が低下しており，高

温からの冷却で生成されるマルテンサイト組織が速度比 50％以下では少なくなっていることが分か

る．板厚が薄くなると速度の影響を受けやすいので最適な速度を見出す必要がある． 

図６ 溶接速度の影響 
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|4. 熱バランス評価 
図５に示した接合率の差が生じた原因を究明するため，以下に示す熱バランス計算により鋼板

温度上昇を求めた．図７に解析モデルを示す． 

図７ 熱解析モデル 

解析コードは質点（質量など）をエレメント（熱抵抗）で結ぶ回路網ソフト（MelTHERFY）を使用

した． 

ΔT＝ 
Qt 

 …(3)
ρCpV(B＋tw)tw 

Qt＝Qn＋Qss＋Qse－Qd－Qw …(4) 

ここで， 

ΔT：鋼板の温度上昇[℃]， 

Qt：鋼板が受ける総熱量[kW]， 

Qn：鋼板内部抵抗による発熱[kW]， 

Qss：鋼板－鋼板間接触抵抗による発熱[kW]， 

Qse：鋼板－電極輪間接触抵抗による発熱[kW]， 

Qd：電極輪への熱損失[kW]， 

Qw：鋼板幅方向への熱移動[kW]， 

ρ：鋼板の密度[kg/m3]， 

Cp:鋼板の比熱[J/kg-K]， 

V：溶接速度[m/sec]， 

B：溶接後の溶接幅[mm]， 

tw：溶接後の鋼板厚さ[mm] 

 

計算に際し溶接形状は断面マクロ組織写真により計測し，以下に示す前提条件を使用した．

・ 電流密度（i [A/m2]）は電流値（I [A]）を電流通過面積（SB [m2]）で除した一定値とした． 

・ 接合幅（B [mm]）は溶接部断面のマクロ組織写真から接合界面の長さを計測して求めた． 

・ 鋼板内部抵抗は温度依存性，及び鋼板-鋼板間接触抵抗は，温度依存性と圧力依存性を

考慮した．(1) 

図８に，図５に示した形状変化率差における熱バランス計算結果を示す．ここで図５(b)

Ct=10[-]の入熱量（Qn＋Qss＋Qse）を 100％とし，Qd，Qw の熱損失はマイナスとして記載した．

図５（a）では，総熱量（Qt[W]）が 18[kW]程度だったのが，図５(b)では，加圧力を上げて電流値を
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増加したため，総熱量を 24[kW]程度に増加することができた．この結果，鋼板端部の固相接合

線付近の計算温度が 1023℃から 1300℃と高くなった．この固相接合部の温度上昇により接合率

約 100％が得られたものと考えられる．また電極輪への熱損失は入熱量（Qn+Qss+Qse）の約 40

～50％と大きい．これは３章で述べたように，CSW の一つの特徴であり，速度を遅くすれば入熱

が増加し鋼板表面近傍の温度が上昇することにはならない． 

図８ ヒートバランス計算結果(板厚 3.2mm，SPHC 材) 

次に，この溶接速度の影響を調べるために，FEM 解析を実施した．図９に，FEM 解析モデル

（熱・電流連成解析）を示す．初期重ね代δが溶接終了時に幅 B まで圧下した変形過程を点線

で示す２分割でモデル化し，前半部は温度が低く材料の電気抵抗値が低いので電流が良く流れ

るため，後半部の電流密度の２倍とした． 

図９ FEM 解析モデル（熱・電流連成モデル） 

図 10 に，接合終了後の端部（P 点）の温度（Ts）と接合幅（B）を示す．ここで，温度（Ts），接合

幅（B）とも最大値で無次元化した． 

図10より，溶接速度比が大きくなると端部温度（Ts）が増加することがわかる．速度比が大きくな

ると材料の変形抵抗により接触幅（B）が小さくなるため接触面積も低下し，電極輪への熱損失は

減少する．接触面積が減少することにより，端部に集中する電流密度も増加するため，結果として

接合界面の端部温度が上昇したものと考えられる．薄板ほど速度を速くして電極輪への熱損失を

抑えて溶接するのもこれが理由の一つであり，板厚別に接合率が最大となる最適速度が存在す

るものと考えられる． 

図 11 に板厚１～６mm までの溶接結果の接合率と接合端部計算温度との関係を示す．端部温

度と接合率は良い相関を示し，端部温度が高いほど接合率が向上することが分かる． 
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図 10 接合終了後の端部温度と接合幅 

 (ｔ0=2mm) 

 

図 11 接合端部計算温度と接合率 

|5. 段差の平坦化 

溶接部に段差があると，圧延時に段差押し込み疵が生じ破断しやすくなる．また，コイルに巻く

と材料に疵をつける．突き合わせ溶接の場合でも目違いが生じると同様の問題が発生する． 

CSW 溶接部段差を低減させる従来技術には，溶接直後に溶接部を圧延するスウェージングの

手法があるが，この手法にクロス圧延技術(2)を加えることにより，溶接部を溶接線直角方向にも変

形させ，より滑らかな形状に段差を平坦化することができる． 

CSW では溶接部中心に対し，点対称の位置に溶接部段差が形成される．図 12 に示すように，

上下スウェージングロールを溶接線に対し，互いにクロス（クロス角度：θＵ，θＬ）させて溶接線を

圧延すると溶接線直角方向にせん断力（FSU，FSL）が作用し，塑性変形を与えることができる．せ

ん断力の向きは，スウェージングロールをクロスする向きにより設定可能である．クロス角度は溶接

部段差が重ならず平坦化される方向に設定した．図 12 は段差を平坦化する場合に設定すべきス

ウェージングロールのクロス方向を示す． 

この原理を実際の CSW 溶接部に適用した事例を板厚２mm の低炭素鋼の例で図 13 に示す．

図 13(a)は溶接直後の写真であり，0.42mm，75°の角度で溶接部段差が形成された．図 13(b)

は溶接直後に従来通りクロスなし（θ＝０°）でスウェージングしたものであるが，段差が押し込ま

れたことによる段差押し込み疵（A 部）の発生が見られる．この段差押し込み疵が存在したままで

圧延を進めていくと，疵末端近傍に応力・歪が蓄積し，ある板厚以下まで圧延されると破断する

可能性が生じる．図 13(c)は溶接直後にクロススウェージング（θ＝３°）した結果を示している．ク

ロススウェージングにより圧延に有害な段差は平坦化され，段差押し込み疵も無く無害化されて

いることが分かる． 

図 12 クロススウェージングの原理 

 図 13 クロススウェージングの効果 
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|6. 板厚６mm の溶接と圧延結果 

CSW を新連続冷間圧延システムに適用するための２つ目の大きな開発課題は，最大で 4.5mm

程度厚までの溶接に留まっていた MSW に対して，６mm 厚までの溶接条件を創りこみ，溶接継ぎ

手強度を上げて耐圧延性を確保することである． 

従来の MSW の溶接方法及び溶接条件でこれまで最大厚みといわれる 4.5mm 厚の溶接を行う

と，段差も大きく接合率も低い結果となり耐圧延性は期待できない．このように従来の方法で厚板

の溶接が不完全だったのは，加圧力と電流を十分に加えることができないため接合率が低く，か

つ段差を解消できないことが主要因と考えられる． 

当社ではこの不適合を改善し，６mm 厚さでも接合率を向上させ段差を平坦化できるような技術

を開発した． 

CSW により溶接した６mm 厚みの低炭素鋼板の溶接例を図 14 に示す．図 14(a)は溶接後のマ

クロ組織写真であり，従来に比べ格段に段差が少なく接合状態が改善された．図 14(b)は溶接直

後にクロススウェージング（θ＝３°）した結果であり，クロススウェージングにより圧延に有害な段

差は平坦化されていることが分かる．図 14(c)は(b)の試験片を当社新連続冷間圧延システム実証

設備にて１mm 厚まで冷間圧延を行い欠陥の発生や破断のないことを確認したものである． 

 

図 14 ６mm 材を CSW で溶接及びクロススウェージングし，

１mm まで圧延した例 

|7. まとめ 

(1) 連続冷間圧延ラインに使用する接合機において，板厚６mm まで耐圧延性を有する溶接を可

能とする新マッシュシーム溶接機（CSW：Cross Seam Welder）を開発した． 

開発のポイントは次の２つである． 

・ 電極輪加圧力及び電流を上げ，速度，重ね代等の溶接条件を最適化し，それを実現させる

構造と制御手段を開発することで溶接部の形状変化率を上げ，溶接部断面の接合界面の

接合率を向上した． 

・ クロススウェージング技術により溶接後の溶接部段差を解消した． 

(2) 現在この CSW を当社新連続冷間圧延システム実証設備に組み込み，低炭素鋼以外の材料

（高張力鋼，高炭素鋼等）についても接合できることを確認中である． 
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