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まえがき＝当社は，世界で最も信頼される溶接ソリュー
ション企業になることを目指すとともに，造船向けの自
動化に向けた取り組みを推進している。他の産業と同様
に，溶接工の不足，高齢化により多能工化，省力化等の
効率向上が求められ，優秀な人材の不足感はより強くな
っている。
　本稿では，生産向上を目的とした造船向け大組立ロボ
ット溶接システムを新たに開発したので紹介する。

1 . 大組立ロボット溶接システムの特長

1. 1　ロボット溶接システム
　大型船舶はブロック建造法といわれる方法で建造され
ている 1 ）。造船所では，切断，加工，組立などの工程を
経て，ブロック組立工場で，部分的な船体のかたまりと
なるブロックを製作し，最終的にはドックまたは船台で
各ブロックをつないで建造している（図 1 ，図 2 ）。
　このブロックを製作するために，大組立工程に必要な

機能を持つロボット溶接システムを開発した。
　ブロックの溶接を行うには，ロボットを部材に囲まれ
たスペースに設置しなければならず，その限られたスペ
ースにロボットが配置され，かつ溶接作業がスムーズに
行われなければならない。このためには，最適化された
小型のロボットが必要である（図 3 ）。
　ロボット本体は，運搬のために設計された小型軽量な
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図 1  船体構造
Fig. 1  Hull structure

図 3  小型溶接ロボット
Fig. 3  Small size welding robot

図 2  溶接対象
Fig. 2  Welding work
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ロボットキャリーに搭載される。その状態で，クレーン
から吊（つ）り下げられ，ブロック間の移動を行う。ロ
ボットキャリーをブロック内に下ろすと，着地後，自動
位置決め装置によりロボットの位置を固定した後，対象
のロボットプログラムを選択し，溶接を開始する

（図 4 ）。
　当社の強みである溶接熱変形に追従するアークセンサ
技術や振動制御技術などを生かし，溶接ロボットを制御
するコントローラを開発した。このコントローラは，①
高性能化，②高機能化，③簡単化を柱とし，安全，メン
テナンス，システム構築に配慮しながら，従来のCBコ
ントローラを大幅に改良したものである。
1. 2　ロボット適用箇所
　溶接ロボットは，両側のロンジとトランスの間に挟ま
れた場所で溶接を行う。ロボット溶接の対象となる継手
を図 5 に示す。
1. 3　教示ソフトウェア（SMART TEACHINGTM 注 1 ））
　大組立ステージの平行部では，類似の直線形状の部材
が多く配置されるが，その部材サイズが様々であること
から，実機を用いたオンラインでロボット教示を行うこ
とは効率的ではない。
　いっぽう， 3 Dモデルを使った設計は様々な分野で浸
透しつつあるが 2 ），造船分野では，部品点数が多く部材
の取り合い確認などのために，早くから 3 D設計が行わ
れてきた。
　そこで，造船ブロックの 3 Dモデルをロボット教示に
利用するオフライン教示システム"SMART TEACHINGTM" 
の開発を行った。

1 ） 3 Dモデルデータの読み込み
　このシステムで利用する 3 Dモデルは，汎用性のある
データ形式（STEP形式）に対応している。これにより，
特定のCADに依存せず様々なCADから，データを読み
込むことが可能である。
2 ）ブロックの溶接線の自動抽出
　汎用フォーマットは，特定のCAD固有の情報（例え
ば溶接情報）を持たない。そこで，モデル形状に含まれ
る図形情報を用い，造船ブロックを構成する部材形状を
特定し，部材間の交差部を溶接継手として必要な位置情
報として認識することとした。例えば，トランス材と外
板が交差する水平すみ肉溶接継手や，ロンジとカラープ
レートが交差する立向すみ肉溶接継手を認識する。
　これらの座標データと部材形状に関するデータを集
め，溶接情報データとして取り出す（図 6 ）。
3 ）ロボット教示プログラムの作成
　溶接情報データにもとづいて溶接線の開始・終了位置
を認識することにより，溶接作業を行うロボット動作を
決めた。その後，部材形状に対応したセンシングなどの
動作や，部材形状と溶接姿勢に対応する溶接条件を割り
当て，ロボット教示プログラムを作成することとした

（図 7 ）。
　教示プログラムと実際のワークの位置合わせ（キャリ
ブレーション）はソフトでは行わず，ロボットキャリー
の位置決め装置で行う。各ロボットに教示プログラムが
送信されると，溶接を開始することができる。
1. 4　溶接施工
　造船の各溶接ステージにおいて，大組立ステージでの
溶接割合は最も多く，全体の半分以上の溶接材料が使わ

図 5  ロボット適用継手
Fig. 5  Robot welding joint

図 4  大組立溶接ロボット
Fig. 4  Application of welding robot

図 7  教示シミュレーション
Fig. 7  Robot simulation

図 6  溶接線抽出ソフト
Fig. 6  Software to detect weld line

脚注 1 ） SMART TEACHINGTMは当社の商標である。
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れている。その多くはフラックス入りワイヤ（FCW）
を使った溶接である。代表的な造船向けワイヤには，全
姿勢で使うことができるFAMILIARCTM 注 2 ） DW-100，
立向き上進溶接において耐ギャップ性に優れ高能率な溶
接が可能なFAMILIARCTM DW-100Vがある。
　ロボット溶接を行う上でどちらのワイヤが最適である
か表 1 に示すような視点から，溶接施工確認を行った。
その結果，全姿勢で使用できるFAMILIARCTM DW-100
を採用した。
　ロボットを実生産ラインに導入するには，溶接施工は
様々な状況を想定し，準備しておく必要がある。今回，
生産ラインの導入までに取り組んだ内容として 3 点を紹
介する。
1 ）立向き溶接のギャップに対応した溶接
　ロンジにトランスを挿入する構造上，大組立ではトラ
ンスとロンジの間にギャップが発生する。また，発生す
るギャップは 0 ～ 4 ㎜程度と均一ではない。
　そこで，図 8 に示すように各ギャップ寸法に対応した

溶接条件の開発を行った。その際，ロボットの基本性能
であるアーク倣い性能 3 ）についても合わせて確認した。
これにより，溶接中に発生する熱変形やトランスが傾斜
した場合の立向き溶接でも溶接線の追従が可能となっ
た。
2 ）カラープレートの溶接
　溶接対象のワークに対して，立向き溶接や水平すみ肉
の溶接条件のみを準備するだけでなく，カラープレートの
立向き溶接から水平すみ肉溶接に切り替わる斜めの継手
や異なる形状のカラープレートのコーナー部，それぞれ
に関してビード外観を平滑にする溶接条件が必要である。
　今回，立向き溶接から斜めの継手やコーナ部に切り替
わる箇所を教示ソフトのギャップ寸法で判断し，各継手
に合わせた最適な溶接条件に切替えることで図 9 ，10
に示すような平滑なビード外観を実現した。
3 ）角部の埋めおよび水平すみ肉と立向き溶接の交差部
　溶接前の角部はギャップが空いており，そのギャップ
を埋めるために溶接条件の作成が必要となる。また，良
好な外観を得るために水平すみ肉溶接と立向き溶接が重
なる部分は，それぞれの溶接条件を工夫する必要があ
る。今回，ギャップの形状は三角形のように，底面が最
も広く上方は徐々に狭くなっていく。このため，その形
状に合わせるように，溶接ロボットのウィービング振り

図 8  立向き溶接の耐ギャップ性
Fig. 8  GAP tolerance for vertical upward welding

脚注 2 ）FAMILIARCTM（ ）は当社の商標である。      
図10  ロボット溶接結果B

Fig.10  Robot welding result B

図 9  ロボット溶接結果A
Fig. 9  Robot welding result A

表 1  ワイヤ評価
Table 1  Wire Evaluation
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幅を変更してギャップを埋めた。この後，アークを切ら
ずに連続して立向き溶接を行うことで，ビードの切れ目
をなくした。さらに，水平すみ肉溶接では，バックステ
ップ動作を用いて，ギャップを埋めた後のビードにラッ
プさせてから，本溶接条件に移行した。これにより，交
差部において良好なビード外観を得ることができた（図
11）。

2 ．現在の取り組み

2. 1　溶接ロボット専用FCWの開発
　現在，ロボット溶接の効率向上に取り組んでいる。そ
の一つとして，溶接材料面からの効率向上を検討してい
る。
　ロボット溶接の対象箇所においては，溶接時間の多く
を立向き溶接が占めている。効率向上には立向き溶接の
効率化および品質向上が不可欠である。
　1.4項で記述しているとおり，立向き溶接において高
能率な溶接が可能なFCWとしてFAMILIARCTM DW-
100Vがある。これには，水平すみ肉のビード形状や溶
接条件裕度がやや劣るという欠点があった。
　ロボットでは一連の作業の中で水平すみ肉溶接と立向
き溶接が混在しているため，溶接材料の使い分けはでき
ず，一つの溶接材料で両方の溶接を行う必要がある。
　そこで，溶接ロボットで使用することを前提にワイヤ
設計を見直した。ロボットと組み合わせて使用すること
で，水平すみ肉溶接性と立向き溶接の効率化が可能にな
る溶接ロボット専用FCW「FAMILIARCTM DW-100R」
を開発した。
　FAMILIARCTM DW-100Rは溶接金属の粘性やスラグ
発生量などを調整し，さらにCBコントローラと組み合
わせた最適な制御をする。これにより，FAMILIARCTM 
DW-100と同等の水平すみ肉作業性を維持したまま，立
向上進作業性を向上させることができた。
　図12に水平すみ肉におけるビード外観および断面を
示す。FAMILIARCTM DW-100RはFAMILIARCTM DW-
100と 同 等 の ビ ー ド 外 観・ 形 状 が 得 ら れ て お り，
FAMILIARCTM DW-100Vと比較してアンダカットも小
さいことがわかる。
　図13に立向き溶接におけるビード外観および断面を

示す。FAMILIARCTM DW-100Rは，立向上進溶接にお
いて，FAMILIARCTM DW-100と比較して高電流かつ高
溶接速度の溶接が可能で，良好なビード外観および断面
形状が得られている。
　さらに，耐ギャップ性も向上しており，より広いギャ
ップ範囲において小脚長かつ高溶接速度での溶接が可能
である。ギャップ 5 mmにおける立向き溶接のビード外
観を図14に示す。
　FAMILIARCTM DW-100Rは，自動機での船級認定の
他，半自動においてもFAMILIARCTM DW-100と同等の
船級認定を取得中であり，ロボット溶接後の手直しやロ
ボット溶接以外の箇所に使用することも可能となってい
る。

図13  立向上進溶接におけるビード外観および断面マクロ
Fig.13 Bead appearance and macrostructure of vertical upward 

welding

図12  水平すみ肉溶接におけるビード外観および断面マクロ
Fig.12 Bead appearance and macrostructure of horizontal fillet 

welding

図11  溶接後の交差部，角部の形状
Fig.11  Intersection of hull member after welding
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2. 2　IoTの取り組み
　ドイツが提唱するインダストリー4.0，米国の 5 社が
設立したインダストリアル・インターネット・コンソー
シアム，日本のIoT推進コンソーシアムなど，世界中で
IoTが注目されている。機械・機器にセンサを搭載して
ネットワーク経由で機械・機器のデータを収集し，分析
により稼動の効率化や保守のコストを減らす。また，機
械の制御，遠隔操作を行い自動化，省人化を目指すなど，
各社で様々な開発が行われている。
　当社では，生産支援PCソフト（AP-SUPPORTTM 注 3 ））
をロボットに接続し，溶接ロボットに関する情報化・見
える化を推進している。稼働データおよびエラー発生状
態を可視化することで，チョコ停の防止や生産性を改善
することができる。CBコントローラでは，アークモニ

タを使った溶接状況データの収集によってトラブル発生
の原因となる現象の追及や，生産監視カメラを併用した
より詳しい状況の把握などの取り組みを行っている

（図15）。

むすび＝本稿では，ワーク内の限られた狭い空間へ入っ
て作業を行う溶接ロボットと，最適な溶接条件と動作を
組み込んだ教示ソフトを開発し，これらを組み合わせた
造船大組立向け溶接ロボットシステムについて紹介し
た。少ない人数で稼働させることができ，溶接ステージ
の生産効率化に寄与することができた。
　当社は，溶接ソリューション企業として，造船ブロッ
クの各溶接ステージに対して，板継ぎ工程の片面サブマ
ージアーク溶接装置から小組立・大組立工程のロボット
システムのラインアップを強化していく。それととも
に，溶接材料のラインアップの強化をはじめ，今後も自
動化溶接ソリューションの開発に取り組んでいく所存で
ある。
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図15  IoTの取り組み
Fig.15  Example of IoT

図14 立向上進溶接におけるビード外観及び断面マクロ（ギャッ
プ 5 mm）

Fig.14 Bead appearance and macrostructure of vertical upward 
welding (Gap: 5 mm)

脚注 3 ）AP-SUPPORTTMは当社の商標である。      


