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まえがき＝生産現場の生産性向上によるコスト競争力の
強化や熟練溶接士の高齢化による溶接士不足を補うた
め，近年ではロボットによる自動溶接技術は必要不可欠
となっている。しかし， 装置上の制約や技能面から自動
化が難しく，いまだに熟練溶接士でしか行えない溶接作
業が数多くある。「セラミック裏当て材あり MAG裏波
溶接」はその一つである。
　MAG溶接はガスシールドアーク溶接の一種で，細径
ワイヤに大電流を通電する高電流密度の溶接法である。
このため，溶接部を深く溶け込ませることができ，強度
を高くすることが可能である。さらにセラミック裏当て
材を利用することによって裏側をシールドするととも
に，溶接ビードを保持できることから適正な裏ビードが
形成され，高い強度の溶接部が安定的に得られる。この
適正な裏ビードを形成することは「裏波を出す」と呼ば
れる。溶融池やアークの状態を見ながら溶接を制御する
必要があり，現状では熟練溶接士しか対応できないこと
から自動化には至っていなかった。
　いっぽうで近年，一般画像認識分野ではディープラー
ニングと呼ばれる手法により，人や物の認識，位置推定
が高精度に実現可能となってきている。そこで本稿で
は，この「セラミック裏当て材あり MAG裏波溶接」に
ディープラーニングの技術を適用し，自動化したのでそ
の概要を述べる。

1 ．セラミック裏当て材ありMAG裏波溶接

　本稿では，ギャップ幅 3 ～10 mmのV型開先を有す
る突合せ溶接を対象に，セラミック裏当て材を装着した

ものを想定した（図 1 ）。初層溶接では，ギャップ変動，
開先角度変動，裏当て材の装着状態などによって溶融池
の状態が変化する。このため，既存のプレイバック方式
のロボットではアーク切れや溶け込み不良が発生し，適
正な裏ビードが得られないことが多い。適正な裏ビード
を形成させるためには溶融池の溜（たま）り方やアーク
の状態を適正に保つ必要があり，センシングしながら，
リアルタイムに電流・電圧・ワイヤ送給速度・トーチ運
棒などを制御しなければならない。本開発では安定した
溶接のために下記制御方針を定めた。
　①溶融池先端付近にアークを保持するようトーチを速

度制御する。
　②溶接線ずれに対応するため，ギャップ幅中央にトー

チを保持するよう左右制御する。
　③ギャップ幅がある一定値を超えると，ギャップ幅に

応じてウィービング動作をさせる。
　また，上記制御を実現させるために，溶接の状態をカ
メラで撮像しながら溶融池先端やアーク中心位置などの
座標（特徴点）を抽出した。
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図 1  セラミックス裏当て材ありMAG裏波溶接
Fig. 1  MAG penetration welding with backing material of ceramics
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2 ．全体システム構成

　システムの全体構成を図 2 に示す。カメラはトーチの
斜め前方からアークや溶融池を撮る配置とした。PCへ
の画像取り込み速度は50 fpsで，20 msごとに画像特徴
点を算出した。ただし，画像ごとに画像特徴量がランダ
ムにばらつくため，過去20枚分の画像を平均して得られ
た平均画像特徴量から制御補正量（速度指令，トーチ左
右指令，ウィービング幅指令）を演算した。制御補正量
は200 msごとにロボットコントローラへ送信し，ロボ
ットに溶接動作させた。画像特徴量算出が20 msごと過
去20枚分から平均画像特徴量を取ったため200 msごと
の制御補正量は400 msの移動平均値となる。

3 ．ディープラーニングを用いた溶融池特徴点検出

　溶融池先端などを画像処理によって抽出するには，こ
れまではエッジ抽出やラベリングといった画像特徴量を
人間が組み合わせて抽出ロジックを構築するのが一般的
であった。しかし，同じ対象継手形状でも，ギャップ幅
や溶接条件が変化すると形状や見え方が変化し，都度，
人間による画像処理ロジックの追加修正が必要となる。
そこで，顔の器官検出や人の姿勢推定といった座標推定
にも利用され高い認識精度を達成しているディープラー
ニングである回帰型Deep Convolutional Neural Network

（以下，DCNNという）を使って溶融池先端やアーク中
心位置などの特徴点を抽出することにした 1 ），2 ）。
3. 1　回帰型DCNN
　処理の流れを図 3 に示す。濃淡画像を入力した後に，
畳み込み層とバッチ正規化層，プーリング層がそれぞれ
4 層あり，その後に全結合層が 3 層あるネットワーク構
成となる。最終の全結合層から出力される値は図 4 のよ
うにアーク中心，ワイヤ先端点，溶融池左右先端点，溶
融池左右端の座標値など，合計10点となる。畳み込み層
はフィルタサイズN×Nの重みによる畳み込み演算を
行い，畳み込まれた値uを得る。今回，フィルタサイズ
は 3 × 3 を使用している。つぎに，そのuに対して活性
化関数を適用する。活性化関数は一般的にシグモイド関
数 や ハ イ パ ボ リ ッ ク タ ン ジ ェ ン ト 関 数，Rectified 
Linear Unit（ReLU）が用いられる。本システムでは活
性化関数にReLUを用いた。このReLUは入力値uが負

となった場合に 0 を返し，正の値となった場合にはuを
そのままの値として出力する関数である。畳み込み層，
活性化関数後のバッチ正規化層では学習時に入力される
ミニバッチ単位で特徴マップの要素ごとに平均 0 ，分散
1 となるように正規化している 3 ）。これによりアーク光
のように輝度値が高い箇所の影響が少なくなり，相対的
に輝度値が低い溶融池や溶接対象の板も考慮した上で出
力値を得られる。プーリング層では，バッチ正規化層を
通した後の特徴マップに対して収縮させる処理を行う。
プーリング手法には平均値プーリングや最大値プーリン
グなどがある。本開発では一般的な物体認識で頻繁に使
用されている 2 × 2 サイズの最大値プーリングを用い
る。全結合層では，入力される特徴マップを 1 次元に変
換させた後に全結合層への入力値としている。全結合層
では過学習を抑制する手法であるドロップアウト 4 ）を
適用しており，ドロップアウトの確率はp=0.5としてい
る。この全結合層の出力値10個が予測する特徴点10点と
なる。
3. 2　学習データとデータ拡張
　学習データは，事前に撮像した溶接中の溶融池画像に
対して，アーク中心，ワイヤ先端点，溶融池左右先端点，
および溶融池左右端点の座標値（以下，これらの座標値
を特徴点という）を目視にて定めて入力した。これらの
学習データは，溶接条件を変えた12回の溶接で得られた

図 2  システム構成
Fig. 2  System Configuration

図 3  回帰型畳み込みニューラルネットワーク
Fig. 3  Regression Deep Convolutional Neural Network

図 4  溶融池の特徴点
Fig. 4  Feature points of molten pool
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溶接画像から2,400枚を選択して入力した。
　ディープラーニングにおいては，学習データに対して
は高い予測精度を得られるのに対して，学習データでは
ないテストデータにおいて予測精度が低下することがあ
る。この予測精度が低下する要因の一つとして，学習デ
ータとテストデータの見た目の違いが挙げられる。例え
ば，カメラの向きや認識対象の設置位置がずれており，
学習データとテストデータで画像内の認識対象位置が異
なる，あるいはカメラと認識対象との距離が異なり，学
習データとテストデータとで画像内の認識対象の大きさ
が異なるといったことが挙げられる。
　この要因による予測精度の低下を抑えるためには，見
た目が違うこれらのデータも十分に収集して学習データ
に追加する方法がある。しかしながら，そのためには多
くの実験を行い，得られた全ての画像に対して特徴点位
置を人が指定する必要がある。そこで限られた学習デー
タから認識精度を高めるためにデータ拡張を行った 5 ）。
このデータ拡張は，学習データに対して平行移動や水平
垂直反転，拡大縮小といった変化を加えた画像を作成
し，学習データに加える手法である。今回は，水平方向
への鏡面反転，45度刻み 8 方向への 5 ，10，15，20ピク
セルの平行移動，および縦横方向にそれぞれ0.1刻みで
0.8～1.2倍の拡大縮小を，それぞれランダムに加えるこ
とでデータ拡張を実施した。これにより，オリジナルの
学習データ2,400枚とデータ拡張した9,600枚を加えた
12,000枚を用意して学習を行った。

4 ．評価実験

　本システムの有効性を確認すべく，回帰型DCNNに
よる予測値の誤差と溶接実験による評価を行った。
4. 1　予測値の誤差の評価
　回帰型DCNNによる予測値の誤差を評価するため，
従来の画像処理手法による特徴点抽出との比較を行っ
た。従来の画像処理手法として，溶融池の輪郭となる左
右下エッジをそれぞれ検出し，各エッジを曲線フィッテ
ィングによってその交点を溶融池の左右端と特定した

（図 5 ）。
　学習データとは別のテストデータに対して，特徴点の
抽出を基にアーク中心位置から溶融池先端までの距離
Lead Y，および溶融池左右先端の距離Lead Wの算出
を行い（図 6 ）各手法で比較を行った。このLead Yと

Lead Wは溶接制御に使われる重要な値である。
　溶融池画像上の特徴点を目視にて選択した座標と，回
帰DCNNおよび従来画像処理で抽出した特徴点の座標
との誤差の平均を図 7 に示す。Lead Wでは従来画像処
理と回帰型DCNNで同等の誤差であること，またLead 
Yでは従来画像処理に比べ0.3 mmの改善を確認した。
この改善は，従来画像処理ではスパッタを溶融池先端と
誤認識していたなか，回帰DCNNでは正確に溶融池先
端を認識できていることなどに起因する。
4. 2　溶接実験
　本システムの有効性を確認すべく，ギャップ（開先幅）
がテーパ状に変動（ 3 →10 mm）するテストピースを用
い，溶接最終教示点に対して，右側に10 mmずらして
配置して溶接実験を行った。溶接はフラックスコアード
ワイヤ（FCW）を用い，電流200 A，電圧25 V，CO2ガ
スの条件で行った。テストピースの形状は図 8 ，システ
ム構成は図 2 のとおりである。トーチ先端に取り付けら
れたカメラから溶接の状態を撮像し，PC処理によって
特徴点を抽出してLead WとLead Yを算出しており，
これらの値を基に溶接速度などの制御量を決定した。溶
接開始から終了までの溶接速度，Lead W，およびLead 
Yの変化を図 9 に，裏ビードを図10に示す。図 8 を見る
と，アーク中心位置から溶融池先端までの距離Lead Y
は一定の値となるように制御されているのが分かる。さ
らに，溶融池左右端の距離Lead Wはワークのギャップ
幅と同じ値となるため，徐々に幅が広がっていることを

図 5  曲線フィッティングによるエッジ検出
Fig. 5  Edge detection by curve fitting

図 7  特徴点の座標の平均誤差
Fig. 7  Average error of feature points’ coordinates

図 6  特徴点とLead Y, Lead W
Fig. 6  Feature points and Lead Y, Lead W
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認識できていることが分かる。また，ギャップ幅が広が
ると溶融金属の溜りが遅くなるため溶接速度を遅くする
必要があり， Lead Yが一定になるよう制御する必要性
から溶接速度も徐々に遅くなっていることが分かる。図
10では左右ずれやギャップ変動があっても，適正な裏ビ
ードが生成できていることが確認できる。

むすび＝「セラミック裏当て材ありMAG裏波溶接」を
対象に，自動化のための要素技術を開発した。カメラに
よって撮像した溶融池を対象に，ディープラーニングに
よる状態認識に基づいてトーチを制御する自動溶接を行
った。その結果，まだ限定した環境ではあるが，適正な
裏ビードが生成できることが確認できた。今後，ディー
プラーニングによる対象継手の拡充や溶融池認識の汎用
性向上に取り組む。
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図 9  制御パラメータの変化
Fig. 9  Changes of control parameters

図10  実験結果（裏ビードの外観）
Fig.10  Experimental result (appearance of back bead)

図 8  テストピース
Fig. 8  Test Piece
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