
まえがき＝クローラクレーンの構成部品であるラチスブ
ーム（図 1）は，重要な保安部品であるため溶接品質の
厳しい検定をパスする必要がある。従来，コベルコクレ
ーン㈱では，ほとんどのラチスブームを熟練溶接技能者
が手動で溶接を行っており，アーク溶接ロボットによる
自動化は，ごく一部の中小型の量産汎用品に限られてい
た。
　比較的小径のパイプとパイプを組合わせたラチス構造
の構成部品を溶接する際，溶接による入熱の影響で対象
ワークが歪み，溶接位置が溶接中に時々刻々と変化する
ため，ロボットによる溶接ではこの歪量のリアルタイム
な補正が不可欠である。また，パイプ同士を接合するた
め溶接線が 3次元の鞍形曲線となり開先形状も時々刻々
と変化する。このような形状の計測・補正手段が従来は
無かった1），2）ために，従来のロボットによる溶接作業で
は膨大な時間と手間をかけて，溶接結果から教示データ
を個別に修正することで対応してきた。このため，ロボ
ット化は効果の大きい中小型の量産汎用品のみにとどま
っていた。
　量産汎用品以外の大型ワークなどは，熟練溶接技能者
による生産が行われているが，技能者の高齢化，減少に

より生産の維持が難しくなってきており，また海外拠点
での生産の観点からも「ロボット化」が急務である。
　これらの課題を解決するために，アーク溶接用レーザ
センサを用いた自動パイプ溶接システムを開発した。本
システムは主に， 
①鞍形教示データ作成機能
②鞍形溶接線検出機能
③小曲率溶接線に適した高信頼性溶接線倣い機能
から構成される。

1．システムの概要

1．1　構成

　開発したシステムの構成を図2に示す。ロボットは㈱
神戸製鋼所製溶接ロボット ARCMAN-RON�を使用して
いる。工業用コンピュータはロボットコントローラおよ
びセンサ制御装置とネットワークを構築し，相互にデー
タの送受信を行うことができる。ロボット先端には，溶
接トーチに対して 30mm前方を計測できる，フライング
スポット方式のレーザセンサ（サーボロボ社製M-
SPOT90 3））を配置した。このセンサは溶接トーチの姿
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図 1  ラチスブームと溶接位置
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図 2  システム構成
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勢によらず常に溶接線前方を計測するため，溶接トーチ
軸周りにセンサを自在に回転できるサーボ制御可能な回
転モータを設置した。
1．2　特徴

　本システムは，①鞍形教示データ作成機能，②ワーク
位置検出機能，③鞍形溶接線検出機能，④高信頼性溶接
線倣い機能から構成される。①鞍形教示データ作成機能
は，既に教示データを作成した同一のパイプ形状にはそ
の溶接位置に教示データを複写生成するが，新しいパイ
プの形状に対しては，近似形状の教示データから幾何学
形状の変換を行い教示データを自動作成することによ
り，大幅な教示時間の短縮を図れる。これにより量産品
以外のワークに対しても簡単に本システムの適用を可能
にした。②ワーク位置検出機能は，ロボットに搭載した
レーザセンサを用いて溶接対象となるパイプの取付位置
を検出し，CAD情報と実ワークとのズレ量を算出して，
ロボットの溶接開始位置を補正する。パイプという 3次
元上の特徴点が明確に検出できない対象ワークに対する
ズレ量の検出方法に工夫を凝らした。③鞍形溶接線検出
機能は，時々刻々と角度や形状が変化するパイプの接合
部の開先形状を正確に検出できる方法を開発した。④高
信頼性溶接線倣い機能は，仮止溶接などにより溶接位置
が直接検出できない場合でも，実際の溶接線から大きく
外れることなく安定した溶接を実現するための倣い方法
に工夫を凝らした。
1．3　倣い動作の概要

　溶接倣い動作のフローは，以下のとおりである（図3）。
①ロボットからセンサ制御用パソコンへアーク倣い開始
コマンドが通知される。

②センサ制御用パソコンはロボットの最新の位置情報を
時々刻々と取得する。

③センサ制御用パソコンはサンプリング周期ごとにセン
サからの計測データを取得する。

④③にて取込んだ計測データを元に開先位置を検出し，
②の情報を使って検出した開先位置をロボット座標で
の位置に変換し，記憶しておく。

⑤ロボット先端が④の検出位置近傍に到達したところ
で，先端のズレ量を演算する。

⑥ロボットに⑤のズレ量を送信し，ロボット先端位置を
補正する。

　なお，これらのセンサ制御用パソコンの動作ソフトは
当社開発のリアルタイムOSを用いて実現しており，各
演算処理はマルチタスクによる処理を行っている。

2．機能の詳細

2．1　鞍形教示データ作成機能

　実用的なシステム性能として，少量非汎用ワークに対
する教示時間短縮が非常に重要である。このため，一度
作成した教示データと同じ形状の鞍形溶接線に対して
は，教示データのデータベース（以下，DB）から引当て
て所定の位置に複写して全体の教示データを自動作成す
る機能（図 4（a））と，形状が近似している鞍形溶接線
に対しては，近い条件のDBを引当てて幾何学的な変更
を行って教示データを自動作成する機能（図 4（b））を
開発した。
　機能実現に際しては，㈱神戸製鋼所の溶接ロボット用
オフライン教示システム4）をベースに開発を行い，干渉
チェックによるロボットの姿勢検討，溶接条件およびウ
ィービングパターンの編集を可能とするとともに，ワー
ク形状に応じて登録した教示データDBを引当てる鞍形
教示データ作成ツールを開発し，高度なオペレータスキ
ルを有効に活用できるシステムを実現した。これによ
り，既存の教示データを活用する場合は，ワーク形状を
対話的に設定するだけで誰でも簡単に利用できるように
なった。また，形状が近似している溶接部位に対して教
示データを自動作成する機能では，新規に教示データを
作成する時間に対して約 75％の時間短縮が図れた。
2．2　ワーク位置検出機能

　実機での運用を実現するために，溶接線倣いに使用す
るレーザセンサを用いたワーク位置検出機能を開発し，
ワーク仮組時のパイプ取付位置ズレ量の補正を可能にし
た（図 5）。対象ワークがパイプであるため，レーザセン
サをパイプの横方向から照射した断面形状は楕円形状と
なる。楕円形状をフィッティング処理にて最凸部を導出
し，誤差の載りにくい半径方向の成分のみを使用した補
正を行うなどの工夫により，パイプ取付位置の検出を行
い，検出精度 0.5mm以下を実現した。
　これにより，溶接開始時のズレ量を補正し，センサに
よる倣い動作ができない溶接開始区間での品質向上を図
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図 3  倣い動作
������  Tracking procedure
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図 4  鞍形教示データ作成機能
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った。
2．3　鞍形溶接線検出機能

　従来，隅肉，突合わせ開先などの形状が大きく変化し
ない溶接線継手に対する溶接線検出手法は実用化されて
いたが，開先形状が図 6にあるように時々刻々と大きく
変化する鞍形溶接線に適用可能な手法は存在しなかっ
た。
　そこで，ラチスブームの鞍形形状に適した決定木方式
検出ロジックを特徴とする溶接位置検出方法を開発し，
開先形状が時々刻々と変化しても溶接継手位置を正確に
検出することを可能とした（図 7）。この溶接位置検出方
法は，断面形状データである 2次元点列を線分に分割，
さらに線分を隣接グループ化する中で，不要部位やアー
ク光などのノイズを削除し，溶接線部位を絞り込む。さ
らに，絞り込まれた部位形状から，仮止部や開先ありな
どを判別して，形状に応じて最適な溶接線位置を検出す
る。
　この手法を用いることにより，計測中に出現する仮付

溶接部の判定機能や，ワークの仮組誤差に起因する接合
部位にすき間を有する溶接継手に対する検出位置の安定
化，スパッタなどによるノイズ対策が可能となり，実運
用面での信頼性が向上し実ワークに対して検出率 95％
以上を達成した（図 8）。
2．4　高信頼性溶接線倣い機能

　従来よく用いられているセンサ検出位置追随方式で
は，仮付溶接部や表面状態の影響でセンサによる検出が
できない区間が発生した場合，現在位置から検出できた
位置の方向に直線的に補正をかけてしまうため，対象パ
イプのような曲率の大きな溶接線に対しては，溶接線か
ら大きく外れてしまい正確な追随が困難であった。この
ため，以下のような新たに教示データを積極的に活用す
る倣い方式を考案した（図 9）。
①センサにてズレ量が検出できたときは，先端位置を補
正するとともに，元の教示データ全体をシフトする。
②センサにてズレ量が検出できなかったときは，その直
前までに①でシフトされた教示データを用いて動作す
る。
　使用する教示データは，対象となる鞍形溶接線に対し
て，溶接の入熱歪によるワークの変形が無ければ溶接位
置を追随できる教示データを使用している。このため，
センサが検出できない区間が発生しても，直前までに補
正された教示データにしたがって動作するので，溶接線
から先端位置が大きくずれることはない。
　このように，センサでの検出状況に応じて，ロボット
の軌跡制御を切替えるハイブリッド軌跡制御を行うこと
により，センサデータ欠落時でも溶接線から大幅に外れ
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図 5  ワーク位置検出機能
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図 7  溶接位置検出方法
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図 6  鞍形溶接継手の検出上の課題
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図 8  鞍形開先形状の検出例
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ることなく安定して動作する方法を開発した。

3．溶接結果

　本システムでは，2章で述べた各機能の相乗効果によ
り，先端の溶接線倣い精度 0.5mm以下を達成し，安定
した溶接を行うことができた。写真 1に，本システムに
て実際に溶接を行ったときの溶接外観を示す。

むすび＝ 3次元の鞍形曲線でかつ開先形状が時々刻々と
変化する溶接線に対する検出技術はこれまで無かった。
そこで，実用性・将来性を考慮して，アーク溶接用レー
ザセンサを採用するとともに，開先位置検出機能と溶接
線倣い機能を分離した制御方法を考案した。今回開発し
た開先形状の変化に自動適応する検出技術は，仮付溶接
部の検出や多層盛溶接状態での検出が可能である。ま
た，教示データを活用した溶接線倣い機能にてセンサが
検出した情報を有効に活用することにより，一層高品質
な溶接を実現した。
　また，ロボット化における課題の一つである教示作業
時間の短縮についても，当社の溶接ロボット用オフライ
ン教示システムをベースに，ワーク形状に応じて登録し
た教示データDBを引当てる鞍形教示データ作成機能を
開発し，高度なオペレータスキルを有効に活用できるシ
ステムを実現した。

　本技術開発は，ロボット制御技術，画像処理技術など
の高度な知識の融合により可能となったが，実用化にあ
たっては現場の生産技術者からのニーズ（コスト，運用
方法，品質）が不可欠であった。生産技術者と個々の技
術者の密接な共同作業によって，本システムの開発およ
び実用化を実現することができた。
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図 9  高信頼性倣い方法
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