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まえがき＝中厚板溶接では，長時間にわたり複数の層の
溶接金属を重ねる多層溶接が行われる。このため，熱ひ
ずみ等の影響による溶接線ズレに追従するアークセンサ
技術やウィービングを用いた溶接を健全に行うための制
振制御技術などが必要とされてきた。また，近年では溶
接対象物の構造の変化や使用される鋼材の変化，熟練溶
接工不足などにより，溶接の自動化ニーズはより高度化
している。これらのニーズに応えて，中厚板溶接のさら
なる進化を支えるために高性能化・高機能化・簡単化を
追求し，世界中に溶接自動化のためのソリューションを
届けることを目標に，「世界中，ちゃんと溶接できるま
で」をコンセプトとして，CBコントローラを開発した

（図 1 ，図 2 ）。
　本稿では， 2016年 4 月から販売を開始したCBコント
ローラの特長とそれを支える技術，およびこの新型コン
トローラが持つポテンシャルについて説明する。 1 ．CBコントローラの特長 1 ）

　CBコントローラの主な特長は（ 1 ） 高性能，（ 2 ） 高
機能，（ 3 ） 簡単の 3 つである。本章ではこの 3 つの特
長について説明する。
1. 1　中厚板溶接を支える高性能
　CBコントローラは，CPU性能を向上させるとともに，
内部アーキテクチャを一新し，ユーザインタフェース部
とリアルタイム制御部とを最適な形に分離した。また，
マニピュレータ，周辺装置，溶接電源との通信に
EtherCATⓇ（ドイツ・ベッコフオートメーション㈱の
登録商標）を採用した。これにより，溶接ロボットの高
性能化に必要な高速・高精度同期通信性能を向上し，従
来比で 3 倍以上の制御性能を実現した。
　溶接対象物のズレ検知に用いられる「溶接ワイヤによ
るタッチセンシング機能」では，対象物と溶接ワイヤが

新型ロボットコントローラ（CBタイプ）の特長
Features of New Robot Controller, CB-Type, for the ARCMANTM Welding 
System

■特集：溶接・接合技術	 FEATURE	:	Welding	and	Joining	Technologies	

（技術資料）

Recently, the needs for welding automation have become more diversified and advanced, requiring 
a robot controller with higher performance and better functioning. Hence, we have developed a new 
controller, the CB-type controller, which features high performance, feature-rich, highly-sophisticated 
functions, and ease of use. This paper introduces these three features. In addition, the potential of 
the CB-type controller is described along with the example of a new arc-sensor control system under 
development. 

小池　武＊1

Takeshi	KOIKE
稲田修一＊1

Shuichi	INADA
福永敦史＊1

Atsushi	FUKUNAGA
木田直希＊1

Naoki	KIDA
大根　努＊2

Tsutomu	ONE

＊ 1  溶接事業部門　技術センター　溶接システム部　＊ 2  技術開発本部　生産システム研究所

図 1  CBコントローラ・教示ペンダント
Fig. 1  CB-Type robot controller and teach pendant

図 2  CBコントローラ開発コンセプト
Fig. 2  The concept of CB-Type robot controller
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接触する瞬間にロボットが急停止する必要がある。しか
し，急停止によってロボットが振動する場合があり，位
置検出誤差が生じる原因となっている。この誤差を低減
するには，振動静定後に位置検出をすればよいが，静定
待ち時間によってタクトタイムが増加する問題があっ
た。そこで，CBコントローラでは，改良を加えた高度
なモデルベース制御技術 2 ）により，振動と待ち時間を
低減し，タッチセンシング時間を従来比20％削減した

（図 3 ，図 4 ）。
1. 2　さまざまな溶接ニーズに応える高機能
　ハードウェア性能を向上させることにより，中厚板溶
接の自動化で強みを発揮する多くの新機能が提供可能と
なった。以下では新たに追加された機能の一部を紹介す
る。
1. 2. 1　ウィービングカスタマイズ機能
　斜め振りウィービング機能と立板・下板側それぞれの
電圧設定，端停止時間設定を可能にすることにより，
450 Aで70 cm/minの高電流かつ高速度の溶接条件にお
いてもアンダカットおよびオーバラップのない，脚長
6 mmの水平すみ肉溶接が実現できた 3 ）（図 5 ，図 6 ）。
　本機能はレ型開先の余盛ビード形状改善にも効果的で
ある。板厚 8 mm，開先角度 45°のワークに対し，2 層
2 パス溶接を行う際に，2 パス目に斜め振りを適応した
例を示す（図 7 ，図 8 ）。
1. 2. 2　生産状況の見える化支援
　溶接システム稼動中に何らかの問題が発生した場合に
は，問題発生前後の正確かつ客観的な情報入手が早期の
問題解決の鍵となる。この情報が取得できるよう，ロボ

ット操作ログおよび溶接結果ログをコントローラ内部に
保存している。本機能は従来機から備わっていたが，
CBコントローラでは内部メモリ容量を増加して，従来
比20倍のログが保存でき，より多くの詳細情報が取得可
能になっている。
　さらに，当社生産支援PCソフト（AP-SUPPORTTM 注 1 ））

図 3  タッチセンシング時の振動時間
Fig. 3  Vibration duration at wire touch sensing

図 4  モデルベース制御の一例
Fig. 4  Example of model-based control

図 8  斜め振りウィービングを適用したレ型溶接部のビード外観
Fig. 8  Weld bead shape with bevel groove

図 7  レ型溶接のテストピースと開先形状
Fig. 7  Groove configuration of test plate

図 6  斜め振りウィービングを適用したすみ肉溶接部のビード外
観と断面マクロ

Fig. 6  Weld bead shape and appearance

図 5  斜め振りウィービングの軌跡
Fig. 5  New back-and-forth weaving pattern

脚注 1 ） AP-SUPPORTTMは当社の商標である。
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との連携で，稼動データおよびエラー発生状況を可視化
することにより，製造現場の生産性向上や情報化・見え
る化の推進に貢献できる（図 9 ）。
1. 3　良好な操作性を実現した簡単化
　従来機で好評であった操作性・高応答性は継承しつつ，
当社製溶接ロボットシステムを初めて使用するユーザに
もやさしく直感的な入力ができるよう，「軽い，見やす
い，さわりやすい」教示ペンダントを開発した（図10）。
以下にこの教示ペンダントの特長を示す。
1. 3. 1　軽量化の実現
　0.95 kgという業界最軽量クラスの本体に加えて，重
量バランスの最適化など人間工学を考慮した設計を行っ
た。また，作業者の負担が大きい長時間の教示・溶接確
認作業において，負担の大幅な軽減を実現した。具体的
には，教示ペンダント背面に教示プログラムの前送りス
イッチを追加 4 ）したこと，イネーブルスイッチ 2 個を
装備（オプション）することにより，教示ペンダントを
把持する手を左右持ち替え可能とした（図11）。
1. 3. 2　直感的な操作・表示
　アイコンとタッチパネルによる直感的な入力（図
12），およびロボット教示命令を機能別に色分けしたこ
と（図13）により，初心者にもやさしい操作環境を実
現した 5 ）。
　また，キー配置を十字 6 ）にしてロボットの動作方向
と一致させることにより，ロボットインチング時の操作
性をアップさせた（図14）。これにより，操作ミスの大
幅な低減が期待される。

図13  教示命令の色分け
Fig.13  Coloring robot teach commands

図12  タッチパネル画面
Fig.12  Touch panel screen

図11  背面スイッチ構成
Fig.11  Switch arrangement of rear side

図10  CBコントローラ用 新教示ペンダント
Fig.10  New teach pendant for CB type controller

図 9  CBコントローラとAP-SUPPORTTM連携
Fig. 9  In cooperation with AP-SUPPORTTM

図14  新操作キー十字配置
Fig.14  New four-arrow key-like inching function key
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1. 3. 3　簡単言語切替
　操作画面は日本語，英語，中国語に加えて韓国語表示
にも対応した。タッチパネル上で即座に表示の切り替え
が可能（図15）であり，海外工場での日本人スタッフ
による立ち上げ・メンテナンス作業も考慮した設計とな
っている。

2 ．CBコントローラの今後の展望

　中厚板溶接では，溶接熱ひずみ等の溶接線ズレに追従
するアークセンサ機能のさらなる高性能化が欠かせな
い。そのため，高性能化したCBコントローラの能力を
最大限に活かして，これに取り組んでいる。
　一般的に，溶接電流フィードバックを用いたアークセ
ンサ機能では，ウィービング左右端の電流差を元に溶接
線のズレを検知している。しかし，バラつきの大きな電
流変化に対して左右端のみの電流値を元にするだけでは
アークセンサの精度改善に限界がある。
　そこで，ウィービング中の連続した電流フィードバッ
ク値を用い，下式（ 1 ）で表される簡易モデルに対して
最小二乗法を用いた回帰によるフィッティングによって
ズレ量を求める方式を開発している 7 ）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（ 1 ）

　I（t）は時刻 tにおけるウィービング過去 1 周期分の電
流波形ベクトルであり，回帰の係数p1は左右方向のズレ
に相当する。本モデルの検証として，水平すみ肉溶接に
おいて，ズレなし，立板側にズレ 2 mm，ズレ 5 mm，
下板側にズレ 2 mm，ズレ 5 mmの計 5 パターンで確認
を行った。図16は回帰係数p1とズレ量の関係で,ズレ量
が大きくなるにつれp1が増加することが確認できた。
　推定ズレ量の標準偏差が小さければ，ズレ量が安定し
て推定できていると考えることができる。推定ズレ量の

標準偏差は図16の各ズレ量における係数p1の標準偏差を
平均値の傾きで除することで求められる。左右の電流差
による当社の従来手法 8 ）と比べ，本手法による実験例
では，Ar-CO2ガス溶接の場合で 8 %，CO2ガス溶接の
場合で40%程度推定ズレ量の標準偏差が減少していた。

むすび＝本稿では，新型ロボットコントローラCBコ
ントローラの機能とそのポテンシャルについて説明し
た。CBコントローラの能力は，新マニピュレータ
ARCMANTM 注 2 ）-A30/A30SやARCMANTM-A80の制御に
も活かされている。
　今後もあらゆる溶接課題を解決するために，高性能
化・高機能化・簡単化を追求したCBコントローラを活
かしてユーザニーズの実現や新たな提案を行い，世界中
に高品質な溶接を簡単操作で提供していく。
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2

図15  簡単言語切替
Fig.15  Rapid Language selection

図16  回帰係数と目標位置の関係
Fig.16 Relationship between regression coefficient and target 

position

脚注 2 ） ARCMANTM（ ）は当社の商標である。


