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(57)【要約】
　本開示の溶接装置は、スイッチング部と、設定部と、
出力検出部と、制御部と、周波数制御部と、駆動部とを
有する。スイッチング部は、スイッチング素子から構成
される。設定部は、設定出力を設定する。出力検出部は
、溶接出力を検出する。制御部は、設定出力および溶接
出力に基づいて、スイッチング部の出力オン区間を算出
する。周波数制御部は、出力オン区間に基づいてインバ
ータ周波数を決定する。駆動部は、インバータ周波数と
出力オン区間に基づいてスイッチング部を構成するスイ
ッチング素子のオン／オフ動作を制御する。出力オン区
間が第１の割合では、インバータ周波数が第１の周波数
であり、出力オン区間が第１の割合より小さい第２の割
合では、インバータ周波数が第１の周波数より高い第２
の周波数である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スイッチング素子から構成されるスイッチング部と、
　設定出力を設定する設定部と、
　溶接出力を検出する出力検出部と、
　前記設定出力および前記溶接出力に基づいて、前記スイッチング部の出力オン区間を算
出する制御部と、
　前記出力オン区間に基づいてインバータ周波数を決定する周波数制御部と、
　前記インバータ周波数と前記出力オン区間に基づいて前記スイッチング部を構成するス
イッチング素子のオン／オフ動作を制御する駆動部と、を備え、
　前記出力オン区間が第１の割合では、前記インバータ周波数が第１の周波数であり、
　前記出力オン区間が前記第１の割合より小さい第２の割合では、前記インバータ周波数
が前記第１の周波数より高い第２の周波数である溶接装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記設定出力と前記溶接出力との出力差を求める出力比較部と、
　前記出力差に基づいて前記出力オン区間を算出する算出部と、を備えた、請求項１記載
の溶接装置。
【請求項３】
　前記設定出力は設定電流を含み、
　前記溶接出力は溶接電流を含み、
　前記出力検出部は、電流検出部を有し、
　前記出力比較部は、前記設定電流と前記溶接電流との電流差を求め、
　前記算出部は、前記電流差に基づいて前記出力オン区間を算出する、請求項２に記載の
溶接装置。
【請求項４】
　前記設定出力は設定電圧を含み、
　前記溶接出力は溶接電圧を含み、
　前記出力検出部は、電圧検出部を有し、
　前記出力比較部は、前記設定電圧と前記溶接電圧との電圧差を求め、
　前記算出部は、前記電圧差に基づいて前記出力オン区間を算出する、請求項２に記載の
溶接装置。
【請求項５】
　前記設定出力は設定電流および設定電圧を含み、
　前記溶接出力は溶接電流および溶接電圧を含み、
　前記出力検出部は、電流検出部および電圧検出部を有し、
　前記出力比較部は、
　　前記設定電流と前記溶接電流との電流差を求める電流比較部と、
　　前記設定電圧と前記溶接電圧との電圧差を求める電圧比較部とを有し、
　前記算出部は、
　　前記電流差に基づいて第１の出力オン区間を算出する第１の算出部と、
　　前記電圧差に基づいて第２の出力オン区間を算出する第２の算出部と、
　　前記設定出力に基づいて第３の出力オン区間を算出する第３の算出部と、
　　前記設定電流と前記設定電圧と前記溶接電流と前記溶接電圧とに基づいて溶接状態を
判定する状態判定部と、
　　前記溶接状態に基づいて、前記第１の出力オン区間と前記第２の出力オン区間と前記
第３の出力オン区間とを切り替えて前記出力オン区間として出力する切替部と、を有する
、請求項２に記載の溶接装置。
【請求項６】
　前記切替部は、
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　　前記溶接状態が短絡状態である場合には、前記第１の出力オン期間を前記出力オン期
間とし、
　　前記溶接状態がアーク状態である場合には、前記第２の出力オン期間を前記出力オン
期間とし、
　　前記溶接状態がくびれ発生状態である場合または過電流状態である場合には、前記第
３の出力オン期間を前記出力オン期間とする、請求項５に記載の溶接装置。
【請求項７】
　前記インバータ周波数は、前記出力オン区間に対して、段階的に変化する請求項１から
６のいずれかに記載の溶接装置。
【請求項８】
　前記インバータ周波数は、前記出力オン区間に対して、連続的に変化する請求項１から
６のいずれかに記載の溶接装置。
【請求項９】
　前記出力オン区間は、前記スイッチング部がオンされている時間の割合である請求項１
から７のいずれかに記載の溶接装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、インバータ制御を用いてアーク溶接を行う溶接装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インバータ制御を用いる溶接装置では、デジタル制御の適用やインバータ周波数
の高速化に伴い、多様な波形をもった溶接出力が実現されている。
【０００３】
　インバータ制御を用いてアーク溶接を行う溶接装置は、フルブリッジ構成やハーフブリ
ッジ構成のインバータ回路を有する。そして、ブリッジを構成するスイッチング素子とし
ては、ＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏ
ｒ）やＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌ
ｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）等のパワー半導体が用いられる。パワー半導
体は、通常、数ｋＨｚから４００ｋＨｚ程度のインバータ周波数により駆動され、インバ
ータ回路に接続された変圧器の一次電流導通幅を制御することにより溶接出力が得られる
。
【０００４】
　インバータ制御の方式としては、ＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉ
ｏｎ）方式等が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　従来のインバータ制御による溶接装置について、図７を用いて説明する。図７において
、溶接装置１０１は、１次整流部１１８と、平滑コンデンサ１１９と、スイッチング部１
０２と、変圧器１２０と、２次整流部１２１と、電流検出部１０３と、設定部１０８と、
制御部１０５と、駆動部１０７と、三角波発生部１２７とを有する。スイッチング部１０
２は、第１のスイッチング素子ＴＲ１と、第２のスイッチング素子ＴＲ２と、第３のスイ
ッチング素子ＴＲ３と、第４のスイッチング素子ＴＲ４とを有する。制御部１０５は、出
力比較部１０９と、算出部１１０とを有する。
【０００６】
　溶接装置１０１は、配電盤等の外部機器１２６に接続され、電力が供給される。また、
溶接装置１０１には、母材１２２とトーチ１２３が接続され、溶接出力を出力している。
トーチ１２３は、電極１２４を有する。電極１２４と母材１２２とに溶接装置１０１の溶
接出力を供給し、電極１２４と母材１２２との間にアーク１２５を発生させ、母材１２２
の溶接が行われる。なお、溶接出力とは、溶接装置から出力される溶接電流および溶接電
圧の総称である。
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【０００７】
　以上のように構成された溶接装置１０１の動作を、消耗電極式のアーク溶接装置を例に
して説明する。
【０００８】
　図７において、外部機器１２６から溶接装置１０１に給電される交流電圧は、１次整流
部１１８で整流され、平滑コンデンサ１１９により直流電圧に変換される。平滑コンデン
サ１１９から出力される直流電圧は、スイッチング部１０２のインバータ駆動により、溶
接に適した高周波交流電圧に変換される。スイッチング部１０２で変換された高周波交流
電圧は、変圧器１２０に供給されて変圧される。なお、スイッチング部１０２は、ＩＧＢ
Ｔである第１のスイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチング素子ＴＲ４で構成される
。第１のスイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチング素子ＴＲ４は、駆動部１０７か
らの指令に基づいてＰＷＭ方式でスイッチのオン／オフが制御され、スイッチング部１０
２がインバータ動作を行う。変圧器１２０が出力する高周波交流電圧は、ダイオード等で
構成される２次整流部１２１にて整流される。
【０００９】
　溶接装置１０１の出力の一方は、トーチ１２３の内部に設けられた給電チップ（図示せ
ず）を介して、消耗電極ワイヤである電極１２４に供給される。消耗電極ワイヤは、送給
モータ（図示せず）によってトーチ１２３に送給される。溶接装置１０１の出力の他方は
、母材１２２に供給される。そして、電極１２４の先端と母材１２２との間に電圧を印加
してアーク１２５を発生させ、母材１２２の溶接を行う。
【００１０】
　ＣＴ（Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ）等で構成される電流検出部１０３は
、溶接電流を検出して出力する。設定部１０８は、設定出力に応じた適切な設定電流等を
出力する。制御部１０５には、設定部１０８から出力された設定電流、および、電流検出
部１０３から出力された溶接電流が入力される。制御部１０５の出力比較部１０９は、設
定電流と溶接電流との電流差を算出して出力し、制御部１０５の算出部１１０は、電流差
に基づいてスイッチング部１０２の出力オン区間を算出し、出力する。このように、制御
部１０５は、溶接電流をフィードバック制御することで、適切な出力オン区間を駆動部１
０７に出力する。
【００１１】
　駆動部１０７には、三角波発生部１２７が発生する基準三角波で決まる周期と、制御部
１０５の算出部１１０が出力する出力オン区間とに基づいて、スイッチング部１０２をパ
ルス制御する。駆動部１０７がスイッチング部１０２を制御するパルスは、１パルスおき
に２系統に分離される。具体的には、駆動部１０７からは、第１の駆動信号および第２の
駆動信号の２系統のパルスがスイッチング部１０２に出力される。三角波発生部１２７は
基準三角波を生成し、基準三角波はインバータ周波数を決定する波形である。駆動部１０
７は、インバータ周波数の逆数である周期で、パルス幅が制御された２系統の駆動信号を
交互に出力する。第１の駆動信号は、第１のスイッチング素子ＴＲ１と第４のスイッチン
グ素子ＴＲ４とを同期させてオン／オフを制御する。第２の駆動信号は、第２のスイッチ
ング素子ＴＲ２と第３のスイッチング素子ＴＲ３とを同期させてオン／オフを制御する。
【００１２】
　上記した従来のインバータ制御では、インバータ周波数が低いと、溶接電圧のリップル
率が増大し、アーク切れが発生する等、溶接性能が低下する。なお、溶接電圧のリップル
率を下げるためには、溶接装置１０１の出力側に配置するＤＣＬ（直流リアクトル、図示
せず）のインダクタンス（Ｌ値）を大きくする方法がある。しかし、ＤＣＬのＬ値を大き
くすると、急峻な変動を伴う多様な溶接出力波形を実現することができない。
【００１３】
　よって、インバータ周波数は高くし、溶接電圧のリップル率を低く、ＤＣＬのＬ値を小
さくすることが望ましい。しかし、インバータ周波数を高くすると、スイッチング素子の
スイッチングロスが増大してスイッチング部１０２が高温となるため、熱対策が必要であ
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った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開昭６１－２９５８７７号公報
【発明の概要】
【００１５】
　上記のような従来の溶接装置１０１では、インバータ周波数は三角波発生部１２７から
出力される基準三角波によって固定されている。また、出力オン区間が大きくなると、ス
イッチング部１０２で発生するジュール熱が大きくなる。ジュール熱の最大値を考慮して
スイッチングロスによる発熱を抑える必要があり、固定するインバータ周波数は、一定の
高さに制限されていた。
【００１６】
　本開示は、出力オン区間に併せて、インバータ周波数を変更できる、高性能な溶接装置
を提供する。
【００１７】
　上記課題を解決するために、本開示の溶接装置は、スイッチング部と、設定部と、出力
検出部と、制御部と、周波数制御部と、駆動部とを有する。スイッチング部は、スイッチ
ング素子から構成される。設定部は、設定出力を設定する。出力検出部は、溶接出力を検
出する。制御部は、設定出力および溶接出力に基づいて、スイッチング部の出力オン区間
を算出する。周波数制御部は、出力オン区間に基づいてインバータ周波数を決定する。駆
動部は、インバータ周波数と出力オン区間に基づいてスイッチング部を構成するスイッチ
ング素子のオン／オフ動作を制御する。出力オン区間が第１の割合では、インバータ周波
数が第１の周波数であり、出力オン区間が第１の割合より小さい第２の割合では、インバ
ータ周波数が第１の周波数より高い第２の周波数である。
【００１８】
　以上のように、本開示の溶接装置は、出力オン区間に併せて、インバータ周波数を変更
できるため、高品質な溶接が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、実施の形態１における溶接装置の概略構成を示す図である。
【図２】図２は、実施の形態１における、インバータ周波数が出力オン区間に対して段階
的に変化することを示すグラフである。
【図３】図３は、実施の形態１における、出力オン区間とスイッチング素子の駆動タイミ
ングとの時間変化を示す図である。
【図４】図４は、実施の形態１における、インバータ周波数が出力オン区間に対して連続
的に変化することを示すグラフである。
【図５】図５は、実施の形態２における溶接装置の概略構成を示す図である。
【図６】図６は、実施の形態２における、短絡アーク溶接の溶接出力の波形と信号のタイ
ミングを示す図である。
【図７】図７は、従来の溶接装置の概略構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　（実施の形態１）
　本実施の形態について、図１から図４を用いて説明する。
【００２１】
　図１は、本実施の形態の溶接装置１の概略構成を示す図である。図２は、本実施の形態
において、インバータ周波数が出力オン区間に対して段階的に変化することを示すグラフ
である。図３は、本実施の形態における出力オン区間とスイッチング素子の駆動タイミン
グとの時間変化を示す図である。図４は、本実施の形態において、インバータ周波数が出



(6) JP WO2015/011882 A1 2015.1.29

10

20

30

40

50

力オン区間に対して連続的に変化することを示すグラフである。
【００２２】
　図１に示すように、溶接装置１は、１次整流部１８と、平滑コンデンサ１９と、スイッ
チング部２と、変圧器２０と、２次整流部２１と、電流検出部３と、設定部８と、制御部
５と、周波数制御部６と、駆動部７とを有する。スイッチング部２は、第１のスイッチン
グ素子ＴＲ１と、第２のスイッチング素子ＴＲ２と、第３のスイッチング素子ＴＲ３と、
第４のスイッチング素子ＴＲ４とを有する。制御部５は、出力比較部９と、算出部１０と
を有する。
【００２３】
　溶接装置１には、入力として、商用電力（交流２００Ｖ）を供給する配電盤等の外部機
器２６が接続されている。また、溶接装置１には、出力として、母材２２およびトーチ２
３が接続されている。トーチ２３は、電極２４を有する。電極２４と母材２２との間に溶
接装置１の溶接出力を供給し、電極２４と母材２２との間にアーク２５を発生させ、母材
２２の溶接を行う。なお、溶接出力とは、溶接装置から出力される溶接電流および溶接電
圧の総称である。
【００２４】
　以上のように構成された溶接装置１の動作を、短絡とアークとを繰り返す消耗電極式の
アーク溶接装置を例にして説明する。
【００２５】
　図１において、外部機器２６から溶接装置１に給電される交流電圧は、１次整流部１８
で整流され、平滑コンデンサ１９により直流電圧に変換される。１次整流部１８はダイオ
ード等で構成され、平滑コンデンサ１９は電解コンデンサなどで構成される。
【００２６】
　平滑コンデンサ１９から出力される直流電圧は、スイッチング部２のインバータ駆動に
より溶接に適した高周波交流電圧に変換される。スイッチング部２で変換された高周波交
流電圧は、変圧器２０に供給されて変圧される。なお、スイッチング部２は、ＩＧＢＴで
構成される第１のスイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチング素子ＴＲ４で構成され
る。第１のスイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチング素子ＴＲ４は、駆動部７から
の指令に基づいてＰＷＭ方式でスイッチのオン／オフが制御され、インバータ動作を行う
。スイッチング素子には、ＩＧＢＴ以外にも、ＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ　
Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）等の
パワー半導体を用いることができる。変圧器２０が出力する高周波交流電圧は、２次整流
部２１で整流され、母材２２およびトーチ２３に出力される。
【００２７】
　溶接装置１の出力の一方は、トーチ２３の内部に設けられた給電チップ（図示せず）を
介して送給モータ（図示せず）により送給される消耗電極ワイヤである電極２４にプラス
出力として供給される。溶接装置１の出力の他方は、母材２２にマイナス出力として給電
される。そして、電極２４の先端と母材２２との間に直流電圧を印加してアーク２５を発
生させ、母材２２を溶接する。本実施の形態では、トーチ２３に接続された出力側に、電
流検出部３を直列に接続して溶接電流を検出する、電流フィードバック制御について説明
する。なお、母材２２に接続された出力側に電流検出部を直列に接続しても良い。また、
母材２２に接続された出力とトーチ２３に接続された出力との間に電圧検出部を並列に接
続して溶接電圧を検出する、電圧フィードバック制御を行うこともできる。電流検出部や
電圧検出部をまとめて検出部とする。
【００２８】
　ＣＴ（Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ）等で構成される、出力検出部である
電流検出部３は、溶接電流を検出する。設定部８は、ユーザーによって、溶接設定が入力
され、溶接設定に応じて設定電流を出力する。設定部８は、溶接設定に応じて、設定電圧
や消耗電極ワイヤの送給速度なども併せて出力する。制御部５には、設定部８からの設定
電流および電流検出部３からの溶接電流が入力される。制御部５の出力比較部９は、設定
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電流と溶接電流との電流差を算出し、算出部１０に出力する。制御部５の算出部１０は、
出力比較部９から出力された電流差に基づいて、スイッチング部２の出力オン区間を算出
する。これにより、電流フィードバック制御を行うことができる。なお、算出部１０は、
設定電流と溶接電流との電流差と、出力オン区間とを対応付けた表や数式等を有しており
、出力オン区間を求める。出力オン区間は、電流差のみによって決めても良いが、さらに
電流差の変化率などを考慮して決めることも可能である。すなわち、１つの電流差に１つ
の出力オン区間が対応する１対１対応でも良いし、１つの電流差にさらに電流変化率も考
慮した出力オン区間を対応させても構わない。
【００２９】
　また、出力オン区間とは、１周期において出力がオンとなっている時間の割合である。
出力オン区間とは、インバータ制御のデューティ比である。出力オン区間が１００％とは
、１周期の間はずっと出力がオンとなっている状態で、最大の電流を出力することができ
る。出力オン区間が４０％とは、１周期のうちの４０％の時間だけ出力がオンとなってい
る状態（６０％の時間は出力がオフとなっている状態）であり、出力される電流は最大の
電流の４０％となる。
【００３０】
　電流フィードバック制御の動作としては、出力比較部９が、溶接電流と設定電流との偏
差としての差分を算出する。次に、算出部１０は偏差増幅のために比例ゲインを偏差に乗
算する比例制御により、出力オン区間を算出する。
【００３１】
　なお、算出部１０は、比例制御に、偏差の積分を用いる積分制御と偏差の微分を用いる
微分制御とを組み合わせたＰＩＤ制御を用いて出力オン区間を算出してもよい。
【００３２】
　ＣＰＵ等で構成される周波数制御部６は、制御部５が算出した出力オン区間に基づいて
、出力オン区間に応じてインバータ周波数が変化するようにインバータ周波数を決定する
。言い換えると、出力オン区間が第１の割合では、インバータ周波数が第１の周波数であ
るとして、出力オン区間が第１の割合より小さい第２の割合では、インバータ周波数が第
１の周波数より高い第２の周波数となる。なお、周波数制御部６は、出力オン区間とイン
バータ周波数とを対応付けた表や数式等を有し、入力された出力オン区間に基づいてイン
バータ周波数を決定する。１つの出力オン区間に対して１つのインバータ周波数が決まる
１対１対応となっている。
【００３３】
　駆動部７は、周波数制御部６が決定したインバータ周波数と、制御部５が決定した出力
オン区間に基づいて、スイッチング部２を構成する第１のスイッチング素子ＴＲ１から第
４のスイッチング素子ＴＲ４のオン／オフ動作を制御する。具体的には、インバータ周波
数から求められる周期と、出力オン区間から求められる周期内のオン出力の時間に基づい
てオン／オフ動作を制御する。
【００３４】
　次に、図２から図４を用いて、溶接装置１の動作について説明する。
【００３５】
　図２では、出力オン区間として、第１の所定値Ｄ１（例えば、６０％）と、第２の所定
値Ｄ２（例えば、４０％）と、最大出力オン区間ＤＭＡＸ（１００％）とを用いて説明す
る。また、出力オン区間が第１の所定値Ｄ１以上で最大出力オン区間ＤＭＡＸ以下（例え
ば、６０％以上１００％以下）の時に、インバータ周波数は第１のインバータ周波数Ｆ１
（例えば、２０ｋＨｚ）とする。出力オン区間が第２の所定値Ｄ２以上で第１の所定値Ｄ
１未満（例えば、４０％以上６０％未満）の時に、インバータ周波数は第２のインバータ
周波数Ｆ２（例えば、４０ｋＨｚ）とする。出力オン区間が０％以上で第２の所定値未満
（例えば、０％以上４０％未満）の時に、インバータ周波数は最大インバータ周波数ＦＭ
ＡＸ（例えば、１００ｋＨｚ）とする。なお、第１のインバータ周波数Ｆ１では第１の周
期Ｔ１（例えば、５０μ秒）、第２のインバータ周波数Ｆ２では第２の周期Ｔ２（例えば
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、２５μ秒）、最大インバータ周波数ＦＭＡＸでは最小周期ＴＭＩＮ（例えば、１０μ秒
）となっている。図２では、出力オン区間によって、インバータ周波数が段階的に変化す
るように制御することを示している。
【００３６】
　また、図３において、時点ＥＤ１は、出力オン区間が第１の所定値Ｄ１に達した時点で
あり、時点ＥＤ２は、出力オン区間が第２の所定値Ｄ２に達した時点を示す。
【００３７】
　図２を用いて、出力オン区間が小さくなると、インバータ周波数が段階的に大きくなる
制御について説明する。
【００３８】
　図２において、制御部５が算出する出力オン区間が、第１の所定値Ｄ１以上で最大出力
オン区間ＤＭＡＸ以下である場合は、周波数制御部６が決定するインバータ周波数は、第
１のインバータ周波数Ｆ１となる。また、制御部５が算出する出力オン区間が、第２の所
定値Ｄ２以上で第１の所定値Ｄ１未満である場合は、周波数制御部６が決定するインバー
タ周波数は、第２のインバータ周波数Ｆ２となる。また、制御部５が算出する出力オン区
間が、０％以上で第２の所定値Ｄ２未満（例えば、０％以上４０％未満）である場合は、
周波数制御部６が決定するインバータ周波数は、最大インバータ周波数ＦＭＡＸとなる。
【００３９】
　なお、第１のインバータ周波数Ｆ１と、第２のインバータ周波数Ｆ２と、最大インバー
タ周波数ＦＭＡＸとの関係は、第１のインバータ周波数Ｆ１が１０ｋＨｚ、第２のインバ
ータ周波数Ｆ２が２０ｋＨｚ、最大インバータ周波数ＦＭＡＸが４０ｋＨｚのように、２
倍ずつ増える関係でもよい。あるいは、整数倍の関係でもよい。インバータ周波数を整数
倍で変更することで、フィードバック等の制御周波数を固定（例えば、１０ｋＨｚに固定
）でき、有用である。
【００４０】
　図２に示すように、周波数制御部６は、出力オン区間が第１の所定値Ｄ１に低下するま
では、第１のインバータ周波数Ｆ１のままとしてインバータ周波数を変更しない。出力オ
ン区間が第１の所定値Ｄ１より小さくなると、第１のインバータ周波数Ｆ１より高い第２
のインバータ周波数Ｆ２に変更する。出力オン区間が第２の所定値Ｄ２より小さくなると
、第２のインバータ周波数Ｆ２より高い最大インバータ周波数ＦＭＡＸに変更する。
【００４１】
　次に、図１と図３を用いて、出力オン区間が小さくなると、インバータ周波数が段階的
に大きくなる場合の、出力オン区間と第１のスイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチ
ング素子ＴＲ４の駆動タイミングについて説明する。
【００４２】
　図３を用いて、ＰＷＭ方式を用いたインバータ制御について説明する。図３は、スイッ
チング素子がオンする信号をハイレベル、スイッチング素子がオフする信号をローレベル
とするスイッチング素子の駆動波形である。第１のスイッチング素子ＴＲ１と第４のスイ
ッチング素子ＴＲ４とは同期して動作し、第２のスイッチング素子ＴＲ２と第３のスイッ
チング素子ＴＲ３とが同期して動作する。全てのスイッチング素子がオフされている時間
は電流を流さず、第１のスイッチング素子ＴＲ１と第４のスイッチング素子ＴＲ４の組、
または、第２のスイッチング素子ＴＲ２と第３のスイッチング素子ＴＲ３の組がオンされ
ている時に電流が流れる。１周期のうち、スイッチング素子の組のどちらかがオンされて
いる時間の割合が出力オン区間である。
【００４３】
　図３に示すように、制御部５が算出する出力オン区間が低下して第１の所定値Ｄ１に達
する時点ＥＤ１になるまでは、第１のインバータ周波数Ｆ１（第１の周期Ｔ１）で第１の
スイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチング素子ＴＲ４が駆動される。
【００４４】
　出力オン区間が第１の所定値Ｄ１に達する時点ＥＤ１になると、第２のインバータ周波
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数Ｆ２（第２の周期Ｔ２）で第１のスイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチング素子
ＴＲ４が駆動される。
【００４５】
　出力オン区間が第２の所定値Ｄ２に達する時点ＥＤ２になると、最大インバータ周波数
ＦＭＡＸ（最小周期ＴＭＩＮ）で第１のスイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチング
素子ＴＲ４が駆動される。
【００４６】
　このように、インバータ制御の周期の開始時点における出力オン区間の値によってイン
バータ周波数（周期）が決定され、決定された周期でスイッチング素子が動作する。
【００４７】
　なお、周波数制御部６は、図４に示すように、出力オン区間によって、インバータ周波
数が連続的に変化するように制御してもよい。図４では、出力オン区間が最大出力オン区
間ＤＭＡＸ（１００％）の時に、インバータ周波数は第１のインバータ周波数Ｆ１（例え
ば２０ｋＨｚ）であり、出力オン区間が０％の時にインバータ周波数は最大インバータ周
波数ＦＭＡＸであることを示している。
【００４８】
　さらに、出力オン区間によるインバータ周波数の制御は、段階的な変化と連続的な変化
を組み合わせてもよい。
【００４９】
　以上のように、本実施の形態においては、出力オン区間が小さくなると、インバータ周
波数を高く設定する。すなわち、出力オン区間が小さいためにジュール熱の発生が小さい
時は、スイッチングロスによる熱の発生に余裕があるため、インバータ周波数を高くする
ことができる。これにより、溶接電圧のリップル率も低くでき、高性能な溶接装置が実現
できる。さらに、インバータ周波数によってスイッチング部全体の発熱量を安定化させる
ことができるため、必要最小限の熱対策が可能となる。
【００５０】
　また、図２に示すように、出力オン区間が所定値に低下するまではインバータ周波数の
変更を行わないことで、若干の検出誤差などではインバータ周波数を変更せず、安定した
制御ができる。さらに、インバータ周波数を段階的に高くすることで、所定のインバータ
周波数に対応した制御系を実現できる。
【００５１】
　また、図４に示すように、インバータ周波数を連続的に変化させることで、最適なイン
バータ周波数を常に実現できる。
【００５２】
　なお、本実施の形態では、インバータの制御方式はＰＷＭ方式を用いて説明した。しか
し、フェーズシフト方式等、インバータ周波数を基準に出力制御を行う他の方式でも構わ
ない。
【００５３】
　なお、本実施の形態の説明では、溶接装置１として消耗電極式のアーク溶接装置につい
て説明した。しかし、インバータ制御を用いた溶接装置１であればＴＩＧ（Ｔｕｎｇｓｔ
ｅｎ　Ｉｎｅｒｔ　Ｇａｓ）溶接装置等、他の溶接装置でも構わない。
【００５４】
　なお、本実施の形態では、出力検出部として電流検出部だけを用いた電流フィードバッ
ク制御について説明した。しかし、出力検出部として電圧検出部を用い、設定部８からの
設定電圧と電圧検出部で検出した溶接電圧とによる電圧フィードバック制御を行っても構
わない。
【００５５】
　（実施の形態２）
　本実施の形態について、図５と図６を用いて説明する。
【００５６】
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　図５は、本実施の形態の溶接装置１の概略構成を示す図である。図６は、本実施の形態
の短絡アーク溶接の溶接出力の波形と信号のタイミングを示す図である。
【００５７】
　本実施の形態において、実施の形態１と同様の箇所については、同一の符号を付して詳
細な説明を省略する。実施の形態１と異なる主な点は、電圧検出部４を設けている点と、
制御部５の構成および動作である。
【００５８】
　図５において、溶接装置１は、溶接装置１の溶接電圧を検出する電圧検出部４を有する
。本実施の形態では、電流検出部３と電圧検出部４をまとめて出力検出部とする。溶接装
置１の制御部５は、出力比較部９と算出部１０とを有する。出力比較部９は、ＣＰＵ等で
構成される、第１の比較部１１（電流比較部）と第２の比較部１２（電圧比較部）とを有
する。算出部１０は、ＣＰＵ等で構成される、第１の算出部１３と第２の算出部１４と第
３の算出部１５と溶接状態判定部１６と切替部１７とを有する。
【００５９】
　以上のように構成された溶接装置１の例として、短絡とアークとを繰り返して溶接を行
う消耗電極式のアーク溶接装置の動作を説明する。
【００６０】
　ＣＴ等で構成される電流検出部３は、溶接電流を検出して出力する。電極２４と母材２
２の間に並列に接続された電圧検出部４は、溶接電圧を検出して出力する。制御部５には
、電流検出部３からの溶接電流と、電圧検出部４からの溶接電圧と、設定部８からの設定
電圧および設定電流が入力される。そして、制御部５は、後述する処理により適切な出力
オン区間を出力する。
【００６１】
　制御部５の第１の比較部１１には、設定部８からの設定電流および電流検出部３からの
溶接電流が入力される。第１の比較部１１は、設定電流と溶接電流との電流差を算出し、
第１の算出部１３に出力する。これにより、電流フィードバック制御を行うことができる
。算出部１０の第１の算出部１３は、第１の比較部１１からの電流差に基づいて、第１の
出力オン区間を算出し、切替部１７に出力する。
【００６２】
　制御部５の第２の比較部１２には、設定部８からの設定電圧および電圧検出部４からの
溶接電圧が入力される。第２の比較部１２は、設定電圧と溶接電圧との電圧差を算出し、
第２の算出部１４に出力する。これにより、電圧フィードバック制御を行うことができる
。算出部１０の第２の算出部１４は、第２の比較部１２からの電圧差に基づいて、第２の
オン区間を算出し、切替部１７に出力する。
【００６３】
　算出部１０の第３の算出部１５には、設定部８からの設定出力（例えば、設定電流およ
び設定電圧、溶接状態を判定するための閾値）が入力される。設定出力は固定値であり、
第３の算出部１５は、設定出力に基づいて、第３の出力オン区間を算出し、切替部１７に
出力する。
【００６４】
　算出部１０の溶接状態判定部１６には、電流検出部３からの溶接電流と、電圧検出部４
からの溶接電圧と、設定部８から設定出力（例えば、設定電流および設定電圧、溶接状態
を判定するための閾値）が入力される。溶接状態判定部１６は、電極２４による母材２２
の溶接が、短絡状態、アーク状態、短絡開放の予兆現象であるくびれが発生した状態、過
電流状態のうちのいずれの状態であるのかを判定し、切替部１７に出力する。
【００６５】
　切替部１７は、溶接状態判定部１６の判定に基づいて、第１の出力オン区間、第２の出
力オン区間、第３の出力オン区間のいずれかに切り替えて、出力オン区間として制御部５
の外部へ出力する。
【００６６】
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　さらに具体的には、溶接状態判定部１６による判定が、短絡状態である場合には、切替
部１７は、第１の出力オン区間を出力オン区間として出力する。すなわち、電流フィード
バック制御が行われる。溶接状態判定部１６による判定が、アーク状態である場合には、
切替部１７は、第２の出力オン区間を出力オン区間として出力する。すなわち、電圧フィ
ードバック制御が行われる。溶接状態判定部１６による判定が、くびれが発生した状態で
ある場合、および、過電流状態である場合は、切替部１７は、第３の出力オン区間を出力
オン区間として出力する。すなわち、フィードバック制御は行われない。
【００６７】
　なお、溶接電圧が、設定部８が設定する基準値（例えば５．０Ｖ）よりも下回っている
場合は、溶接状態が短絡状態であると判定される。溶接電圧が、設定部８が設定する基準
値（例えば５．０Ｖ）よりも上回っている場合は、溶接状態がアーク状態であると判定さ
れる。短絡状態であり、かつ、溶接電圧の微分値が、設定部８が設定する基準値（例えば
１．０Ｖ／ｍｓｅｃ）よりも上回っている場合は、溶接状態がくびれが発生した状態であ
ると判定される。溶接電流が、設定部８が設定する基準値（例えば６００Ａ）よりも上回
っている場合は、溶接状態が過電流状態であると判定される。
【００６８】
　第１の出力オン区間～第３の出力オン区間のいずれかが出力オン区間として制御部５か
ら周波数制御部６および駆動部７に出力されると、実施の形態１と同様のインバータ制御
が行われる。
【００６９】
　次に、図６を用いて、溶接出力の波形と切替部１７の切り替えタイミングについて説明
する。具体的には、図６の一番上は、電流検出部３による溶接電流の波形であり、上から
２番目は電圧検出部４による溶接電圧の波形である。図６の上から３～５番目は順に、溶
接状態判定部１６による、短絡／アーク判定の信号とくびれ判定の信号と過電流判定の信
号である。図６の上から６～８番目は順に、切替部１７によって切り替えられる信号であ
り、第１の信号Ｓ１と第２の信号Ｓ２と第３の信号Ｓ３とのそれぞれの切替信号である。
第１の信号Ｓ１は、切替部１７が第１の出力オン区間に切り替えることを示す信号であり
、第２の信号Ｓ２は、切替部１７が第２の出力オン区間に切り替えることを示す信号であ
り、第３の信号Ｓ３は、切替部１７が第３の出力オン区間に切り替えることを示す信号で
ある。
【００７０】
　図６において、時点Ｅ１、Ｅ３、Ｅ６は、短絡が発生した時点である。時点Ｅ２、Ｅ５
は、アークが発生した時点である。時点Ｅ４は、くびれが発生した時点である。時点Ｅ７
は、過電流状態であると判定した時点である。
【００７１】
　図６には、過電流判定値ＩＯＣ（例えば６００Ａ）と、短絡／アーク判定値ＶＡＳ（例
えば５．０Ｖ）とが示されている。
【００７２】
　なお、短絡／アーク判定の信号について、信号がハイレベル（上側）の場合にはアーク
状態であることを示し、信号がローレベル（下側）の場合には短絡状態であることを示す
。くびれ判定の信号について、信号がハイレベルの場合にはくびれ状態であり、信号がロ
ーレベルの場合にはくびれ状態ではないことを示す。過電流判定の信号について、信号が
ハイレベルの場合には過電流状態であり、信号がローレベルの場合には過電流状態ではな
いことを示す。第１の信号Ｓ１と第２の信号Ｓ２と第３の信号Ｓ３とについて、信号がハ
イレベルの場合には切り替えられている（選択されている）ことを示し、信号がローレベ
ルの場合には切り替えられていない（選択されていない）ことを示す。第１の信号Ｓ１～
第３の信号Ｓ３は、溶接状態判定部１６から切替部１７に送られ、切替部１７は、これら
の信号に基づいて、第１の出力オン区間～第３の出力オン区間のいずれかを切り替え（選
択し）、出力する。
【００７３】
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　図６において、短絡が発生した時点Ｅ１では、溶接電圧が短絡／アーク判定値ＶＡＳを
下回り、短絡／アーク判定は短絡状態（ローレベルで示す）となる。このとき、第１の信
号Ｓ１がハイレベルとなり、電流フィードバック制御が行われる。設定部８は、所定の傾
き（例えば、２００Ａ／ｍｓｅｃ）の設定電流を出力し、適切な短絡溶接制御を行う。
【００７４】
　図６において、アークが発生した時点Ｅ２では、溶接電圧が短絡／アーク判定値ＶＡＳ
を上回り、短絡／アーク判定はアーク状態（ハイレベルで示す）となる。このとき、第２
の信号Ｓ２がハイレベルとなり、電圧フィードバック制御が行われる。設定部８は、所定
の設定電圧（例えば、３０．０Ｖ）を出力し、適切なアーク溶接制御を行う。
【００７５】
　図６において、短絡が発生した時点Ｅ３では、時点Ｅ１と同様の電流フィードバック制
御が行われる。
【００７６】
　図６において、くびれが発生した時点Ｅ４では、くびれ判定がくびれ状態（がハイレベ
ル）となる。溶接電圧の微分値が、基準値（例えば１．０Ｖ／ｍｓｅｃ）を上回っていれ
ば、くびれ判定はくびれ状態であると判定する。このとき、第３の信号Ｓ３がハイレベル
となり、固定出力制御が行われる。設定部８は、所定の固定値（例えば、最大出力の５％
）を出力し、短絡中に、溶接電流を低減する適切なくびれ制御を行う。くびれ制御とは、
短絡が開放される時に発生するスパッタの発生を抑えるために溶接電流を低下させる制御
である。
【００７７】
　図６において、アークが発生した時点Ｅ５では、時点Ｅ２と同様の電圧フィードバック
制御が行われる。
【００７８】
　図６において、短絡が発生した時点Ｅ６では、時点Ｅ１と同様の電流フィードバック制
御が行われる。
【００７９】
　図６において、過電流状態が発生した時点Ｅ７では、過電流判定が過電流状態（ハイレ
ベル）となる。過電流判定は、溶接電流が過電流判定値ＩＯＣ（例えば、６００Ａ）を上
回っていれば、過電流判定は、過電流状態となる。このとき、第３の信号Ｓ３がハイレベ
ルとなり、固定出力制御が行われる。設定部８は、所定の固定値（例えば、最大出力の５
％）を出力し、溶接装置１を保護するための、適切な過電流制御を行う。過電流制御とは
、溶接電流が高すぎるため、溶接電流を低下させる制御である。
【００８０】
　以上のように、本実施の形態においては、溶接状態に応じて出力オン区間を切り替え、
電流フィードバック制御、電圧フィードバック制御、固定出力制御のうちの最適な制御方
法が行われる。そして、制御方法が不連続に切り替わっても、出力オン区間に基づいてイ
ンバータ周波数を決定するため、インバータ周波数の切替上の問題は発生しない。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　以上のように、本開示は、出力オン区間に併せてインバータ周波数を変更できるため、
高品質な溶接が実現でき、インバータ制御を用いる溶接装置として産業上有用である。
【符号の説明】
【００８２】
　１，１０１　溶接装置
　２，１０２　スイッチング部
　３，１０３　電流検出部
　４　電圧検出部
　５，１０５　制御部
　６　周波数制御部
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　７，１０７　駆動部
　８，１０８　設定部
　９，１０９　出力比較部
　１０，１１０　算出部
　１１　第１の比較部
　１２　第２の比較部
　１３　第１の算出部
　１４　第２の算出部
　１５　第３の算出部
　１６　溶接状態判定部
　１７　切替部
　１８，１１８　１次整流部
　１９，１１９　平滑コンデンサ
　２０，１２０　変圧器
　２１，１２１　２次整流部
　２２，１２２　母材
　２３，１２３　トーチ
　２４，１２４　電極
　２５，１２５　アーク
　２６，１２６　外部機器
　１２７　三角波発生部
　ＴＲ１　第１のスイッチング素子
　ＴＲ２　第２のスイッチング素子
　ＴＲ３　第３のスイッチング素子
　ＴＲ４　第４のスイッチング素子
　Ｄ１　第１の所定値
　Ｄ２　第２の所定値
　ＤＭＡＸ　最大出力オン区間
　Ｆ１　第１のインバータ周波数
　Ｆ２　第２のインバータ周波数
　ＦＭＡＸ　最大インバータ周波数
　Ｔ１　第１の周期
　Ｔ２　第２の周期
　ＴＭＩＮ　最小周期
　ＥＤ１　時点（出力オン区間が第１の所定値Ｄ１に到達）
　ＥＤ２　時点（出力オン区間が第２の所定値Ｄ２に到達）
　Ｅ１　時点（短絡が発生）
　Ｅ２　時点（アークが発生）
　Ｅ３　時点（短絡が発生）
　Ｅ４　時点（くびれが発生した状態であると判定）
　Ｅ５　時点（アークが発生）
　Ｅ６　時点（短絡が発生）
　Ｅ７　時点（過電流状態であると判定）
　ＩＯＣ　過電流判定値
　ＶＡＳ　短絡／アーク判定値
　Ｓ１　第１の信号
　Ｓ２　第２の信号
　Ｓ３　第３の信号
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(15) JP WO2015/011882 A1 2015.1.29
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【図７】



(16) JP WO2015/011882 A1 2015.1.29

【手続補正書】
【提出日】平成27年7月29日(2015.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、インバータ制御を用いてアーク溶接を行う溶接装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インバータ制御を用いる溶接装置では、デジタル制御の適用やインバータ周波数
の高速化に伴い、多様な波形をもった溶接出力が実現されている。
【０００３】
　インバータ制御を用いてアーク溶接を行う溶接装置は、フルブリッジ構成やハーフブリ
ッジ構成のインバータ回路を有する。そして、ブリッジを構成するスイッチング素子とし
ては、ＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏ
ｒ）やＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌ
ｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）等のパワー半導体が用いられる。パワー半導
体は、通常、数ｋＨｚから４００ｋＨｚ程度のインバータ周波数により駆動され、インバ
ータ回路に接続された変圧器の一次電流導通幅を制御することにより溶接出力が得られる
。
【０００４】
　インバータ制御の方式としては、ＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉ
ｏｎ）方式等が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　従来のインバータ制御による溶接装置について、図７を用いて説明する。図７において
、溶接装置１０１は、１次整流部１１８と、平滑コンデンサ１１９と、スイッチング部１
０２と、変圧器１２０と、２次整流部１２１と、電流検出部１０３と、設定部１０８と、
制御部１０５と、駆動部１０７と、三角波発生部１２７とを有する。スイッチング部１０
２は、第１のスイッチング素子ＴＲ１と、第２のスイッチング素子ＴＲ２と、第３のスイ
ッチング素子ＴＲ３と、第４のスイッチング素子ＴＲ４とを有する。制御部１０５は、出
力比較部１０９と、算出部１１０とを有する。
【０００６】
　溶接装置１０１は、配電盤等の外部機器１２６に接続され、電力が供給される。また、
溶接装置１０１には、母材１２２とトーチ１２３が接続され、溶接出力を出力している。
トーチ１２３は、電極１２４を有する。電極１２４と母材１２２とに溶接装置１０１の溶
接出力を供給し、電極１２４と母材１２２との間にアーク１２５を発生させ、母材１２２
の溶接が行われる。なお、溶接出力とは、溶接装置から出力される溶接電流および溶接電
圧の総称である。
【０００７】
　以上のように構成された溶接装置１０１の動作を、消耗電極式のアーク溶接装置を例に
して説明する。
【０００８】
　図７において、外部機器１２６から溶接装置１０１に給電される交流電圧は、１次整流
部１１８で整流され、平滑コンデンサ１１９により直流電圧に変換される。平滑コンデン
サ１１９から出力される直流電圧は、スイッチング部１０２のインバータ駆動により、溶
接に適した高周波交流電圧に変換される。スイッチング部１０２で変換された高周波交流
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電圧は、変圧器１２０に供給されて変圧される。なお、スイッチング部１０２は、ＩＧＢ
Ｔである第１のスイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチング素子ＴＲ４で構成される
。第１のスイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチング素子ＴＲ４は、駆動部１０７か
らの指令に基づいてＰＷＭ方式でスイッチのオン／オフが制御され、スイッチング部１０
２がインバータ動作を行う。変圧器１２０が出力する高周波交流電圧は、ダイオード等で
構成される２次整流部１２１にて整流される。
【０００９】
　溶接装置１０１の出力の一方は、トーチ１２３の内部に設けられた給電チップ（図示せ
ず）を介して、消耗電極ワイヤである電極１２４に供給される。消耗電極ワイヤは、送給
モータ（図示せず）によってトーチ１２３に送給される。溶接装置１０１の出力の他方は
、母材１２２に供給される。そして、電極１２４の先端と母材１２２との間に電圧を印加
してアーク１２５を発生させ、母材１２２の溶接を行う。
【００１０】
　ＣＴ（Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ）等で構成される電流検出部１０３は
、溶接電流を検出して出力する。設定部１０８は、設定出力に応じた適切な設定電流等を
出力する。制御部１０５には、設定部１０８から出力された設定電流、および、電流検出
部１０３から出力された溶接電流が入力される。制御部１０５の出力比較部１０９は、設
定電流と溶接電流との電流差を算出して出力し、制御部１０５の算出部１１０は、電流差
に基づいてスイッチング部１０２の出力オン区間を算出し、出力する。このように、制御
部１０５は、溶接電流をフィードバック制御することで、適切な出力オン区間を駆動部１
０７に出力する。
【００１１】
　駆動部１０７には、三角波発生部１２７が発生する基準三角波で決まる周期と、制御部
１０５の算出部１１０が出力する出力オン区間とに基づいて、スイッチング部１０２をパ
ルス制御する。駆動部１０７がスイッチング部１０２を制御するパルスは、１パルスおき
に２系統に分離される。具体的には、駆動部１０７からは、第１の駆動信号および第２の
駆動信号の２系統のパルスがスイッチング部１０２に出力される。三角波発生部１２７は
基準三角波を生成し、基準三角波はインバータ周波数を決定する波形である。駆動部１０
７は、インバータ周波数の逆数である周期で、パルス幅が制御された２系統の駆動信号を
交互に出力する。第１の駆動信号は、第１のスイッチング素子ＴＲ１と第４のスイッチン
グ素子ＴＲ４とを同期させてオン／オフを制御する。第２の駆動信号は、第２のスイッチ
ング素子ＴＲ２と第３のスイッチング素子ＴＲ３とを同期させてオン／オフを制御する。
【００１２】
　上記した従来のインバータ制御では、インバータ周波数が低いと、溶接電圧のリップル
率が増大し、アーク切れが発生する等、溶接性能が低下する。なお、溶接電圧のリップル
率を下げるためには、溶接装置１０１の出力側に配置するＤＣＬ（直流リアクトル、図示
せず）のインダクタンス（Ｌ値）を大きくする方法がある。しかし、ＤＣＬのＬ値を大き
くすると、急峻な変動を伴う多様な溶接出力波形を実現することができない。
【００１３】
　よって、インバータ周波数は高くし、溶接電圧のリップル率を低く、ＤＣＬのＬ値を小
さくすることが望ましい。しかし、インバータ周波数を高くすると、スイッチング素子の
スイッチングロスが増大してスイッチング部１０２が高温となるため、熱対策が必要であ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開昭６１－２９５８７７号公報
【発明の概要】
【００１５】
　上記のような従来の溶接装置１０１では、インバータ周波数は三角波発生部１２７から
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出力される基準三角波によって固定されている。また、出力オン区間が大きくなると、ス
イッチング部１０２で発生するジュール熱が大きくなる。ジュール熱の最大値を考慮して
スイッチングロスによる発熱を抑える必要があり、固定するインバータ周波数は、一定の
高さに制限されていた。
【００１６】
　本開示は、出力オン区間に併せて、インバータ周波数を変更できる、高性能な溶接装置
を提供する。
【００１７】
　上記課題を解決するために、本開示の溶接装置は、スイッチング部と、設定部と、出力
検出部と、制御部と、周波数制御部と、駆動部とを有する。スイッチング部は、スイッチ
ング素子を有する。設定部は、設定出力を設定する。出力検出部は、溶接出力を検出する
。制御部は、設定出力および溶接出力に基づいて、スイッチング部の出力オン区間を算出
する。周波数制御部は、出力オン区間に基づいてインバータ周波数を決定する。駆動部は
、インバータ周波数と出力オン区間に基づいてスイッチング素子のオン／オフ動作を制御
する。出力オン区間が第１の割合では、インバータ周波数が第１の周波数であり、出力オ
ン区間が第１の割合より小さい第２の割合では、インバータ周波数が第１の周波数より高
い第２の周波数である。
【００１８】
　以上のように、本開示の溶接装置は、出力オン区間に併せて、インバータ周波数を変更
できるため、高品質な溶接が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、実施の形態１における溶接装置の概略構成を示す図である。
【図２】図２は、実施の形態１における、インバータ周波数が出力オン区間に対して段階
的に変化することを示すグラフである。
【図３】図３は、実施の形態１における、出力オン区間とスイッチング素子の駆動タイミ
ングとの時間変化を示す図である。
【図４】図４は、実施の形態１における、インバータ周波数が出力オン区間に対して連続
的に変化することを示すグラフである。
【図５】図５は、実施の形態２における溶接装置の概略構成を示す図である。
【図６】図６は、実施の形態２における、短絡アーク溶接の溶接出力の波形と信号のタイ
ミングを示す図である。
【図７】図７は、従来の溶接装置の概略構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　（実施の形態１）
　本実施の形態について、図１から図４を用いて説明する。
【００２１】
　図１は、本実施の形態の溶接装置１の概略構成を示す図である。図２は、本実施の形態
において、インバータ周波数が出力オン区間に対して段階的に変化することを示すグラフ
である。図３は、本実施の形態における出力オン区間とスイッチング素子の駆動タイミン
グとの時間変化を示す図である。図４は、本実施の形態において、インバータ周波数が出
力オン区間に対して連続的に変化することを示すグラフである。
【００２２】
　図１に示すように、溶接装置１は、１次整流部１８と、平滑コンデンサ１９と、スイッ
チング部２と、変圧器２０と、２次整流部２１と、電流検出部３と、設定部８と、制御部
５と、周波数制御部６と、駆動部７とを有する。スイッチング部２は、第１のスイッチン
グ素子ＴＲ１と、第２のスイッチング素子ＴＲ２と、第３のスイッチング素子ＴＲ３と、
第４のスイッチング素子ＴＲ４とを有する。制御部５は、出力比較部９と、算出部１０と
を有する。
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【００２３】
　溶接装置１には、入力として、商用電力（交流２００Ｖ）を供給する配電盤等の外部機
器２６が接続されている。また、溶接装置１には、出力として、母材２２およびトーチ２
３が接続されている。トーチ２３は、電極２４を有する。電極２４と母材２２との間に溶
接装置１の溶接出力を供給し、電極２４と母材２２との間にアーク２５を発生させ、母材
２２の溶接を行う。なお、溶接出力とは、溶接装置から出力される溶接電流および溶接電
圧の総称である。
【００２４】
　以上のように構成された溶接装置１の動作を、短絡とアークとを繰り返す消耗電極式の
アーク溶接装置を例にして説明する。
【００２５】
　図１において、外部機器２６から溶接装置１に給電される交流電圧は、１次整流部１８
で整流され、平滑コンデンサ１９により直流電圧に変換される。１次整流部１８はダイオ
ード等で構成され、平滑コンデンサ１９は電解コンデンサなどで構成される。
【００２６】
　平滑コンデンサ１９から出力される直流電圧は、スイッチング部２のインバータ駆動に
より溶接に適した高周波交流電圧に変換される。スイッチング部２で変換された高周波交
流電圧は、変圧器２０に供給されて変圧される。なお、スイッチング部２は、ＩＧＢＴで
構成される第１のスイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチング素子ＴＲ４で構成され
る。第１のスイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチング素子ＴＲ４は、駆動部７から
の指令に基づいてＰＷＭ方式でスイッチのオン／オフが制御され、インバータ動作を行う
。スイッチング素子には、ＩＧＢＴ以外にも、ＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ　
Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）等の
パワー半導体を用いることができる。変圧器２０が出力する高周波交流電圧は、２次整流
部２１で整流され、母材２２およびトーチ２３に出力される。
【００２７】
　溶接装置１の出力の一方は、トーチ２３の内部に設けられた給電チップ（図示せず）を
介して送給モータ（図示せず）により送給される消耗電極ワイヤである電極２４にプラス
出力として供給される。溶接装置１の出力の他方は、母材２２にマイナス出力として給電
される。そして、電極２４の先端と母材２２との間に直流電圧を印加してアーク２５を発
生させ、母材２２を溶接する。本実施の形態では、トーチ２３に接続された出力側に、電
流検出部３を直列に接続して溶接電流を検出する、電流フィードバック制御について説明
する。なお、母材２２に接続された出力側に電流検出部を直列に接続しても良い。また、
母材２２に接続された出力とトーチ２３に接続された出力との間に電圧検出部を並列に接
続して溶接電圧を検出する、電圧フィードバック制御を行うこともできる。電流検出部や
電圧検出部をまとめて検出部とする。
【００２８】
　ＣＴ（Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ）等で構成される、出力検出部である
電流検出部３は、溶接電流を検出する。設定部８は、ユーザーによって、溶接設定が入力
され、溶接設定に応じて設定電流を出力する。設定部８は、溶接設定に応じて、設定電圧
や消耗電極ワイヤの送給速度なども併せて出力する。制御部５には、設定部８からの設定
電流および電流検出部３からの溶接電流が入力される。制御部５の出力比較部９は、設定
電流と溶接電流との電流差を算出し、算出部１０に出力する。制御部５の算出部１０は、
出力比較部９から出力された電流差に基づいて、スイッチング部２の出力オン区間を算出
する。これにより、電流フィードバック制御を行うことができる。なお、算出部１０は、
設定電流と溶接電流との電流差と、出力オン区間とを対応付けた表や数式等を有しており
、出力オン区間を求める。出力オン区間は、電流差のみによって決めても良いが、さらに
電流差の変化率などを考慮して決めることも可能である。すなわち、１つの電流差に１つ
の出力オン区間が対応する１対１対応でも良いし、１つの電流差にさらに電流変化率も考
慮した出力オン区間を対応させても構わない。
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【００２９】
　また、出力オン区間とは、１周期において出力がオンとなっている時間の割合である。
出力オン区間とは、インバータ制御のデューティ比である。出力オン区間が１００％とは
、１周期の間はずっと出力がオンとなっている状態で、最大の電流を出力することができ
る。出力オン区間が４０％とは、１周期のうちの４０％の時間だけ出力がオンとなってい
る状態（６０％の時間は出力がオフとなっている状態）であり、出力される電流は最大の
電流の４０％となる。
【００３０】
　電流フィードバック制御の動作としては、出力比較部９が、溶接電流と設定電流との偏
差としての差分を算出する。次に、算出部１０は偏差増幅のために比例ゲインを偏差に乗
算する比例制御により、出力オン区間を算出する。
【００３１】
　なお、算出部１０は、比例制御に、偏差の積分を用いる積分制御と偏差の微分を用いる
微分制御とを組み合わせたＰＩＤ制御を用いて出力オン区間を算出してもよい。
【００３２】
　ＣＰＵ等で構成される周波数制御部６は、制御部５が算出した出力オン区間に基づいて
、出力オン区間に応じてインバータ周波数が変化するようにインバータ周波数を決定する
。言い換えると、出力オン区間が第１の割合では、インバータ周波数が第１の周波数であ
るとして、出力オン区間が第１の割合より小さい第２の割合では、インバータ周波数が第
１の周波数より高い第２の周波数となる。なお、周波数制御部６は、出力オン区間とイン
バータ周波数とを対応付けた表や数式等を有し、入力された出力オン区間に基づいてイン
バータ周波数を決定する。１つの出力オン区間に対して１つのインバータ周波数が決まる
１対１対応となっている。
【００３３】
　駆動部７は、周波数制御部６が決定したインバータ周波数と、制御部５が決定した出力
オン区間に基づいて、スイッチング部２を構成する第１のスイッチング素子ＴＲ１から第
４のスイッチング素子ＴＲ４のオン／オフ動作を制御する。具体的には、インバータ周波
数から求められる周期と、出力オン区間から求められる周期内のオン出力の時間に基づい
てオン／オフ動作を制御する。
【００３４】
　次に、図２から図４を用いて、溶接装置１の動作について説明する。
【００３５】
　図２では、出力オン区間として、第１の所定値Ｄ１（例えば、６０％）と、第２の所定
値Ｄ２（例えば、４０％）と、最大出力オン区間ＤＭＡＸ（１００％）とを用いて説明す
る。また、出力オン区間が第１の所定値Ｄ１以上で最大出力オン区間ＤＭＡＸ以下（例え
ば、６０％以上１００％以下）の時に、インバータ周波数は第１のインバータ周波数Ｆ１
（例えば、２０ｋＨｚ）とする。出力オン区間が第２の所定値Ｄ２以上で第１の所定値Ｄ
１未満（例えば、４０％以上６０％未満）の時に、インバータ周波数は第２のインバータ
周波数Ｆ２（例えば、４０ｋＨｚ）とする。出力オン区間が０％以上で第２の所定値未満
（例えば、０％以上４０％未満）の時に、インバータ周波数は最大インバータ周波数ＦＭ
ＡＸ（例えば、１００ｋＨｚ）とする。なお、第１のインバータ周波数Ｆ１では第１の周
期Ｔ１（例えば、５０μ秒）、第２のインバータ周波数Ｆ２では第２の周期Ｔ２（例えば
、２５μ秒）、最大インバータ周波数ＦＭＡＸでは最小周期ＴＭＩＮ（例えば、１０μ秒
）となっている。図２では、出力オン区間によって、インバータ周波数が段階的に変化す
るように制御することを示している。
【００３６】
　また、図３において、時点ＥＤ１は、出力オン区間が第１の所定値Ｄ１に達した時点で
あり、時点ＥＤ２は、出力オン区間が第２の所定値Ｄ２に達した時点を示す。
【００３７】
　図２を用いて、出力オン区間が小さくなると、インバータ周波数が段階的に大きくなる
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制御について説明する。
【００３８】
　図２において、制御部５が算出する出力オン区間が、第１の所定値Ｄ１以上で最大出力
オン区間ＤＭＡＸ以下である場合は、周波数制御部６が決定するインバータ周波数は、第
１のインバータ周波数Ｆ１となる。また、制御部５が算出する出力オン区間が、第２の所
定値Ｄ２以上で第１の所定値Ｄ１未満である場合は、周波数制御部６が決定するインバー
タ周波数は、第２のインバータ周波数Ｆ２となる。また、制御部５が算出する出力オン区
間が、０％以上で第２の所定値Ｄ２未満（例えば、０％以上４０％未満）である場合は、
周波数制御部６が決定するインバータ周波数は、最大インバータ周波数ＦＭＡＸとなる。
【００３９】
　なお、第１のインバータ周波数Ｆ１と、第２のインバータ周波数Ｆ２と、最大インバー
タ周波数ＦＭＡＸとの関係は、第１のインバータ周波数Ｆ１が１０ｋＨｚ、第２のインバ
ータ周波数Ｆ２が２０ｋＨｚ、最大インバータ周波数ＦＭＡＸが４０ｋＨｚのように、２
倍ずつ増える関係でもよい。あるいは、整数倍の関係でもよい。インバータ周波数を整数
倍で変更することで、フィードバック等の制御周波数を固定（例えば、１０ｋＨｚに固定
）でき、有用である。
【００４０】
　図２に示すように、周波数制御部６は、出力オン区間が第１の所定値Ｄ１に低下するま
では、第１のインバータ周波数Ｆ１のままとしてインバータ周波数を変更しない。出力オ
ン区間が第１の所定値Ｄ１より小さくなると、第１のインバータ周波数Ｆ１より高い第２
のインバータ周波数Ｆ２に変更する。出力オン区間が第２の所定値Ｄ２より小さくなると
、第２のインバータ周波数Ｆ２より高い最大インバータ周波数ＦＭＡＸに変更する。
【００４１】
　次に、図１と図３を用いて、出力オン区間が小さくなると、インバータ周波数が段階的
に大きくなる場合の、出力オン区間と第１のスイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチ
ング素子ＴＲ４の駆動タイミングについて説明する。
【００４２】
　図３を用いて、ＰＷＭ方式を用いたインバータ制御について説明する。図３は、スイッ
チング素子がオンする信号をハイレベル、スイッチング素子がオフする信号をローレベル
とするスイッチング素子の駆動波形である。第１のスイッチング素子ＴＲ１と第４のスイ
ッチング素子ＴＲ４とは同期して動作し、第２のスイッチング素子ＴＲ２と第３のスイッ
チング素子ＴＲ３とが同期して動作する。全てのスイッチング素子がオフされている時間
は電流を流さず、第１のスイッチング素子ＴＲ１と第４のスイッチング素子ＴＲ４の組、
または、第２のスイッチング素子ＴＲ２と第３のスイッチング素子ＴＲ３の組がオンされ
ている時に電流が流れる。１周期のうち、スイッチング素子の組のどちらかがオンされて
いる時間の割合が出力オン区間である。
【００４３】
　図３に示すように、制御部５が算出する出力オン区間が低下して第１の所定値Ｄ１に達
する時点ＥＤ１になるまでは、第１のインバータ周波数Ｆ１（第１の周期Ｔ１）で第１の
スイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチング素子ＴＲ４が駆動される。
【００４４】
　出力オン区間が第１の所定値Ｄ１に達する時点ＥＤ１になると、第２のインバータ周波
数Ｆ２（第２の周期Ｔ２）で第１のスイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチング素子
ＴＲ４が駆動される。
【００４５】
　出力オン区間が第２の所定値Ｄ２に達する時点ＥＤ２になると、最大インバータ周波数
ＦＭＡＸ（最小周期ＴＭＩＮ）で第１のスイッチング素子ＴＲ１から第４のスイッチング
素子ＴＲ４が駆動される。
【００４６】
　このように、インバータ制御の周期の開始時点における出力オン区間の値によってイン
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バータ周波数（周期）が決定され、決定された周期でスイッチング素子が動作する。
【００４７】
　なお、周波数制御部６は、図４に示すように、出力オン区間によって、インバータ周波
数が連続的に変化するように制御してもよい。図４では、出力オン区間が最大出力オン区
間ＤＭＡＸ（１００％）の時に、インバータ周波数は第１のインバータ周波数Ｆ１（例え
ば２０ｋＨｚ）であり、出力オン区間が０％の時にインバータ周波数は最大インバータ周
波数ＦＭＡＸであることを示している。
【００４８】
　さらに、出力オン区間によるインバータ周波数の制御は、段階的な変化と連続的な変化
を組み合わせてもよい。
【００４９】
　以上のように、本実施の形態においては、出力オン区間が小さくなると、インバータ周
波数を高く設定する。すなわち、出力オン区間が小さいためにジュール熱の発生が小さい
時は、スイッチングロスによる熱の発生に余裕があるため、インバータ周波数を高くする
ことができる。これにより、溶接電圧のリップル率も低くでき、高性能な溶接装置が実現
できる。さらに、インバータ周波数によってスイッチング部全体の発熱量を安定化させる
ことができるため、必要最小限の熱対策が可能となる。
【００５０】
　また、図２に示すように、出力オン区間が所定値に低下するまではインバータ周波数の
変更を行わないことで、若干の検出誤差などではインバータ周波数を変更せず、安定した
制御ができる。さらに、インバータ周波数を段階的に高くすることで、所定のインバータ
周波数に対応した制御系を実現できる。
【００５１】
　また、図４に示すように、インバータ周波数を連続的に変化させることで、最適なイン
バータ周波数を常に実現できる。
【００５２】
　なお、本実施の形態では、インバータの制御方式はＰＷＭ方式を用いて説明した。しか
し、フェーズシフト方式等、インバータ周波数を基準に出力制御を行う他の方式でも構わ
ない。
【００５３】
　なお、本実施の形態の説明では、溶接装置１として消耗電極式のアーク溶接装置につい
て説明した。しかし、インバータ制御を用いた溶接装置１であればＴＩＧ（Ｔｕｎｇｓｔ
ｅｎ　Ｉｎｅｒｔ　Ｇａｓ）溶接装置等、他の溶接装置でも構わない。
【００５４】
　なお、本実施の形態では、出力検出部として電流検出部だけを用いた電流フィードバッ
ク制御について説明した。しかし、出力検出部として電圧検出部を用い、設定部８からの
設定電圧と電圧検出部で検出した溶接電圧とによる電圧フィードバック制御を行っても構
わない。
【００５５】
　（実施の形態２）
　本実施の形態について、図５と図６を用いて説明する。
【００５６】
　図５は、本実施の形態の溶接装置１の概略構成を示す図である。図６は、本実施の形態
の短絡アーク溶接の溶接出力の波形と信号のタイミングを示す図である。
【００５７】
　本実施の形態において、実施の形態１と同様の箇所については、同一の符号を付して詳
細な説明を省略する。実施の形態１と異なる主な点は、電圧検出部４を設けている点と、
制御部５の構成および動作である。
【００５８】
　図５において、溶接装置１は、溶接装置１の溶接電圧を検出する電圧検出部４を有する
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。本実施の形態では、電流検出部３と電圧検出部４をまとめて出力検出部とする。溶接装
置１の制御部５は、出力比較部９と算出部１０とを有する。出力比較部９は、ＣＰＵ等で
構成される、第１の比較部１１（電流比較部）と第２の比較部１２（電圧比較部）とを有
する。算出部１０は、ＣＰＵ等で構成される、第１の算出部１３と第２の算出部１４と第
３の算出部１５と溶接状態判定部１６と切替部１７とを有する。
【００５９】
　以上のように構成された溶接装置１の例として、短絡とアークとを繰り返して溶接を行
う消耗電極式のアーク溶接装置の動作を説明する。
【００６０】
　ＣＴ等で構成される電流検出部３は、溶接電流を検出して出力する。電極２４と母材２
２の間に並列に接続された電圧検出部４は、溶接電圧を検出して出力する。制御部５には
、電流検出部３からの溶接電流と、電圧検出部４からの溶接電圧と、設定部８からの設定
電圧および設定電流が入力される。そして、制御部５は、後述する処理により適切な出力
オン区間を出力する。
【００６１】
　制御部５の第１の比較部１１には、設定部８からの設定電流および電流検出部３からの
溶接電流が入力される。第１の比較部１１は、設定電流と溶接電流との電流差を算出し、
第１の算出部１３に出力する。これにより、電流フィードバック制御を行うことができる
。算出部１０の第１の算出部１３は、第１の比較部１１からの電流差に基づいて、第１の
出力オン区間を算出し、切替部１７に出力する。
【００６２】
　制御部５の第２の比較部１２には、設定部８からの設定電圧および電圧検出部４からの
溶接電圧が入力される。第２の比較部１２は、設定電圧と溶接電圧との電圧差を算出し、
第２の算出部１４に出力する。これにより、電圧フィードバック制御を行うことができる
。算出部１０の第２の算出部１４は、第２の比較部１２からの電圧差に基づいて、第２の
オン区間を算出し、切替部１７に出力する。
【００６３】
　算出部１０の第３の算出部１５には、設定部８からの設定出力（例えば、設定電流およ
び設定電圧、溶接状態を判定するための閾値）が入力される。設定出力は固定値であり、
第３の算出部１５は、設定出力に基づいて、第３の出力オン区間を算出し、切替部１７に
出力する。
【００６４】
　算出部１０の溶接状態判定部１６には、電流検出部３からの溶接電流と、電圧検出部４
からの溶接電圧と、設定部８から設定出力（例えば、設定電流および設定電圧、溶接状態
を判定するための閾値）が入力される。溶接状態判定部１６は、電極２４による母材２２
の溶接が、短絡状態、アーク状態、短絡開放の予兆現象であるくびれが発生した状態、過
電流状態のうちのいずれの状態であるのかを判定し、切替部１７に出力する。
【００６５】
　切替部１７は、溶接状態判定部１６の判定に基づいて、第１の出力オン区間、第２の出
力オン区間、第３の出力オン区間のいずれかに切り替えて、出力オン区間として制御部５
の外部へ出力する。
【００６６】
　さらに具体的には、溶接状態判定部１６による判定が、短絡状態である場合には、切替
部１７は、第１の出力オン区間を出力オン区間として出力する。すなわち、電流フィード
バック制御が行われる。溶接状態判定部１６による判定が、アーク状態である場合には、
切替部１７は、第２の出力オン区間を出力オン区間として出力する。すなわち、電圧フィ
ードバック制御が行われる。溶接状態判定部１６による判定が、くびれが発生した状態で
ある場合、および、過電流状態である場合は、切替部１７は、第３の出力オン区間を出力
オン区間として出力する。すなわち、フィードバック制御は行われない。
【００６７】
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　なお、溶接電圧が、設定部８が設定する基準値（例えば５．０Ｖ）よりも下回っている
場合は、溶接状態が短絡状態であると判定される。溶接電圧が、設定部８が設定する基準
値（例えば５．０Ｖ）よりも上回っている場合は、溶接状態がアーク状態であると判定さ
れる。短絡状態であり、かつ、溶接電圧の微分値が、設定部８が設定する基準値（例えば
１．０Ｖ／ｍｓｅｃ）よりも上回っている場合は、溶接状態がくびれが発生した状態であ
ると判定される。溶接電流が、設定部８が設定する基準値（例えば６００Ａ）よりも上回
っている場合は、溶接状態が過電流状態であると判定される。
【００６８】
　第１の出力オン区間～第３の出力オン区間のいずれかが出力オン区間として制御部５か
ら周波数制御部６および駆動部７に出力されると、実施の形態１と同様のインバータ制御
が行われる。
【００６９】
　次に、図６を用いて、溶接出力の波形と切替部１７の切り替えタイミングについて説明
する。具体的には、図６の一番上は、電流検出部３による溶接電流の波形であり、上から
２番目は電圧検出部４による溶接電圧の波形である。図６の上から３～５番目は順に、溶
接状態判定部１６による、短絡／アーク判定の信号とくびれ判定の信号と過電流判定の信
号である。図６の上から６～８番目は順に、切替部１７によって切り替えられる信号であ
り、第１の信号Ｓ１と第２の信号Ｓ２と第３の信号Ｓ３とのそれぞれの切替信号である。
第１の信号Ｓ１は、切替部１７が第１の出力オン区間に切り替えることを示す信号であり
、第２の信号Ｓ２は、切替部１７が第２の出力オン区間に切り替えることを示す信号であ
り、第３の信号Ｓ３は、切替部１７が第３の出力オン区間に切り替えることを示す信号で
ある。
【００７０】
　図６において、時点Ｅ１、Ｅ３、Ｅ６は、短絡が発生した時点である。時点Ｅ２、Ｅ５
は、アークが発生した時点である。時点Ｅ４は、くびれが発生した時点である。時点Ｅ７
は、過電流状態であると判定した時点である。
【００７１】
　図６には、過電流判定値ＩＯＣ（例えば６００Ａ）と、短絡／アーク判定値ＶＡＳ（例
えば５．０Ｖ）とが示されている。
【００７２】
　なお、短絡／アーク判定の信号について、信号がハイレベル（上側）の場合にはアーク
状態であることを示し、信号がローレベル（下側）の場合には短絡状態であることを示す
。くびれ判定の信号について、信号がハイレベルの場合にはくびれ状態であり、信号がロ
ーレベルの場合にはくびれ状態ではないことを示す。過電流判定の信号について、信号が
ハイレベルの場合には過電流状態であり、信号がローレベルの場合には過電流状態ではな
いことを示す。第１の信号Ｓ１と第２の信号Ｓ２と第３の信号Ｓ３とについて、信号がハ
イレベルの場合には切り替えられている（選択されている）ことを示し、信号がローレベ
ルの場合には切り替えられていない（選択されていない）ことを示す。第１の信号Ｓ１～
第３の信号Ｓ３は、溶接状態判定部１６から切替部１７に送られ、切替部１７は、これら
の信号に基づいて、第１の出力オン区間～第３の出力オン区間のいずれかを切り替え（選
択し）、出力する。
【００７３】
　図６において、短絡が発生した時点Ｅ１では、溶接電圧が短絡／アーク判定値ＶＡＳを
下回り、短絡／アーク判定は短絡状態（ローレベルで示す）となる。このとき、第１の信
号Ｓ１がハイレベルとなり、電流フィードバック制御が行われる。設定部８は、所定の傾
き（例えば、２００Ａ／ｍｓｅｃ）の設定電流を出力し、適切な短絡溶接制御を行う。
【００７４】
　図６において、アークが発生した時点Ｅ２では、溶接電圧が短絡／アーク判定値ＶＡＳ
を上回り、短絡／アーク判定はアーク状態（ハイレベルで示す）となる。このとき、第２
の信号Ｓ２がハイレベルとなり、電圧フィードバック制御が行われる。設定部８は、所定
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の設定電圧（例えば、３０．０Ｖ）を出力し、適切なアーク溶接制御を行う。
【００７５】
　図６において、短絡が発生した時点Ｅ３では、時点Ｅ１と同様の電流フィードバック制
御が行われる。
【００７６】
　図６において、くびれが発生した時点Ｅ４では、くびれ判定がくびれ状態（がハイレベ
ル）となる。溶接電圧の微分値が、基準値（例えば１．０Ｖ／ｍｓｅｃ）を上回っていれ
ば、くびれ判定はくびれ状態であると判定する。このとき、第３の信号Ｓ３がハイレベル
となり、固定出力制御が行われる。設定部８は、所定の固定値（例えば、最大出力の５％
）を出力し、短絡中に、溶接電流を低減する適切なくびれ制御を行う。くびれ制御とは、
短絡が開放される時に発生するスパッタの発生を抑えるために溶接電流を低下させる制御
である。
【００７７】
　図６において、アークが発生した時点Ｅ５では、時点Ｅ２と同様の電圧フィードバック
制御が行われる。
【００７８】
　図６において、短絡が発生した時点Ｅ６では、時点Ｅ１と同様の電流フィードバック制
御が行われる。
【００７９】
　図６において、過電流状態が発生した時点Ｅ７では、過電流判定が過電流状態（ハイレ
ベル）となる。過電流判定は、溶接電流が過電流判定値ＩＯＣ（例えば、６００Ａ）を上
回っていれば、過電流判定は、過電流状態となる。このとき、第３の信号Ｓ３がハイレベ
ルとなり、固定出力制御が行われる。設定部８は、所定の固定値（例えば、最大出力の５
％）を出力し、溶接装置１を保護するための、適切な過電流制御を行う。過電流制御とは
、溶接電流が高すぎるため、溶接電流を低下させる制御である。
【００８０】
　以上のように、本実施の形態においては、溶接状態に応じて出力オン区間を切り替え、
電流フィードバック制御、電圧フィードバック制御、固定出力制御のうちの最適な制御方
法が行われる。そして、制御方法が不連続に切り替わっても、出力オン区間に基づいてイ
ンバータ周波数を決定するため、インバータ周波数の切替上の問題は発生しない。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　以上のように、本開示は、出力オン区間に併せてインバータ周波数を変更できるため、
高品質な溶接が実現でき、インバータ制御を用いる溶接装置として産業上有用である。
【符号の説明】
【００８２】
　１，１０１　　溶接装置
　２，１０２　　スイッチング部
　３，１０３　　電流検出部
　４　　電圧検出部
　５，１０５　　制御部
　６　　周波数制御部
　７，１０７　　駆動部
　８，１０８　　設定部
　９，１０９　　出力比較部
　１０，１１０　　算出部
　１１　　第１の比較部
　１２　　第２の比較部
　１３　　第１の算出部
　１４　　第２の算出部
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　１５　　第３の算出部
　１６　　溶接状態判定部
　１７　　切替部
　１８，１１８　　１次整流部
　１９，１１９　　平滑コンデンサ
　２０，１２０　　変圧器
　２１，１２１　　２次整流部
　２２，１２２　　母材
　２３，１２３　　トーチ
　２４，１２４　　電極
　２５，１２５　　アーク
　２６，１２６　　外部機器
　１２７　　三角波発生部
　ＴＲ１　　第１のスイッチング素子
　ＴＲ２　　第２のスイッチング素子
　ＴＲ３　　第３のスイッチング素子
　ＴＲ４　　第４のスイッチング素子
　Ｄ１　　第１の所定値
　Ｄ２　　第２の所定値
　ＤＭＡＸ　　最大出力オン区間
　Ｆ１　　第１のインバータ周波数
　Ｆ２　　第２のインバータ周波数
　ＦＭＡＸ　　最大インバータ周波数
　Ｔ１　　第１の周期
　Ｔ２　　第２の周期
　ＴＭＩＮ　　最小周期
　ＥＤ１　　時点（出力オン区間が第１の所定値Ｄ１に到達）
　ＥＤ２　　時点（出力オン区間が第２の所定値Ｄ２に到達）
　Ｅ１　　時点（短絡が発生）
　Ｅ２　　時点（アークが発生）
　Ｅ３　　時点（短絡が発生）
　Ｅ４　　時点（くびれが発生した状態であると判定）
　Ｅ５　　時点（アークが発生）
　Ｅ６　　時点（短絡が発生）
　Ｅ７　　時点（過電流状態であると判定）
　ＩＯＣ　　過電流判定値
　ＶＡＳ　　短絡／アーク判定値
　Ｓ１　　第１の信号
　Ｓ２　　第２の信号
　Ｓ３　　第３の信号
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スイッチング素子を有するスイッチング部と、
　設定出力を設定する設定部と、
　溶接出力を検出する出力検出部と、
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　前記設定出力および前記溶接出力に基づいて、前記スイッチング部の出力オン区間を算
出する制御部と、
　前記出力オン区間に基づいてインバータ周波数を決定する周波数制御部と、
　前記インバータ周波数と前記出力オン区間に基づいて前記スイッチング素子のオン／オ
フ動作を制御する駆動部と、を備え、
　前記出力オン区間が第１の割合では、前記インバータ周波数が第１の周波数であり、
　前記出力オン区間が前記第１の割合より小さい第２の割合では、前記インバータ周波数
が前記第１の周波数より高い第２の周波数である溶接装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記設定出力と前記溶接出力との出力差を求める出力比較部と、
　前記出力差に基づいて前記出力オン区間を算出する算出部と、を備えた、請求項１記載
の溶接装置。
【請求項３】
　前記設定出力は設定電流を含み、
　前記溶接出力は溶接電流を含み、
　前記出力検出部は、電流検出部を有し、
　前記出力比較部は、前記設定電流と前記溶接電流との電流差を求め、
　前記算出部は、前記電流差に基づいて前記出力オン区間を算出する、請求項２に記載の
溶接装置。
【請求項４】
　前記設定出力は設定電圧を含み、
　前記溶接出力は溶接電圧を含み、
　前記出力検出部は、電圧検出部を有し、
　前記出力比較部は、前記設定電圧と前記溶接電圧との電圧差を求め、
　前記算出部は、前記電圧差に基づいて前記出力オン区間を算出する、請求項２に記載の
溶接装置。
【請求項５】
　前記設定出力は設定電流および設定電圧を含み、
　前記溶接出力は溶接電流および溶接電圧を含み、
　前記出力検出部は、電流検出部および電圧検出部を有し、
　前記出力比較部は、
　　前記設定電流と前記溶接電流との電流差を求める電流比較部と、
　　前記設定電圧と前記溶接電圧との電圧差を求める電圧比較部とを有し、
　前記算出部は、
　　前記電流差に基づいて第１の出力オン区間を算出する第１の算出部と、
　　前記電圧差に基づいて第２の出力オン区間を算出する第２の算出部と、
　　前記設定出力に基づいて第３の出力オン区間を算出する第３の算出部と、
　　前記設定電流と前記設定電圧と前記溶接電流と前記溶接電圧とに基づいて溶接状態を
判定する状態判定部と、
　　前記溶接状態に基づいて、前記第１の出力オン区間と前記第２の出力オン区間と前記
第３の出力オン区間とを切り替えて前記出力オン区間として出力する切替部と、を有する
、請求項２に記載の溶接装置。
【請求項６】
　前記切替部は、
　　前記溶接状態が短絡状態である場合には、前記第１の出力オン期間を前記出力オン期
間とし、
　　前記溶接状態がアーク状態である場合には、前記第２の出力オン期間を前記出力オン
期間とし、
　　前記溶接状態がくびれ発生状態である場合または過電流状態である場合には、前記第
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３の出力オン期間を前記出力オン期間とする、請求項５に記載の溶接装置。
【請求項７】
　前記インバータ周波数は、前記出力オン区間に対して、段階的に変化する請求項１から
６のいずれかに記載の溶接装置。
【請求項８】
　前記インバータ周波数は、前記出力オン区間に対して、連続的に変化する請求項１から
６のいずれかに記載の溶接装置。
【請求項９】
　前記出力オン区間は、前記スイッチング部がオンされている時間の割合である請求項１
から７のいずれかに記載の溶接装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】



(29) JP WO2015/011882 A1 2015.1.29

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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