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(57)【要約】
【課題】溶接電源に設定する溶接パラメータなどの情報
を複数の溶接装置で簡単に共有することが可能な溶接シ
ステムおよびリモートコントローラを提供する。
【解決手段】溶接システムは、複数の溶接電源装置１０
Ａ～１０Ｄと、リモートコントローラ１２０Ａ～１２０
Ｄとを備える。リモートコントローラ１２０Ａは、作業
者が入力する選択入力指令に応じて複数の溶接電源装置
１０Ａ～１０Ｄのうちから情報伝達の対象とする対象装
置を選択し、選択した対象装置に対して情報を無線送信
する無線通信部１３４Ａを含む。好ましくは、リモート
コントローラ１２０Ａは、複数の溶接電源装置１０Ａ～
１０Ｄに対して情報を一括して送信する。送信する情報
は、電源部１２に設定する溶接条件または緊急停止指令
を含む。このように無線通信を行なうことによって、複
数の溶接装置間で情報を共有することが容易となるとと
もに複数の溶接作業者間での情報の共有も容易となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の溶接電源装置と、
　リモートコントローラとを備え、
　前記リモートコントローラは、
　選択入力指令に応じて前記複数の溶接電源装置のうちから情報伝達の対象とする対象装
置を選択し、選択した前記対象装置に対して情報を無線送信する第１無線通信部を含み、
　前記複数の溶接電源装置の各々は、
　前記第１無線通信部から送信される前記情報を受信する第２無線通信部と、
　前記第２無線通信部で受信された前記情報に基づいて溶接の制御を行なう制御部と、
　前記制御部によって制御され溶接トーチに電力を供給する電源部とを含む、溶接システ
ム。
【請求項２】
　前記リモートコントローラは、前記複数の溶接電源装置に対して前記情報を一括して送
信し、
　前記情報は、前記電源部に設定する溶接条件または緊急停止指令を含む、請求項１に記
載の溶接システム。
【請求項３】
　前記リモートコントローラは、前記複数の溶接電源装置のうちの第１溶接電源装置と第
２溶接電源装置に対して前記情報を一括して送信する場合に、前記第１溶接電源装置に前
記情報を送信し前記第１溶接電源装置の前記第２無線通信部から前記第２溶接電源装置の
前記第２無線通信部に前記情報を転送する第１経路と、前記リモートコントローラの前記
第１無線通信部から前記第２溶接電源装置の前記第２無線通信部に前記情報を送信する第
２経路を使用することが可能に構成され、
　前記リモートコントローラは前記第１経路および前記第２経路の通信可能な経路を使用
する、請求項２に記載の溶接システム。
【請求項４】
　前記リモートコントローラは、
　音または画像を入力するための入力装置と、
　音または画像を出力するための出力装置と、
　前記対象装置を選択するための選択スイッチとを備える、請求項１に記載の溶接システ
ム。
【請求項５】
　前記リモートコントローラは、他のリモートコントローラと交信が可能に構成され、
　前記情報は、前記リモートコントローラおよび前記他のリモートコントローラをそれぞ
れ携帯する複数の作業者間で通信を行なうための音声情報を含み、
　前記選択スイッチは、前記対象装置として前記他のリモートコントローラを指定する前
記選択入力指令を入力することが可能に構成される、請求項４に記載の溶接システム。
【請求項６】
　構内放送の音声を前記リモートコントローラに送信可能な放送装置をさらに備える、請
求項４に記載の溶接システム。
【請求項７】
　前記制御部は、前記溶接トーチに流れる電流または前記溶接トーチに印加される電圧が
異常を示した場合には、前記リモートコントローラに溶接異常が発生したことを示す信号
を送信し、
　前記リモートコントローラは、
　前記溶接異常の発生を報知するための報知部をさらに含む、請求項１に記載の溶接シス
テム。
【請求項８】
　複数の溶接電源装置を制御可能なリモートコントローラであって、
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　前記リモートコントローラは、
　選択入力指令に応じて前記複数の溶接電源装置のうちから情報伝達の対象とする対象装
置を選択し、選択した前記対象装置に対して情報を無線送信する第１無線通信部と、
　音または画像を入力するための入力装置と、
　音または画像を出力するための出力装置と、
　前記対象装置を選択するための選択スイッチとを備える、リモートコントローラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、溶接システムおよびリモートコントローラに関し、特に、無線通信によっ
て電源装置の制御を行なうことができる溶接システムおよびリモートコントローラに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　図７は、従来の溶接装置の概略ブロック図である。図７を参照して、溶接装置５００は
、溶接電源５１０と、ワイヤ送給装置６００と、リモートコントローラ６２０と、溶接ト
ーチ６４０とを含む。
【０００３】
　溶接電源５１０は、外部電源からコネクタ５２０を介して電力の供給を受ける。溶接電
源５１０とワイヤ送給装置６００とは、パワーケーブル５４０および制御ケーブル５４８
によって接続される。溶接対象である母材６５０と溶接電源５１０とは、溶接接地ケーブ
ル５４２によって接続されている。
【０００４】
　炭酸ガスなどのシールドガスが、ガスボンベ５３０からガスホース５４４を介してワイ
ヤ送給装置６００に送られる。ワイヤ送給装置６００は、溶接ワイヤをワイヤリール６１
０から溶接トーチ６４０に送給する。
【０００５】
　ワイヤ送給装置６００と溶接トーチ６４０とを接続しているケーブルは、ケーブル内部
に溶接ワイヤとシールドガスを送給するとともに、パワーケーブル５４０によって溶接電
源５１０から供給された電圧、および電流を溶接トーチ６４０に送っている。
【０００６】
　リモートコントローラ６２０は、溶接電源５１０と制御ケーブル５４６によって接続さ
れている。リモートコントローラ６２０は、溶接電源５１０に溶接電圧Ｖや溶接電流Ｉ等
の溶接パラメータを制御ケーブル５４６によって送信する。溶接電源５１０は、設定され
た溶接電圧Ｖや溶接電流Ｉが溶接トーチ６４０において実現されるように電圧、電流をパ
ワーケーブル５４０に出力する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－３０５３６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　船舶などの大型構造物を溶接する場合には、溶接電源５１０を移動させずにワイヤ送給
装置６００および溶接トーチ６４０を作業者が移動させつつ作業を行なうほうが便利であ
る。しかし、そのような作業を可能にするためには、パワーケーブル５４０，５４２、制
御ケーブル５４６，５４８およびガスホース５４４の長さを長くしなければならない。そ
の長さは場合によっては１００ｍに及ぶこともある。
【０００９】
　そのような長いケーブルを多数引き回すのは、作業者にとって負担となる。パワーケー
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ブルよりも細い制御用ケーブルであっても、長さが長くなると重量も重くなり、運搬する
のも大変である。
【００１０】
　一般に、溶接電源とワイヤ送給装置とは、通常、パワーケーブルと通信ケーブルによっ
て接続されている。通信ケーブルを無くすことができれば溶接装置の設置作業が軽減され
る。特に、このような長い距離を接続するための通信ケーブルの重量は重いので、作業者
の負担が大きいという問題があった。
【００１１】
　通信ケーブルを無くすためには、特開平１０－３０５３６６号公報（特許文献１）で示
すように、無線で通信を行なうことが考えられる。しかし、無線のみとすると遮蔽物や妨
害電波などによって通信が遮断されるおそれがある。たとえば、大型構造物として船舶な
どの船体を溶接する場合、船体内の隔壁によって無線通信が遮断されるといった恐れもあ
る。このような場合には、溶接電源の位置をこまめに動かして、無線による指令装置との
見通しを確保しなければならなくなる。
【００１２】
　また、大型構造物を溶接する場合には、複数の溶接装置を同時に使用することもある。
複数の溶接装置は別々の作業者によって使用される。しかし、同じ構造物を溶接する条件
は複数の溶接装置において同じに揃えることが望ましい。溶接条件は構造物の種類や温度
などによって最適条件が変化する。その場合には、熟練した作業者が条件を決定し、他の
作業者に声かけなどによって条件を連絡していた。
【００１３】
　このように複数台の溶接装置を同時に使用して作業を行なう場合には、複数の溶接装置
およびそれらの作業者間で共有したい情報を簡単に連絡することができれば望ましい。
【００１４】
　この発明の目的は、溶接電源に設定する溶接パラメータなどの情報を複数の溶接装置で
簡単に共有することが可能な溶接システムおよびリモートコントローラを提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　この発明は、要約すると、溶接システムであって、複数の溶接電源装置と、リモートコ
ントローラとを備える。リモートコントローラは、選択入力指令に応じて複数の溶接電源
装置のうちから情報伝達の対象とする対象装置を選択し、選択した対象装置に対して情報
を無線送信する第１無線通信部を含む。複数の溶接電源装置の各々は、第１無線通信部か
ら送信される情報を受信する第２無線通信部と、第２無線通信部で受信された情報に基づ
いて溶接の制御を行なう制御部と、制御部によって制御され溶接トーチに電力を供給する
電源部とを含む。
【００１６】
　好ましくは、リモートコントローラは、複数の溶接電源装置に対して情報を一括して送
信する。送信する情報は、電源部に設定する溶接条件または緊急停止指令を含む。
【００１７】
　より好ましくは、リモートコントローラは、複数の溶接電源装置のうちの第１溶接電源
装置と第２溶接電源装置に対して情報を一括して送信する場合に、第１溶接電源装置に情
報を送信し第１溶接電源装置の第無線通信部から第２溶接電源装置の第２無線通信部に情
報を転送する第１経路と、リモートコントローラの第１無線通信部から第２溶接電源装置
の第２無線通信部に情報を送信する第２経路を使用することが可能に構成される。リモー
トコントローラは第１経路および第２経路の通信可能な経路を使用する。
【００１８】
　好ましくは、リモートコントローラは、音または画像を入力するための入力装置と、音
または画像を出力するための出力装置と、対象装置を選択するための選択スイッチとを備
える。
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【００１９】
　より好ましくは、リモートコントローラは、他のリモートコントローラと交信が可能に
構成される。送信する情報は、リモートコントローラおよび他のリモートコントローラを
それぞれ携帯する複数の作業者間で通信を行なうための音声情報を含む。選択スイッチは
、対象装置として他のリモートコントローラを指定する選択入力指令を入力することが可
能に構成される。
【００２０】
　より好ましくは、溶接システムは、構内放送の音声をリモートコントローラに送信可能
な放送装置をさらに備える。
【００２１】
　好ましくは、制御部は、溶接トーチに流れる電流または溶接トーチに印加される電圧が
異常を示した場合には、リモートコントローラに溶接異常が発生したことを示す信号を送
信する。リモートコントローラは、溶接異常の発生を報知するための報知部をさらに含む
。
【００２２】
　この発明は、他の局面では、複数の溶接電源装置を制御可能なリモートコントローラで
ある。リモートコントローラは、選択入力指令に応じて複数の溶接電源装置のうちから情
報伝達の対象とする対象装置を選択し、選択した対象装置に対して情報を無線送信する第
１無線通信部と、音または画像を入力するための入力装置と、音または画像を出力するた
めの出力装置と、対象装置を選択するための選択スイッチとを備える。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、複数の溶接装置間で情報を共有することが容易となる。また、複数の
溶接作業者間での情報の共有も容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本実施の形態の溶接システムの概略構成を示す図である。
【図２】図１の溶接装置１Ａの構成の詳細を示すブロック図である。
【図３】リモートコントローラの具体的な形状や構成の一例を説明するための図である。
【図４】リモートコントローラで実行される処理の概略を説明するためのフローチャート
である。
【図５】溶接装置１Ａから溶接装置１Ｂにデータを送信する制御を説明するためのフロー
チャートである。
【図６】図１に示す構成において基本リンクと拡張リンクの接続制御について説明するた
めのフローチャートである。
【図７】従来の溶接装置の概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中
同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００２６】
　図１は、本実施の形態の溶接システムの概略構成を示す図である。
　図１を参照して、溶接システムは、溶接装置１Ａ～１Ｄと放送装置２とを含む。溶接装
置１Ａ～１Ｄの各々は、溶接電源装置１０Ａ～１０Ｃ、溶接ワイヤを送給する送給装置１
００Ａ～１００Ｄ、リモートコントローラ１２０Ａ～１２０Ｄを含む。
【００２７】
　以下、溶接システムにおいて実行される通信について説明する。溶接システムは、複数
の溶接電源装置１０Ａ～１０Ｄと、リモートコントローラ１２０Ａ～１２０Ｄとを備える
。リモートコントローラ１２０Ａは、作業者が入力する選択入力指令に応じて複数の溶接
電源装置１０Ａ～１０Ｄのうちから情報伝達の対象とする対象装置を選択し、選択した対
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象装置に対して情報を無線送信する第１無線通信部１３４Ａを含む。
【００２８】
　複数の溶接電源装置１０Ａ～１０Ｄの各々は、リモートコントローラ１２０Ａの第１無
線通信部１３４Ａから送信される情報を受信する第２無線通信部１６Ａ～１６Ｄ，１０６
Ａ～１０６Ｄと、第２無線通信部１６Ａ～１６Ｄ，１０６Ａ～１０６Ｄで受信された情報
に基づいて溶接の制御を行なう制御部１４と、制御部１４によって制御され溶接トーチに
電力を供給する電源部１２とを含む。
【００２９】
　好ましくは、リモートコントローラ１２０Ａは、複数の溶接電源装置１０Ａ～１０Ｄに
対して情報を一括して送信する。送信する情報は、電源部１２に設定する溶接条件または
緊急停止指令を含む。
【００３０】
　リモートコントローラ１２０Ａは、複数の溶接電源装置１０Ａ～１０Ｄに対して情報を
一括して送信する場合に、溶接電源装置１０Ａに情報を送信し溶接電源装置１０Ａの無線
通信部１６Ａから溶接電源装置１０Ｂの無線通信部１６Ｂに情報を転送する第１経路と、
リモートコントローラの無線通信部１３４Ａから溶接電源装置１０Ｂの無線通信部１６Ｂ
に情報を送信する第２経路を使用することが可能に構成される。
【００３１】
　なお、ワイヤ送給装置１００Ａから溶接電源装置１０Ａへの通信は、有線のデータ通信
であっても良い。後に図２で説明する構成例では、無線通信部１０６Ａから無線通信部１
６Ａへの通信を電力線搬送通信（ＰＬＣ： Power　Line　Communication）によって行な
う。
【００３２】
　図２は、図１の溶接装置１Ａの構成の詳細を示すブロック図である。図２を参照して、
溶接装置１Ａは、溶接電源装置１０Ａと、ワイヤ送給装置１００Ａと、リモートコントロ
ーラ１２０Ａと、溶接トーチ１４０とを含む。
【００３３】
　溶接電源装置１０Ａは、電源部１２と、制御部１４と、無線通信部１６Ａと、電力線搬
送通信部１８とを含む。なお、本明細書では、電力線搬送通信部をＰＬＣ（Power　Line
　Communication）通信部とも呼び、図示する。電源部１２は、外部電源２０から電力の
供給を受ける。制御部１４は、電源部１２と、無線通信部１６Ａと、電力線搬送通信部１
８とを制御する。
【００３４】
　電源部１２とワイヤ送給装置１００Ａとは、パワーケーブル１６０によって接続される
。溶接対象である母材１５０と電源部１２とは、溶接接地ケーブル１６２によって接続さ
れている。炭酸ガスなどのシールドガスが、ガスボンベ３０からガスホース１６４を介し
てワイヤ送給装置１００Ａに送られる。
【００３５】
　電力線搬送通信部１８は、制御部１４から与えられた送信データを示す通信信号をパワ
ーケーブル１６０の溶接電圧または溶接電流に重畳してワイヤ送給装置１００Ａに送信す
る。また、電力線搬送通信部１８は、パワーケーブル１６０に重畳された通信信号を分離
して受信データを制御部１４に伝達する。
【００３６】
　なお、ワイヤ送給装置１００Ａと溶接電源装置１０Ａとの間の通信は、電力線搬送通信
に変えて専用通信線による有線通信や、無線通信でもよい。
【００３７】
　無線通信部１６Ａは、制御部１４から与えられた送信データを示す通信信号を無線によ
ってワイヤ送給装置１００Ａに送信する。また、無線通信部１６Ａは、ワイヤ送給装置１
００Ａまたはリモートコントローラ１２０Ａからの無線信号を受信して制御部１４に受信
データを伝達する。
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【００３８】
　ワイヤ送給装置１００Ａは、送給機構１０２と、制御部１０４と、無線通信部１０６と
、電力線搬送通信部１０８と、表示器１１０とを含む。送給機構１０２は、溶接ワイヤ１
６６をワイヤリール１１１から溶接トーチ１４０に送給する。
【００３９】
　ワイヤ送給装置１００Ａと溶接トーチ１４０とを接続しているケーブルは、ケーブル内
部に溶接ワイヤとシールドガスを送給する通路が設けられるとともに、パワーケーブル１
６０によって溶接電源装置１０Ａから供給された電圧、および電流を溶接トーチ１４０に
送っている。
【００４０】
　溶接トーチ１４０の先端から突出した溶接ワイヤが母材に接触すると、電流が流れてア
ークが発生する。溶接ワイヤは送給機構１０２によって、溶接速度に対応する速度で送給
される。アーク周辺にはシールドガスが供給され溶接部の酸化を防いでいる。
【００４１】
　リモートコントローラ１２０Ａは、操作部１２２と、マイク１２４と、スピーカ１２６
と、表示器１２８と、制御部１３０と、バッテリ１３２と、無線通信部１３４とを含む。
【００４２】
　溶接トーチ１４０を使用して作業する作業者は、どの溶接装置もしくは作業者に対して
情報を伝達するかを指定できるリモートコントローラ１２０Ａを所持している。
【００４３】
　リモートコントローラ１２０Ａは、無線通信部１３４Ａによって、ワイヤ送給装置１０
０Ａの無線通信部１０６Ａまたは溶接電源装置１０Ａの無線通信部１６Ａと無線によって
データの送受信を行なう。リモートコントローラ１２０Ａは、バッテリ１３２を内蔵して
いるので、ワイヤ送給装置１００Ａと常時制御ケーブルによって接続される必要はない。
【００４４】
　なお、ワイヤ送給装置１００Ａとリモートコントローラ１２０Ａとをバッテリ１３２の
充電のために接続している間は、リモートコントローラ１２０Ａとワイヤ送給装置１００
Ａとは有線通信が行なわれるように構成されても良い。
【００４５】
　リモートコントローラ１２０Ａは、操作部１２２に作業者が入力した溶接電圧や溶接電
流等の溶接パラメータをワイヤ送給装置１００Ａの制御部１０４に無線通信によって送信
する。制御部１０４は、電力線搬送通信部１０８に作業者が設定した溶接パラメータを示
す通信信号をパワーケーブル１６０に重畳して溶接電源装置１０Ａに向けて送信させる。
【００４６】
　溶接電源装置１０Ａは、設定された溶接電圧や溶接電流が溶接トーチ１４０において実
現されるように、電圧、電流をパワーケーブル１６０に出力する。
【００４７】
　また、音声などのデータは、リモートコントローラ１２０Ａの無線通信部１３４Ａから
ワイヤ送給装置１００Ａの無線通信部１０６Ａを中継して溶接電源装置１０Ａの無線通信
部１６Ａに送られるが、無線通信部１３４Ａと無線通信部１６Ａとが直接通信したほうが
電波状況が良好な場合には、直接送受信するようにしても良い。
【００４８】
　なお、図１の溶接装置１Ｂ～１Ｄの各々も、図２で説明した溶接装置１Ａと同様な構成
とすることができる。
【００４９】
　図１、図２を参照して、リモートコントローラ１２０Ａは、情報伝達を行なう相手（他
の作業者のリモートコントローラ１２０Ｂ～１２０Ｄまたは溶接電源装置１０Ａ～１０Ｄ
）を指定することができる。
【００５０】
　トーチで作業する作業者は、リモートコントローラ１２０Ａを使って、複数の溶接電源
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装置１０Ａ～１０Ｄに対して情報を一括送信することができる。たとえば熟練作業者の設
定した溶接条件をその作業者が使用している溶接電源装置１０Ａ以外の溶接電源装置１０
Ｂ～１０Ｄに対しても同じタイミングで設定することができる。なお、一括送信は、必ず
しも同時に送信する必要はなく、作業者がリモートコントローラ１２０Ａに対して一度の
操作をすることによって、複数の溶接電源装置に時間をずらして、同じ溶接条件を示す情
報を送信するのでも良い。
【００５１】
　図３は、リモートコントローラの具体的な形状や構成の一例を説明するための図である
。図３を参照して、リモートコントローラ１２０Ａは、ヘッドセットの形状をしている。
【００５２】
　好ましくは、リモートコントローラ１２０Ａは、作業者の頭部に固定するためのヘッド
バンド１２９と、音を入力するマイク１２４と、マイク１２４を支持するアーム１２５と
、作業者の耳に押し当てて用いられ音を出力するスピーカ１２６と、リモートコントロー
ラ本体部１２１とを含む。マイク１２４は、音を入力する入力装置であり、スピーカ１２
６は音を出力する出力装置である。リモートコントローラ本体部１２１は、対象装置を選
択するための選択スイッチ１２２Ａ～１２２Ｄと、表示器１２８と、溶接パラメータの数
値等を入力する入力部１２２Ｅとを含む。選択スイッチ１２２Ａ～１２２Ｄと入力部１２
２Ｅは、図２の操作部１２２に相当する。
【００５３】
　より好ましくは、リモートコントローラ１２０Ａは、追加カメラユニット１２１Ａをさ
らに含む。追加カメラユニット１２１Ａは、本体部１２１に接続可能に構成されている。
追加カメラユニット１２１Ａは、溶接部分等を撮影するためのカメラ１２４Ａと、カメラ
１２４Ａの画像取り込みを行なうためのシャッターボタン１２２Ｆと、撮影した画像を表
示する小型液晶モニタ１２６Ａとを含む。カメラ１２４Ａは、マイク１２４と同様、送信
データを取り込むための入力装置である。小型液晶モニタ１２６Ａは、スピーカ１２６と
同様、送信されてきたデータを認識可能な態様で作業者に示す出力装置である。
【００５４】
　なお、転送されてきた画像を見るだけであれば、小型液晶モニタ１２６Ａのみを追加ユ
ニットとしてもよい。また、追加カメラユニット１２１Ａは、小型液晶モニタ１２６Ａと
カメラ１２４Ａが一体化された構成であってもよい。さらに、本体部１２１にカメラ１２
４Ａ小型液晶モニタ１２６Ａを一体化してもよい。
【００５５】
　より好ましくは、リモートコントローラ１２０Ａは、図１の他のリモートコントローラ
１２０Ｂ～１２０Ｄと交信が可能に構成される。送信する情報は、リモートコントローラ
および他のリモートコントローラをそれぞれ携帯する複数の作業者間で通信を行なうため
の音声情報を含む。送信する情報は、さらに、カメラ１２４Ａで撮影した画像情報を含ん
でもよい。画像情報は、静止画、動画のいずれの情報であってもよい。慣れない作業者は
、溶接部分の画像を熟練作業者に送信して、熟練作業者から指示を受けて溶接条件を変更
することが可能となる。選択スイッチ１２２Ａ～１２２Ｄは、対象装置として他のリモー
トコントローラを指定する選択入力指令を入力することが可能に構成される。
【００５６】
　リモートコントローラ１２０Ａは、他のリモートコントローラ１２０Ｂ～１２０Ｄと携
帯電話やトランシーバのように交信することが可能である。
【００５７】
　無線通信部１６Ａ，１０６Ａを溶接電源装置１０Ａおよびワイヤ送給装置１００Ａにそ
れぞれ設け、リモートコントローラ１２０Ａにマイク１２４およびスピーカ１２６を設け
たことによって、作業時に溶接部分から作業者が目を離すことができない場合でも音声情
報によって作業者に情報を伝達することが容易となる。また、音声認識技術を用いれば、
作業者が音声入力によって、溶接電源装置１０Ａに指令をすることも可能となる。
【００５８】
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　より好ましくは、図１に示す溶接システムは、構内放送の音声をリモートコントローラ
に送信可能な放送装置２をさらに備える。溶接現場のような環境では、騒音が大きい場合
が多く、呼び出しなどの構内放送が聞き取りにくい。このような場合にリモートコントロ
ーラ１２０Ａのように、耳元で音声を出力するスピーカ１２６をヘッドセットに設けるこ
とによって、構内放送を聞き取りやすくすることが可能となる。
【００５９】
　溶接装置が設置されている構内の放送を放送装置２から溶接電源装置１６Ａまたは送給
装置１００Ａ経由もしくは、作業者の所持するリモートコントローラ１２０Ａの無線通信
部１３４Ａへ直接伝達する。
【００６０】
　図１に示した溶接システムは、溶接電源装置とリモートコントローラ間を無線化するこ
とによってＮ対Ｍの通信が可能な環境を構築している。また、溶接電源装置と作業者の所
持するリモートコントローラ以外の無線機（工務室など）との情報通信も可能に溶接シス
テムを構成すると好ましい。
【００６１】
　溶接トーチ１４０を使用して作業する作業者は、非常時に緊急停止情報をリモートコン
トローラ１２０Ａから溶接電源装置１６Ａ～１６Ｄに一斉送信することができる。作業者
からの緊急停止情報によって、情報を受信した溶接電源装置１６Ａ～１６Ｄは同じタイミ
ングで停止する。たとえば、構内で事故が発生した場合などにこのような緊急停止情報を
リモートコントローラ１２０Ａから発信することができる。
【００６２】
　また、溶接電源装置１０Ａ内部の状態をリモートコントローラ１２０Ａ経由で作業者へ
伝達することができる。溶接電源装置１０Ａ内部の状態は、当該溶接電源装置１０Ａの作
業者のリモートコントローラ１２０Ａのみへの伝達が可能だが、それ以外にもあらかじめ
登録している他の作業者のリモートコントローラ１２０Ｂ～１２０Ｄへ伝達したり、作業
をしていない監督者が所持するリモートコントローラ（または受信器）への伝達が行なえ
たりするように溶接システムを構成しても良い。
【００６３】
　また制御部１４は、電力線搬送通信部１８およびパワーケーブルを用いた通信に異常が
発生した場合には、無線通信部１６Ａによってリモートコントローラ１２０Ａと通信をす
ることによって異常の発生を溶接作業者に報知するようにしてもよい。
【００６４】
　従来の図７に示した構成では、リモートコントローラ６２０は有線通信のみのため、作
業者は操作している溶接機に対してのみ電流・電圧の設定値を送信することができ、他の
溶接機に対しては別の手段（作業者への声かけなど）でのみ連絡していた。
【００６５】
　このように、無線機能がついた溶接機を使用している環境において、無線通信の大容量
情報通信能力を生かして、溶接作業者が複数のその他の溶接作業者もしくは、溶接電源装
置に対して情報（電流・電圧設定値、音声情報、画像情報）を伝達するシステムを実現す
ることができる。
【００６６】
　反対に、溶接電源装置１０Ａからリモートコントローラ１２０Ａを持っている溶接作業
者に対して溶接電源装置１０Ａ内部で発生しているアラーム情報（ステータス情報）の伝
達を行なうことも可能である。
【００６７】
　好ましくは、図２の制御部１４は、溶接トーチ１４０に流れる電流または溶接トーチ１
４０に印加される電圧が異常を示した場合には、リモートコントローラ１２０Ａに溶接異
常が発生したことを示す信号を送信する。リモートコントローラ１２０Ａは、溶接異常の
発生を報知するための報知部として表示器１２８やスピーカ１２６をさらに含む。
【００６８】
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　図４は、リモートコントローラで実行される処理の概略を説明するためのフローチャー
トである。図２、図４を参照して、リモートコントローラ１２０Ａの制御部１３０は、ス
テップＳ１において図１の放送装置２からの構内放送の有無を検出する。ステップＳ１に
おいて構内放送が検出された場合には、ステップＳ２において制御部１３０は無線通信部
１３４によって構内放送を受信し、ステップＳ３において制御部１３０はスピーカ１２６
から放送内容を出力させる。
【００６９】
　ステップＳ１において構内放送が検出されなかった場合には、制御部１３０はステップ
Ｓ４において他のリモートコントローラからの送受信をするトランシーバ要求の有無を検
出する。たとえば、リモートコントローラ１２０Ａの操作部１２２の操作によってトラン
シーバとして発信することが要求されたり、他のリモートコントローラがリモートコント
ローラ１２０Ａを指定して送信がされたりした場合にはトランシーバ要求が検出される。
ステップＳ４においてトランシーバ要求が検出された場合にはステップＳ５においてトラ
ンシーバ動作、すなわち他のリモートコントローラと音声の送受信を行なう動作が実行さ
れる。
【００７０】
　ステップＳ４においてトランシーバ要求が検出されなかった場合には、ステップＳ６に
処理が進む。ステップＳ６では、制御部１３０は、溶接制御データ（溶接電流、溶接電圧
等の溶接条件や、非常停止などの制御データ）を溶接電源装置に送信する要求の有無を検
出する。ステップＳ６において、溶接制御データの送信要求が検出された場合には、ステ
ップＳ７において、入力された溶接制御データを指定された溶接電源装置に送信する。
【００７１】
　以上説明したように、リモートコントローラ１２０Ａは、構内放送の受信、トランシー
バ機能、溶接制御データの送信の処理を行なうことができる。また、図３に示した追加カ
メラユニット１２１Ａが本体部１２１に接続されている場合には、図４に示したフローチ
ャートの処理に加えて、撮影した画像データの送信要求に応じて指定された他のリモート
コントローラに送信する処理が実行される。
【００７２】
　図５は、溶接装置１Ａから溶接装置１Ｂにデータを送信する制御を説明するためのフロ
ーチャートである。図１、図５を参照して、溶接装置１Ａでは、リモートコントローラ１
２０Ａで溶接装置の選択入力が有るか否かを判断する。溶接装置の選択入力が無い場合に
は、再びステップＳ１１の処理が実行され入力待ち状態となる。ステップＳ１１において
リモートコントローラ１２０Ａで選択入力があった場合には、ステップＳ１２に処理が進
む。図５のフローチャートでは選択対象が溶接装置１Ｂである例が示されるが、他の溶接
装置が選択される場合には、他の溶接装置に対して同様な処理が実行される。
【００７３】
　ステップＳ１２では、選択された溶接装置１ＢのＩＤを溶接装置１Ｂに送信する。この
とき溶接装置１Ｂでは接続リクエストの受信があるか否かがステップＳ１０１において判
断されている。ステップＳ１０１において溶接装置１ＢのＩＤが指定された接続リクエス
トの受信があるまでは、ステップＳ１０１の処理が再び実行されて受信待ち状態となって
いる。
【００７４】
　ステップＳ１０１において溶接装置１ＢのＩＤが指定された接続リクエストの受信があ
った場合には、ステップＳ１０２においてリンク許可がされるか否かが判断される。リン
ク許可は自動で行なわれてもよいし、作業者にリンク接続の可否を問い合わせ作業者が手
動で可否を指定するのでも良い。
【００７５】
　ステップＳ１０２において、リンク許可がされた場合には、ステップＳ１０３に処理が
進み、溶接装置１Ｂは、リンクが確立した旨の応答を溶接装置１Ａに向けて送信し、ステ
ップＳ１０５にさらに処理が進む。一方、ステップＳ１０２において、リンク拒否がされ
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た場合には、ステップＳ１０４に処理が進み、溶接装置１Ｂは、リンク拒否の応答を溶接
装置１Ａに向けて送信し、さらにステップＳ１０６に処理が進む。
【００７６】
　溶接装置１Ａでは、ステップＳ１２においてＩＤを送信した後にステップＳ１３におい
て溶接装置１Ｂからの応答を検出している。ステップＳ１３において応答を検出した場合
にはステップＳ１４に処理が進み、溶接装置１Ａは溶接装置１Ｂとのリンクが確立したか
否かを溶接装置１Ｂからの応答内容に基づいて判断する。ステップＳ１４において、リン
クが確立した場合には、ステップＳ１５に処理が進み、溶接装置１Ａは溶接装置１Ｂに対
して音声データまたは溶接制御データの送信を実行する。また、図３に示した追加カメラ
ユニット１２１Ａが本体部１２１に接続されている場合には、撮影した画像データの送信
要求に応じて指定された他のリモートコントローラに画像データを送信する処理が実行さ
れる。そしてステップＳ１０６で制御はメインルーチンに処理が戻される。
【００７７】
　送信された音声データまたは溶接制御データは、溶接装置１ＢによってステップＳ１０
５で受信される。また、画像データが送信された場合には、送信された画像データも溶接
装置１Ｂによって受信される。そしてステップＳ１０６で制御はメインルーチンに戻され
る。
【００７８】
　なお、ステップＳ１４においてリンクが確立していないと判断された場合には、ステッ
プＳ１６に処理が進み通信エラー表示が表示器１２８に表示され、ステップＳ１７で制御
はメインルーチンに戻される。
【００７９】
　図６は、図１に示す構成において基本リンクと拡張リンクの接続制御について説明する
ためのフローチャートである。図１のリモートコントローラ１２０Ａは、複数の溶接電源
装置１０Ａ～１０Ｄのうちの第１溶接電源装置１０Ａと第２溶接電源装置１０Ｂに対して
情報を一括して送信する場合に、第１溶接電源装置１０Ａに情報を送信し第１溶接電源装
置１０Ａの第２無線通信部１６Ａから第２溶接電源装置１０Ｂの第２無線通信部１６Ｂに
情報を転送する第１経路と、リモートコントローラの第１無線通信部１３４Ａから第２溶
接電源装置１０Ｂの第２無線通信部１６Ｂに直接的に情報を送信する第２経路を使用する
ことが可能に構成される。リモートコントローラ１２０Ａは第１経路および第２経路の通
信可能な経路を使用する。
【００８０】
　たとえば第１経路（無線通信部１３４Ａ→無線通信部１０６Ａ→無線通信部１６Ａ→無
線通信部１６Ｂ）を基本リンクとして使用し、第２経路（無線通信部１３４Ａ→無線通信
部１６Ｂ）を基本リンクが使用不可能な場合の拡張リンクとして使用することができる。
これによって、たとえば溶接電源装置１０Ａと溶接電源装置１０Ｂとの間に電波を遮断す
るような隔壁が存在するような場合であっても、リモートコントローラ１２０Ａから直接
溶接電源装置１０Ｂに情報を送信することができれば、同じ情報を複数の溶接電源装置１
０Ａ，１０Ｂに送信することが可能となる。
【００８１】
　図１、図６を参照して、溶接装置１Ａにおいてリモートコントローラ１２０Ａから溶接
装置１Ｂの溶接電源装置１０Ｂに対して溶接条件や緊急停止などの制御データを送信する
場合に、溶接装置１ＡではまずステップＳ２０１において基本リンク経路で通信が可能か
否かの判断が行なわれる。
【００８２】
　通信が可能か否かの判断は、リモートコントローラ１２０Ａ、ワイヤ送給装置１００Ａ
、溶接電源装置１０Ａのいずれの制御部で行なうように構成しても良い。
【００８３】
　ステップＳ２０１において、基本リンク経路で通信が可能であると判断された場合には
、ステップＳ２０２に処理が進み、基本リンク経路を使用してリモートコントローラ１２
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０Ａの無線通信部１３４Ａからワイヤ送給装置１００Ａの無線通信部１０６Ａおよび溶接
電源装置１０Ａの無線通信部１６Ａを経由して溶接電源装置１０Ｂの無線通信部１６Ｂに
音声データ、溶接制御データが送信される。
【００８４】
　なお、データが音声データ、画像データ、他の溶接装置と共有したい設定すべき数値等
のように他の作業者に伝達したい情報を含むものである場合には、さらに溶接電源装置１
０Ｂからデータ通信（たとえばＰＬＣ）でワイヤ送給装置１００Ｂにデータが送られ、無
線通信部１０６Ｂから無線通信部１３４Ｂに無線通信によってデータがリモートコントロ
ーラ１２０Ｂに送られる。図３と同様な構成を有するリモートコントローラ１２０Ｂから
は、スピーカ１２６から音声が出力されたり、表示器１２８に数値が表示されたり、追加
カメラユニット１２１Ａの小型液晶モニタ１２６Ａに撮影画像が表示されたりする。
【００８５】
　ステップＳ１０２において、基本リンク経路で通信が不可能であると判断された場合に
は、ステップＳ２０３に処理が進む。ステップＳ２０３では、溶接装置１Ａは、拡張リン
ク経路で通信が可能か否かの判断を行なう。
【００８６】
　通信が可能か否かの判断は、リモートコントローラ１２０Ａ、ワイヤ送給装置１００Ａ
、溶接電源装置１０Ａのいずれの制御部で行なうように構成しても良いが、リモートコン
トローラ１２０Ａの制御部が行なうことが好ましい。
【００８７】
　ステップＳ２０３において、拡張リンク経路で通信が可能であると判断された場合には
、ステップＳ２０４に処理が進み、拡張リンク経路を使用してリモートコントローラ１２
０Ａの無線通信部１３４Ａから直接的に溶接電源装置１０Ｂの無線通信部１６Ｂに音声デ
ータ、溶接制御データが送信される。なお、データが音声データ、画像データ、他の溶接
装置と共有したい設定すべき数値等のように他の作業者に伝達したい情報を含むものであ
る場合には、さらに溶接電源装置１０Ｂからデータ通信（たとえばＰＬＣ）でワイヤ送給
装置１００Ｂにデータが送られ、無線通信部１０６Ｂから無線通信部１３４Ｂに無線通信
によってデータがリモートコントローラ１２０Ｂに送られるが、リモートコントローラ１
２０Ａから直接リモートコントローラ１２０Ｂに無線通信でデータを送信するように構成
しても良い。
【００８８】
　ステップＳ２０３において拡張リンク経路での通信が不可能であると判断された場合に
は、ステップＳ２０５においてリモートコントローラ１２０Ａの表示部に通信エラーであ
る旨が表示される。この場合、スピーカからエラーメッセージが流れるように構成しても
良い。
【００８９】
　ステップＳ２０２、Ｓ２０４，Ｓ２０５の処理のいずれかが実行された後には、ステッ
プＳ２０６において制御は所定のメインルーチンに戻される。
【００９０】
　以上説明したように、本実施の形態の溶接システムによれば、複数溶接電源の一括制御
が可能となる。また、熟練工の設定条件をその他の作業者が共有することが可能となる。
さらに、遠隔地にある溶接電源装置の状態を知ることができるので、溶接電源装置の場所
に行かなくても作業現場に居ながらにして、作業者がどのように行動すべきか判断を行な
うことができる。
【００９１】
　また、作業現場での他の作業者との連絡をトランシーバ機能によって行なうことが可能
となる。さらに、作業現場で撮影された溶接部分等の画像を他の作業者に転送して他の作
業者から指示を受けることも可能となる。
【００９２】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
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れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【００９３】
　１Ａ～１Ｄ　溶接装置、２　放送装置、１０Ａ～１０Ｄ　溶接電源装置、１２　電源部
、１４，１０４，１３０　制御部、１６Ａ～１６Ｄ，１０６Ａ～１０６Ｄ，１３４Ａ～１
３４Ｄ　無線通信部、１８，１０８　電力線搬送通信部、２０　外部電源、３０　ガスボ
ンベ、１００Ａ～１００Ｄ　ワイヤ送給装置、１０２　送給機構、１１０，１２８　表示
器、１１１　ワイヤリール、１２０Ａ～１２０Ｄ　リモートコントローラ、１２１　リモ
ートコントローラ本体部、１２１Ａ　追加カメラユニット、１２２　操作部、１２２Ａ～
１２２Ｄ　選択スイッチ、１２２Ｅ　入力部、１２２Ｆ　シャッターボタン、１２４　マ
イク、１２５　アーム、１２６　スピーカ、１２９　ヘッドバンド、１３２　バッテリ、
１４０　溶接トーチ、１５０　母材、１６０　パワーケーブル、１６２　溶接接地ケーブ
ル、１６４　ガスホース、１６６　溶接ワイヤ。

【図１】 【図２】
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