
1. 緒　　　　　言

厚板の狭開先突合せ溶接技術の開発は1970年代にはすで

に盛んに行われており，ガスメタルアーク，ティグアー

ク，サブマージアークなどを熱源とする各種狭開先アーク

溶接法が実用化されている1)．これらの技術は大型重要構造

物の溶接に広く適用され，溶接の機械化，自動化も伴いな

がら施工効率の向上に大きく寄与してきた．一方，近年の

高エネルギーレーザの重工業への普及は目覚ましく，狭開

先突合せ溶接においても，レーザを熱源とした技術の開発

がおこなわれている2－6)．レーザ溶接を狭開先溶接に用いた

場合，アーク溶接を用いるよりもより狭開先化することが

でき，開先断面積を小さくすることが可能である．それは

すなわち入熱量の低減が可能であることを意味しており，

溶接変形の最小化や残留応力の低減が期待できる．

狭開先溶接では，融合不良が発生しやすいという欠点が

ある．これを防止するためには，溶接中に常時熱源と開先

壁との位置関係をシビアに制御することが求められる．厚

板の切断によく用いられるガス切断による開先加工の場

合，開先面は±1 mmの範囲で切断方向に波打ちが生じると

言われている7)．また，溶接中の過渡変形に起因する開先位

置の変動も，融合不良を生じさせる一因となる．これらに

対しては，常時開先位置をセンサにより認識し，熱源位置

をコントロールすることが必要である．

溶接時の開先部形状のインプロセス認識には，近年，光

切断法によるトラッキングシステムが普及しつつある．こ

れは，開先上にライン状の光源を投影し，そのライン光を

カメラにて撮影することで得られた画像から演算により表

面形状を非接触で計測するものである8)．しかし，レーザ光
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による厚板の狭開先溶接においては，開先幅が狭く，開先

深さが非常に深く，さらに開先角度が 5°以下であるなど開

先面が母材表面と垂直に近いため，光切断法では開先形状

の計測が困難である．また，フィラーワイヤ送給チップや

シールドガスノズルとの物理的干渉により，溶接部の近傍

での開先計測が難しいという課題も存在する．従って，厚

板狭開先溶接に適用できる新しい開先トラッキングシステ

ムが求められている．

レーザ溶接を用いた狭開先溶接技術のひとつに，レーザ

光を高周波数で揺動させながら積層溶接を行う揺動レーザ

狭開先溶接法がある4，9)．揺動レーザ狭開先溶接法は，内部

に高周波数で揺動するミラーあるいはレンズを備えるレー

ザヘッドを用いてレーザ光を高周波数で揺動させながら 1

層 1パスで積層溶接を行う狭開先溶接法である．Fig. 1に，

この狭開先溶接法の模式図を示す．この溶接法では，レー

ザ光を開先底部の端部付近にまで到達させることにより，

開先底部での融合不良を防止することができる．この溶接

法において良好な溶接結果を得るためには，開先幅とレー

ザ光の揺動幅との関係を一定の範囲内に保つことが必要で

ある10)．本研究では，この揺動レーザ狭開先溶接法を対象

に，開先位置を認識し，熱源位置をコントロールするシス

テムを考案した．レーザヘッドに設置されたレーザ光と同

軸で溶接部を撮影する CMOSカメラを使用し，その撮影画

像から開先壁の位置を認識し，開先幅および開先中心位置

を求めるシステムである．レーザ光と同軸のカメラ画像を

用いることで，シールドガスノズルなどとの干渉を回避し

つつ，幅が狭く深い開先であっても溶接部のごく近傍での

開先認識が可能となる．本報では，通常のアーク溶接では

施工困難と考えられる開先深さ 15 mm 以上，開先底幅

3 mm程度の非常に深い狭開先底部の溶接への適用性を評価

することを目的とし，テーパー状に開先幅が変化する模擬

狭開先溶接試験片への 1パス溶接実験によりシステムの有

効性の確認を行った．

2. 画像処理による開先認識システム

2.1 開先変動と溶接欠陥

揺動レーザによる狭開先溶接ではレーザ光照射領域を開

先形状の変動に応じて適切に制御する必要があるが，具体

的には揺動中心位置の制御と揺動幅の制御の 2種類の制御

が必要である．揺動中心位置の制御とは，レーザ光の揺動

中心と開先中心位置が常時一致するようにレーザヘッドの

位置を制御することであり，揺動幅の制御とは，レーザ照

射位置での開先幅に対して揺動幅を適切な範囲に変更する

ことである．これらの条件が適切でない場合，開先壁面や

開先上端部とレーザ光の干渉が発生したり，開先底端部の

入熱不足により融合不良が生じたりすることが懸念され

る．例として，開先中心位置と揺動中心位置が一致してい

ない条件と，開先幅に対し揺動幅が適切でなかった条件で

の溶接実験結果のビード横断面マクロ試験結果を Fig. 2に

示す．これらは，深さ 8 mm，幅 5 mmの矩形断面（開先底

部と開先表面の幅が同じ）の模擬狭開先をもつ試験片に対

して 1パス溶接を行った結果である．開先中心位置とレー

ザ光の揺動中心位置が一致してない条件（Fig. 2 (a)）で

は，片方の開先壁に入熱分布が寄り過ぎており，一方の開

先壁では開先上端とレーザ光の干渉が，他方の開先壁では

融合不良が発生している．また，開先幅に対してレーザ光

の揺動幅が狭すぎた条件（Fig. 2 (b)）では，開先底両端部

に融合不良が発生している．この様な溶接欠陥を防止する

ために，レーザ光照射領域を開先形状の変動に応じて適切

に制御する必要がある．

これらの制御を実現するためには，溶接線方向に対して

左右の開先壁の位置を常時認識すればよい．レーザ照射部

近傍での両開先壁の位置を認識できれば，その情報をもと

に揺動中心および揺動幅を決定することができる．Fig. 3

に，認識方法のフローチャートを示す．これらの一連の流

れをここでは“開先認識”と呼び，これを実行するシステ

ムを開先認識システムと呼ぶこととする．
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Fig. 2 Examples of welding defects in narrow gap welding using
oscillation laser beam

Fig. 3 Flow chart of the developed gap sensing system



2.2 開先認識システムの構成

本開発では，揺動レーザ狭開先溶接を行うために，1軸

スキャナ内蔵レーザヘッドを用いた．Fig. 4に，レーザヘッ

ドの外観および構成図を示す．ヘッド内部のスキャナーミ

ラーを駆動モータにより角度制御することで，最大 1000 Hz

までの高周波数でレーザ光をサイン波状に揺動させること

ができる．揺動幅と揺動周波数は任意に設定することがで

き，外部からのアナログ制御が可能である．コリメーショ

ンレンズの焦点距離は 125 mm，フォーカシングレンズの焦

点距離は 300 mmとした．本研究ではこのレーザヘッドを

レーザ光揺動幅 0～5 mm程度の範囲で使用したが，レーザ

光を揺動端部で静止させた状態でレーザスポット溶接を行

いその溶融スポット形状を確認する実験や，高速度カメラ

による現象観察を含めた基礎溶接実験により，この使用範

囲ではレンズ収差などに起因するスポット形状の変形や焦

点位置変動はほとんど生じないことを確認している．

レーザヘッドは溶接部をレーザ光と同軸で撮影できるモ

ノクロ CMOSカメラを有している．CMOSカメラのシャッ

タタイミングや露光時間などの撮影パラメータは，外部か

らのデジタル制御が可能である．

レーザヘッドは，外部からのアナログ信号により位置制

御が可能なマニピュレータ（位置決め装置）に把持されて

いる．

本開発では最大出力 10 kWの連続発振型ファイバレーザ

発振器（波長：1070 nm）を用い，発振器内で発生したレー

ザ光をコア径 0.3 mmの伝送ファイバでレーザヘッドに伝送

した．

2.3 開先認識の原理

2.3.1 開先認識システムの動作

溶接中に開先認識を行い，レーザ光の揺動中心位置と揺

動幅を制御するための 1サイクルの動作を示した模式図を

Fig. 5に示す．このシステムでは，まず溶接時のレーザ照射

部付近の画像を CMOSカメラでレーザ光と同軸撮影し，制

御用 PCに転送する（Fig. 5 (1)）．次に撮影した画像に対し

て，次項で述べる手順に従って画像処理を行い，開先中心

位置と開先幅を算出する（同図 (2)）．そして，求められた

開先中心位置と，その時点での実際のレーザ光の揺動中心

位置とのずれ量をレーザヘッドマニピュレータに送信する

ことで開先中心位置の変動に対する制御を行う．また，求

められた開先幅をレーザヘッド内の 1軸スキャナに送信す

ることで揺動幅の制御を行う（同図 (3)）．本開発システム

では，この一連の動作を溶接開始から終了まで繰り返すこ

とで，時々刻々と形状が変動する開先に対して追従を行

う．

2.3.2 画像処理による開先検出

溶接中に CMOSカメラで撮影した画像と，それに対して

開先壁の位置を検出する処理を施した画像の一例を Fig. 6

に示す．この例では，レーザ光の揺動周波数を 20 Hz，

CMOSカメラの撮影露光時間を 0.2 msとした．Fig. 6 (a) が

撮影した画像である．溶接方向は図内の下から上であり，

画像内の縦方向に開先壁が存在している．撮影された画像

では，レーザ照射部付近のプラズマやプルームによる発光

部が白く捉えられており，またそれらの発光により開先内

部が照らされていることが確認できる．この画像に対し

て，Fig. 6 (b) に示すように，画像内の指定領域（四角で囲

んだ領域，横方向 iL～iR，縦方向 jN～jF）において，以下に

示す画像処理を行うことで開先壁の位置を自動認識する．

なお，予めレーザ光の揺動中心位置と指定領域の中心位置

が一致するように校正を行っている．まず，指定領域内の

各画素における輝度 p(i, j) を求め，それを式 (1) により iL～

iRの各画素列 iで画像縦方向に積算を行う．

(1)

横軸を画素列 iとし縦軸を式 (1) によって求めた輝度積算

値 f(i) とした曲線を，Fig. 6 (b) の下部に示す．この輝度積

算値曲線 f(i) と同図の溶接部近傍撮影画像とを対比する
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Fig. 4 Single-axis scanning laser head Fig. 5 Schematic of data processing cycle of the developed system



と，開先壁がある位置で輝度積算値曲線 f(i) の勾配が大き

く変化していることが分かる．これは，溶接時の発光によ

って照らされているのは開先内部のみであり，開先の外側

はほとんど輝度を持たないためである．そこで，式 (2) お

よび式 (3) によって f(i)の勾配の変化を計算し，最も勾配変

化の大きい位置 iを求めることで画像内の左右の開先壁の

位置 L(i)，R(i)を検出を行うこととした．

L(i)＝max[{f (i＋2)＋f (i＋1)}－{f (i－1)＋f (i－2)}] (2)

R(i)＝max[{f (i－2)＋f (i－1) }－{f (i＋1)＋f (i＋2)}] (3)

実際に認識した左右の開先壁の位置を画像内に示したの

が Fig. 6 (c) である．認識した左右の開先壁の位置 L(i) と

R(i) の値から開先中心位置および開先幅をそれぞれ算出す

ることで揺動レーザの制御に必要な情報を求めることが可

能である．

なお，Fig. 6では，レーザ光が溶接方向に対して左側に寄

った状態になっている．揺動レーザ溶接では，撮影するタ

イミングによってレーザ光の位置が定まらず，開先のどち

らかに偏った画像になってしまう．そのため，レーザ光が

近い側の開先では輝度積算値曲線の勾配の変化が大きく，

開先位置の認識を行うことが可能であるが，反対側の開先

では輝度積算値曲線の勾配の変化が小さく開先壁の検出結

果は信頼性の低いものとなる．そこで，本システムではレ

ーザ光が揺動端部に到達するタイミングとカメラのシャッ

タタイミングを同期させることで，開先内でレーザ光が一

方の開先壁に最も接近する瞬間の画像を撮影するように

し，一度の開先認識プロセスではレーザ光が接近している

側の開先壁のみを認識するものとした．これをレーザ光の

揺動周期に応じたタイミングで繰り返し実行することで，

左右の開先壁の位置を交互に検出するようにした．従って

レーザ光の揺動 0.5周期ごとに認識を行うことになるが，開

先認識プロセスの 1サイクルに要する時間はシステムを構

成する機器の性能によって左右されるため，もしその時間

がレーザ光の揺動 0.5周期よりも長い場合は，レーザ光揺動

周波数に応じて 1.5周期ごとあるいはそれ以上の周期ごとに

開先認識を行うように設定することで対応が可能である．

本研究にて構築したシステムでは，溶接部画像の読み込み

から実際にレーザヘッドマニピュレータの位置制御および

1軸スキャナの動作制御が行われるまでに要する時間は約

60 msであり，この値とレーザ光の揺動周波数をもとに開先

認識を行うタイミングを設定した．

3. 開先認識システムの動作検証実験

3.1 検証実験内容

大型構造物に使用されるような厚板，とくに板厚 50 mm

以上の厚板に対して開先加工を行うには，一般に開先加工

方法としてガス切断または機械加工が用いられる．機械加

工による開先のほうが開先精度は優れているが，加工に時

間とコストがかかる．これに対してガス切断での開先加工

では，開先精度では機械加工よりも劣るものの低コストで

あるため，サブマージアーク溶接などによる施工ではこち

らが採用されることが多い．そこで，開発した開先認識シ

ステムがガス切断による開先加工精度に追従できるかどう

かを検証することとした．ガス切断で開先加工を行った場

合，開先面の最終仕上げにグラインダによる表面研削を行

う．そのため，開先面に段差があるような状態は基本的に

発生せず，開先寸法はなだらかに変化する．また，開先加

工時に開先面に切り欠き状のきずが発生した場合も，きず

部だけでなくその周辺一帯をグラインダ研削処理するた

め，やはり急激な寸法変化は生じない．このことと，ガス

切断による開先面の波打ちは±1 mm以下であるという文献

データ7)を考慮し，実施工で発生しうる最大の開先変動量

（開先幅および開先中心位置の変動量）は，溶接線方向

50 mmに対して 1 mm程度であると推定した．そこで，実

際に溶接線方向 50 mmに対して 1 mmの開先変動を与えた

狭開先試験片を作成し，システムの追従性能を検証する溶

接実験を実施した．

検証実験に使用した試験体を Fig. 7に示す．材質は炭素

鋼 JIS G3101 SS400で，狭開先を想定して深さ 19 mmの矩

形模擬開先を機械加工にて設けている．模擬開先幅は試験
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Fig. 6 Image processing to detect the groove wall positions



片両端で 5 mm，試験片中心部で 3 mmとし，溶接中に開先

幅が 5 mmから 3 mmまで狭くなった後再び 5 mmまで広が

るようにした．この試験片を 1軸走行台車上にセットし，

この走行台車が移動することで溶接を行うが，このとき走

行台車の走行軸（すなわち溶接線方向）に対して試験片を

約 1.1°（1/50 rad）傾けてセットすることで，溶接終了位置

で揺動中心位置と開先中心位置が約 4 mmずれるようにし

た．このように開先幅および開先中心位置が溶接中に変動

するような条件であっても，開発した開先認識システムを

使用することでその変動にレーザ光の照射領域を追従させ

ながら適切な溶接が可能なはずである．

本溶接実験での主な溶接条件を Table 1に示す．レーザ光

の揺動幅は，開先底幅に対して 0.5 mm小さい値10)になるよ

うに開発システムによりインプロセスで制御した．溶接長

は，試験片の両端 10 mmを除いた 180 mmとした．溶加材

として用いた溶接ワイヤはφ1.2 mmのソリッドワイヤ JIS

Z3312 YGW11である．シールドガスは CO2を使用し，内寸

15 mm×45 mmの角型筒状ノズルを通じて溶融池後方から

溶接部に供給した．また，レーザ光軸から溶接ヒューム，

プルームおよびスパッタを除去するために，試験片表面

（開先上部）から 60 mmの位置に高圧エアを噴射するクロ

スジェットノズルを設置した．溶接中に揺動中心位置の変

位量と揺動幅の変位量を記録したが，そのサンプル周波数

は 10 Hzとした．

なお，この実験だけでなく，本報に示すすべての実験に

おいて，試験片材質は炭素鋼 JIS G3101 SS400を，溶接ワイ

ヤはφ1.2のソリッドワイヤ JIS Z3312 YGW11を用いた．

3.2 検証実験結果

開発した開先認識システムにより揺動中心位置および揺

動幅を適応制御した結果を Fig. 8に示す．この図では，横

軸は溶接線方向に溶接が進んだ距離を，縦軸は上段の図で

は開先中心位置・揺動中心位置の変動量を，下段の図では

揺動幅を示している．実験では，溶接開始（0 mm）から約

10 mm進んだ地点から開先認識および揺動制御を開始し

た．Fig. 8上段において，破線が溶接開始前に設定した開先

中心位置の変位量を，実線が溶接中に開先中心の変位量を

認識しレーザヘッドマニピュレータが制御のために移動し

た距離を示している．制御開始とともにレーザヘッドマニ

ピュレータの変位量が開先中心位置の初期変位に追従し始

めており，溶接中数か所で認識誤差が大きくなっているも

のの，ほぼ 0.3 mm以内の精度で追従している．Fig. 8下段

では，破線が溶接前の開先幅を，実線が溶接中に開先幅を

認識し実際にレーザ光を揺動させた幅を示している．これ

も揺動中心位置制御の場合と同様に，数か所の誤検出部を

除いて，開先幅初期値に対して 0.5 mm小さい値に揺動幅を

制御できており，溶接前半（溶接開始から 90 mmの地点ま

で）では誤差 0.2 mm以下で追従できている．溶接後半にな

ると開先幅初期値と実際の揺動幅の差が大きくなる傾向が

見られるが，これは溶接入熱による開先幅の収縮が影響し

ているものと考えられる．溶接後に開先幅を実測したとこ

ろ，溶接後半部では前半部よりも約 0.3 mm開先幅が収縮し

ていることが確認され，この収縮にシステムが追従した結

果である．

Fig. 9に，溶接後の試験体外観写真（上段）および溶接開

始から 40 mm，90 mm，140 mmの位置（開先幅が 4 mm，

3 mm，4 mmの位置）での溶接ビード横断面マクロ試験結
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Fig. 7 Schematic illustration of test piece

Table 1 Welding conditions

Fig. 8 Results of gap sensing and adaptive control



果を示す．試験体外観写真から，開先上端部とレーザ光が

干渉することなく溶接出来ていることが確認できる．ま

た，3か所のマクロ試験結果から，開先幅に応じて溶込み幅

が変化しており，融合不良などの溶接欠陥のない良好な溶

接結果が得られていることが確認できる．ただし，マクロ

試験結果を見ると，とくに開先幅が 3 mmの位置での溶込

みが図内左に若干偏っているように見える．この原因は明

確ではないが，プルームの偏りなどの影響により融合不良

などの溶接欠陥を誘発しない範囲で左側の開先壁付近の入

熱が多くなった可能性が考えられる．

3.3 検出不安定部の発生因子

Fig. 8に示した実証実験結果では，溶接中の数か所で開先

認識誤差が大きくなる結果が見られた．この原因及び対策

について検討する．開発した開先認識システムでは，溶接

部のプラズマやプルームからの発光により開先壁の内側が

照らされる現象を利用している．従って，大きな検出誤差

が発生する可能性があるのは，発光領域と開先壁の位置と

が一致しないときである．溶接実験及び検証を重ねた結

果，このように発光領域と開先壁が不一致となる原因とし

て，プルーム発生方向の偏りの影響，開先壁に付着したス

パッタの影響，開先外部に到達したプルームの影響の 3つ

のパターンがあることが分かった．それぞれが要因となっ

て誤検出が発生したときの画像処理結果を Fig. 10に示す．

これらの画像はいずれも溶接方向に対して左側の開先壁の

位置を認識しているとき（レーザ光が揺動の左端にあると

き）のものである．Fig. 10 (a) では，開先内でのプルームの

発生方向が右側に偏っているため，通常の場合よりも輝度

積算値曲線のピークが画像右側に寄っている．その結果，

実際の開先壁の位置より約 1 mm右側の位置を誤検出して

いる．Fig. 10 (b) は，開先壁に付着したスパッタによって溶

接部からの発光の CMOSカメラでの受光が遮られ，やはり

輝度積算値曲線のピークが右側に寄り，実際の開先壁の位

置より約 0.7 mm右側の位置を誤検出している．Fig. 10 (c)

は，開先外部に到達したプルームが輝度積算値曲線に影響

を及ぼし，実際の開先壁の位置より約 1.2～2 mm左側を誤

検出した例である．通常，開先外部に出たプルームの輝度

は開先内と比較して非常に低く，輝度積算値への影響はほ

とんどないが，この例のようにプルームの発生方向が溶接

方向後方に偏ることで輝度積算指定領域内の輝度が低くな

った場合や，開先外部へのプルームの発生量が極端に多く

なった場合には誤検出が起こりうることが分かった．

3.4 検出安定化のための対応

開先の誤認識が連続的に発生した場合，溶接結果の不良

につながる可能性があるため，健全な施工を行うためには

検出不安定部に対する安定化対策が必要である．しかし，

プルームの発生方向やスパッタの発生量を完全に制御する

溶接プロセスの確立は困難で現実的ではないため，開先認

識システム側で対策を講じる必要があり，以下の 2つの方

法で検出安定化を試みた．

1つ目の対策は，輝度積算値曲線の勾配に対する判定閾

値の設定である．Fig. 10 (c) に見られるように，輝度積算指

定領域全体の輝度が低下した場合，通常の状態と比較する
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Fig. 10 Factors causing false detections

Fig. 9 Groove appearance and bead cross sections of welding results
with adaptive control



と輝度積算値曲線の勾配変化が緩やかになる．そこで，あ

る一定の閾値以上の輝度積算値曲線の勾配変化が生じてい

ない画像が撮影された場合は，開先壁の位置検出を行わな

いようにした．

2つ目の対策は，開先壁検出位置の平均化である．Fig. 10

の例では，いずれもその画像から検出した開先壁の位置が

前サイクルで検出した位置に対して通常想定される開先変

動よりも急激に変化している．溶接速度 5 mm/s，検出周期

100 msとした場合，ガス切断開先で想定される開先壁の位

置変動は 1サイクル間で約 0.01 mmなのに対し，誤検出時

には 0.5～2 mm程度の認識位置の変動が生じることが確認

された．このように急激な変動が生じた場合の影響が少な

くなるように，現サイクルで検出した開先位置と数～数10

サイクル前までに検出した開先位置の移動平均をとること

で，システムの開先追従性の改善を図った．

誤検出を起こした Fig. 10の元画像に対し，以上の対策を

講じたシステムで再画像処理を実施した結果を Fig. 11に示

す．これを見るとわかるように，対策を講じたことによ

り，実際の開先位置とほぼ同じ位置を検出することが可能

となった．

改善した開先認識システムにより，Fig. 7と同じ試験体を

用いて再検証実験を行った．その結果を Fig. 12に示す．表

示内容は Fig. 8と同様である．改善後のシステムでも開先

中心位置および開先幅の認識・追従が十分な精度でできて

おり，また Fig. 8で見られたような部分的な誤認識も発生

せず，溶接開始から終了まで安定した検出が可能となっ

た．

3.5 角度を持つ開先への適用性の検討

狭開先レーザ溶接では，レーザ光と開先上端部との干渉

を回避するために，4°～10°程度の開先角度をとる必要があ

る．その場合，開先底部と開先表面の幅が異なるため，開

先認識に用いる画像には開先底幅と開先表面幅の 2種類の

幅が撮影される．揺動レーザの溶接においては，実際にレ

ーザ光が照射される開先底幅の情報が必要であり，開先認

識システムは開先表面ではなく開先底部を正しく認識して

入熱領域を制御しなければならない．そこで，開先角度を

もつ開先への開発システムの適用性を検討するために，開

先底幅 5 mm，開先深さ 19 mm，開先角度 4°および 10°の模

擬開先を有する試験片を準備し，狭開先溶接実験を行っ

た．溶接条件は Table 1に示す条件とした．

この実験における溶接中の開先認識画像を Fig. 13に示

す．いずれの開先角度の試験体に対しても，開先底部の位

置を正しく認識できていることが分かる．同図を見ると，

角度を持つ開先の場合，溶接部での発光が開先壁に写り込

み，レーザ同軸カメラの画像には開先壁上にも輝度の高い
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Fig. 11 Sensing results by improved system

Fig. 12 Results of gap sensing and adaptive control using improved
system Fig. 13 Effect of groove angle on sensing results
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箇所が存在することがわかる．しかし，開先壁上の高輝度

範囲は，開先底部の高輝度範囲よりも狭く，溶接線方向

（画像縦方向）に短い．そのため，開先壁上と開先底部と

では式 (2)・(3) に示した輝度積算値に大きな差が生じるた

め，輝度積算値曲線の勾配を求めるというこれまでに述べ

たものと同じアルゴリズムで開先底部の位置を認識するこ

とが可能である．Fig. 14に，溶接後のビード横断面マクロ

試験結果を示す．いずれにおいても，融合不良などの欠陥

が発生することなく，良好な溶接結果が得られた．

4. 結　　　　　言

本報では，揺動レーザを用いた狭開先溶接法の実用化に

向けた研究開発の一環として，溶接中に発生する開先の変

動をインプロセスで認識し，レーザ光の揺動中心位置およ

び揺動幅を制御するシステムを開発した．また，模擬狭開

先溶接試験片への 1パス溶接実験により，開先深さ 15 mm

以上，開先底幅 3 mm程度の非常に深い狭開先底部の溶接

への有効性の確認を行った．得られた結果を以下に示す．

（1）プラズマやプルームなどによる溶接部からの発光を利

用し，レーザ光と同軸で撮影した画像から画像処理に

よって溶接線方向に対する左右の開先壁の位置を検出

し，揺動中心位置および揺動幅を制御する開先認識シ

ステムを開発した．

（2）開発した開先認識システムは，ガス切断時に想定され

る開先変動を模擬した試験片に対し十分な追従性能を

持ち，このシステムを用いることで溶接欠陥のない溶

接部が得られることを実証した．

（3）開先認識時に誤検出が発生する要因を特定し，認識ア

ルゴリズムに対策を講じることで，追従性能を維持し

たまま，誤検出を防止しシステムを安定化させること

が出来た．

（4）開発した開先認識システムは，実際の狭開先部材と同

等の開先角度がついた狭開先溶接に対しても十分な追

従性能があることを確認した．
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Fig. 14 Effect of groove angle on cross sections of welding beads


