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写真１ 

【日本機械工業連合会会長賞】 

小型軽量スパッタレス抵抗溶接用トランス 

 

愛知産業株式会社 

東京都品川区 

1. 機器の概要 

 スポット溶接、シーム溶接などの重ね抵抗溶接法は閃光、高熱、騒音が無く有

害なヒュームも発生しない人に優しく安全で環境性に秀れた溶接法で、近年自動

車工場などの薄板産業で広く使用されている。然し抵抗溶接は低電圧で KA 単位の

大電流を使用するので、溶接機は大型となって広い作業面積を占有し、大容量の

電源設備が必要になって消費電力量は膨大なものとなっている。 

従来の抵抗溶接用トランスは商用周波 

数 50/60 Hz で、1000 Hz を越えると様々 

な問題が起こって実用化が難しかったが、 

高周波による精密微細な制御を行うこと 

によって問題点を克服し、世界で初めて 

3000 Hz インバーターの抵抗溶接用トラ 

ンスを開発した。3000HZ トランスを同一 

出力（ 大短絡電流 16KA）の従来型抵抗 

溶接用トランスと比較してみると写真１ 

の如くで、容積比は 1/4、重量比は 1/8 

と小型軽量化されている。表１に諸元の 

比較表を示すが、電気効率も大幅に向上 

している。 

 

2. 機器の技術的特徴および効果 

2.1  技術的特徴 

 3000Hz インバーター式溶接トランスの一般的特徴として、①用途が広い②フラ

ッシュ、スパッタが出にくい③精密溶接が可能④低加圧力溶接ができる⑤定電流、

定電圧、定電力制御ができることから、精密な制御機構を加え、電磁鋼板等材料

を厳選し、特殊設計の上製作した 3000Hz 抵抗溶接トランス（表１）によって実験

測定した結果、次の如き技術的特性が明らかとなった。
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 (1) 適正溶接条件範囲の拡大 

同一形状寸法の被溶接物を溶接する場合、同一加圧力でチリ等欠陥を発生せ

ず、充分なせん断強度を示す適性溶接電流条件が従来の抵抗溶接機より相当広

くなる。 

一例として 1.2mm 厚の亜鉛メッキ鋼板（SPGCZ27）のナゲット寸法４√ｔ

=4.38mm の場合の適性スポット溶接条件を比較すると表２の如くである。同一加

圧力において通電時間は同じで 大適正電流値は高く、 小適性電流値は低い。

(2) 消費電力量の低減 

低適正溶接電流値が低下することから、同一溶接作業において省電力溶接

条件を選ぶことによって消費電力を大きく節減することができる。表２の溶接

作業において、 小適正溶接電流を選ぶと従来の抵抗溶接トランスの 40％弱の

消費電力量となり、約 60％の電力が節減される。 

(3) 小加圧力条件の低下 

スポット溶接は加圧力の低下とともにスパッタ、チリの発生が甚だしく適正

溶接電流範囲が狭くなり、遂には良好な溶接が不能となる。 

3,000Hz 抵抗溶接トランスの場合 表２では従来の溶接トランスの 1/2 の

小加圧力で良好なスポット溶接ができることを示している。 

即ち適正加圧力条件範囲も広く、低加圧力でもスパッタ、チリの発生無く、

良好なスポット溶接ができる。 

(4) 溶接品質の向上 

適性溶接条件が広く、低加圧力、小電流でスポット溶接ができることから、

溶接品質が向上する。外観的には凹痕深さの低減や、亜鉛などの防食塗装物質

の焼損の低減など性能品質が向上し、内部欠陥も低減する。 

(5) 適用範囲、用途の拡大 

低加圧条件でスポット溶接が可能となり、適正溶接条件範囲が拡大し、寸法

重量が小型軽量化されたことにより従来不可能であった片面スポット溶接や長

尺製品の溶接が可能になり、ロボット搭載などが容易になって、抵抗溶接の適

用、用途が拡大した。 

表１ 

形式 従来型 省エネトランス 従来型との比較
入力電源 AC400V単相 600V
入力周波数 50/60Hz 3000Hz
２次電圧 13.5V 11.7V
使用率 10% 10%
最大短絡電流 16000A 16000A 実電流で40％レス
寸法 442×125×160 173×102×126 1/4容積比
重量 51Kg 約6Kg＋ダイオード 1/8重寮比
冷却水流量 4L/分以上 2L/分以上 -2L/E20分
入力KVA
（50％使用時）

省エネルギー型抵抗溶接トランス　仕様・比較
従来型に比べ省電力設計であることが立証されます

100KVA 80KVA 20％レス＊定格
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表２ 溶接条件比較（従来型トランスと 3,000Hz トランスの溶接条件比較） 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  効果 

 3000Hz 抵抗溶接用トランスを使用することによって次のように多大な効果が

得られる。 

(1) 抵抗溶接用トランスの小型軽量化 

3000Hz インバーターの使用を可能にしたことによって図１の傾向図に示した如

く大幅に小型軽量化できた。16KA型の場合、容量は1/4、重量は1/8となった。 

小型軽量化することによって抵抗溶接機全体の原材料も節約され省資源化さ

れる。 

(2) 溶接消費電力の大幅な低減と工場

電源設備の小容量化 

溶接の消費電力が大きく低減し、

電力料金を節減するのみならず、工

場の変電容量、電源設備を小容量化

できることから設備投資も少なくて

済み、契約電力料金の節減も可能で

ある。小容量設備のままで大型の溶

接工事の受注、施工が可能となる。 

 

 

(3) 付属機械設備の小型化と省エネ化 

溶接トランス、溶接機の小型軽量化に伴って、関連機器、付属設備、ジグ類

などが小型化され、使用エネルギーも節減される。例えば、スポット溶接機を

搭載するロボットも小型化され、またガンとトランスが一体化して搭載される

ことによって溶接電力ロスを低減しているのみならず、ロボットで消費される

電力エネルギーが大きく低減している。 

(4) 新機軸の抵抗溶接機の開発と適用 

人力などの低加圧力による片面スポット溶接機や、大フトコロ長、長アーム

のスポット溶接機が開発されるようになり、従来施工が難しかった各種構造物

や部品の抵抗溶接が可能になり、生産性が大きく向上した。 

(5) 工場面積が有効利用され生産性が向上した。 

抵抗溶接トランス
加圧力　N 490 980 1370 1960 2450 490 980 1370 1960 2450
最大適正電流 KA 4.81 6.26 7.26 8.2 4.03 5.21 7.23 8.15 9.02
最小適性電流 KA 4.66 5.48 5.94 5.98 2.92 3.89 4.43 5.05 5.28
通電時間　秒 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
最小消費電力 KWH 21.8Q 30Q 35.3Q 35.8Q 8.5Q 15Q 19.6Q 25.5Q 27.9Q
最小電力条件 KWH
最小加圧力条件 N
最小消費電力比

従来型トランス 3000Hzトランス

21.8Q 8.5Q
980 490
25 10

図１ 溶接電源トランスの容積と 

周波数の関係曲線 
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3. 用途 

3.1  一体型抵抗溶接電源 

 小型軽量であることの優位性と消費電力量を低減する省エネルギー性、効率性

から抵抗溶接機を大量に使用している製造ラインで一体型スポット溶接機電源と

して、ハンドキャリー型、ロボット搭載型の何れにも使用され始めている。なお

従来の分離型スポット溶接ガン（A）は急速にガンと溶接トランスを一体とした一

体型スポット溶接ガン（B）に切り替わりつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 使用例 自動車製造 

 

3.2  新機軸の抵抗溶接機の溶接トランス 

 従来からの業界のニーズがありながら開発できなかった新しい抵抗溶接機の溶

接トランスとして使用する。開発された新機軸の抵抗溶接機がそれぞれの分野で

活用されている。 

(1) ロボマスター AS－１ スポット溶接機 

極めて小さい加圧力で片面からのスポット溶接を可能にしたもので、第 19

回中小企業庁長官賞を受賞した。現在各種薄板構造工業分野で使用され始めて

いる。 

使用例 自動車製造工場   自動車部品製造工場 

事務機械製造工場  自動販売機製作工場 

空調工事産業    住宅機器産業 

板金工作工場 

(2) Ｆスポット溶接機 

世界で初めて長尺アームを持ち １ｍ長で 100mm 径のパイプのスポット溶接

が可能な大フトコロ長のスポット溶接機を開発した。2007 年東京都ベンチャー

技術大賞 都知事特別賞を受賞した。 

使用例 溶接管製作会社 

板金工作工場 


