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非接触測定機を適用したプレスパネルのスポット溶接位置の評価手法
Evaluation Method of Spot Welding Position of Press Panel Using Non−Contact Measuring Device
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1．はじめに

2．SW 位置検査の現状と課題

スポット溶接（spot welding：以下、SW）は金属

プレスパネルの SW 位置の検査は、
（１）手測定ま

の上下から電極で圧力をかけながら大電流を流し、抵

たは、
（２）有接触測定機を使用して実施されている

抗発熱で金属を溶かし固めて溶接する方法で、ほかの

ことが多い。

溶接よりも溶接部分が小さく、仕上がりがきれい、溶

（１）手測定による検査の場合は、事前に原寸大、

接速度が速い、熟練した溶接技術があまり必要でない

または 1/2 縮尺で印刷した図面を用意し、印刷図面

などの利点から、プレスパネルの溶接では SW の適

の特徴形状線から SW 位置までの距離と、検査する

用が多い。SW の強度不足は重大な欠陥になるため圧

SW パネルの該当形状から、SW 時の圧着で発生する

着状態の確認は超音波検査などで自動化が進んでいる。 凹み（打痕）位置までの距離をモノサシ（直尺定規）
一方、SW の位置を保証する検査はまだ手測定で実施

にて測定し、誤差評価をしている。
【課題】斜面形状の SW 位置の寸法を確認するため

されており、多くの工数を要している。
2000 年前後より非接触測定機の適用が始まり、プ

には座標軸方向だけでなく、形状の面直方向に向けた

レス業界においても、プレス成形品の変形状態を点群

図面が必要になり、複数方向の図面印刷に時間を要し

形状として評価が可能になり、プレス金型の製作期間

ている。また、図面の特徴形状にはフィレット R 止

短縮に効果が出ている。

まり線があるが、実際のパネルでは R 止まり位置は

本稿では、非接触測定機を金型製作業務だけでなく、 目視判断になるため、読取り寸法は正確性に欠ける。
生産設備業務にも活用する技術として、当社の非接触

さらに、手測定の場合は特徴形状との相対寸法の検査

検査ソフト「spGauge（エスピーゲージ）
」の SW 位

であり、実際の組付け基準からの絶対座標に対する位

置検査機能を適用した事例を紹介する（図 1）
。

置の検査には対応できていない。

＊

ルセット用の治具基準であらかじめ測定座標を登録し、

（２）有接触測定機による手動検査の場合は、パネ
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治具に組みつけたパネルの SW 打痕の中心位置に有
接触プローブを接触させ、そのとき

現在
スポット溶接
位置の検査が
必要
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スポット溶接部の
打痕位置を目視で
確認しながら
有接触測定機で
手測定する

有接触測定機
課題
①測定時間が多くかかる
②目視確認なので測定の信頼性が低い
③測定時に作業者によるばらつきが生じる
④測定忘れの発生
⑤溶接忘れ箇所の測定漏れ

ロボットスポット溶接

非接触
測定機を
活用！

検査方法を変革！
検査ソフト
spGaugeを適用

値は検査用データシートに入力し、
誤差判定をする。これにより、組付
け基準からの絶対座標に対する SW
位置の検査が可能となる。
【課題】表裏に部品取付けの SW
箇所がある場合、SW 箇所が多い場
合（自動車プレス部品のサイドパネ
ルでは SW は約 3，
000 カ所）
、SW

適用効果
①測定時間の大幅短縮
②測定時の作業者によるばらつきが少ない
③測定漏れがない
④溶接忘れの箇所でも、測定漏れがない
⑤検査ソフトによる自動判定
⑥SW 検査結果の再確認が容易にできる
⑦SW 検査のトレーサビリティ保証

非接触測定機

図 1 非接触測定機を適用し、SW 位置の検査を変革

０８６

の座標値を確認する。得られた座標

忘れでパネルに打痕がない場合など
の諸条件下では、測定者による人的
要因のヒューマンエラーとしての測
定漏れ、誤測定が発生しやすく、再
検査の手戻りロスが多く、検査工数
増にもなっている。

× 表記
パネル 2 枚重ね
SW 位置

図2
非接触測定例

このように、
（１）手測定の場合、
（２）有接触測定
機の場合でも、SW 位置の検査には多くの工数が必要

図3
SW 位置の
CAD データ
例

○× 表記
パネル 3 枚重ね
SW 位置

SW 位置が、×、○×、点などで表記されている

になっている。
3．非接触測定機による SW 位置検査手順と工数
有接触測定と非接触測定の両方の測定が可能なアー
ム式非接触測定機による SW 位置検査手順を紹介す
る。
① 有接触測定プローブにて、パネルセット用の治
具の基準位置を測定し、パネル CAD と同じ座標
を設定する。
② SW パネルを治具に組みつける。
③ 非接触測定センサにて、パネル表面の SW 部の
打痕形状を測定する（図 2）
。

図4

SW 検査結果の位置ずれ誤差注記の表示例

複数枚のパネル検査が必要な場合は、②、③を繰り
返す。②のパネルの組換え時に、セット用治具と測定

4．非接触測定機による SW 位置検査の適用効果

機の位置関係を変更しない場合は、①の座標の再設定

① 測定時間の大幅短縮。

は不要で、そのまま③の非接触測定が可能になる。

② 測定者による測定結果のばらつきが少ない。

④ 溶接箇所の CAD データ（図 3）を spGauge に
登録する。
⑤ 非接触測定点群 STL データを spGauge にイン
ポートする。
⑥ spGauge の SW 検査機能 にて、非接触測定
データの打痕形状から SW 位置を抽出し、CAD
データとのずれ寸法を注記表示する（図 4）
。

③ 測定漏れがない。
④ SW 忘れの箇所の測定見落としがない。
⑤ 検査ソフトによる SW 位置の自動検査が可能。
⑥ 非接触測定データにて、SW 検査結果の再確認
が容易にできる。
⑦ SW 検査のトレーサビリティ保証が容易になる。
5．ま と め

⑦ spGauge の SW 位置確認機能 にて適正に抽

本稿では、非接触 3 次元測定機と「spGauge」を

出されているかを確認する。誤抽出部位があった

適用し、効率良く短時間に SW 位置の検査が可能に

場合は修正する。

なる手法を紹介した。SW 検査時間の削減により生産

⑧ 検査結果を CSV フォーマットで出力する（Microsoft Excel に読み込み可能）
。
①〜⑧までの実作業工数（SW 箇所 107 カ所の場
合）は、約 19 分で完了した。手順ごとの工数内訳は、

設備の準備期間短縮、量産における変化点の確認、SW
位置の事前検証に少しでも貢献できれば幸いである。
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