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まえがき

富士電機は周波数 500 kHz，出力 1,000 kWまで使用で

きるMOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect

Transistor）高周波インバータを製品化し，これまでに電

縫管溶接，薄板加熱，焼入れ，プラズマ発生用電源などに

適用してきている。本稿ではMOSFET高周波インバータ

の適用例の一つである電縫管溶接装置の溶接原理，回路構

成および特長について述べる。

電縫管の溶接原理

２.１ 電縫管の概要

電縫管とは帯状の金属板から製造されたパイプである。

図１および図２に示すように，帯状の金属板（帯板）をロー

ラなどで円筒状（オープンパイプ）に整形し，オープンパ

イプの端部（Vエッジ端部）に電流を流してジュール熱

を発生させ，溶接温度にまで加熱する。次にオープンパイ

プの側面に圧力を加え，加熱した部分を圧着（溶接）する。

溶接によりはみ出した部分を削り取り，必要に応じて再整

形や焼なましを行い，所定の長さに切断する。このように

して製造された電縫管は，ガス管，水道管，電線管，各種

構造物に用いられてきた。また，最近は技術の進歩により

品質が向上し，従来は高価なシームレス管を使用していた

油井掘削管，ラインパイプ，ボイラ管などにも用いられる

ようになった。

効率よく溶接するためには，電流をVエッジ端部のみに

集中させて，加熱される部位の幅を極力狭くする必要があ

る。このような条件を満たすため電流の持っている性質の

うち，表皮効果（導体の表面に電流が集中する効果）と近

接効果（互いに反対向きに流れる電流は最も接近している

場所に集中する効果）を利用する。これらの効果は周波数

が高くなるほど顕著になるため，電縫管の溶接は一般的に

数百 kHz の高周波電流が用いられている。高周波電流を

発生させる電源として，従来は真空管を用いた発振器が主

流であったが，最近では半導体を用いた高効率（電源変換

効率95％以上）な高周波インバータが登場し，省エネル

ギー，合理化に寄与している。

２.２ 高周波電流の供給方法

Vエッジ端部に高周波電流を供給する方法としては，図

１のように同心円状の加熱コイルにオープンパイプを通す

誘導加熱法と，図２のように接点（コンタクトチップ）を

介して行う直接通電法の 2種類が実用化されている。

両者の特長は次のとおりである。

誘導加熱法

非接触で溶接できるため，パイプ表面に多少の凹凸が

あっても溶接欠陥が発生せず，小径，薄肉寸法のパイプ
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図１　電縫管の溶接原理（誘導加熱法）
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図２　電縫管の溶接原理（直接通電法）
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を高速溶接できるが，溶接外形が大きくなると大容量の電

源が必要になり，電力効率，溶接速度が低下する。

直接通電法

効率が誘導加熱法より高いため，比較的小容量の電源で

大径管を溶接できるが，オープンパイプの表面の凹凸によ

りコンタクトチップが接触不良になり溶接欠陥が発生する

ことがある。また，通電部の寸法制約から小径管溶接が難

しい。

一般に小中径管の溶接には誘導加熱法，大径管の溶接に

は直接通電法がそれぞれ用いられている。誘導加熱法によ

る実際の溶接の様子を図３に示す。

電縫管溶接装置

３.１ 現状の構成

富士電機の電縫管溶接装置の回路構成例を図４に示す。

インバータに接続される整合回路は基本的に直列共振回路

で構成されており，マッチングトランス（MTr）や空心

の電流変成器（空心 CT）を用いてインバータ出力と負荷

（オープンパイプ）との整合を調整している。インバータ

の入力電力に対する変換効率は95％以上であり，真空管発

振器の変換効率約75％よりも高効率である。

３.２ 富士電機の電縫管溶接装置の特長

真空管発振器に比べ電源部分の寸法が約 1/4 と小形で

ある。

空心 CTおよび加熱コイル周辺が真空管方式とほぼ同

一寸法になるので，リプレースが容易である。また，環

境が劣悪（高温多湿で金属粉が多い）な加熱コイル周辺

部から，インバータを遠ざけることができる。

インバータ出力電圧と出力電流の位相差を制御するγ

制御方式を採用しているため，サイリスタ位相制御によ

る電力制御よりも負荷インピーダンス変動に対して高速

（約10倍）に応答し，常に入力電力を一定にすることが

可能である。したがって，溶接欠陥が発生しにくい。

整流器に安価なダイオードを用いているため，サイリ

スタ整流器に必要なトリガ回路，平滑リアクトルなどが

省略でき，インバータ装置が小形，低コストになる。

インバータ運転中に発生する加熱コイルの短絡，開放，

接地および空心CT一次 二次間の短絡に対する半導体

素子の保護機能を備えている。

直流中間部の平滑コンデンサ容量を低減しても安定し

た出力が得られるよう新しい制御方式を採用することに

より，受電側の力率は 0.95（定格時）～ 0.91（20％出力

時）と広範囲の出力に対して高力率である。表１に 400

kW 400 kHz インバータの仕様例，図５に外観を示す。
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図３　実際の溶接の様子
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図５　400kW 400kHz インバータの外観
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図４　電縫管溶接装置の回路構成例

表１　400kW  400kHzインバータの仕様例 

運転周波数 400～500kHz

定格出力電圧 300V

定格出力電流 1,840A

定格出力電力 400kW

効　率 95％以上 

入力電源 三相，225V，480kVA

スタック構成 100kWフルブリッジ4並列 

冷却水量 80 L/min

外形寸法（幅×高さ×奥行） 1,400×1,950×1,300（mm） 

項　目 仕　様 
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３.３ 効率の比較

電縫管溶接では溶接能力を比較する指標として次式の k

値を用いる。なお，k値は大きいほど溶接能力が高い。

………………………………………………

ここで，

PIN ：真空管発振器もしくはインバータへの入力電力

（kW）

LS ：ライン速度（m/min）

t ：溶接する板の厚み（mm）

実際の操業データから真空管発振器とインバータの k

値を求めたものを表２に示す。パイプのサイズによりばら

つきがあるが，インバータは真空管発振器よりも溶接能力

が20～50％高い。

３.４ 電縫管溶接における解析技術

電縫管溶接において空心 CTおよび加熱コイルの形状は，

溶接能力の良しあしを左右する大きな要因となる。これま

での空心 CTや加熱コイルの設計は勘と経験に頼る部分が

大きかったが，最近はコンピュータの計算能力が飛躍的に

向上したため渦電流，磁界や発生損失など，さまざまな解

析ソフトウェアが登場し電縫管溶接の解析に用いられてい

る。解析には有限要素法が多く用いられているが，この解

析法を例えば電縫管の加熱コイル設計に適用した場合，V

エッジ端部に流れる渦電流の浸透深さが約10μmとパイプ

の長さに対し非常に小さいため，要素分割数が膨大（数百

～数十× 1012 個）になり実用的ではない。そこで表面イン

ピーダンスの概念を導入した新しい解析ソフトウェアを開

発した。この解析ソフトウェアは導体の表面のみを分割す

ればよく，また要素の大きさをある程度大きくすることが

できるため，要素分割数を大幅に減らすことができる。図

６に解析に用いたモデル（加熱コイルから溶接点までを対

称性を考慮して二分割したもの）を，図７に解析結果（溶

接点付近の渦電流分布とベクトル）をそれぞれ示す。現在，

この解析ソフトウェアを実際の加熱コイル設計に適用し評

価を行っている段階である。

あとがき

電縫管溶接の原理と富士電機の電縫管溶接装置について

述べた。今後とも市場のニーズにマッチした，より高効率

な製品を提供していく所存である。

最後に，解析ソフトウェアについてご指導いただいた福

山大学工学部情報処理工学科坪井始教授に深謝する次第で

ある。
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表２　真空管発振器とインバータの溶接能力の比較 

パイプ 
サイズ 
（mm） 

ライン 
速　度 

φ114.3 
  ×4.20

25.0 392 0.279

真空管発振器 インバータ 

（m/min） 
L S

入力 
電力 

（kW） 
P IN

溶接 
能力 
k t

ライン 
速　度 

26.9 320 0.354 21.2

φ130.0 
  ×2.08

31.0 334 0.193 30.0 160 0.386 50.0

φ130.0 
  ×2.95

30.6 370 0.244 30.0 190 0.465 47.5

φ130.0 
  ×4.20

23.5 400 0.247 24.0 250 0.403 38.7

φ130.0 
  ×5.50

12.0 360 0.225 15.0 280 0.418 46.2

φ190.0 
  ×4.20

14.7 413 0.149 18.0 280 0.270 44.8

φ190.0 
  ×5.50

9.6 413 0.130 11.5 320 0.198 34.3

（m/min） 
L S

入力 
電力 

（kW） 
P IN

溶接 
能力 
km

    能力差 
（1－    　） 
×100（％） 
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図６　電縫管解析モデル
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図７　渦電流の分布
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