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コンピュータ援用溶接技術調査結果

1．はしがき

WDS委員会の中にCAW（コンピュータ援用溶接技術）調査グルーブを1995年に作り、
国内外のC　AW関連ソフトを調査し、その内容を分類し、調査シートを作成してきた。

そのWorkmg　Gr（〕upはつぎの6名のメンバーである。

　　　糟　谷　氏（新目本製鐵）　中　西　氏（利光設計）

　　　尾座本　氏（NKK）　　　松　浦　氏（ダイヘン）

　　　川野氏（川崎重工）　　荒木氏（川崎重工業）
　　　藤　井　氏（安川電機）　　沓　名　　（名古屋大学〉
本調査結果を「一一太郎　Ver．5または　6」として　ファイルを作成した。2回に及ぶ調査結果の中

から、主な溶接ソフトについて、ここにまとめて紹介する。

2．C　A　W関連ソフトの分類方法と分類番号

CAW関連ソフト調査シートではそのソフトの内容をつぎの5項目に分類した。
　　（1）そのソフトの利用目的別（どのような目的に利用されるか？）
　　（2）そのソフトの利用技術分野別（どのような技術分野に利用されるか？〉
　　（3）そのソフトの利用形態別（どのようなシステム、形態で利用されるか？）

　　（4）そのソフトの関連する溶接方法別

　　（5）そのソフトが主に利用される産業分野別
そして、次のようにこれらの分類を次の順に分類番号としてソフトを分類した。

（目的分類番号）一（技術分野分類番号）一（形態分類番号）一（溶接法分類番号）一　（産業分類番号）

ただし、複数にわたる時は複数番号を3ケまで記人した。また、該当するものがないときには

　X”を記入した．

　　　　　（目的分類番号）一（技術分野分類番号）一（形態分類番号）一（溶接法分類番号）一一　（産業分類番号）

記入例：　　（1）　　一　　　（2）　　　一　　　（1）　一（1、2、4）一　　（15）

2．1　目的別分類　　（どのような目的、分野で利用されるか？）

　　　　　①溶接情報の蓄積、文献検索、

　　　　　②規格の内容説明、

　　　　　③技術計算
　　　　　④溶接機器・システム
　　　　　⑤技術相談、エキスパートシステム
　　　　　⑥研究・開発、溶接現象のモデリング
　　　　　⑦材料管理、機器管理、施工管理、
　　　　　（茎）品質管理、試験検査

　　　　　⑨溶接技術者・技能者の教育．管理
　　　　　⑩コスト計算
　　　　　⑪その他（　　　　　　　　　　）

2．2　技術分野別分類（どのような技術分野に利用されるか？）
①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

溶接設計、継手強度、

溶接変形、応力

溶接材料、被溶接材料
溶手妾～台金、　溶接性

溶接ブロセス，溶接物理現象
溶接機器、自動化機躍（ロポット．

溶接施工、自動化、システム化，

試験、検査、

溶接コスト、生産性、経済性

溶接全般
切断、ネスティング、

その他

センサーなど）

2．3　利用形態別分類（どのようなシステム、形態で利用されるか？）

　　　　　①データベース
　　　　　②エキスパートシステム
　　　　　③計算ブログラム、

　　　　　④溶接ソフトウエア
　　　　　⑤ファジイ制御
　　　　　⑥ニューラルネットワーク

　　　　　⑦CAD／CAMシステム
　　　　　⑧オフラインティーチングシステム

　　　　　⑨その他（　　　　　　　）

2．4　溶接方法別分類
　　　　　①CO，アーク溶接機
　　　　　②MAG溶接機・M　l　G溶接機

　　　　　③TIG溶接機
　　　　　④サプマージアーク溶接機
　　　　　⑤抵抗溶接
　　　　　⑥手溶接（被覆アーク溶接）
　　　　　⑦特殊溶接（電子、レーザ溶接〉

　　　　　⑧その他（
2．5　産業分野別分類
　　　　　①造船
　　　　　②橋梁
　　　　　③建築・鉄骨
　　　　　④自動車・車両
　　　　　⑤航空・宇衡機器
　　　　　⑥パイブ・配管
　　　　　⑦化学機器
　　　　　⑧機械（産業、

　　　　　⑨鉄鋼・非鉄金属
　　　　　⑩情報機器・ソフト
　　　　　⑪溶接機器
　　　　　⑫その他産業
　　　　　⑬溶接施工関連産業全般
　　　　　⑭溶接機器関連産業全般
　　　　　⑮溶接材料関連産業全般
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3・CAW関連ソフト調査シート集

CAW関連ソ7卜調査シー一ト　　　　No、O　O1－96

題名（和文）

　（原題l　WELDINGCl）一〇RDINATOR

開発機関　TW【

　市販会社1　同ヒ

UK　　TEL：01223　891162

　　　　　　　　開発年

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶接怯別　　　　　産業分野別

分類（7　）一（　IQ　　）一（　L　）一（　8　）・ 口3　　）
機能・内容：
WELDSPEC，WBLDQUALとNDTSPECがパックになったブフト。溶接部の詳細を記億させ’るためのデ

ータベース磯能も持つ。また、各溶接に関する情報を見つけやすくなっている・
　二れにより，施r二の監視をよりよくすることができ、またQA基準を満たす手助けとなる。

参考文献1

市販価額

CAW閲連ソフト調査シート　　　　No．002　－96

題名（和文）

　源題｝　曜ELDSPEC

開発機関　　TWI

　南販会社：TWI

LrK　TEL　O1223”甜口2

　　　　　　　　　開発年

　　　　FI的1引　　　技術分野別　　　形態別　　　溶接法別　　　　産業分堅砺Il

分類（　7　）　（　　7　）一（　L　　（1－6　　　13　　）
機能・内容：

溶接施1：データベースは，会社のWPS等を記録する二とが可能，
ブログラムは、3つの規格に合わすことが10∫能で、εNお8、細肥　IX、　B5弼7Dがある。
また．他のレイアウトに変史も［1∫能．このソフトは、強ノ」な編集、グラフィック，

さらには、D〔黙／V用、Wしrldl〕wr用がある。

参考文献二

市販価額

CAWl周連ソフト諜1査シート N〔〉　OO3　－96

題名（和文）

　〔原題〕　WEL，DQlrへ1，

闇発機関　TWI
　市販会社：丁阻

しrK　TE［．OI233 99U62

開発年

　　　　日的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　溶接法別　　　　産業分蝉別
分』鯉i　（　9　 ）　　（　　12　　　　（　i　 ）　　（1，2，3、5　　　（　13　　）

ヰ幾菖旨　・　「人1容　1

　WEl．DSPEしと1司様であるが，溶接11の資格 認定書に合わせたフォーマットがされている，

　フォーマットは、E関訂，AS湘　朕に台わせている・この』ノフトは・また・検索機能に

優れており、データのサーチや・グラフ仁ノク、印刷などの機能も充実している。

参考文献：

II∫販価額

CAW関連ソフト調査シート No．　004一一96

題名〔和文）

　（原題）　　NDrSPE〔二

開発を幾関　　　τW【

　市販会祉：丁旧

撒　rEl、0し2脇唱田田2

　　　　　　　　　闘発年

　　　　日的別　　　　技術分野「剖　　　　形態石」　　　溶接法皇II∫

分類（8　（8）　1｝　X〉機能・内容：

産業分野別

13　　／

　WELDING　CQORDIN“）Rの一部として、このソフトは非破壊試験結果を記録させるため

に設計されている，

　ブログラムは、4っの異なったオ∫法で特徴つけられる（MPl、LPI、radlographlc、

超音波），それそれは独自のシートレイアウトを持つ．

　ブログラムが持つソート能力は溶接継ぎ手こその非破壊データを結びつけるのにト分で

　ある。

参考文献

rh販伍i額
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CAW関連ソフト調査シート No．OO5一96

題名（和又1

（原題l　PRε旺灯

聞発機関　　TWl UK　TEL Ol2Z3－891162

rけ販会社：川 闇発年

目的り1∫　　　技術分野汚F1 形態別 溶蘭去別 産業分野別

分顛　（3。5．7）一（　　4　　　） （ 3 〉一　（ 1～6　1一（ 13．14 ）

機能・内容：

C－Mn鋼を溶接する際の水素割れを防ぐ手助けとなる。

下記のニヒパラメーターが決定される。

最底予熱ぎ巌r望

溶按施llにおける最低入熱量

最大炭素当量

溶接金属1トの最大水素量

ブログラムの出カシートはヒ記要因を関連つけて解析が・∫能となる。

参考文献：

CAW関連ソフト調査シート Nl）．006－96

題名（和．之1）

　源題） WeId）ol〆WeldC l、1

開発機関　TWI
　市阪会社：　丁凹

UK　TEL　O1223－89H62
開発年

　　　　日的別

5ナ進貞（5）一（
機能・内容1

技術分野別

　9　　　）一（

形態弓ll　　　溶接法別　　　　 産業分墾チ別

1、3　　一一（1～6　〉　　　13，14

　　　　このソフトにより技術者は．現状の施r法のコスト算出が可能となり、また．

　　　　新たな構遣物における鮫も効率的施工法を見つけることも可能にする。

　　　　できるだけフレキンブルに，没計されており、’もし一ならば’式解析を素早く行う

　　　　ことが［f∫能であり．コストやデフ・ゴルトパラスーターを記憶させるデータペース機能

　　　　も｝，予ち合わせている。

参考文献；

適用可能ハード　’、ノフト

市販価額

CAW関連ソフト、調査二 N侍　007 96

題名（和文｝

源題）　　Ml、GDへRTへ

開発機関　　TIU　　　　　　　　　　　　　　　　　　甑 TEL　Di223－891i62

市販会社 l　T旧 開発年

目的別　　　　　技術分野別　　　　　彫態別 溶接法別 産業分野別
ラナ類　　　（　　5，7　　　）　一　　（　　　　　　7　　　　　　　）　』』 　　く　　2　　　　　）　一・　（ 1，2　）一・（ 13 〕

機能・内容＝

フラ・・ウ肩ア・ドワ1ヤ／砂l！〕アドワ什を含む副（i〆MW溶接のペラ犬一夕を作成する。

利用者は、好みの溶接法や、溶接剖1のサイズを入力する、

記録させているデーダより，プログラムは， 下記パラメーターを作成。

パス数

電流，電圧、速疲，ワイヤフで一ド速度，アーケ人力

アーク時闇、　1メートルあたりの闘接的時問と全時問

参考文献：

適用可能パード

及び必要ソフト

市販価纈

C、へ～V関迎ソフト調査シ・ ト No．008一96

題名（和文）

　（原題） WELDGEN

開発機閲　丁胴

　市販会社，丁田

しK　　　 TEL　　O［223－S9［162

　　　　　　　　　　閣発年

　　　　口的別
分類　（　5　）

機能・内容：

技術分野別

　　7　　）一（

形態別　　　 溶按法別

　2　　　　q～6

　　　　産業分野 測

）　　（　13　　　）

　　　Eurekaプロジェケ1・EU259の ・部として、丁明が開発したプログラム。

　　　ブロゲラムは、全接施工のガイドラインを記述する。

　　　また．1祀LDSPECが持つデーケヘースにその結果を記憶させることも可能。

　　　ブログラムは．アルミ，（’ Mn鋼，低含倉鋼、ステンレス鋼の情報を含んでおり

　　これら材料に対する最モ・一般的な干動ブロセスに関する情報も持っている。

参考文献，

適用可能ハ 一ド

及び必要』，ノフト

市販価額

無

獅母
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CAW関塵ソフト調査シート No．　009一・96

題名（和文）

　（原題）CRへCKWISE

開発機関　TWI

　市販会社：　TWl

UK　TEL　O1223－89U6Z
開発年

　　　　u的別
分類　（2、5、7

機能・内容：

　　　技術分野別

一（　　1

　形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別

（2　）一（X　　 （13、15　）

このソフトは、時問のかかる手続きを省略し．PD6493にある破壊評価手噸を自動的に

行うよう設計されたものである。

特微としては、グラフィックス、テキスト出力、ライプラリー機能、さらには、でき

るだけ簡略化された専門家のデータを入力するモードなどがある。

参考文献1

適用可能ハード

及び必要ソフト

市販価額

CAW関連ソフト調資シート No．　0ユO　－96

題名（和文）

　（原題）　FA質G肥粥SE

1用絹…下幾「剰　　TWl

　市販会社　　丁凹

UK　TEL　Ol223－Sgh62
開発年

　　　　目的別

分類　（　2　　）

機能・内容：

　技術分野別

（　　1　　　）一（

形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別

　2）一（X　〉　（13，！5　｝

　静的荷重ドに対するガィドラィンに加え、BS工が発行したPD6493資料は疲労荷重

を取り扱う規則も具体的に与えている。下記2つのアブローチが記述されている。

破壊力学に基づいた一般的原理．ここではParls則を用いた亀裂進展を予測している。

実験的に得られたS－N曲線と既に破壊力学計算結果の両方を元に得られる手順・

参考文献1

適f冒匹可台廷ノ、一ド

及ひ必要ソフト
市販価額

AW関連ソフト、調査シー一ト NQ．011－96

題名（和文）

　（原題｝ C〉K

開発機関　四1

　市販会社　丁阻

UK　　　　TEL　　O1！23－891し62

1器1発年

　　　　目的別

づ♪類（3　）一（
機能・内容1

技術分野別

　3，4　　　）

形態別

3
溶接法別

（　X　　）

　産業分野別

（13㌧　L5〉

　K値、CTOD，．『積分で表される破壊靱性値は．欠陥の里要制を評価するための
重要なファクターであるが、多くの場含そ‘）値はわかっていない。

　しかし、シャルピー吸収エネ，Ψギーと破壊靱性値の相閲が多く開発された。

　このソフトは．これまで発表されてきたZ5を越す栢閲と，

を合体させたものである。

参考文献：

その適用性に関する情報

適川可右旨ノ、一ド

及び必要ソフト

市販価額

CAW関連ソフト調査シート N〔）．012－96

題名〔和文）

（原題〉　　ProCon

開発機関

市販会社l　Pr〔）Sorl　UK　　Tei　o15H56 7933　　　　　　　　　　　　　闘発年

目的別　　　　　技術分野別　　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別

分類　（　7、8）一（　　7　　　　〉一（　1，2〉一（　X　　　）一（　13　　　　）

機能・内容二

この’ノフトは、以下の特徴を持つ．

溶接手頗

仕様書管理

溶接施工承認管理

溶接品質管理

参考文献＝

適購可能ハード

及ひ必要ソフト

市販価額

癬・粕
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CAW関連ソフト調査シート N〔）．　013－96

題名（和文）

（原題）　NDTC凹

開発機関

市販会社：ProSorl YK　　lel 0［5H56－7933 開発年

目的別 技術分野別 形態別　　　溶接法別 産業分野別

分類　（　8　　）一（ 8 ）一　（　　　　）一　（　X　　）一　（ 13 ）

機能・内容：

非破壊試験管埋

参考文献：

適用可能ハード

及び必要ソフト

市販価額

CAW閲連ソフト，調査シート No，〔）15－96

題名（和文1

（原題） SIISα川

開発機関

市販会社： ProS〔｝「1 ［∫K le！　Ol51 156 7933 開発年

目的別 技術分野別 形態別　　　溶接法別 産業分野別

分類　（8 ）一（ 8 ）一（　　　　〉一（　　X　） 一　（ 1 ）

機能・内容：

船殻検査管理

参考文献1

適用可能ハード

及び必要ソフト

市販価額

灘

輪簗
嚢　コ　、

　モ　蔦

繰
雑i

卜一畠

ND

CAW関連ソフト調査シート N（）．014－96

題名（和文）

（原題）　猟BC〔）N

開発機関

市販会社：Loglcal M［magem｛♪nl　　rピ1 Ol5卜353 1003 開発年

目的別 技術分野別 形態別　　　　溶援法別 産業分野別

分類　（　5　　）一（ 3、7，10　　）一　（ 2　　）一　（　　X　）　一 （t3、14、15　）

機能・内容＝

ド記機能を合体させたもの。

ブ「ラン／評Ilh

材料

施ll

検査／非破壊

運送

参考文献1

遡明可能ハード

及び必要ソフト

由販価額

CAW閲連ソフト調査シート N〔），016－96

題名（和文）

（原題〉　　WELD　PROC

開発機関

市販会社；　Lり91caI Managel皿e唄 F「cI 0151353 1003 開発年

目的別 技術分野別 形態り1」　　　溶1麦法別 、壁業分野別

分類　（　7、9　）一（ 7 ）一　（ ［，2　　）一（　　x 〉一（ 13 ）

機能・内容：

以下の特徴を持っ．

WPS！WiくARIWPQR

溶接 試験／結果詳細

溶接1：重認試験認定爵

継手スケッチ機能

参考文献：

適ll阿能ハード

及び必要ソフト

Il1版価額
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CAW関連ソフト調査シート No，1）17 96

題各（和文）

（原題）　　　　CRRAL　Dl，l　WPS〆PQR　D己labase

開発室幾闘　　　　Ame　r　l　c　an　We　l　d　Hlg　［n　s［i　t　u　t　e

ll∫販会社二 開発年

［1的別　　　　技術分野別　　　　形態別 瀦妾法別 産業分野別

分類　（　1　　）一（　7　　　〉一（　し　）一 （ X ）一（　　13　　）

機能・内容1

溶接施エ要領（WPS）や溶接施1二確認記録（PQR） を． 入力、 蓄償、検素、

改善できるデータベース。すべての情報は、酬S団．1 の規格に基づいている，

様々な施］1に関する継手の詳細やピード形状を表示， 保存、 プリントできる。

また．AWSDI，1－9Zの規格を含んでいる。母材、 母材板厚， 溶接プロセス，

フィラー材料の様々な組み合わせで検索することができる。

参考文献：

適用‘可有旨ノ、一　ド　　　An　80286　0r　「abIer　prucessor，

及び必要ソフト　　Dl）S4，00rhlgher，

VGA副ur　graphlcs，脚use，

450KB　avatlabl（・RAM，

7MB　hard　di5k　space 市販価額

CAW関連ソフト調査シート NQ．　OI8－96

題名（和文）

〔原題1 C〔）RRAL9

開発磯関 Amerlcan　Weldmg　IrlSIltUle

市販会社1 開発年

目的別 技術分野別　　　　形態別 溶接法別 産業分野”Il

分類　（　1 〉　一　　（　　　　7　　　　　　　）　一　　（　　　　1　　　　）　一　　（ X　　　）一　（ 13　　》

機能・内容＝

WPSやPQRを入力、蓄横、検索、改善できるデータペース。
パソコンを使用でき，AS距SecUlm　IXの鏡格に基づいている。

母材、板厚、 溶接プロセス， フィラー材料．後熟処理の豊求．衝撃試験の要求の

様々な組み合わせで検索することができる。

参考文献：

適用可能ハード Al1［闘PC　or　co叩auble　comPUler，

及び必要ソフト 640KB　R、へM，

MS－D（lS2．O　or　higher，

h肛rd　dlsk　sloragl｝

〔－AW『樹連ソフト，凋査シート Nい，0エ9－96

冠名（和如
（原題、 WELDATA

開発機関 A01erlcall恥ldlng　ll1・1目llle

市販会社： 開発年

目的別 技術分野別　　　　形態別 溶接法別 産業分野別

分類　（　1 ）　一　　（　　　　7　　　　　　　）　一　　（　　　　1　　　　）　一 　　（

X　　） 一　（　　13　　　1

機能・内容：

WPS、 PQRを検索できるソフト．
母材、板厚， 溶接ブロセス，フィラー材料の様々な組み合わせで検索できる。

AW1が提供しているCORRAl．9の盟S〆Pllkデー一夕べ・一スによるWPS， PQRの
改良の入力やブリントができる．

参考文献：

適用可能ハード An80紹6PrDces㍉曳）r、

及び必要ソフト δ40kBRAM，

1．7MBhard　dlsk　space

CAW関連ソフト調査シ「一ト N（｝，020－96

題名（和文）

　（原題） WELDSPEC「orWINDOIVS

開発機関

　市販会祉

Ed【so【IWeldHlgh1SlllUlじ

開発年

　　　　目的別

分類　（　1　　）
機能・内容二

技術分野別

〔　7　　　）一（

形態別　　　　溶接法別

　1）一（X〉一（
産業分野別

　13

　　冊LDSPEC　PLしISの最新版。WPS、PQRを蓄積できるデータベース。

　　スクリーンおよび「ll刷物は．八SME　SeCLIl〕111Xおよび已N28δの規格にあうように

　　初期化されている。このプログラムは、特定の溶接に使用された溶接施 1この調食、

　　以前使われた溶接施工の確、認、と高品質溶接施1一書の昨成ができる。

　　溶接準備、積層方法，手順検索および編集するために図示できることが特徴、

　　WELDERQUALと互換性がある。

参考文献：

適用可能ハード

及び必要ソフト

4850r　ras【erproc吐

8MBhar〔ldlsk5Pac
VG、へ　col（〕r　mon［t（〕「、「

巳郎〔川c〔皿palIblし・dll

MS－D〔）S5　arld　MS　W止n〔i

　　　』　7

e，

　．｝1　’　F｝1

　 　　　　　　　　　．　s｝　　｝　 　〕巨jPatEble　prlnしer、

　　：一
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CAW関連ソフト調査シート ↓N〔）．　021－96

題名（和文）

（原題） WELDERQUAL　ror　WIND（IWS

開発機関 Edlson　Weldmg　lロSmute

市販会祉1 開発年

目的別 技術分野別　　　　形態別 溶接法別 産業分野別

分類　（1、 9 ）一（　7　　　〉一（　1 ／一（　X ）一（　　L3　　）

機能・内容：

WELDERQUAL PLUSのアッブグレード版。WELDSPEC PLuSに類似している。

しかし， ASME SeCロon駅，Qw－484およびEN287の晩格に基づく溶接技術者

資格記録にあうように初期化されている．

溶接有資格技術者を仕事に就けるためだけでなく， 資格の期限の管埋等、

溶接労働力を見失わないようにすることができる。

適用可能ノ、一ド 4861」r　ras【er　processor　W曲4MB RAM，

及び必要ソフト 8MB　hard　dlsk　space，

VGA　co［or　ml．川ωr，rloppy　dr［ヤe，

EPSlm　co旧panble　d［ll一肛iamX肝 Laser」el－co皿patIble　prlmer，

MS DoS5and　MS　Wlnd〔｝ws3．1． Nelw〔）rk　ready．

CAW関連ソフト調査シート No　O22－96

題名） （原題） NDTspec　fr）rW［MD〔）WS

開発機閲

　1行販会社：
EdlsoロWeldmgmsロlute

開発年

　　　　目的別　　　　技術分野’jIl　　　形態別　　　溶接法｝lrl　　　　産業分野別

分類（1、9）一（7，8） （1）一（X）一（　L3
機能　内容：

　　NDTレポートの蓄績、管理により構成される。
　　データ入ノノ．視野、ブリントアウトσ）ハードコビーに使用されるスクリーンは

　　4つのE要，なNDT技術によりすべてのデータを蓄積できる。
　　プロゲラムには、レントゲン、超畠波、浸透探傷，磁粉探傷が含まれ．外観検査

　　渦電流試験のような池の技術も使う二とがξきる。

　　データは各プロジェクトにおけるフ尾レポートを与えることができ、溶接者の名前．

　　仕事恥、連絡NO，．その他のペラメータによるリストアップが行える。

　　ファイルは、各レボートσ）略図．溶接び）1洋細1、、投備、イ・連続位置が含まrtる。

　　パスワード管埋により他人の勝手な変更を防止できる。

　　NDFspecは単独で機能あるいは、WeldHlg（‘〕一urdmalor　J）・部とリンクできる。

適用可能ヘー一ド

及び必要ソフト

4S6Ur「、lster　pr（lceSSりr　w［lh鋼BRAM．

SMBhmddlきkspac〔・，

VG，、cok”皿1川llor，fhlPpyd：’1喫，

EPsL）liC・，：しlpaubIedo［ 、ll【L旧xor！、a》川e［ C照panbl｛・prm【er，

Mb 1）oSl聖an〔IMSW lnlIけ昭3，［，Nc【wL｝rkread》．

GAW関連ソフト調含ン　ト N（ノ．023－96

題名（和文1

（原題）　　WELDINGC（1－ORDINへ「rOR

開発機関　　ELiiSDnWeldmgin51ロUle
市販会社：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発年

目的別　　　　　技術分野別　　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　　産業分野別

ラナ夷貞　　（　1　，　9　　　　）　一　　（　　　7　　　　　　）　一　　　（　　1　　　　）　一　　（　　X　　　　　）　　一一　　（　　　1　3　　　　　　）

機能・内容1

製造管理のWmdo附ソフト．

このソフトは構造物製造に関するすべての文書を保存している、

CO－ORDIN層ORパートは，個々の溶接構造物の溶接データシートあるいは

経歴記録を保存している、情報のパートは、WPSNu．、溶接技術81D．

NDTレボートNo．である。

適当なNo，をダブルクリックすることによって、簡単に険索できるWPS、

溶接技術者資格記録およびNDTレボートによって、脚E【．DSPEC、WE［．DERQUAL

およびNDTSPECとリンクできる。

Accessデータベ・一スによるヤlsyal　Ba、lcで爵かれ，構成はDUSのソフトより

簡素化されている。NetwOrkもOK，

適用可能ハード　　4瀦叫f薦lcr　Pl『りcessu「馴山4MBR胴，

及び必要ソフト　　8肥　hardd隅kSpace，

VO’、ColurR川1il〔）r，m（〕use，rh｝ppydrlve，

EPsollcompaUb［edl’1－ll】1皇lr！“1【’1，aser、le［ colrIPR【lbleprlnter，

鵬一DoSs　and　MSW川〔1（｝ws3，1

CAW闘連ソフト調査シ・ N〔♪．024一一96

題名（和文）

（原題）　　W巨LD 1丁

開発磯関 Caロa山all　Weldlng　BUl’eau

市販会社1 開発年

日的別 技術分野別 形態別 溶接法別 産業分野弓」

分頚　（　　5 ） （　l　o　　　）一 （　　4 ） 一　l　x　　） 一　曳　　13　　）

機能・内容：

学生，エンジニア、 技術者向けの溶接二♪／肝のガイダンスソフト。

鋼の牛、予性， 製鋼，溶接冶金、溶接方法、 切断方法、 溶接記号、疲労、 継iF形1犬、

コスト、 安全等の項目により構成される．

適用可能ハード 3b5 Z5MHz　or『aSler P．oCし聖、SO「，

及び必要ソフト 5MB（聖rl　hllrd　d口ve

4MB　R 糊，

S、G八偲56cLlil照）、

Wm〔1（lws3，I　or　lail』1－
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A、VI斐1週｛L、ノフト置周査iシート NQ．　し）25 ・96

題名！和文1

　（1泉題／ 州dmgPro・W『［le

開髪睡閲

　市販会社

Cい叩UlerEngI［1し』監』rln9，hlc

開発年

　　　　11的別　　　　技術分野㌧」j　　　F杉態別　　　溶凄法別　　　　産業分里多別

フ♪類k　1，9　）一（　7　　1一一（　1　）一一（　X　〉一・叱　13
機能　内容：

　　WPS作成、溶接技術者記録管理をfiう’ノワト。

　　蝿MESeClmn［Xの幌格に基づき、施工作成のミスを回進し，［600以上の材料や

　　関係する情報により、材料テ… 力レが構築されている，これらのテーブ1レは、

　　ユーザーにより編集、拡張が可能である。

　　個々の溶接技術者の能ガ記録もある。溶接法ごとの技術著の資格期限を表示し、

　　見ることによって期限を守ることができる。

　　このソフトは，個人のコンビュータあるいはネットワークLで操作できる、

　　アウトブットは，画面に表示され，プリントアウトできる。

参考文献：

適用可能ハード

及び必要ソフト

80監60rlalerprr）ceSSl〉r，Wlth512KBDrrreeRAM，

onefl（IPPきaほdolleharddしsk，rl臼nr〕chr鰍・orcolur01〔）nしlor，

80coluハnprlnter（DPl川1aし〉，

MaCmωshcomPl員er～

　　　　wllhaP〔emuIal〔汀（suchaqnslgnla’sSリnPCs〔〕nware）

（二AWl謝連㌧．ノフト護周査シート No．026 96

題名（和文）

（原題）　　WeidlrlgEngineers［1elper

開発機関　　　八W　Johllson　and　AssOClates

巾販会社1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発年

ll的別　　　　　技術分野別　　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　　産業分野別

分類　　（　1，　9　　）一一　ぐ　　7　　　）一　（　　1　　　）一　（　　X　　）　一　　〔　　13　　　）

機能・内容：

溶接プログラム管理ソフト、

PQR、WPS．標準溶接継手「没計，書類修111、自動的な溶接技術者資格の

更新チェック、形式化した試験等を関係するデータペースより検索できる。

DI，1、D【．2，Dl．3、DI．5およぴD9．1コードにより利困できる。

参考文献＝

適用ロ1能ハ 一ド　DoS　co皿pulers

及び必要ソフト

l蔽lr1i噸

CAW関近P、ノフト調査シー一ト NI）．　027－96

題名（和之）

（原題）　QM賜LD

開発機関　　4X　Sf）1［冊re

市販会社：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発午

目的別　　　　技術分野別　　　　1杉態ノII」　　　溶桜法別　　　　　産業分野別
ラ」』餐員　　　（　　　1　，　9　　　　）　一　　（　　7　　　　　）　一　　（　　　　1　　　　　）　一　　（　　　X　　　　）　　一　　　（　　　　1　3　　　　　）

機能・内容1

溶接構造物管聰の分かりやすいソフト．

EN23了（p卍隠1，Z，～md3）とASME眠の娩格による溶接技術者、証明を保存し．

統刮やレポートを作成し，管理の視野を与え、構造物溶接のベースとなる

溶接按術者証明を更新する。

1容｝妾シーケンス・、舌r画，構造物注文，　構、！董物溶接、｛己録、　NDE手lr慎・レボー1、、

溶接結果，完全なブロジェクト記録という構造物のステッブをす又てカベ する、

言語：英語、

参考文献：

適用可能ハード　UmxWorkslaUu【li，r4R6 basedPC，WllhI6MB皿eml）ry，

及び必要ソフト　　300MBdIrk　sl）acζ・，脚J　by口50re～Dlulll川mollltur，

1a～erPrmlel』WIけ1P醐scrPlaRd2MBmeに川丁ン，
Elhemelり…ヤne隙〕1’k　w川1TCP／IP

CAW関連’．ノフト調査シート Nし　028－96

題名（和文）

　（原題） κWEl．D

開発機閲

　市版会社二

4XSullware

開発年

　　　　Ll的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　産業分野別

分類（1，9）一一（7　〕・一（　1　）一（X　）一（13
機能　内容；

　　PQR、WPSの開発と認μ∫証明，製造試験，亨IE明のプリントをお二なう
　　デー・タベー一ス。

　　オンライン、メールシステム、マルチコンビュータシステムにより、施二［ に関する

　　多くの継織にマッチしている。

　　ASME　Sec【R）111XとEn288規格に基づいてお1コ，データベースのフォーマットは

　　ANSl／～WS、、91皿ndA9，2と　・致している。

　　検索、質問、編渠、レポート、分野確認，ポッブアッブメニュー、描1割ツール．

　　図書館検索，自動的なデーダベースバックアッブ，会話、多数の文書、ユーザー

　　というような項目を含んでいるのが特徴。

　　溶接プロセスセクションの友きなンステムを簡単にまとめることができる，

　　ORACLFデータベース，SQL質岡ドぎ請、丁、闘ur　Mollf，XPI、MN聞発ツールとともに
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動作する。

単独あるいはQCWELDのような品質管理システム．XQ－19000のような品質保証システム．

CHECKWELDのような溶接施工確認システム．あるいは他の溶接技術エキスパート

システムのように使用できる。

言語：英語

適用可能ハード

及び必要ソフト

Unix　Works【a【置on　Dr　486

300MBdLskspace，900b
laserprinterWllhPost

Ethernel　orne［workwit

一sedPC，with16MB皿e皿ory，

’150resolUロon皿onilor，mouse，

　lptand2MB田emory、
　CP／IP

CAW関連ソフト調査シート No，　029－96

題名（和文）

　（原題） Turbo－IX

開発機関

　市販会社：

C－spec

開発年

　　　　日的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　産業分野別

分類（1，5）一（7　）一（1，5）一（X　）一（L3　）
機能・内容l

　　ASME　Secnon　D（の要求に基づき、溶接施工の速度向上と簡素化のために開発された。

　　4つのデータベースと応用プログラムにより構成される。

　　ブログラムは、評論家の限定された入力による検索，データ操作、論理的な決定および

　　ASME　Secllon　IX規格により構成されている。

　　このプログラムは、DOSコマンド、Turbo－D（メニューシステムによるWmdDws、およぴ

　　サブルーチンプログラムにより起動する。

　　溶接技術者はASME　D（変数を見ることによりメニューを選択できるので、コードの

　　仕組みを知る必要はない。

　　このプログラムは適切なコードテキストを表示するだけで、材料データペースを検索

　　し、母材．フィラー材料を決定し、適切な板厚範囲を計算し、機械試験方法を決定す

　　ることができる。

　　このシステムが操作できるデータベースは、AS肥Kの溶接変数・説明のテキスト、

　ASMεIXでリストアップされている母材、ASME　IX　Secnon旺Part　C、および

　AWS　A5．1～A5．31の溶接フィラー材料を含んでいる。

　　初心者から溶接の専門家まで対象にしており，コンピュータに関する特別な経験が

　無くても操作できる。詳細なヘルブおよびショートカットが特徴である。

適用可能ノ、一ド

及び必要ソフト
808260rnewerproce∬orwUh6
0nefloppydnve，hardd口vewl
DOS2．000r！ater，　monochrome
MaCmloshcomputers

　　　　　w［lhaPCe旧ulator（su

OKB　of　free　RAM，

ha口east2MB「ree，
r　color　momlor，

　aslnsignia’sSoftPCsoftware）

CAW閲連ソフト調査シート No．　030－96

題名（和文）

（原題〉　　WELDSELECTOR

開発機関　　　Amerlcan　Welding　Inslitute

市販会社：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発年

目的別　　　　　技術分野別　　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別

分類　（　5，7　）一（　7　　　）一（　1、2　）一（　X　　）一（　13　　）
機能・内容1

人工知能により，特定の適用のための溶材を選定するソフト。

咽々の適用に対する溶材の選定を行う．

最も一般的に溶接できる鋼をカバーするASTMで分類された1200以上の鋼の

情報により構成されている。

システムは，母材、溶材および溶接ブロセスについての情報により構成

された一連のデータベースにアクセスする。

母材、熔接金属の機械的性質および溶接特性を含む何千もの入力された

データベースにより構成される。

データベースと連結したエキスパートシステムの技術は・複雑な決定を

可能にし、単なるエキスパートシステムおよびデータベー一スより・より

多くの能力，情報を提供してくれる。

参照中は、最終的な結果に至るまで、一連の簡単な質問をしてくる。

ヘルプ画面は、参照中はユーザーの要求により表示され、技術的な溶接

エンジニアを提供、要求した情報に関する必要な説明をしてくれる。

高度な技術を有する溶接エンジニアの考察過程を模倣している．

最終的なアウトブットは適した溶材のリストアッブである。

適用可能ハード　　Texas　lnstrumen6Bロsiness－Pro　P（l　or

及び必要ソフト　　80＊86co皿panble　co皿puler（bロl　nol　a80486）wUh　DOS2，l　or　hlgher，

皿ml皿um　or640KB皿e皿ory，

lMB　of　hard　disk　space

CAW関連ソフト調査シート No．031－96

題名（和文）

　（原題）　　PREHEAT　PLUS

開発機関　　Edlson　Weidmg　lnsmule

　市販会社1 開発年

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　産業分野別

分類　（　3　）一（　7　　　）一（　3　）一（　X　　）一（　　13　　〉
機能　内容1

　　水素割れの危険を最小にするような余熱温度、溶接条件を計算するソフト、

　　このプログラムは，AWSDl，1の規格をベースにしており、また、同様に国内外の

　　基準についても満たしている。

市販価額

琵　三菱
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CAW閲連ソフト，享周査シート Nり，032 96

題名（和文）

（原題）　　W臼、D祀N

嗣発機関　　　εdrSr｝ロWddmglrisl【tし‘le

市販会社二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発年

Flll勺別　　　　技わIIラ謬弼II　　　形態別　　　溶接法別　　　　産業分野別

分類　（　7　　）一（　7　）一（　2　）一（X　　）一（　13　　〉
機能・内容1

アルミ合金、C－Ml／鋼・低合金鋼・ステンレス鋼の最も一般的なアーク溶接

施］：法を作成するソフト。

このブログラムは、WELDSPEC　PLUS（SeCUQll　A）とリンクして、漆接施工管理の

トータルシステムとなっている．

参考文献：

適用可能ハード　None　lis【ed

及び必要ソフト

市販価額

CAW関連ソフト調査シート No　O33－96

題名（和文〉

（原題1 FATIGUEC、氏1．（1

勝溌機関 E〔hs（〕n　Weldlng　hl、lilロle

市販会社： 開発年

口的別 技術分野別 形態別 溶接法別 産業分野別

分類　（　3 ）・一（　7　　　）一（ 3　　）一（ X　　　）一（ 13 ）

機能・内容：

特定の適用に対する、疲労寿命、許容応力範囲、許容継手形状の計算ソフト。

参考文献1

適用可能ハード Noロe巨sted

及び必要ソフト

市販価頷

CA～V関連ソフi、誹1査シート No．　03・■ 96

題名（和文）

　（原題）　　WEl．DCRACKEXP日RT

開発機関　　　　εd信岨睡1〔ml区ln、lr亡郎e

　市販会社：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発年

　　　　目的別　　　　　技術分野別　　　　　形態別　　　　　溶接法別　　　　　産業分野岩［1

分類　　〔　　5　　　）一　（　　7　　　）一　（　　　2　　　）一　（　　X　　　　）一　（　　13　　　）

機能・内容：

　　フェライト系鋼の割れ診断工千スパートシステム、

　　溶接割れに関する世界の主要なルールから成り立っている。

　　ブログラムは、水素（低温）割れ、再熱割れ、ラ式ラテア、凝固割れ．液化割れを

　　網羅している．

　　外観、割れ位置，ブロセス，材ド1等の詳細を人力すると割れが生じた詳細な原因を

　　与えてくれる．

参考文献＝

適用可能ハード　南聡IISし〔∋d

及び必要ソフト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市販価額’
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Nco

CAW関連ソフト調査シート N『0．　035－96

題名（和文）CNC形状切断』、ノフトウェアモジュール

（原題）CNCProm匙・CutlIngSorlwareModules

開発機関　　聞croco皿DUler　Techllology　Consロllanls　Lld，

市販会社1同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発年

　　　　目白勺男り　　　　　　　　よ支材：15）里F号り　　　　　　　　圧多態オ1∫　　　　　　溶柔妾言去皇31∫　　　　　　産業分』里ア男1∫

づナ類（3） （　ll　）一（3）一（X）一（　X　）
磯能・内容＝

CADファイルからC配切断システムヘの変換あるいは切断パターンの最適化や修正をの支援する

ための9つのソフトウェアから構成されている。

QUICKCAMICADファイルをCNCファイルに変換するための全白動前処理プログラムである。QUIC

KCAMの先進的なロジックによってあらゆるプロファイルに対する最適な切断方向，切断順序及

びリードインとリードアウトの場所が決定される・フレキシブルなセットアップバラメータと

強力な編集機能がユーザの現場作業の厳しさとコンピュータのスピードを結び付ける。QUICKC

脳はCADシステムと連結して使用することもスタンドアロンシステムとして使うこともでき
る。

QC－EDIT；QUICKCAMで生成されたファイ1レを修正するために必要なブログラムである。リード

インやリードアウトの位置．大きさおよび形式をいくつかのコマンドによって変更することが

できる。ズーム、アンズーム、パン及びメジャー等のビューオブションで細かなところまで検

査することができる。機械のコマンド及び動きに関する詳細情報をステッブコマンドによって

得ることができる。

QUICK￥EST：ビジュア1レで対話的なネスティングブログラムである。オペレータは材料から最

大限のパーツを切り出すことができる。

PRし）NEST：ユーザの介入無しに材料に部品を，奪 lり付ける自動ネスティングブログラムである，

ネステでンゲの最中や完‘後に対話式で材料のレイアウトを変更する二ともできる。材料の量

の変動するネストに刈して速暖と材料利用の面でfl効である。

PIPE－3D　ver，5、Olパイブをブレスするときの板厚や部品同†・を縦み合わせる際の厳密な数学

的補問を自動的に行い，C醍ファイルを生成するブログラムである。

BACKPLOT：CNCファイルのチェ・ノク，原価計算、切断時間資産等を行うプログラムである。ネ

スティングする分のファイルを作成する。

VPSl特別な設計のために互いに閲連した形状をもつ部品の形状を作成するためのプログラム

である。ブロゲラムは標準のライフラリから構成されているが、ユーザ定義の部晶も鞭Sメニ

ューに追加できる。

QUl甑丁姻Kl大型の複雑な円筒形タンクの平板部晶を，設計する。チルや半径方向の部品を組み

合わせることができる。シェルも多稲類の部品に分解する。はしごやリフトのレイアウトマー

クも行うことができる。

MへXYIELD：捧、パイブ、柱等のリニアな部畠のネスティングを行う．切り代や残品を考慮した

最小の長さを計算することができる。

参考文献：

適用可能ハード

及び必要ソフト

80386、〆3S7あるいは80弼6コンピュー 夕。

市販価額：

CAW関連ソフト調含シート No．　036 96

題名（和文）フェライトプリディクタ

（原題）FERRITEPREDICTOR

開発機関　　舳eric細鞭ldmg　mslllUlε

甫販会社：同L 開発年

　　　目的別　　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶接法オj　　　産業分野別

クナ類（5　）一（　 4　）・（1，3〉一（X　）一（　X　 ）

機能・内容：

溶接のフィラワイヤや溶接棒の選択を支援する．フェライト量とフェライト番号を言F算するた

めにシェフラー、デロング状態図（駅Cll988、1992））を利用している。同種材料や成分の異な

るステンレスのような異種材料の溶接に適用が可能である。

ブログラムは材料情報のデータベースから構成されているので・ユーザは特殊な材料や溶材を

UNSやAISlの番号や他の化学成分を入力することができる。システムは複雑な数学公式を適用

することによって，フェライト量やフェライト爵弓を計算する。

参考文献：

適用可能ハード

及び必要ソフト

　SO286以上のプロセッサ。DllS3．3以降．1冊のR，、M。VGAカードとモニタ。マウス。4MBのノ、

一ドディスク。可能ならば数値演算ブロセッサ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市販価額

CA、V「対連覧ノフト調査シート No．037 96

題名（和文）

　　（屑悶〉P．E．PW／GRへP田cS

1捌発機「剣　　　Measuremenl　Mas　ler5　［11c

市販会社1同ヒ 聞驚fII

　　　←1的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　溶接法別　　　 産業分野別

チナ類（3　）一（　 II　） （　7　） （κ　） （　X　 ）

機能・内容：

材料のネステでンゲ、切断および穴あけのための総合C鱒、／C脚システム。自動部品生成、白動

パラメトリックプログラム、自動採・』『ブログラム、自動DXF変換、自動ネスティング．白動内

部／外部、リードイン1アウト切新．自動部品ツーリング及び自動ポスト処理ブログラムより構

成されている。ネステでングブログラムは、材料の荏庫管理、1’幌管理およびリレーショナル

データベースモジュールより構成されている。各モジュールは製造システムとして組み合わさ

れるかスタンドアロンのシステムとなっている。

参考文献1

適用可能ハード・必要ソフト

最新バ・一ジョン（7．O）は80386あるいは8049BでMSDUSヒで実行口1能である。

舞
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瞭

CA～V闘連隔ノフト，凋査シート No．　038－96

題名（和文）溶接コスト

　　（1京題）　WELDCoST

開発磯関　EdlsonWeldロ1glnS阻ule
rh阪会社二同上 開発年

　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　溶接法別　　　産業分野弓1」
分類　（　1〔）　） （　　9　　　）一（　3　）一（　X　　）一（　　13　　）

機能・内容1

与えられた溶接施11の］ストを、針算する。　〔労働力、消耗吊及び設備費などにブレークダワン

する）さらに最も安価な溶接法を選択するために，ガスや工数や速度などを調べる。各々」）コ

ストはそれらの要因と関連付けられ、カラーの捧グラフで表示される。

Wm（k）wsバージョンのWEl．D［NGEsT［M、、『1“が発売される。詳しくはお電話を。

参考文献

適用可能ノ、一ド・必要一ノフト

640kBのRAM、ハードディスク、CGr、！～EG

卜一ル月Dを備えたIBMコンパーチブ1」P

ブソンコンパーチブル）

へ、パ、カラーモニタ及びフロッピードライプ（インス

「
。

kットマトリックスあるいはレーザブリンタ（工

　　　　　　　　1打販価額

AW関連』ノフト調査シ ト NLl、Q39 96

題名（和文）溶接金属体債

　　（1県題）　　　WELDV（｝L

闊発機関　Elisol帰I」ldFl層巨1・UMc

rlf販会社：同上 閣発年

　　　目的別　　　　技術分野りq

分類　（　7　）一（　　　3　　） （

機能・内容：

溶接鼠岐び消耗品の、汁算を行う。開先形伏

グラムに、よって継手の体積を，1卜算し、継丁ぴ

Wmdl）照バージ〕ンσ）旺LD幽GESTl嚇rllバが

参考文献1

形態別　　　溶接法別　　　産業｝ナ野別

　　3　） （　X　）一〔　　13

　サイズ、1レートギセツブミ脚を人力すれば．ブロ

1溶桜に必要な溶材の量を計算する、

ゾ売される，詳しくはお電 話を、

適用司能ハード

及び必要ソ7卜
1員OkBのR胴，／、一ドデrスク，Cl議〆EGA〆V〔いカラーモニタ及びフロッビ ドライフ（インス

トー l、川）を瞳え、たIBMコン炉く・・ 斤ブ！レ臥㌧　卜・・／トマ1・1ノッンスあるいはレー 』ザプ lンタ髪ニ

ブソンコンペ チ7ル〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市販価額

CAW関連ソフト調査シート No．　‘）41）一96

題名（和之）スーパーウェ1レドヘスト

　　（原題）SI「PER恥IEL［）BεST

「1月発‘幾漠！　　Bays1彗ner　EnglRe¢red　St）flwarc　Techn【）1し｝gy

rlゴ販会社；同卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発年

　　　目的別　　　　　技術分野｝lrl　　　形態別　　　　溶接法別　　　　産業分野引

の・類（　5）一〔　 7　） （　／　）一（　O） 突　13　）
機能・内容ご

消耗材購人鼠・フィ トあるいはメータごとのア・一クタイムの計算を行う。i時間に30以上

の継手の5種類の溶接法を使っ！こ時の・11算かできる，適用材料は炭素鋼，ステンレス鋼、銅及

び銅合金、ニッケル及びニッケル合金．アルミニウムならびにマゲネシウムである。ソフトウ

ェアは13年閾使川されリファイシされてきた。ソフトウェアはそれらと限られた溶接の知，識

から継手の詳細と推奨電流を選択する、

ブログラムはA聡Dl．1の要求に合った酬S溶接施E要領書を出力する．1時問に路枚の要領署の

作成が可能である。各要顧署はディスクに保存される。ゆ分以内に要領書の作成方法が躍得で

きる。

参考文献：

適ll炉丁能ハード・必要ソフト

あらゆるCPUを持つPCと131！字印字のブ lンタ
不要。

。数I1演算ブロセッサ、グラフィクカードなどは

　　　市販価頻

CAW閲1土ソ7卜調i隼シート Nり．　041－96

題名⊆和文）ウェルドヘスト

　　（原題）WELDBEST

開発機闘　Bay剖9［lel－Ellgineerel！SりrlwεIrし一Techlml〔）9｝

市販会社＝同 ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発年

　　　目的別　　　技術チナ野lll」　　　形態「チ1』　　溶接12＾1弓1」　　産業分野 弓1』

分類（　5　）一（　　7　　） （　1　）一（　1、2） で　13　1
機能・内容：

SIIPERWELDBESTと1司f喪1二溶接量と時「豊！を1∫i算する．　しかし，FCへWフ）1 1様書のみを作 現す「る。こ

のフ1ログラムはSM鼎，S描，GT騨，GM、Wの“様，11僅成を必要としない巾小の製造ど向けのもσ）であ

る。へllS　D、1、1に適合した溶接施1二要頂禽を作成することができる。

適用可能ハード

及ひ必要いノフト

あらゆるCPL「を持つPl’と13ソ　1F：印字のブ』！ータ

イて要．

、数 漸寅算ブロセッサ、グラフでクカードなとは

　　　市販価額

～洲無
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CAW関連ソフト讃1査シート No．　042－96

題名　（和文〕ウェルダラー

（原題）WELDOLLER

開発機関　Baンslg【1ヒ・rEngmeeredSoltwarビTechnl）1〔〕gy

市販会社：同ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発年

　　　口的別　　　　　技術分野別　　　　 形．態別　　　　溶接法別　　　　産業分野別

分頚　（IO　） 〔　　9　　）一（　3　） （　X　） （　［3　）
機能・内容：

見磧りのために必要な材料と工数の、1’』算を行う。SUPERWELDBESTやWELDBESTと併用することに

より、個マの溶桜のコスト見債りのための情報を得ることができる。アークタイム・準備峙

間，パス数及び装置やオペレー一夕の効率などの溶接に［直桜かかるコストを計算する。プログラ

ムは溶接ごとの消粍品のコストを計算し。溶接ごとの総コストをフィートあるいはパウンドご

と（あるいはメートルやキログラム）に計算する。人ノ」は、英国単位、メ・一トル単位のどちら

でも可能であり、コストの詳細とともに￥、苛果を出／」する・アーク率に基づいてよりIE確な溶接

時間を入力することによリブロプラムをカスタマィズできる。

参考文献：

適「円可宵旨へ一ド

及び必要ソフト

あらゆるCPUを持つ1）Cと132字印字のフFノンタ

不要。

。数値演算ブロセッサ、グラフィクカードなどは

　　　　　　巾販価額

CAW僕漣リフ1、澗薩シート Nu，043一曾6

題名（和文）ディストートカ耳ク
　　U三表題）　Dlsrl）RT〔へ1．C

開発機関　B、い1即e［Ei191nl｝eredSl汀圃：erl・しトhn〔）1りめ

巾版会社：同上　　　　　　　　　　　　　　　　　開発匂

　　　目的別　　　　　伎伺：1分聖弄弓1』　　　　　　　　　　溶接法別　　　　鐸茎’業分里’別

クナ類（3　） 〔　2　 ） 曳　3　） （X　）一（　i3　》
機能・内容：

溶桜変形やひずみを最歩化あるいは補lt寸る必要のある大型の半板の溶接を行っている製造者

向けのブログラムである．溶接施上を気援するための以ドの 青報が得られる。

（1）変形を最／・化するための施 ［法1スチフナ．ビーム及び平板溶接の角変形、

く2）変膨を補II するノノ法（反った柱や波打った端部を補IEする〉

（3）変形刮算（丁型、　［型のビ・一ムやベネル構造の変杉間題）

参考文献1

適眉可能ハ・一ド

及び必要ソフト

CPlrやブ目ンタの制隈な

CAW僕技虫ソフト調査シート No．044 96

題名〔和文）ウェルドキット

（原題〉Ψ臼．DKIT

開発機関　BqySlgnerEnglllecred》oflwarellecl111uhgy

市販会社二同1二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発fr

目的別　　　　　　技術分野別　　　　　形態別　　　　溶後法別　　　　産業分野別

分類　（　3　）一（　2，12　　）一〔　3　）一（　X　）一（　　X　　〉
機能・内容＝

溶接設計技術者のユーティリティフログラムである。以Fのブログラムより構成される。

（1）梁のあらゆるモーメント計算のための人カシステム

（2）丁型継手σ）すみ肉溶接のデ算

（3）太径の弧のXY軸の剖算
（4）4種類の補間公式
（5）水’ドの円筒タンクの体積と液体の高さの，汁算

CAWI樹連1ノフトレ調査シート N〔『1　045－96

題名ほ口文）溶按技術プロゲラム

　　〔原題）WeldmgEn考lneerl［lgPrrlgramト

開発機関　Pe咄川Eduじall〔1［】D川、［rm

市阪会社1［lfl
1二

開発隼

　　　1」的別　　　　技術分野71rl　　　　l形態劇　　　　溶接法別　　　　産業分野1）II

分類　（m　） 〔　　9　　｝一‘　3　》 1　0　）一｛　　13　　）
鰻能・内容＝

溶接法の比較や‘容接時 ll．コス1・のIL確、㌻εi’一サIIをするた：めの6つのプ1rグラムか1う構1或されて

いる，Weld〔〔）st、arlal』1し・Prug［amlフロ・ヒス、工数、竜ノコなどにかかる総費用の、i 算をけ

う。1日あたりの1卜席量や溶接速度、ぺ熱，溶接長などの多くのペラメータを計算する．【．（1田

副23Lでコストテータのプラフを画面や印字で表示する。

Hcal［nDul　Programl電IE、電流及ひ溶羨速度のあらゆる組み台わせによ一・て溶接人熱の制i彦：1

を支援する。

Carbor1EqUDalelllPr・19ram：低炭素合金鋼しつ溶接性を見積もる。最もよく使われる式とユ・一

ザの式を比較する二とができる，

DePOSlnoll　Charl　Prog【細；アーク溶接の溶融範囲を計ηする。ワイヤの送給速度と竜流の溶

融チャートを俘成する、FC鍋，S醐、S蹴IVの電極サイスのリストを示す。GM、Wのプログラムは。あ

らゆるサイズのワイヤが扱える．

鞠団V酬u聡Progm01，様々な継手形式の必要溶接材側の鼠を計算する，1｛1算は継称1』法と使

用する溶材の種額に基づいて行わ才1．る。Il嘱噸の合金と百種類の総手形式を選択できる、

臼eClrrlde　S〔・1〔・C口〔，11PrDgrall＝SSfMの鋼種に装1する1、WSの電礪を選択ずる。ユーザは使う鋼種

を選択する、プロゲラムは選択番鴇付きで鋼樋と、それに対するFC畑，G鵬W，訓酬，GT酬の溶材

をデでスブレイに表示する。

三箇ノ月可能ノ、一ド／一2∫・要ソフト

51珠BのRAMと高密度F［）D（3，5または525インチ1を・基備えた［BMコンバーチプルPC．

灘

恥罎
蕎…

総
薄
1・



CA～V「塒連ソフ1一叢周査シー ト Nr〕．　046 96 CAW関連’ノフト調査シー・卜 N（’レ．048－96

題名（和文）

　　源題）EM

開発機関　Serv〔） Rr〕bo［［nc．

市販会社：同上 開発年

　　　目的別　　　　技術分野lj1　　　形態別　　　溶接法別　　　産業分野別

分』慰三（5　）一（　 10　）一一（1，2，3）一（X　）一〔　X　）
機能・内容：

溶接品質と溶接施ll条件を最適化する。溶接データを入力後、溶接施工呵能範囲を計算する。

ブログラムでは統計的に巖も重1契な2変数をブラフィック表示する。特定の条件で追加的に溶

接する小さなエリアを表不するのに、グラフィック表示は特に便利である。ブログラムは適応

できる溶接条件の境界を表示する．フログラムは多変量検索及び最適化を行う。

適用可能ハード

及び必要ソフト

文献には要求がないが、

システムが必要である。

すべての機能にアクセスするためにはWmdり聡ライクなグラフィック

市販価額

題名（鵜文）ウェルドリプ
　　（原題》WEI，D－LrB

開発機閲　CへDTech［iolugyCr）rl）Grahl川

II販会社；同上 開発年

　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　溶接法別　　　産業分野別
分類　（　H　　）一（　　　1　　） （　1　｝一（　X　　）一（　　X　　　》

機能・内容：

技術及び描画アブリケーションのための特化された（’八Dファイルの会社系列でのライブラリ，

このライブラリは、溶接やそれに関連した製図の記号のリストと．クロスレファレンヌ、、哨のイ

ンデックス表及びファイルから構成されている。ライ7ラリはCADソフトウェアの実行可能な

ヒなメーカのPC及びワ・ ケステーションでコンパーチプ’レである，英国単位、メートル単位の

いずれにも対応している。

i凶哨口∫倉旨ノ、一ド

及び必要ソフト

主なCADソフトに対応している。 計．しくはお，魑話を。

市販価韻』

ω
一

CAWl瑠連ソフト調査シ・一ト No，047 96

題名（和文）バーズ

（原題）BARZ

r瑚発嵯関　　（’oπ】putersし nIIll11圃

市販会社：同ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発帯

R的別　　　　　技術分野71j　　　杉態引　　　溶接法別　　　　産業分呈1斤別

分類　（　7　）一（　　田　　　〕 1　！1　） （　X　）一（　　X　　）
機能・内容：

パーコードによるガスボンベの搬込システム。ユーザはバーコードによってガスボンヘの搬送

状態や製造及び試験」）H付を追尾できる・あらゆるポンベの験査に対応できるように設5・され

ている。

適用・／能ノ、一ド

及び必要ソフト

へIX，OSF肉あるいはUNIXのような比較的大きな機械で動作するように設計されている。

CAW「矧連ソフト論1査シート NrI．　Q49一㌔｝6

題名（穐文）

　　（原題）FlrslPlaCe 「〔〕r　Nwsへ

開発磯関　　A岨om・lleδC皿［al∩9し！e　SerVICe・　P，

市販会社：同上 開発年

　　　日的別　　　　 伎術分野別　　　　形態別　　　 溶接浸1別　　　　董類分野別

分類　（　1　）一（　　田　　〕 （　1　）　（　X　）一（　X　　）
機能・内容：

NahOnal　Weldm琴SUp⊃lyA∬1，Clallllllσノ製造物の装置と耀…品に騰1する電1㌦カダログ。数百の

WSAのファイルを高速検索することによって、製品と価格を知ることができる。注文受付、伍

庫管理や会計システムと連動させるための裂造マスダーファイルや表計算シートで利用するた

めにデータの抽出が吋能である、

適用可能ヘード

及び必要ソフト

ラッブトッブを含むあらゆるWIrldOWSペゾコンで実行F＝∫能，

r廿口反価額

～洲無
漆
獅
嬉
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礁
楠
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溝
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トじ

CAW！周連ソフト譲1査シ・一ト No．050 96

題名（和文）

　（原題1 BE、へM「「EC

開発磯閲

　市販会書1．　Sl。VHユIle，Kothe【［e【・51r33a．061困lla［lc／Saa［e，Ger【ロany　E辞1発年

　　　　目的別　　　　伎術ラ∫野戸弼　　　　形態別　　　 溶接法別　　　　 産慕分野別

分類　突　　7　　）一（　　　7　　　）　　　　　1　）一（　　7　　　）一（　13，　L・↓

機能・内客：

ブログラムは2つのモジュー・ lか・〕構成、されている．

　電‘ヒーム溶接のE醜，廟「E（L

　レーザ溶接の1，臼琳班EC

旺樹TECは電子ピーム溶接とレーザ溶接に対するコンピュータ化された管理とペラメータ推奨

値をマニコア∫レ入ねのだめのものである、プ［コゲラムには3つのテヘタヘ㌧スが含まれている，

　　重要な物埋化学データを含んだ材料のデータヘース

　　機械的・電気的なペラ「式一ウ（磯械の1・鮮阻萌限やサービス情簾1を含んだ機械データに関

　　’ずるデータベー一ス

　　技術的な要求や，碗接ベラ敦一ダのデーダベ ス

二のシステムは、ビ ・・ム技術を開整し冒　・る醗究昔やレーザ・電戸ビ 一ム装贋のオベレータ

を支援するし）に有弔である．

二遣P目・11霞旨’、一ドP〔803S［～，3：“liL． 2～産B））ノ、一 ドテ’でスクぞド駈．ヤGA“〕lorgraphIcr

及ひ必要ソフト（h）t・1・a口1国s罫ぼ1賦略Ims

CA、～園連1ノフト、，周なシート Nl　　o，～1 96

題名（季II文）

　（原題1　　ωRls

闇発機嘆I

　l撒斜i・　DElllllM、111e1一」rlk・〕・、 、IIee25，6［）4％i＝ral】krul’！aI1IMam，Germaほy閣斜1

　　　　1「的石 ］

分類　（　　11

機能・1勺容1

捜術分野別

　12

C〔）田Sは，腐食・耐蝕についてので二！フ

ωR【Sは腐食）「）情牽疑，材料．腐食媒質の窒

構1丸されて「一ハる．　－・ステ．へ1よ聴本盾報を‘

ならない。乍システーt、は．大覗摸な1肝究ri

形態・」」　　　溶接法別　　　　F聖業7ナ野別

　1　　　　　X　　　　（　　X

、・　 ションシ『くテムである。

1、『学デーダを記録できる3つのデータヘースから

㌃，メ、コ ザ特有のデーダに。kって拡張されなければ

1ンのユーザデータを蓄績するために聞発された。

適用可能ハ ド、1へX　糊Sま之二はlr嗣X　S［rNワ クステ ション

及び必要ソフト

CAW関連ソフト調査シート Nrレ．1）52 96

題名（和文1

　〔1票題）　　　DBLAS

開発機関　　・ra田1hけler hlsn川r」rl，a～cr［echlilk，へacheI1，〔leEπ！ar1ン

　lll阪会社．　SprIngerVerI眠，HuLh・lbergc、Pial‘二l　I4197BI・rli［1，G｛・rnany開発年

　　　　目的別　　　　技術分ヲ・」∋別　　　　彫態夢り　　　溶接法㌧1リ　　　　笙業分野リリ

分』類．　1　1，　6　）一（　　4，　5　　）一（　　1　　〕一（　　7　　）一（　　　X　　 ）

機能・内容：

DBL，へSはブロセスデータ管理やレーザ溶徒のためのパラメータ設定を容易にするデータベース

である．

現行ノマージョンは・COとレーザナ溶接ノ月に500デー・夕以ヒを記録している。　これらの／雫ラメータは

Frau員hL》fer－mslllul　fur　Li｝sL∋rlechmkll［、T），へachel1，GePmanyの1業用高出力Cll2レーザを

川いて膨大な実験によって研究されたものである。このシステムを用いることで、アプリケー

ションの広範囲なブロセスペラメ・ ケを駿し出す二とができる，ビーム源かろ溶接結果までの全

てのブロセスデ タ，うi，独註・荘狙・し’r．を問わず蓄噴されている，そ・れゆえ、右システムは研究

や設備計画を支援する二とができる。

適用可能ハードP髪，胴BのR，、M，10MBのパードデイスク

及び必豊』ノフ1、1）SDOS30以11．Wし［1，I勘、3，1

AWI周連ツフト調査シー ト No　O53 96

題名（ギロ文）　　　ウエ1レカ∫、

　（県題1　　　　肥1ω麗

開矧幾閲

　市販会“1：Bohle［S〔・｝1画el～lcdl旧kへu、lrla（；隠1ヒ〕1〔．［・、　　蜘・1、 I二11，r　・』』・【n仁lllD老llも

　　　　何的別　　　　技術分野弓1∫　　　　，

タナ』類（7）・ （　3　1一 し

磯能・内容；

　このインフ；†メ ・ションシステムは、　B、IMer

選定のためのシステムで、炉，り、干溶接（M融旧やli

をデーウヘースとして蓄値ゾている．　果た、選A

情報が，化学組戎や他国の国際表示，関連溶接1

識べ一スシステ∠、に加えられている、

　　　　　～客劉麦f去弓り　　　　　　　　　r童i業5ナ聖弄yアノ

　　、一（L．2，3） kl3，　151

、’rhWPISい・ch［11k，ゲ僕糸窩している溶f妾材ドトの

、、溶接，ri〔i溶接のためにIOO以ヒの溶接鱒料

・、ゴ溶接材料で異種材ド’！溶接についての多くの

，千σ）惰報とともにISDl）じ、」『の母材を含んた1知

適用可能ヘードPC，固Bの鼠糊，1罰3のへ一ドデノス7

及び必要・ノフトoSMS 1）OS

1巨淑価額

欝

恥導
§
稗
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1
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CAW段1連ソフト建周査シート Nり．　054－96

題名1和文）

　（「唄題1 ADAM（TしIV　Bayern）

開発磯関

　巾販会社 rUVB昌yemSachsen，We・lendslr．lq9，躍86Munch〔m、Gcm融11y開発年

　　　　R的別　　　技術分野31』　　　形態別　　　溶接≠ノ、別　　　産業分野別

分類（7，8）一（7，8）・一（1，4）一（X）一（6，7）
磯能・内容．

　A鰍Mは原子力やブラント建 世におけるデータ管理のために開発された，現行のシステムは，

溶接技術と非破壊検査用の2つのモジュー、一レから構、茂されている．溶接技術モジュー 1レは、

Wpsの作成と溶接手順資格、拭験の管理を含んでいる、デ・一夕擬作の、セめの異なったツールを

用、甑している。2つ団のモジュールは．非破壊検査デー一タを記録するものである。解析と評I巧

のための異な一・たツー几がインプリメントされている。機械的・化学的特性デークを含んだ

材料データや溶融金属の解析，熱処理のためのモジュー1レを開発中である。

適用可能ハードPC　i96，8MBのRAM，V儲ゲラフでックモード
及乙て必要ソフr・りS晦S DoSandMS W【NDI晴S3．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市販価額

CAW関三垂ソフ1一、凋査シー・ト Nb　O，5　96

題名（和文）

　（原題） EURU卯ELD　fDr　四INI）OwS

闘発機関TUVRhemkmd，K〔〕Ill，G〔・rmany

　rf】阪会祉Deulbcl1じrVerlagrurScl1W・・Islech［11kDVS Verlag〔lm聞， Gピr旧al1》開発年

　　　　［」的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別

分・奏貞（7，9）一（　X　）一（4）一（X〉一（　X　）
機能・内容：

E〔「RO麗LDは，溶接作業習の管理と・溶接、認定証・仕様書（WPS）の企画および実施のためのシス

テムである。このためのヨーロノペ規格として、EN287（Sleel　and　aILl旧muのとEN2舘を含んで

いる。また、圧ノ∫容昌、呈と試験のためのド・rッ規格礎3を統合している．ブログラムは。異なっ

た溶接規約内で、厳ILな溶接、認定試験を決定することができる。使用日∫能な，ヨ、一吾は、ドイツ語

　英語，フランス語ごある。新しく改良したシステムは、W困Do器で動作し．銅とニッケル溶

擾に対する新しい規陪を含11・でいる、新システムは、1鮒了年げ1に入手できる。

適用呵能ハー ド通常のpC
，旋び必要一ノフトオ’ベレー一テ・rングンステム粕11」・剛、　．x

市阪価額

CAW閲連ソフト、調査シ k
NI　o5じ一，6

題名（和文〉

　（！京題1

開発1幾関

　市阪会社1

EN2呂7規格

EN287

SI’V 【Meckk・rll）1』rg 、「1〕rPl川meln，Rrlsωck，

DeuncherVerlagr【』rSchwelくしe（・hnlkDヤS一、ζrla碁Gユ】bH

　　　　LI的別　　　　技術分型f
・lr：

分類（9）一（X、一・
機能・内容，

奉ブロゲラムもま，妃、溶凄！↑業者の管理、一

よび実施のために作られた。群路了に従フ六

か決定される。また，溶接作業者の1固渉、お

業者につき最高10の 認定証を記録できる。

　IFラ態 引1

（　4　　）

＿，三］ ロッハ既格E｝罪了にょる溶接認定甜．の企画お

二試験データを入むした後、認定ごII、び）範匪1と自効「｝！・

∫び社内デ…ダも、氾録’申ることができる，各溶接q一

lel’lnally

vS一、「crlag　Gユ】bH，

　　　　　一
Gel』rllany ll与溌年

溶接法別 、猪業分野 弓1」

一　（　X 〉 〔 X 、

∠

適用可能ハード

及乙K必要ソフト

PC

オベレーティンプシステニ、Dl）S50以1

ll1販価額

（’AWl対連ソフト錨】査シート Nけ．　057 96

題名（和文〉

　（原題1 脳RliSlrll聖k

開発機閲

　ib販斜t二ISLHMecklenbLr9
、I

rP ll lrk l 巴、 Sehle、Hlger Slr，民固1’1■k，lil・r［隠11シr！H楚1巨

　　　　ll的別　　　　技術分型f別　　　　形態別　　　溶接法別

分類（7，8〕一（ 7，8）一（1）一（Xl
機能・内容1

木ソフトウェアは、IS〔）9000によるデーダ資料のためのシステムである．

資料化しなければならない，溶接者名、ボジション，溶接層数といった、

タである。二のシステ！．、は，試験情報の記録と解折を行うために構築され

発された、溶接爵の管理と淫、蔀定の 為のブログラムE卍郡に統合される，

産業分野別

　13

入力するデータは、

全ての試験パラメー

　また．Sl．ヤー1で開

適用可能ハード

及び必要ソフト

P〔ー

オペレーテーイングシ・7、テ』ムDr）S5．0以L

市販価額

一洲無
議
伴
姻
＼4

窺
知

憲
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CAW関連ソフト調査シート No．　058－96

題名（和文）

　（原題） WELDTECH

開発機関

　市販会社lQ Da鐙伽bH， Ll旧o鳴！r．31，44628Herne，Ger陰any 開発年

　　　　目白勺別　　　　　　　　捜術分璽”JI∫　　　　　　形態ぢIj　　　　　　溶接言去別　　　　　　　　産業分』野号II

クナ類　（7，8，9）一（　IO　）一（　1　》一（　X　　）一（　　13　　）
磯能・内容：

本データヘースシステムは、ヨーロッパ及びアメリカ境格に準拠した、溶接手順認定の管理

に利用できる。WPSの構成は．ヨーロッベ硯格ENZSSに準拠し、溶接暫認定管理は、ヨー

ロッパ規格E寵訂とアメリカ規格ASMEに準拠している。本プログラムは．設計，製造，溶接，

組み立て，品質認定や集中データ管理剖1門のようないくつかの部門で利用できる。本システム

は．現在のPPSやCADに統合することができる

i産用可向旨ノ、一ド

及ぴ必要ソフト

PC，66MHz，t6MBのRAM，50MBのハードディスク

オペレーティングシステムWllldLlws3、X　or　W田dows95

　　　　　　　　　　　　　　　　　市敗価額

C．へW関連’ノフト調査シート No，　059 96

題名（和文）

　（原題〉 Wl）S（　Weldlng　OPeraロng　SySlen　）

開発機関

　巾販会社1 DalaBaseEngIneenIlg，へ11dreas H〔）fer－Slrase5，Mれrchlrenk，へu5trla開発年

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別

分類　（　7，　8，　9　）一（　　1｛）　　）一（　　4　　）一（　　X　　 〉一（　　／3　　）

機能・内容：

本システムは，ヨーロッパ規格EN299に準拠したWPSの設計と管理・ヨーロッパ規格EN287

に準拠した、溶接施ll認定記録の設計と管理や溶接者及び溶接者認定の管理の為のシステムで
ある。

3産月101倉旨へ一ド

及び必要ソフト

PC，80386（80486推奨），8MBのRAM（16MB推奨），15MBのハードディスク

オペレーティングシステムW田面聡3，K

　　　　　　　　　　　　　　　　　市販価額

CAW関連ソフト調査シー1一 Nr♪．　060 96

題名（和文）

　（原題1 NIROW ARE

開発機関　　S［．V一【Ml・ckienbur9一ヤ【、rPl♪1【I Ul・rn，R〕＼【Dck，Germally

　市販会社：Deutscher　Vertag　fur　Srh肌・Irtech［11k　D～FS・VerlagGlllbll， Germa【1y開発年

　　　　目的別　　　　技術分野llrl　　　形態別　　　溶接法別　　　　産業分野別

分類（3，7）一（3，4，7）一（1，4）一（X）一（13，15）
機能・内容1

　本ブログラムは。フェライト オーステナイト系溶接継手の希釈溶接金属の組成計算や溶着

溶接金属の』アェライト含白量［；1・算，フェライトーオーステナイト系溶接継手に対する溶加金属

の最適選定のためのデータヘースシステムである。シェフラの状懇図のグラフィカル表示やデ

コ ロング図を修伍した状態図，SIewert，M〔・（1し｝wan，1）Isr）nの状態図が考慮されている。他のモジ

ュールは，特に高合金ステンレス鋼の溶擬人熱の決定や消粍砧の選定の情報を与える。

参考文献：

適用可能ハードPC
及び必要ソフト才ベレーティングシステム1）幡

市販価額

CAW関連ソフト調査シート N（，．　061 96

題名（和文）

　（原題1 MAGWIN

開発機関

　市販会判

lSF－Weldmg［rl～llt〔lie，へilcl】enUl11verslly，恥r［［1・my

　WcIdへ1“ngenleUr日es〔・Hrch組，Aaドh巳11．Ger旧a晒 開発年

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶俵法別　　　　　産業分野別

分類　（5，9）一（　　7　　　〉一（2，4）一（　1，2）一1　　13　　）
機能・内容：

　GMA溶接のための．ファジーロジッケを基にした奉エキスパートシステムは，バラメータ決定

，プロセスの最適化，欠陥解析に用いる3っのモジュールから構成されている、巖初のモジコ．

一ルで溶接のタスクや技術的境界条件の㌃芒義をした後，適当なブロセスパラメータが選択され

　　　　　　　　　ブロセスの最適化のためのテスト溶接を低減できる

や教育目的にも良いッールである，

る．また、7一クの種題や入熱，

られる、2っ目のモジュールは、

タ修圧の提案や、必要に応じて、

できる．3っ目のモジュールは，

　本ブロゲラムは．

溶着効率，チッブ母材間距離，トーチ傾斜角などの情報が得

テスト溶接の結果に基づく追加項目が必要であり、パラメー

溶接ブロセスや継手に対するスペシャルヒントを得ることが

いくつかの欠陥に対する原因と修正方法をユーザに提共する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、トレ・一ニング

適用目∫能ノ、一ド

．及ひ必要ソフト

PC，80弼6，4MllのR蜥、5麗のハードデでスク

オベレーティンブシステムWIllows3X

　　　　　　　　　　　　　　　　　rl∫販価額

灘

輌醸
悪…

建

幾
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CAW関連’ノフト談1査シート No．062－96

題名（和文）

　（原題）　　　SINFO

憐1発ξ幾関　　　　Pr〔 f，Dr． 1巨g，　Hcrma【田　TheLr，　SLV　Dulsbロrg，　Germany

　市販会ドi、IDeLllsl・her　Verlag　fur　Schwelslechmk　DVS Ver［ag　GmbH，Germaqy開発年

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別

分類（3，5，9）一（4，7）一（1，3，4）一（X）一（X　l
機能・内容1

　本ブログラムは．軟鋼の融接におけるインフォメー ションシステムである。これは，熱影響

剖1（llAZ）の材料データ專用である．従って，以ドの8っを取り扱う。

　水素割れ防ll．のための予熱温度と．隻定

　種々の鋼の解析のためのTTT曲線や選択された最高硬さに対する冷却曲線が，グラフ♂

　ックで印刷される

　ドイッ規格SEWO88に準拠した冷却時間18／5を計算し、すべて必要な条件を決定する

　半白動溶接に対するワイヤ突出し長の決定

　ll超の各点における溶接熱サイクル

　溶接線からの距離による最高温慶による漁Zの幅の計算

　冷却時間18！5閲数による最高硬さのグラフィック表示

　ドイツ睨格とヨーロッパ規格に準拠した・種々の材料の化学解析による材質データベース

上記項目の結果全ては、後で 呼び出せるように保存することができる。

適用可能ハード　PC

及び必要ソフト　オペレーティングシステムWm∩鱈

（〕AW陛1睦ソフト言周査シート No．　063－96

題名（和文）　　　　溶接欠陥

　（原題）　　　　WeldDefeCl

開発機関

　r厚販会社1　規～洲eldSσfl， ”翻ごel旧r．37，8DlOGraz．馳∫lrla 開発年

　　　　［」的別　　　　技術分野号1」　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別

分類（5，8）一（　8　）一（4）一（X）一（13）
機能・内容：

　本ブ［コゲラムは、溶接欠陥解析のインフォメーションシステムである。本システムは、溶接

欠陥の特定，溶接欠陥の全体および詳細な情報、材質やプロセスに特｛1の欠陥を示した目録，

溶接欠陥の統計解析，危険の優完事項の評価（F麗A）や種々の規格をカバーしている。溶接欠陥

としてみなされるのは、クラッケ，ポロシティー，融含不良，混人物，幾何学的欠陥やその他

の欠陥であり、ヨーロッベ規格E翼6灘0に規定されているものではなく，一般的な工業上のも

のである。本ソフトウェアは・全ての材質に脅用であり、欠陥の調査資料酢成，欠陥険出のた

めの品質保証，溶接欠陥と欠陥1引避に於いて、溶接作業者，検査員，溶接責任者，溶接技術者

の千助けとなる、、

適博鎚∫能ハード　PC

及び必要ソフト

（二AW関連ゾフト、1周査シート NO．　Oヒ34 96

題名（和文1　　　　マグ溶接シミコ、レ・一ション

　（原題）　　　　　MAGSIM

開発f幾関ISF，Aこldlel1Umヤ、，Germany＆IFACmi．Re・earcl1泣EdLlcalE〔lnしじ111er、一Ma，Russla

　lll販会社IDeulscherVe戸1a月r1H・Sch胃〔u・lechIllkDVWerlagG0111H，Germ呂1！》ll野吝年

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態Ij卜」　　　溶接法別　　　　産漿分野別

ラナ類（6，8，9）一（4．5，7）一（3，4〕一（　1，2）一一（　13　 、

機能・内容：

　撚GSIMブログラムは．各点における溶接形 犬や熱サイクルを計算することで．闘A溶接プロ

セスをシミュレートする。断画や溶接線のグラフィック表示や3次元表承によって、シミュレ

ーション結果を可視化している。奄ての計算は、数価としても得られる。結果は、ヨーロッバ

規格ε醐話げによって評価される。他の目的は、公差を含んだ溶接パラ，式一タの晶質の統計予

測である。溶接対象の最適溶接パラメータの自動探査が可能である．現在，軟鋼突合せ溶接だ

けが対象であるが、隅肉と高合金鋼へと拡張していく。また、ペルスアーク溶接のシミコ．レー

ションのためのモジュールを開発中である。

適甲」i∫自旨ノ、一ドPC，80480　δ6同Hz，5MBフ）RへM

及び必要ソフトオベレーティングシステムD帖5，0以上

市阪価額

CAW関連ソフト調査シート No．065－96

題名（和文）

　（原題）　　　SYSWELD

朋発磯閨

　市販会社　r〔・ne　rolhe　CAE　B｛ンrallln9，｛ie［r［1し1〔1y＆FR、M、、SOFrfLbl，France　開発年

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶接1オ1別　　　　　産業分野別

分類　（3，6．9）一（2，4，5）一（3，4）・一（　X　　）一（13，15）
機能・内容1

　熱処理と溶接のための、本数纏製造シミュレーションは，異種産業における広範囲のアプ1、

ケーションを差是供する。本ブログラムは、以下び）物理現象をシミュレートすることができる。

　冶金構造の進行の決定

　残留応力や残留ひずみ，温度場の依存性や異なった冶金櫓の分布の計算

　構遣内部の拡散（水素，炭素、窒素、の，汁算

SYSWELDは、設計音や製造者に，冷却方法や入熱強度，幾何学形4、使や材質などの部品の取り扱

いなど、最適なエッセンスを提供するツー几である．

適用可能ハ・一ド　ワークステーション

及び必要ソフト

市販価額

一洲鍮
議
撫
匂

攣

環
穎、

墨

織



し」

①

CAWI則連ソフトま周査シート Ne，066－96

題名（和文〉

（r票題） LASI隔

闇発機関

　市淑会社　　Fraullh∩f（・r－lllsmule　fロr　Laserlechmk，Stelnbachslr、Aacheほ　開発年

　　　　同的別　　　　技術分野場r」　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別

分填　（4，9）一（　5，7　）…（3，4〉一（　7　）一髪　！3　〉
機能・内容：

　L蝿IMは、レーザピーム溶接用のシミュレーションシステムである。このブロプラムの！。1的

は、マ1レチ式デでアソフトウェアによる・レーザビーム溶接施1二者，学生，技術者のためのレ

ーザビーム溶接とレーザの取り扱い方のトレーニンブと教育である、このシステムは．3つの異

なった項目を含んでいる。

口目は、レー ザ技術とレーザビーム溶接の・般的な情報である。2つ目は，レーザユニットと

機器の操作の紹介である。最後の項目は，溶後結果に与える機械的パラメーダの影響に関する

情報である。本システムは，レーザビームブロセスのリアルタイムシミュレーションを行うこ

とができ、トレーニングのために仮想レーザll財：エリアをシミコレートする二とができる。

本ブログラムは、1曲7年1月に、販売する。

適用し・∫能ハード　PC，8048666Mllz（鍛低防9，PennUl［（推奨）、16MBRA団 サウンドカード，CD－RllM

　　　　　　　または、MacHllush　PllwcrPし1，16MBRAM　CD ROM

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rll販価額

（’AW関連ロノフト調査シー・ト N（ ｝　1）67－96

題名（和文〉

　（原題）LempmgranmMetlllhchlll汚9a“lrairllllgsllftwaregasmetalarcwl11dm9〉

開発機関　ABASYS⊂曙川enra目1mgGobH
　市販会社；Deulsehe【VerlagfurSchwelsl臼chlllkD、「S－VerlagGmbll．Germany開発ll・

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別

分・養頁　（　9　）一一（　　7　　　） 一（　4　〕一（　1，　2）一（　　13　　）

機能・内容：

　本ソフトウェアは、G隔溶接の，コンビュータを基にした，トレーニングと教育のためのマll

チスディアシステムである。本システムには・マルチメディアを構成するテキスト　グラフィ

ックス、アニメーション、ビデ才，サウンドが含まれている，ドイッ溶接協会による溶接者の

トレーニングと教育や、材料に閲するトレーニングや教育に基づいた有用なソフトウェアであ

る。本ソフトウェアは、次の4つのソフトゴP溶接機器FI，り溶接機の設定／アーク種類門、”欠陥

と外乱の除去1『， 溶接ヒの安全1’に引れている。習得した矧織は．試験によって託明される。

本マルチメディアソフトウ■．アは、初心者やを溶接作業者認定試験の前の反復学習に有用であ
る。

適用可能ハ ・ド　1｝C　803弼　・1MBRAM　gMBハードディスク，サウンドカード，CD－ROM

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巾販価額

CAW関連プフト詳∫査シート NO，U68 96

題名（和文）

　（原題）　　　　ALじWELD

開発機関

　市販会社　　109elMeurbロrリヘ1りlbL翫ng，Schmer～lr．31，84130DH19［llfm尺　開発年

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶凄法別　　　　　産業分野別
づナ類　（　　5　　） 一 〔　　　」　　　　） 一

（　1，　4　） 一 （　2，　3　） 一 （　　13

機能・内容：

　本システムは、友規模な専門知、識を備えた，ア1レミニウムのGM、へ溶債とGrへ溶接のための、hy

perleXl　ba～ed　mtε1・aOme　mlllrmaUr）11alld　docu脚ロmUollシステムである。本システムが

有している、溶接品質レペルの情報とインタラクティブな誤診断は、溶接手順を生成するこ

とが可能で．［Eしい継手設計のためのガイダンスを白している．溶接消耗晶である，シールド

ガスや電極のデータベースと，アンシデント防1ヒのエ・ノセンスの基本惜報を備えている。さら

に、溶接性と材質解析，強度や伸びなどの設計者のためのデータや、その他ダイナミッケある

いは定期的にロードするサーヒスデータといった，アルミニウムの情報を備えたデータベース

の追加を提案する。

適用可能ノV ド　PC、SO3％，糊BのRAM，V〔1へまたはSVGAグラフィックモード

及び必要ソフト　オペレーティ　グシステムWmdllws3XまたはWm〔Io闘95

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11ゴ販価額

（：AW関連ソフト調査シー一ト No．069・一96

題名（和文lP岨〔施r確認記録〉街理システム
（原題）PQR随anege冗enl　S》・Slem

関発磯関　　　清fI雇大幸．北京IE月00し〕罰

市販会社： 開発年

11的別　　　　技術分野別 形態別 溶f麦法別 産業分野別

分類　（　　7　　｝一　（　　　7　　　）一　（ 1 ）一 （　　X　　　）一 （13）

機能・内容：

現状：市販品

機能：溶接施．に確認、1己録の検索、追りli、修IE、 lil除隔 印刷

特徴；一般的に使われる、幡龍D〈とIB 雪拍8一盟に基づいて設r計されている． 管理、 表示．印刷

が可能である。フレキシブルなオペレー一ション設備。 WmdO聡ベージョ ンは開発中

適用可能ハード

及び必要ソ7卜
4∫1坂！lFli額

搬
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甕



CAWl剣連ソフト調査シート N⊂D，　070－96 CAW関連ソフトr調査シート N〔）、072－96

題名（和文）PQRDBPQR管fl1i

（原題）　PQRDB－PQR　Maほegemenl

開発機関　　　　ハルビン工科大学、ハルビン市15GOO6

市叛会社：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発年

目的別　　　　　技術分野別　　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　　産業分野別

分類　（　　7　　〉一（　　　7　　　）一　（　　1　　）一（　X　　）一　（13）

機能・内容：

現状：市販品

磯能：溶桜施工確認記録の検索，追那，修lf．、削除、印刷。施1：確認試験審査テスト

の必然性を判断する．

適用可能ハード

及び必要ソフト

CAW関連ソフト調査シート No．071－96

題名（和文）必要な消耗晶及び、人1等費とコスト計算ブログラム

　（原題）Cor剛mableRequIre・nem、．Mal1－hour・andCusl（’aiucula口（川Program

開発機閲　　清華大学、

　市販会社

北京IIT附00剖

聞発年

　　　　目的別

分類　（　10　）一（
機能・内容＝

技術分野別

7　）一（

　　形態別　　　溶接法別

3ナー（L，2，3，4，

　　　　産黛分野別

6　）　　（13）

状態：市販品

磯能1溶接量と必要な消耗品の計算．人件費の、了1’算、消耗晶と人件費を考えたコストの計算

　全ブロジェクトをべ一スとする適用、計算結果の印刷、計算係数の変更

特徴1継手形状、開先形状．溶接ビード位置を扱うことができる。SMAW、SAW、GTA
W、GMAW向きである。1係数rl・算の修正、能力としてフレキシブルで拡張性のあるブログ

ラムで作成されいる。

適用可能ハード

及び必要ソフト

卜

ω
刈

題名（和文）溶接作業者技術管理システム（DOSノ’Wmdows版）

（房ミ題〉　Weldどr Tecbnical　RどcOrd　Manegement　Sys　lem（「or　DoS／WINDO胃S）

開発機関　　清蘂大学

　市故会社：

北京ll月00餌

開発年

　　　　目的別
分類　（　7
童幾能・内容　；

　技術分野別

（　　7　　1一

　形、態別

（　正　）一

　溶接法別

（　X　　）一

　　産業分野別

（　　13　）

状態：市販品

機能＝履歴，資格、能力を含む溶接作業者技術記録の検索，追加、修正、削除、印刷．

　　　資格のある項口の有効性と実用分野の解析。特定の溶接作業を行う資格を有する

　　　濟接 rを鹸索できる。

適用可有旨ノ、一ド

及び必要ソフト

市販価額　X

CAW関建ソフト論1査シート No．073－96

題名（和文）QHWES溶接施ll・エキスパート・システム・シェル

　（原題）QHWES ，へrcWeidmgPr〔）cedureExpピriSyqemShelI

開発磯関　　清華大学、

市販会社：

北京市100084

開発年

　　　　目的別

ラナ類（5）一（
機能・内容：

現状1帝販品

機能：

技術分野別

　7

形、態号』

　1、2

　　溶接法別

）一（　X　　）

　産業分野別

（1）

a）現存の溶接施⊥1確認記録（PQRs）に基づく溶接施ll要領書（WPS～）の作成。本ソフトは、

現庄の溶接条件に適粥できる全てのPQ薦を描出し．使用可能なP9附から最適のものを選択した

ヒ，現住の溶接条件を参照してそのパラメータを調整する。

b）溶接施工の設計。溶接材料の選択、開先設計，予熱、溶接後の熱処理．溶接パラメータな

どを含む，

c）PQRデータペースの管理

d）開発機能：推論制御に関する知識，施．L設計．規約と標準、施ll経験などを含む。

特徴：一般応用向け：高加工能率を持つ実践的なエンジニアリング1オープン及びフレキシブ

ルシステム1推論プロセスを完全説明

適用百1能ノ、一ド

及び必要ソフト

市阪佃蒔額X
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CAW関連ソフト調査シート No．　074－96 CAW関連ソフト調査シート No．076－96

題名（和文〉溶接継下の割れの発d・予測と診断エキスパートシステム

　（原題〉WCPDES 1回dCrackmgPredlctionandDlagllosmgExparlSys【e凹

開発機関　　天津大学、

市販会祉：

天津市300072

開発年

　　　　目的別

分類　（　5　）一
機能・内容：

現状1
機能：

特徴：

　技術分野別

（　5，7

　　　月多態呂リ　　　　　溶ヲ妾≠去別

）一（2）一（X

実用的な試作品

幾つかの手法を使ってクラック発生の予測を行う

施工の作成

推論説明1学習サービス

　　　　産業分野別

）一（13、14、15）

クラックの診断1溶接および修理の

適用可能ノ、一ド

及ぴ必要ソフト

市販価額X

題名（和文）アーク溶接用最適施エパラメータ選択システム

　（原題）　OpllmumPerovcedureParamelerSeleclll，nSyslemforArcWeldmg

開発機閲　　甘粛r業大学，

　市販会社：

蘭州73ao50

開発年

　　　　目的別
分類　（　3，7

機能・内容：

　　　技術分野別

〉一（　5．7　）一（

形態別　　　　　　溶1妾1去別

1，2，3）一（X

　　　　産業分野別

）一（［3、14，［5）

現状：市販品

材料に関するデータベースのメンテナンス1熱サイクルの計算：最適施工パラメータの選択1

施工の評価；CCT図，ミクロ組織及び特性の予測。

特徴；130種類以上の鋼材のデータをflする・

適用可能ハード

及び必要ソフト

市版価顧X

鞭

恥選
ず　ド　ヤ

　』

義　耳
　』
　㌔r　コ　’　一　ご

綴
華

ωco

CAW関連ソフト調査シート No．　075－96

題名（和文〉自動X線探傷システム

　（原題）Au【DmallcRad［ographl

開発機関甘粛丁1業尺学，

rh販会社1

蘭州了30050

開発年

　　　　u的別
分領　（　5　）

機能・内容：

現状

機能

足1

特徴

る、

　技術分野別

（　　5，7　）一（

形態別　　　　溶接法別

2　）一（　X

　　産業分野別

（13　i4，15）

　実用的な、1式作Iiil【1

　リアルタイムなイメージ取得1イメージ弄処理1欠陥fr鵠出；欠陥分類1欠陥サイズの測

自動評価；検査報告書の印刷1全ヤ線探傷’rメージデータベースの管理。

　リアルタイムイメージ形成システムと連動して動1トする。GB－332387に従って評価す

」箇用口∫有旨ノ、一ド

及び必要ソフト

市販価額　X

CAW関連ソフト調査シート N（♪　‘）81－96

題名　（和文）溶接HAZ部のミクロ組織シュミレーションブログラム

（原題〉MicrDr【ruc［urgSIrIll↓！a〔【・nPrl〕gra旧ror四el〔lingHAZ

開発機閲　大連鉄道大学，大遵1田O㍑

市販会社：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発年

目的別　　　　　技術分野別　　　　　形態別　　　　溶接rノ州別　　　　　産装分野別

分類　（　6　）一（　　5　　　）一（　　10　1一・（　X　　）一（　13，15〉
機能・内容；

現状：実用的な試作品
機育旨　1溶ぞ妾HAZド祁のどんな藷‘分てチも1瞬目￥ミ　ク〔コ糾L辛哉じ「）で奪程｛上ヒ率を言↓算。

特徴；低合金構造川鋼に過用できる．

参考文献：

適用可能ハード

及び必要ソフト

市阪価額　X



1一

ω
④

J9601 （’AW関連ソフト誰1査シー・卜 No、082－96

題名（和文）

（原題）　　　　溶接技術閲連資料データベース

開発機関　　日立造船

市販会社1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発年

目的別　　　　　技術分野別　　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別

分類　　（　　1　　〉一　（　　　　10　　　）一　（　　1　　）一　（　　　X　　　）　一　（　　　1　　　）

機能・内容：

これは二dbmaglc］というrlゴ販ソフトを用いて溶陵技術関連文献や資料をまとめたデータペー

スである。

適用可能ハード

及び必要ソフト　ldbmaglc〕

市販備額

19618 CAW閲連ソフト調査シート No、　083－96

題名（和文）

（原題）　　　　溶接資格管理システム

開発磯関　　日立造船

市販会社： 開発年

目的別　　　　技術分野別 形態別 溶接法別 産業分野別

分類　　　（　　9　　）一　（　　　8　　〕一　（ 1　）一（ X ）一　（ 1　　〉

機能・内容：

溶接技能者の資格管埋

溶接技能者の保有資格・吏新時期を管埋し、 更新時期に対象者をリストアップする。

適用可能ハード

及び必要ソフト　M－680
市販価額

i9602 CAW関連ゾフト調査シート No、084－96

題名（稗文）

　（原題）　　ペイブライン円周自動溶接のためのインブロセス制御システム　1仮題》

開発機関　　川崎製鉄　鉄鋼研究所

　市販会社1 厚肩発でマ・　　｝【8

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別

分類　（　　4　　）一 （　　6，　7　　）一 （　4，　5） 一 （　0．　2　 ）一 （　　6　　 ）

機能・内容1

　現状のパイブライン円周自動溶接機は特定の開先形状など一定の条件に適した溶接データを

　ブリセット値として保有し、溶接の進行とともに逐次このデータを読み込んで制御する方式

　を採贋する。しかし．実施L時の藁境はブリセット制作時とは與なるのが常であり．熟練溶

　接技能者の乎動介人が必須となっている。そこで，この環境変化をリアルタイムに自動検知

　し、適応すぺくインブロセス制御を適用した。

　インブロセス制御の手法はつぎのとおりである。

（1）開先および積層ビード形状を画像処理で測定して．適正溶接条伴を演算する。　（図2）

（2）アークの安定性を溶接電流・電圧波形から評価し．アーク安定化条件を演算する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図3）
参考文献二

　福原，宇野，藤本；配管技術、467、Vul．36．No．2

　山本・原田1　第L43回溶接学会溶後法研究委員会資料

適用可能ハード　デンヨー　艀W 500K

及び必要ソフト

市販価額　　自社限定利用

∫9603 （⊃AW関連ソフト調査シート N【），085－96

題名（和文）　小組立ロボット溶接システム

　（原題）　SUB＝ASSEMBLYROBOTWELDINGSYSTEM

開発機閲　　三菱重工業（株）

　市販会社： 俳1発算、　1994

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別

分類　（　4　）一（　　6　　　〉一（　3　　）一（　1　　）・一（　　1　　）
機能・内容：

　設計情報に基づいて、造船の小組立溶接用ロボットの溶接条1牛・端部溶接処理を含むすへて

　のデータを自動的に坐成する。

　溶接施〔対象はド向き及び立向きのすみ肉溶接である。

　設計情報は3次元溶接線形状・溶接施工・部品形状の各データが生成され、本システムによ

　り1ワークに対する複数ロボットの動作データが生成される。

主な機能1
（1）溶接線の編集（自動又は手勤）

　　　　部品とロボットの←渉をなくすため，

（2）溶接順序の決定（rl動）

ヨ動｝くは手動にて溶接線を短縮・削除できる．
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　　　複数台施⊥1時のロボット間の干渉会費・作業量の均・化を考慮して溶接順序を決定。

（3）干渉チェック（自動）

　　　ロボット走行時の部品とロボット装置との「渉をチェックし，干渉のない最適な移動

　　　経路を設定する。

（4）データ補止

　　　レーザーマーカーにてワーク基準点を教示して、任意のワーク位置に対してロボット

　　　データを補正する。参考文献：

適用呵有旨ノ、一ド

及び“必要ソフト
CPU486以上のDOSマシーン
DOS3．1以上

市販価額　　社内利用

」9604 CAW関連ソフト誰1査シート No、086－96

題名（和文）造船用アーク溶接ロポットのティーチングレスCAD／CAMシステム
　（原題）Teachmg－le∬C，氏DICAMSysle皿ofArcWeldmgRobolforshlPb］ddlng

開発機関

　市販会社：

NKKおよびNKKグルーブ

開発年　　1994

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別

分類　（　4　　）一（　6，7　）一（　7　　）一r　L，2）一（　1　　〉
機能・内容1

　　造船現図（新NASD）の部材形状、材質、脚艮などの情報をもとに多閲節アーク溶接ロ

　　ボットの動1乍データを自動生成するティーチングレスCAD／CAM一貫システム
　　生成されるデータは溶接の開始，r∴｛，終∫儲、〔及び動作変更．煮の位置データ、ロボット動作

　　パターン、溶接庸報から構成される。

　　データ生成処理は一パネル生成一溶接線‘1・成一1渉回避一ロボット領域分別一動作パター

　　ン処理の順で行われる。

　　適用対象は造船小組・t〔ラインの！0台のロボット

参考文献1
第1δ2回溶接法研究委員会資料「造船小組立マルチロポット溶接システムの開発と実用化

」直1目i』∫有旨ノ、一ド　SUl1SpaIlc－10

市販価額　　社内利用のみ

19605 （二AW関連ソフト，凋査シート N（ ，　087－96

題名（和文）　　　・次サブ溶接ロポット用N（ニデータ創成システム

（原題）

開発機関　　日立造船（株）　有明工場

　市販会社 β詞発をf　曇召手063峯γ

　　　　目的別　　　技術分野別　　　形態別　　　溶接法男ll　　　産業分野別
分類　（　4　　）一（　　　6　　）一 （　7，8）一（　1　　）一（　　1　　）
磯能・内容：

　船穀の小組立部材を溶接するッイントーチ門型溶接ロボット用んCデータを創成するシステ

　ムである。

　CADシステム（H【CADEC－H：自社開発）より出力される鋼板NC明断デ 一タを基

　に取り付けられる部材の情報を付加して内部処理データで干渉チェッケを行い。N（〕データ

　を創成する。

適用可能ハード　NEC　PC－9801
及ひ必要ソフト

市阪価額

∫960δ C、へW関連ソフト調査シーi、 NLナ．088－96

題名（和文）　　多関節溶接ロボット用簡易CADシステ∠、（S　IMCAM）
　　（1票題）

開発機関　　　日立造船（株）　有明⊥：場

　巾販会社1 け司プ農Ir　巨窩｛060耳i

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　溶接法別　　　　産業分野ン」［』
ラナ類　 （　　4　）一 （　　　6　　　 ）一（　3，　7　）一 （　　1　　　）一 （　　1　　）

機能・内容；

　自社開発のト1∫搬型，容接ロボット（11［ROBO）のNCデータをパ’ノコンヒで曾II成するシス

　テムである。

　船穀図面から構造・」雅、を対話式で人ガすることによ一、・て、ロボッi・アームと船穀部材との

　十渉チェノクをシステム内で自勤的に行うとともに，ロボットの鋤作が効彩よく行われるよ

　うに溶接順序を設定し、溶接ロポ・、・トのN（『勤作データを創成する、

適用頁∫百旨ノ、一ド　IBMPくソコン

及ひ必要ソフト

巾販価絵
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∫i伽βり7 CA、、1矧連ソフ l調査ンー k N是 　 〔）8ミ，・ 9b

題名（和文〕　　　ロボ“トデータ台rl成∫乳テム1（』AMEX》

　（原卸

開発機関　日立．造船（株）　’1・月 L場

　II」販会社 開発1卜　平成2年

　　　　1二1的別　　　　　　技1・1・∫分堅f別　　　　　　形態FjII　　　　溶接法レ31」　　　　　　 堕業分野別

分類　（　4　　）　　（　　6　　　　　　3，7）　　（　1　　）　　　　1　　）
機能・内容1

CADシステム（IIICADEC－H；自社開発）より出ガされる船穀3次元構造情報を
CAD／CAMインターフェースシステムを介してオンラインでCAMEX側に取り込み
　溶接ロボットのNCデーダを創成するシステムである。

開発当初はペソコンで使用していたが、容量不足を機にEwSに移轍して実用化している。

適用呵能ハード　FU川測S ツE鴨
及ひ必要ソフト

市販価額　約700万円

j9608 CA～V閲」皇ソフト、測査シート N（，　090－96

題名（和文）僑梁用アーク溶接日ポットのティーテングレスCAD／CAMシステム
　（原題）Te 甑1賭一』（邸いD／じ蔑岬靭蹟¶博rArcl胴dlngRθb酬f併B日dgeFal，コcこ董1川1．

開発機関　　 NKKおよびNKKグルー
　巾販会社 悶発年　　1992

　　　　日的別　　　　技術分野別　　　　形態ノjI』　　　溶桜法別　　　　 産業分野別

分』類（　4　〉一（　6，7）一 （7　）一（　1，2）一（　2　 ）

機能・内容：

　　橋梁現図（親BR　I　STLAN）の部材形状，材質，脚長などの情報をもとに多関節アー

　　ク溶接ロボットの動’乍デ…タを自動生成するティーチングレスCAD／CAM…貫システ

　　ム。

　　生成されるデータは溶接の開始’、気，終f点及び動作変更点の位置データ，ロポット動伶

　　パター・ン、溶接情報から構成される。

　　データ生成処理は一パネル生成一溶接線生成一干渉回避一ロポット領域分別一動1乍パター

　　ン処理の順で行われる。

　　適用対象は僑梁政乗」．場3ラインの24台のロオ〈ット

参考文献：

　IIW　Dし）c．民ll－1391－95

　閣’5ys【e羽【zal［or亘w【lnC姐，！“酬er面gRobufsgrlrBr耐geFabr［ca自（〕バ

適用lll能ハード　1闘田訓一3H

及び必要ソフト

市販価額　　祉内看F」用のみ

∫弼09 （’AW 関連ソフト 調査シート N・　09工一9【｝

題名く和文／　3次元多層盛溶接
（原題l　　Tl’ee dImell～io【1｛11Mum laVerWeldmg

開発磯関　　（株）LBI‘製f1三所　　　II、一Fl．場

市版会辻：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発ll

同的別　　　　　技術分野別　　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　’｝1「．業分野別

分奏貞　　　（　　　4　　　　）　一　　（　　　　　　6　，　　7　　　）　一・　（　　1　．　　3　．　　4　）　一一　（　　　2　　　　）　　一　　（　　　　　1　2　　　）

機能・内容二

視覚センサ　を搭載した小型レ ル走行多関節型溶接ロボットの自L⊥制御溶接に関する

ソフトで、

（工）光スリットセンサの幽像処理による溶接位．置の1臼．御

（2）溶接デーダヘースによる適正溶接条件の1ムlj断

（3）多関節溶接ロボットの白己馴御
等の機能を‘1する、

参考文献：

溶接学会溶接法研究委員会驚行：　r溶接法ガでドプック2」

適用可能ノ、一ド

及び必要ソフト

市1坂価傾

19610 （』A～Vl廻連’ノフト調査シート No．092－96

題名（和文）　　神戸オフラインティーチンゲシステム

　（原題）　　KOTS（二K（，beOrr－1．uleTe構cl1田gSySle皿）

開発機関　　 神1・製鋼所

　市販会社： 開発年

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　 1容接法別　　　　 産業分野別

ラ♪実貞　（　4　 ）一（　6，　7　　）一 （　4， 8）一〔　0　　 ）一（　　13　）
機能・内容1

　鉄骨・橋梁・造船用アーク溶接ロボットのオフライン・ティーチングシステムであり、

　ティーチング時間を短縮できる。

　このシステムはパソコン Lでテ・イーチーグを行い，複数台のロボットとのデータ送受信が

　できる画期的な機能を持ち、さらに，11位システムとの接続により、FMS化が可能となる

　パソコンCAI）システムです。

　主な特徴1

　（1）生産ラインを止めずにティーチングデータを作成できる。

　〔2）FMS化の有ガなf段となる。
　（3）ロポット動作シミュレーションができ，動作状配が任意の方向から確認できる，

　（4）簡単に操作できる対話型である。

適用可能ハード

及び必要ソフト

市販価額　 約50〔）万円

i蕪＿
．懸個

灘
鎌
’賑

・嫌

＼鰐

魔
員

総



卜一r

心N

∫9611 CAW関連ソフト調査シート Nり．　093－96

題名（和文）

　〔原題）

鉄骨柱の現場横向き溶接ロボットシステム POCO

開発機閲

　市販会社

宮地鐵工所，神戸製鋼所．フジタ

開発年　　1995

　　　　目的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　溶接法別　　　　産業分野別

分’類（4）一（　6　）一（4）一（1　）一（　3　）
機能・内容：

　6軸多関節溶接ロボットと専用走行台車，パソコンから構成され，オンラインティーチング

　システム上の横向き溶接ブロγラムにより制御されている。

　教示はBOX柱の8点を行い，そのデータと開先形状データからパソコンが積層パターン、

　溶接条件の自動生成を行う。

　積層パターンについては従来⊥1法とは違うパターンを採閣して、溶落ち、オーバーラップ

　防止を実現している。

参考文献1
　　　宮上山主支報　 L995，No，　／1

適卜穏可有旨ノ、一ド

及び必要ソフト

NECPC一一9901Se口eb
MS DOS3．3以L　メモリ640kB以1二
　　　　　　　　　　　　　　　　　市販価額 社内利用のみ

」9612 CAW関連ゾフト調査シート ト「o，　094－96

題名（和文）

　（原題）

門型柱大組並自動」溶接システム

開発機関

　市販会社

宮地鐵に所，神戸製鋼所、フジタ

β目発句モ　1989

　　　　日的別　　　　技術分野別　　　　形態別　　　溶接法別　　　　産業分野別

分琵貞（4）一（　6　）一・（4）一（1　）一（3〉
鰻能・内容：

　6軸多関節溶接ロボットを門型走行台屯に搭載し、大組立された鉄骨柱と仕口部分の溶接を

　行う溶接システムである。溶接はト向き溶接を基本としている。

　ロボット4台，走行台庫1台．ポジンヨナー2紐、ペソコンから構成されている．
　従来ロボットはティーチンブブレでバッケ方式で教・1｛を行一 ノていたが，本システムは大型で

　あるため、ペソコンCADを用いたオフラインティーチング方式を採用している。

参考文献：

　戸」上也｝支幸侵　 1989．No．5

適用r可有旨ノ、一ド

及び必要ソフト

NEC　P〔 一9801　Se【【eb

MS　D（｝S3，3以L　メモリ640kB以上
KOTS

　　　　　　　　　　　　　　　　　市販価額 社内利用のみ

∫9613 CA～Vl娼連’ノフ1、1誰i査シート Nり．　095－96

題名（和文1　溶接条件算出プログラム

（原題）　C産lculauDnProgra皿forColldinl〕nofSpoiWeldm舅

開発機閲　　ダイパッ工業（株）

市販会社：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発年　　1992

目的別　　　　　技術分野別　　　　　形態別　　　　溶接法別　　　　　産業分野別
チナ類　　　（　　　　4　　　　）　一　　（　　　　　　6　　　　　　　）　一　　（　　3　　　　　〉　一　　（　　　　5　　　　　　）　一　　（　　　　　4　　　　　）

機能・内容1

自動南パネルに使用される鋼板に対するスボット溶接条件を算出するブログラム

（1）インブット情報

2枚一4枚重ねの各板の材料情報　（種類、阪厚，防錆・非防錆、材料強度等）

（2）アウトプット情報

加圧力

電流値

通電時問

（3）利用用途

溶接設備設計

溶接条件（仮）設定

適用可能ハード　　LOTUS　R2．3」（R2．4J）が動1乍1』∫能なコンピュー一タ

及び必要ソフト　　　LOTL「SR2．31（R2．ID

1庁販価額　　社内舌ILIljのみ

」9614 CAW駐1連ソ7卜調査シート NQ．096－96

題名（和文） 溶1妾材料管理システム
（原題）

闇発機関 rl立造船（株）、角明1二場

市販会社1 開発年 1990

日的別　　　　技術分野別 形態別 溶接法別 産業分野別

分類　（7． 10）一（　　　9　　）一（ 3　　）一（ X 〉一　く 1　　）

機能・内容：

1：場内各デボの溶接材彰・1の在庫管理をhうシステム

年間の溶接材料使用量統言1をとる、

メーカ別・銘栖別の使用鼠を集計し， 資材、F訊集資料を出力する．

システムは， Ih販のMS DQS環境の票言1算ソフト 「L〔｝TUS」システムを使って単純集計

を行う。

適用可能ハー ド　NECPC腿Ol
及び必要ソフト 表計算ソフト；L〔）Tし S

市販価額

騰

恥醸i

、蔓幸

籔
嶽

華



r

」
ω

1

Jl〕615 CAW「期趣ソフト調査シート No，　097－9b

題名／和文）放射線透過試験の溶接部自動卜』別システム

　（原題）　AU［〔）mancWeldld【・川r1〔・aUonSy』te匡1f〔）r ［heRadiographTeSll【lg

開発機関　　　川崎重工業　（餅i　l

　市販会社

溶接・加工研究喧 TEI．078－6S2 503D，ドAX－078・692 550丁

　　　　　　　　開発年

　　　　口的別

分類　（　8　　）

機能・内容：

技術分野別

　　8

　形態別

く　　2

　　　溶接法別

）一（　　X

　　　産業分野別

〉一（　　13　1

溶接継丁の放射線透過試験結果を判別するのにデジタル画像処理および人工知能技術が用い

られた。画像処理には要因因」へを敏感に評価する手法を川い・体積的および・ド画的欠陥と同

様に嵜lれを強調・抽出できる干法が川いられた。そして、実際の欠陥と関係0）ない指示を

除く手法も用いられた。
溶接検査エキスパートシステムではヘテラ検査技師の知！識・経験や特殊な欠陥に対する感覚

などを含んでいる。

　溶接部判別では2つの方法が用いられた。／つはデータベースに基づくものであり・

他は定性的な清報に基づくものである。

適用呵能ハード

及び必要ソフト

SUl、 Sparc／330（画f象処理ボー ド付き）、

KIS（Kawasakdnre【enceSy“cm），ヤer，3

カラーモニター

市販価額

∫9616 （’AW関連ソフト調査シート N（ン．098－96

題名（和文）

　（原題）

溶接欠陥原因の判定用エキスペートンステム

ExperlSysicmfl｝rJl1〔19Ci1〕elUu臼lheCauseorWddDe「¢ctS

開発機関　　川崎璽L業（株）

　市販会社：

溶接・加工研究室 rE正078－682－5030，FAX：078－682 5507

　　　　　　　　開発年

　　　　目的別

分類　（　8

機能・内容：

　　　技術分野別

〉一（　　　8 〉一（

形態別

　2

　　　溶後法別

）一（　　X　　）

　産業分野別

（　　13　）

溶接欠陥の発生原因を判定するエキスバートシステムの開発に人工知能を用いた。このシス

テムは溶接工学全般の知識と熟練した検査技術者の経験に基づいている。

ユーザーは欠陥原因の詳しい推定手rlr自や欠陥原因を得る二とができる，このシステムでは

また、その欠陥に対する対策をも与える。

このシステムは溶接施L条件を設定するため」）エキスペートシステムや溶接データベースに

将来結ひつけて、1高度溶接相談システムになるよう期待されている。

適用τ可育旨ノ、一ド

及び必要ソフト

NEcpC9801serIes

カラーモニター
KIS（Kawa、aki【nrerし∋nceSys［e皿），、er．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　市販価額

均61了 （’AW閲連ソ7卜調査シー ト Nり，099 96

題名（和文）

　源題）

欠陥挿類判別システム

WeldmgDelec［TンPl｝ldel山f【Ca1川1Sy、［e旧

開発磯関

　Ilr販会社

コマツ、生崖技術研究所， TEL：1）丁21） 4」 δ33〔）F、』、XlO72〔｝一40－5253

　　　　　　　　　　　　「剰発f卜　正994

　　　　目的別

分類　（5、8
機能・内容1

技術分野別　　　　彰態ぢr」　　　溶接法別

　8　　　　　（2，6　　　（　　0

産業分野別

　13　）

　溶接部の超音波探傷試験において、丞め設定された基準に従って合否判定するとともに、

　欠陥の種類を判別する。

　　ユーザーによって予め登録された欠陥」）種類の中から判別する。登録された各欠陥の特徴

　をニュ・一ラルネットワークで学習させ，探傷時に特徴量のマッチングを行うことにより．

　欠陥の擁類を判別する、本システムにより，溶接工程への迅速な対応が期待できる。

参考文献：

1）小野、岩崎、西永IKOM、、TUTechmcaIRel）匙）rlVo［，39（1993），No、2，P．170

2）小野、岩崎．酉永：溶接技術，V〔）1．42（1994），No．10

適用口1能ハード

及ひ必要ゾフト

NEしPC9901　Ser！e、，又モリー8MB以上
MS Dl）S5，0以ヒ

　　　　　　　　　　　　　　　　市販価額　社内列用のみ

CAWl矧連ソフト言llI査シート Nし1．　100－96

題名（和文）

（原題）

開発機関

市販会社1 開発年

目的別 技術分野別 形態別 溶接法別 産業分野別

分類　（ ）・一（ ）一　（ ）一（ ）一（　　　　　）

機能・内容1

参考文献：

適用可能ハード

及び必要ソフト

市販価額
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