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業界最小！ 通電停止バラツキ 1ms 以内を実現
車載モータコイルやＥＣＵモジュール向け高信頼性溶接機

インバータ式抵抗溶接機/水平加圧ヘッド
NRW-IN8400A/NA-184 発売
～ ヒュージングに最適 ～
業界初！ 全 24 回パルセーションで時間・出力を任意設定可能

インバータ式抵抗溶接機

水平加圧溶接ヘッド

NRW-IN8400A/NT-IN8444

NA-184

日本アビオニクス株式会社（本社：東京都品川区、社長：秋津 勝彦）はモータ、センサなどの部品製
造において、より高精細・高品質での接合を実現する【インバータ式抵抗溶接機 NRW-IN8400A】を
2015 年 11 月 16 日(月)より発売いたします。また同時に垂直端子接合に適した【水平加圧溶接ヘッド
NA-184】を発売し、より多くの接合シーンに対応できるようラインアップを強化いたしました。
近年、自動車市場ではエコカーの需要増加に伴い軽量化、エレクトロニクス化、安全性・快適性の向
上が求められており、搭載されるモータやソレノイド、ECU、センサの数が年々増加しております。それ
らキー部品の接続信頼性向上が重要なテーマの一つとなっており、特にモータの端末処理に代表さ
れるヒュージングにおいて、より高精度な制御および品質管理が求められています。
本インバータ式抵抗溶接機は変位計と組合せることで繰り返し精度の高い安定した潰れ量を実現し
接続部の信頼性を高めるだけでなく、充実したモニタ機能による品質管理で、ワンランク上の接合品
質の実現に寄与します。また、水平加圧ヘッドはスプリングによる加圧追従方式を採用し、変形を伴う
ヒュージングやプロジェクション溶接において安定した接合品質を実現いたします。加速する軽量化・

エレクトロニクス化・安全性向上・快適性向上に貢献する接合ソリューションを提供しています。
当社は、世界で唯一(*) 「抵抗溶接」、「レーザ溶接」、「パルスヒートはんだ付け」、「超音波溶接」の 4
種類の接合工法の製品をラインアップしている精密接合装置の総合メーカです。溶接形状、サイズ、
強度、外観などのご要望に最適な接合工法の提案や、複数の接合工法を組み合わせた複合接合の
提案を行うなど、ニーズに合わせた最適な接合ソリューションを提供しています。
*2015 年 11 月現在、当社調べ

＜新製品による溶接アプリケーションとメリット＞
■ＥＣＵモジュール

■ブラシレスモータ

NRW-IN8400A／NA-184
銅端子×電解コンデンサリード

■アーマチャヒュージング

NRW-IN8400A／NA-184
銅端子×マグネットワイヤ

【メリット】

NRW-IN8400A／従来型ヘッド

●過負荷のない最適な溶接を実現

整流子×マグネットワイヤ

●潰れ過ぎ（不足）が少なく綺麗で均一な仕上り外
観
●多彩なモニタリング機能を内蔵しており、溶接の
良否判定可能

＜新製品の特長＞
高信頼性溶接と品質管理・操作機能により歩留まり向上、品質向上に貢献いたします。
■高信頼性溶接
１．高速応答電流フィードバック制御
従来のＰＩＤ制御式の電流フィードバック制御に加え、電流波形ピーク値で揃える制御方式を
搭載。電源電圧変動や発熱によるワーク負荷変動に対して安定した電流を供給いたします。
２．アクチュエート・ストップ機能 （業界最小！)
ヒュージングやプロジェクション溶接において、変位モニタ等からの位置情報を受取り通電停止
することで、安定した仕上がり寸法を保つことができます。

高速応答回路により通電停止までのバラツキを業界最小の 1ms 以内で実現いたします。
３．多機能パルセーション機能 （業界初！）
最大 24 回可能なパルセーション設定において、その全てに通電時間と出力を任意設定
できます。これにより適切な熱量制御が可能で、より良いヒュージングや、通電加熱法での
熱処理を実現いたします。
４．ＣＡＵＴＩＯＮ入力機能 （業界初！）
現在の変位データや温度データ等からの CAUTION 入力（＋：ADDition －：SUBtraction）
により、次回の通電出力値を任意のステップで増加減させることができます。
実際の接合状況の変化に応じた様々な運用が可能となります。例えば、TC レス熱圧着等の
工法においても温度管理ができるようになります。（ただし PLC 等での制御が必要です）
５．入出力インターフェースモニタ機能
入出力信号（Ｉ／Ｏ）の状態をオフラインで確認することができます。出力信号は強制的に
ＯＮ／ＯＦＦさせることができるため、設備立上げ、メンテナンス時の配線確認の時間が大幅に
短縮されます。
６．条件数 ２５５条件
従来３１条件だったプログラム数を２５５条件（当社比約 8 倍）に拡大し、少量多品種における
ヒュージング時の条件切替を実現いたします。
７．パルス幅モニタ機能
通電時のインバータ出力（ＰＷＭ幅）の平均値表示機能の実現により、最大出力までの余裕度
を確認することができます。
８．簡易防塵機能
吸引方法を変更して防塵を強化。現場での粉塵吸引による動作不良を低減いたします。
■品質管理機能／操作機能
１．多彩なモニタリング機能による品質管理
従来機種同様に外部モニタ機器を使用することなく、二次側の電流、電圧、電力、抵抗を
グラフィック表示・モニタリングし、溶接良否判定ができます。
プロファイルモニタ、トレースモニタ、リミットモニタ（平均／ピーク）を搭載しています。
２．簡単操作、見やすくなった画面
5.7 インチＴＦＴカラー液晶により見やすく、簡単に操作できます。
溶接結果はカラー液晶によるグラフィック表示で確認できます。
３段通電（１ＳＴ、２ＮＤ、３ＲＤフェーズ）設定も画面切替無く１画面で簡単操作できます。
＜オペレート画面＞

＜仕 様＞
■インバータ溶接機
項目
制御周波数
制御方式

時間設定範囲

出力設定範囲

電流、電圧、電力、
抵抗モニタ機能

ＮＲＷ－ＩＮ８４００Ａ
２，０００Ｈｚ
Ｃｏｎｓｔａｎｔ Ｃｕｒｒｅｎｔ、Ｃｏｎｓｔａｎｔ Ｐｅａｋ Ｃｕｒｒｅｎｔ、Ｃｏｎｓｔａｎｔ Ｖｏｌｔａｇｅ
Ｃｏｎｓｔａｎｔ Ｐｏｗｅｒ、Ｆｉｘｄ Ｐｕｌｓｅ Ｗｉｄｔｈ
１ｓｔ、２ｎｄ、３ｒｄ、ＵＰ、ＷＥＬＤ、ＤＯＷＮ
Ｔｏｔａｌ Ｔｉｍｅ：０．５～３，０００ｍｓ（０．５ｍｓ STEP）
Current

４００～８，２００Ａ

Ｖｏｌｔａｇｅ

０．４００～６．２００Ｖ

Ｐｏｗｅｒ

２００～２４，６００Ｗ

Ａｖｅｒａｇｅ／Ｐｅａｋ／Ｐｒｏｆｉｌｅ

トレースモニタ機能

Ｃｕｒｒｅｎｔ、Ｖｏｌｔａｇｅ、 Ｐｏｗｅｒ、Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ

波形表示

Ｃｕｒｒｅｎｔ、Ｖｏｌｔａｇｅ、 Ｐｏｗｅｒ、Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ

溶接条件数

２５５

通信機能

ＲＳ－２３２Ｃ

冷却方式

強制空冷

入力電源

ＡＣ２００～２４０Ｖ ３Φ （Ｏｐｔｉｏｎ ： ＡＣ３８０～４４０Ｖ ３Φ）

外形寸法

Ｗ１９０×Ｄ３２２×Ｈ２７５ｍｍ

質量

１８ｋｇ

接続トランス

ＮＴ－ＩＮ８４４４

ＮＴ－ＩＮ４４４８

ＮＴ－ＩＮ８４００

ＮＴ－ＩＮ４４００

最大電流

８，０００Ａ

４，０００Ａ

８，０００Ａ

４，０００Ａ

冷却方式

水冷・空冷

水冷・空冷

空冷専用

空冷専用

空冷：５％

空冷：５％

水冷：１０％

水冷：１０％

空冷：５％

空冷：５％

Ｗ１９０mm

Ｗ１７０mm

Ｗ２１０mm

Ｗ１５０mm

外形寸法

Ｄ３２２mm

Ｄ３１２mm

Ｄ３４２mm

Ｄ２６７mm

質量

Ｈ２７５mm

Ｈ２３５mm

Ｈ２１０mm

Ｈ２１０mm

２５．６ｋｇ

１８．４ｋｇ

１８ｋｇ

１２ｋｇ

使用率

■水平加圧ヘッド
項目

ＮＡ－１８４

加圧力

３０～３５０Ｎ

加圧方式

スプリング

冷却方式

水冷

最大電流／使用率

８，０００Ａ／２％

主電極駆動方式

副電極駆動方式

エアーシリンダ駆動（ストローク：０～２５ｍｍ）
ＮＰＮフォトセンサ２個にて移動端検出
エアーシリンダ駆動（ストローク：０～１５ｍｍ）
ＮＰＮフォトセンサ２個にて移動端検出

加圧検出方式

ＮＰＮフォトセンサオーバーストローク検出機構付

変位センサ

オプション

ロードセル

オプション

電極ホルダ

プリセットホルダ式

対応電極

標準：４５°斜め電極
（仕様、要望に応じカスタム対応）

その他

ロック機構付フローティングユニット搭載

外形寸法

Ｗ５５０×Ｄ１５０×Ｈ２０５ｍｍ

質量

１５ｋｇ

＜サンプル実験承ります＞
お客様のワークで新製品の性能をご確認いただけるサンプル実験を実施しています。
当社ホームページよりお申し込みいただけます。
・お申し込み Web ページ：
http://www.avio.co.jp/products/assem/experiment/index.htm
【本件に関するお問い合わせ先】
接合機器事業部 営業部
〒224-0053 横浜市都筑区池辺町 4206 番地
TEL： ０４５－９３０－３５９５

E-mail： product-mj@ml.avio.co.jp
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