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はじめに 

このマニュアルには、TIG250P AC/DC の説明と機器の操作の紹介が含まれています。あなたや他の人の
安全のために、このマニュアルをよくお読みください。 

 

注意点 

下記の表示のあるものは特にご注意下さい。  

表 示 説 明 

 

この標識は、注意に従わない場合、重大な事故、損傷、さらには死さえ

引き起こす可能性のある危険性を意味します。  

 

この標識は、注意に従わない場合、怪我や財産の損失を引き起こす可能

性のある危険性がある事を意味します。 

 

この標識は、注意に従わない場合、機器の故障や破損を引き起こす可能

性のある潜在的なリスクがある事を意味します。 

 

 

バージョン 

2018 年 11 月 16 日に開発完成 

 

この説明書の内容は、製品の品質向上のために不規則に更新されます。当マニュアルは操作ガ

イドとしてのみ使用されマニュアルの内容は告知なく変更する場合がございます。 

記載されている使用方法以外で機械に不具合が出た場合、弊社では保証致しません。 

また、マニュアル上の画像は実際の機械と異なる場合がございますが、実際の商品を優先と致

します。  
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1  安全について 

このマニュアルに記載されている安全上の注意は機械を正しく使用し、あなたや他の人が怪我
をしないようにするためのものです。 
溶接機の設計や製造には安全性を考慮しています。事故を防ぐため、取扱説明書に記載されて
いる安全上の警告などをよくお読みください。 
機器の誤操作により、以下のような事故や怪我などが発生します。このような危険を減らすた
めに、取扱説明書を注意深くお読み下さい。 

表示 説  明 

 

 電気部品に接触すると、致命的な感電や火傷の原因となる事があります。 

 
 ガスや煙は健康に害を及ぼします。 
 狭い場所での操作は窒息の原因となる場合があります。 

 

 溶接時の火花や高温のワークは火災の原因となる事があります。  
 ケーブルの接続不良によりショートし火災の原因となる事があります。 
 ワーク側の接続が不完全な場合、火災の原因となる事があります。  
 火口の場合は絶対に溶接しないで下さい。爆発する可能性があります。 
 箱やパイプなどの気密容器は絶対に溶接しないで下さい。破損する恐れが

あります。 

 
 アーク光は目の炎症や皮膚の火傷を引き起こす可能性があります。  
 スパッタや溶接の残留物は触れると火傷します。  

 
 ガスボンベを転倒させると人体に危害を及ぼす可能性があります  
 ガスボンベの使用を誤ると高圧ガスが噴出し人体に危害を及ぼす恐れが

あります。 

  ファンなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などを近づけないで下さい。  

 
 トーチから出てくるワイヤーは目、顔、その他の露出している体部分に刺

さる可能性があります。  

 
 吊具などの前や下に立たないで下さい。故障や怪我をする恐れがありま

す。 
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 重大な事故を避けるために、以下の規則に従って下さい。 

 溶接以外の目的で機器を使用しないで下さい。 
 電源の接続、溶接作業の場所、高圧ガスの使用や保管、溶接後のワークピースの保管、廃

棄物の処理など、それぞれの関連法規に従って下さい。  
 溶接が必要な個所以外の溶接はお止め下さい。 
 心臓ペースメーカーを使用されている方は医師の許可なしに溶接機を使用したり近づいた

りしないで下さい。溶接機から発生する磁気がペースエメーカーに悪影響を与える可能性
があります。  

 専門家による電源設備の設置、また、溶接機を使用される方が操作、チェック、及び保守
などを行って下さい。  

 安全の為にこのユーザーマニュアルをよくお読み下さい。 

 

 感電防止の為、必ず以下の項目をお読み下さい。 

 電気部品に体を近づけたり触れないで下さい。  
 確実にワークピースにアースケーブルを取付けて下さい。 
 一度電源をOFFにした場合は5分後に再起動して下さい。電源がOFFの場合でも再起動の前

に機械に電気が走っていない事を確認下さい。 
 断面が変形したワイヤを使用したり、絶縁スリーブの劣化で銅線が剥き出しになっている

ケーブルなどを使用しないで下さい。 
 配線などの接続を確実に行って下さい。  
 本体カバーを取り外した状態で機械を使用しないで下さい。 
 破れた、または濡れた絶縁手袋は絶対に使用しないで下さい。 
 高所での作業は落下しないように措置を行って作業して下さい。 
 定期的に点検しメンテナンスを行って下さい。壊れた個所があれば正常な状態に戻るまで

は使用しないで下さい。 
 使用しない時は電源を切る様にして下さい。 
 狭い位置または高い位置で交流溶接機を使用する場合は、国または各地域の関連する規格

や規制に従って下さい。 
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 火災を防ぐために以下の注意事項をよくお読み下さい。 

 溶接時、付近に可燃物などを置かない様にする。  
 溶接場所には無可燃性の状態を守って下さい。 
 溶接後のワークピースは高温の為、可燃物や可燃性ガスなどを近づけないで下さい。 
 建物内の壁などを溶接する場合は可燃物を撤去して下さい。 
 アースケーブルは母材の溶接場所近くに接続する必要があります。 
 ガス管や気密性のあるパイプなどを溶接しないで下さい。 
 万が一火災が発生した場合の為に消火器の準備をして下さい。  

 

 溶接時に発生するヒューム(煙)は健康に害を及ぼす為、規制に従いマスク

などの保護具を着用して下さい。 

 ガス中毒、ヒュームの吸引や窒息を防ぐ為に予防設備や排気装置、防塵マスクなどを着用
して下さい。 

 ガスやその他の粉塵などによる怪我や中毒を予防する為に推奨される機器や排気装置など
をご使用下さい。 

 酸欠を防ぐ為、密閉された狭い環境で作業する場合は充分に換気を行いガスなどが充満し
ないようにして下さい。 

 狭い場所で作業をする場合は監督者の指示を受け空気の入替や防塵の措置を行って下さい。 
 洗浄、またはスプレーなどを使用するスペースで作業をしないで下さい。 
 薬品などが塗布されている鋼材を溶接すると有害なガスや粉塵が発生しますので溶接前に

除去して下さい。  

 

 アーク時のスパッタや残留物、ノイズなどは有害な為、保護器具を着用し

て下さい。 

 溶接時、または溶接アークを見る場合はアーク光に対する目の保護が必要です。 
 溶接用の遮光面や遮光メガネを着用して下さい。 
 溶接作業時には、溶接手袋、遮光面や遮光メガネ、長袖の衣服、革のエプロン、その他保

護具を着用する。 
 溶接時には作業場所にも気を配り周りに居る他の人にも気を付けて下さい。 
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ガスボンベの転倒や破損を防ぐ為、次の注意事項に従って下さい。 

 ガスボンベを正しく使用下さい。 
 ガスボンベ使用時は必ず推奨のそれぞれガスの性質に合ったガス調整器を使用下さい。 
 ガス調整器はご使用の前に調整器の取扱説明書をよくお読みになりご使用下さい。 
 ガスボンベは転倒しない様に適切な措置を行い、場合によってはホルダーやスタンドなど

を使用し固定する。 
 高温になる場所や、直射日光の当たる場所には置かない様にする。 
 ガスを開ける時は、噴出口などに顔を近づけないで下さい。 
 ガスを使用しない時は栓を閉じておく事。 
 ガスボンベに溶接トーチなどを置いてはいけません。 

 

 本体スイッチを ON にする時は周囲に注意して下さい。 

 保護具や準備が整っていない時は機械の使用を中止して下さい。 
 機械を使用する時は必ず溶接従事者が使用する事。 
 冷却ファンなどの近くに髪の毛や指などが巻き込まれない様に注意して下さい。  

 

ワイヤーの先端は危険で怪我をする恐れがありますので次の点にご注意下

さい。 

 ワイヤー送給時にトーチの先端部分を除かないようにして下さい。ワイヤーが飛び出し目
に刺さったり非常に危険です。 

 ワイヤー送給が出来ない場合スイッチを押しながらトーチを除き込まないで下さい。急に
ワイヤーが飛び出したり危険です。 
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 作業効率と本体の耐久性を向上させる為にメンテナンスについて次の

点にご注意下さい。 

 本体を転倒、落下させない。 
 凍結した水道管などを解凍する為に溶接機を使用しないで下さい。 
 吊具などで持ち上げる場合は転倒しない様にサイドから持ち上げるようにして下さい。  
 クレーンで持ち上げる際はロープを垂直方向に対して15度以下の角度でロープを結んで下

さい。 
 送給装置やガスボンベが必要な溶接機は電源本体から取り外し機械の水平を確認し吊り上

げて下さい。  
 スリングなどを使用し送給装置を持ち上げる時は確実に固定されている事と絶縁性がある

事を確認下さい。  

 電磁干渉による注意点 

 機器を特定の場所で使用する場合は、特別な予防措置を必要とする場合があります。 
 設置前に環境により電磁波に影響される問題を次のように予測します。 

a) 溶接機の設置付近に制御ケーブルや、電話線など、その他ケーブルがある。  
b) 無線機およびテレビの受信装置などがある。 
c)コンピュータが近くにある。 
d)産業用に設置された監視カメラやセキュリティ装置がある。 
e) 心臓ペースメーカーや補聴器などを使用している。 
f)調整や測定器などをする為の機器がある。 
g)その他、使用している機器にも影響を及ぼしていないか確認し予防措置を取る必要があ
ります。  

h)溶接時やその他の作業時。 
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 使用者は放射線干渉を減らす為、次に挙げる事項を遵守する必要があります。 

a)溶接装置の電源用量に合った電源に接続します。  

b) 定期的に溶接装置の点検を行って下さい。 

c) 使用するケーブルなどは適正な長さや場所へ接地ください。 

d)溶接する金属部品、その他、近くにある部品などの安全を確保して下さい。 

e) ワークピースは十分にアースを取る必要があります。 

f) 周囲の影響を減らす為にケーブル及び機器を保守、または保護し他に影響を与えないよ

うにする。 

 溶接時による周囲への干渉は使用するユーザーの責任となります。 
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2  製品について 

2.1 一般的なお知らせ 

溶接機は最先端のインバータ技術を採用した整流器です。 
インバータガスシールド溶接装置の開発は、インバータ電源理論とコンポーネントの開発から
なっております。インバータガスシールド溶接電源は高出力コンポーネント MOSFET を使用
して 50/60Hz周波数を最大 100kHzまで転送し電圧を下げて転流し PWM技術を介して高出力
電圧を出力します。主変圧器の重量と体積が大幅に削減されたため効率が 30％向上します。イ
ンバータ溶接装置の登場は溶接業界の革命と考えられています。 
AC/DCシリーズ機は当社が新たに開発したAC/DCおよびMMA三つの溶接が出来る機械です。
その最大の特徴は DC 機能を使用してステンレス鋼、合金鋼、炭素鋼、その他の金属を溶接で
きる事です。 
AC/DC シリーズ機は当社独自の HF インバータ技術を採用しています。従来の機械と比較して
コンパクトで軽量の為、移動なども楽に出来、海外製の他の輸入機に比べて低価格でパワーネ
ットへの適応性に優れています。さらに 2 倍のインバータ技術を採用し純粋な方形波出力、優
れたアーク力、広い設定範囲および小電流での連続アークの特性を備えており優れた溶接結果
を保証します。 
この溶接機をお使いになるお客様からの貴重なアドバイスをお待ちしております。私たちは最
高の製品を生産し最高のサービスを提供する事に専念します。 

この度は当社製品をお買上げいただき誠に有難うございます。 

付属品 

 

 

 

 

 

 

 

 

本機械は主に工業分野で使用されます。屋内で使用すると無線干渉が生じる場合がありますの
で適切な予防措置を講じて下さい。 

 
※本機械は発電機ではご使用出来ません。万が一、発電機で使用し故障した場合は保証外の有償修
理となりますのでご了承下さい。 

 

 TIG トーチ・8M×1 

 アースケーブル・3M×1 

 アルゴンガス調整器×1 

 ガスホース 8φ×3M×1 

 ホースバンド 6～12φ㎜×2 

 セリア入タングステン 1.6φ×1 

 TIG ノズル№4×各 1 

 TIG ノズル№5×各 1 

 TIG コレット 1.6φ×1 

 TIG コレット 2.4φ×1 

 TIG コレット 3.2φ×1 

 TIG コレットボディ 3.2φ×1 

 トーチキャップ L×1 

 トーチキャップ S×1 
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2.2 技術データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Model 

Parameters 

TIG 250PAC/DC 

電源電圧 1ph AC200V±15% 

周波数(Hz) 50/60 

定格入力電流(A) 
TIG: 36.5 

MMA: 35.4 

出力電流(A) 
TIG: 10-210 

MMA:10-160 

無負荷電圧(V) 
TIG:68 

MMA:60 

定格出力電圧(V) 
TIG: 18.4 

MMA: 26.4 

AC デューティサイクル(%） 20-80 

パルスデューティサイクル(%） 10-90 

ポストフロー時間(S） 1-10 

パルス周波数(Hz)  0.5-5.0 

基本電流 (A) 10-210 

初期電流(A) 10-210 

ダウンスロープ時間(S)  0-10 

リモコン(別売) yes 

アーク開始方法 HF 

周波数(%) 80 

使用率(%) 30 

力率 0.73 

絶縁グレード F 

保護グレード IP21 

重量(kg) 20 

寸法 (mm) 476×340×402 

最大溶接板厚(㎜) 10 
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3 使用方法 

機器には電源電圧補正機器が装備されており電源電圧が定格電圧の±15％の間で変動しても正
常に動作します。 
長いケーブルを使用する場合は電圧降下を防ぐ為、推奨するケーブルより大きめのサイズをお
勧め致します。ケーブルが長すぎると電源システムの動作に影響を与える可能性があります。 
⚫ 冷却装置の誤作動を防ぐ為、機械の吸気口などが塞がれたり覆われたりしていない事を確

認して下さい。 
⚫ シールドガスの接続を確実に行って下さい。シリンダーや流量計などに漏れや破損が無い

事を確かめホースはホースバンドなどで確実に設置下さい。 
⚫ アースケーブルを前面の「＋」端子のソケットに差し込み、時計回りに回すと固定されま

す。反対側のアースクランプは溶接するワークに挟み込みます。 
⚫ 設置図に従い MMA 溶接をする場合はホルダーケーブルを前面の「－」端子のソケットに

差し込み時計回りに回し固定します。(正極性、逆の負極性でも溶接出来ます。)TIG 溶接
を使用する場合、前面の「－」端子のソケットにプラグを差し込み時計回りに回し固定し、
スイッチのプラグを前面のジョイントに接続し固定ネジを締めます。 

⚫ フットスイッチを使用する場合は 2 芯エアプラグと 3 芯エアプラグを前面の該当するソケ
ットに接続して下さい。(別売オプション品) 

電源を単相 200V の電源ボックス(ブレーカー)に接続し、配線が間違っていないか、入力電圧・
電流が使用する為に必要な許容範囲を超えていないかなどを確認して下さい。これで取付が完
了し溶接が可能になります。 
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⚫ 設置図(MMA) 

 

 

⚫ 設置図(TIG) 

 

ホルダーケーブル 

アースケーブル 

電源ケーブル 
(黄色に緑のラインはアース線) 

(単相 200V) 

母材 

アルゴンガス 

cylinder 

アースケーブル 母材 

TIG トーチ 

電源ケーブル 
(黄色に緑のラインはアース線) 

(単相 200V) 
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4  操作方法 

4.1 前面パネル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front panel layout 

1 電源スイッチ 12 AC/DC 切替スイッチ 

2 デジタル表示パネル 13 AC バランス調整ツマミ 

3 異常ランプ 14 ガスアフターフロー調整ツマミ 

4 初期電流設定ツマミ 15 プラス出力 

5 溶接電流調整ツマミ 16 フットスイッチ接続 

6 基本電流調整ツマミ 17 トーチスイッチソケット 

7 ダウンスロープ調整ツマミ 18 ガスコネクター 

8 リモコン(フットスイッチ) 19 マイナス出力 

9 パルス周波数スイッチ  20 パルス幅調整ツマミ 

10 TIG/MMA 切替スイッチ 21 パルス周波数調整ツマミ 

11 2T/4T(自己保持)切替スイッチ   
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4.2 操作手順 

⚫ DC TIG 溶接 

a) 電源スイッチを ON にするとファンが回転し始めます。 
b) アルゴンガスを開栓し、ガス流量を適正値に調整します。 
c) 「TIG/MMA切替スイッチ」を「TIG」にします。 
d) スイッチを「DC(直流)」にするとステンレス、鉄などの DC 溶接になります。 
e) 必要に応じて手動またはフットスイッチを設定します。スイッチを OFF にすると電流は本

体で調整され、ON にすると電流調整はフットスイッチにて調整されます。 
f) 「パルス周波数スイッチ」はスイッチを下の位置にすると OFF、上の位置にするとパルス機能

がONとなり低周波数(0.5～2Hz)で「パルス周波数調整ツマミ」で調整する事が出来ます。 
g) デューティサイクルを要件に応じて適切な位置に調整して下さい。(パルスがない場合、値は 1

です。) 
h) 初期電流とダウンスロープの時間を溶接要件に応じて調整する。 
i) 溶接する厚さに応じて適切な溶接電流と基本電流を設定します。(パルス周波数スイッチが下の

位置にある場合、基本電流はありません。 
j) トーチスイッチを押すと電磁弁が始動し電気を放出する HF の作動音がし同時にアルゴンガス

がトーチから出ます。 
k) タングステン電極棒と母材の間を 2～4 ㎜程度離しこの距離を保ったままトーチスイッチを押し

タングステンと母材の間にHF電気を放出したのちアークを開始します。 
l) 溶接終了後の溶接面を保護する為「ガスアフターフロー調整ツマミ」でアーク終了から、アルゴ

ンガスが切れるまでの時間を調整します。 
m) TIG溶接のロング溶接およびスポット溶接時に2T/4Tスイッチにて自己保持機能が選択できま

す。2Tではトーチスイッチを押している間アークが持続しスイッチを離すとアークが切れます。
Kの場合ダウンスロープは機能せず溶接電流のみが機能します。 

n) 4T の場合トーチスイッチを押すと初期電流となりスイッチを離すと溶接電流(本電流)になりま
す。もう一度スイッチを押すとダウンスロープ調整ツマミで調整された時間に応じ電流が下がり、
もう一度スイッチを押すとOFFになります。 
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⚫ AC TIG 溶接 

a) スイッチを「AC(交流)」の位置にすると「AC(交流)」溶接になります。これはアルミニウ
ム材料の溶接に使用します。 

b) パルス周波数調整ツマミ：パルス周波数スイッチを上側に設定します。パルス機能が働き
電流は上側と下側で連続的に移動します。上側電流が流れる時、正電流となりタングステ
ンに熱量が集中する為溶接に適し、下側電流が流れると逆電流となり表面の酸化を防ぎ溶
接外観を綺麗にします。タングステン電極棒は高熱の為に燃え尽きる可能性もあります。
ツマミは正電流と逆電流の時間比をするもので「0」位置にあるときの比率は 50％から 50％
です。「5」の位置では比率は 80％、「－5」の一では比率は 20％です。時計回りに回すと
上側の電流が短くなり下側の電流が短くなります。反時計回りに回すと逆になります。 

c) 上記の j-m ステップとして動作します。 
 

 

⚫ 大電流の場合、パルスデューティを小さくします。250A を超える場合は 30％未満のパル
スデューティを調整下さい。小電流ではパルスデューティを大きくし 100A 未満では 50％
を超えるパルスデューティに調整します。 

⚫ AC TIG の場合、最小電流でアークがスタートしにくい場合は 20A に設定ください。 

⚫ MMA  

a) 「TIG/MMA 切替スイッチ」を下位置の「MMA」にします。この時、「2T4T 切替スイッチ」

「AC/DC切替スイッチ」は使用出来ず、「溶接電流調整ツマミ」のみが使用出来ます。 

b) 母材の厚さに応じて溶接電流を設定します。 

参照資料：溶接棒と電流の相対値 

溶接棒(φmm) 2.6 3.2 4.0 5.0 

電流値(A) 50-90 90-130 140-210 190-270 

 

 

 

 

作業中にケーブルや電源プラグを引き抜いたり挟んだりしないで下さい。ケーブルが破損し機
器の故障に繋がり、感電の恐れがあり危険です。 
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4.3 溶接環境と安全性 

⚫ 環境 

a) 本機械は湿度 90％までの環境下で作動できます。 
b) 環境温度は摂氏－10 度～40 度の間で作動できます。 
c) 直射日光が当たる場所や結露の多い環境は避けて作業して下さい。また、ガスに水などが

入らないようにして下さい。 
d) 粉塵や腐食性ガスがある様な場所での溶接は避けて下さい。 
e) 密閉空間に於いて空気の流れが強い所でのガス溶接は避けて下さい。 

⚫ 安全基準 

当社の溶接機には過電圧、過電流、過熱に反応する保護回路が設置されています。機械の
電圧、出力電流、温度が設定されている基準を超えると溶接機は自動的に作動を停止しま
す。故障の原因となりますので以下の点にご注意下さい。 

a) 作業エリアでは十分な換気が必要です！ 

当社の溶接機は大きな電気を使用する機械で、操作中は大電流によって生成され熱を持っ
た機械を自然に冷却する事は出来ません。そのため機械の中には冷却する為の冷却ファン
があり、吸気口が何かに覆われていないか確認して下さい。溶接機から対象物まで 0.3 メ
ートル以上は間隔を開け機械内部に冷却ファンを通した空気が入って行く事を確認下さい。
機械の寿命を縮める事があります。 

b) 過負荷にしない！ 

最大デューティ電流(選択したデューティーサイクル)を管理し溶接電流が最大デューティ
ーサイクル電流を超えないようにする。過負荷電流は機械の故障に繋がり発火する事があ
り危険です。 

c) 過電圧にしない！ 

電源電圧は技術データに記載されており溶接電流は自動補償回路が許容範囲内に保たれる
ように補修します。電源電圧が許容範囲を超えると機械のコンポーネントが故障する事が
ありますので使用者は予防措置を講じて下さい。 

d) 電源ケーブルの黄色に緑のラインの入った物はアース線となりますので静電気や漏電によ
る事故を防ぐ為に確実にアースを設置する必要があります。 

使用率を超えると機械が過熱し溶接機は保護の為、温度制御が働き作動を停止します。ファン
が機械を冷却する為、電源スイッチは ON のまま放置し内部の機械が冷却され元の状態へ戻れ
ば再始動できます。この時、再始動しない場合は機械内部の部品などに不具合、または故障が
発生していると考えられますので、購入された販売店などへ修理のご相談をお願い致します。 
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4.4 溶接時の問題や解決方法  

溶接材料や溶接環境は溶接す結果に関係が出る可能性があります。溶接環境の改善に努める必
要があります。 

⚫ 溶接部分が黒い 

溶接個所の酸化は防ぐ事が出来ない時は次のことを確認下さい。 
a) アルゴンガスが開栓しており圧力が十分である事を確認下さい。調整器のシリンダーの圧

力が 0.5Mpa未満の場合はシリンダー内を溶接に必要な数値まで調整する必要があります。 
b) 流量計が開いており十分な流量があるか確認します。ガスを節約するために溶接電流に応

じて異なる流量を選択できますが流量が小さすぎるとシールド時間が短すぎて溶接部分を
シールド出来ず黒く焼けてしまう可能性があります。流量を最低 5L/分に保つ必要があり
ます。 

c) トーチが確実にセットされているかチェックします。 
d) ガスホースや流量計に破損などがあり漏れが生じていると適正な流量を得られず溶接不良

などを起こす可能性があります。 
e) 溶接環境において強風などでシールドガスが流れてしまうと溶接不良を起こす可能性があ

ります。 

⚫ アークの開始が悪く途切れやすい 

a) タングステン電極棒の品質が高いか確認下さい。 
b) タングステン電極棒の先端を研磨し尖らせて下さい。丸みを帯びた状態ではアークが発生

しにくくアークの熱も集中せず不安定になります。 

⚫ 出力電流が定格値まで上がらない 

電源電圧が定格値 200V/30A の入力が無いと出力電流が定格値と一致しなくなり、出力電圧も
最大出力が定格値と一致しなくなり低くなる場合があります。 

⚫ 溶接中に電流が安定しない 

次のような要因が考えられます。 
a) 同じ電源で他の機械を同時に作動させ電圧が変動した。 
b) 電線網、その他の機器からの有害な干渉。 

⚫ タングステン電極棒が燃え尽きる 

パルスデューティが高すぎる為タングステン電極棒が過熱し燃え尽きてしまいます。パルスデ
ューティを適正値に調整して下さい。 

⚫ アルミニウムの溶接時に酸化被膜を破れない 

a) 溶接電流が低い 
b) パルスデューティが低い 
c) 電流値などを制御する内部部品の MOS 部品に不具合が出ている可能性があります。 
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5  日常のメンテナンス及びチェック 

⚫ 日常のメンテナンス 

a) コンレッサーなどの圧縮空気を利用し埃などを取り除きます。塵や埃などが多い場所など
で使用する場合は一月に一度の頻度で埃を取り除いて下さい。  

b) コンプッレサーなどの圧縮空気を使用する場合は機械の小さな部品などを破損させる場合
もあるので必要最低限の空気圧にて行って下さい。 

c) 機械のジョイント部分を確認し表面などに酸化した黒い汚れなどがあればサンドペーパー
などで酸化膜を取り除いて下さい。通電の妨げになっている事がありますので定期的にチ
ェックして下さい。 

d) 機械内部に水が入らない様にして下さい。本溶接機は防水加工されていませんので水や湿
気などで機械がショートし故障の原因となります。この場合、保証外となり有償修理とな
ります。 

e) 溶接機を長期使用しない場合は購入時の梱包材に収納し高温多湿を避け保管して下さい。
梱包材などが無い場合は埃などが多く高温多湿の場所を避け布などで覆い保管下さい。 

 

保守点検など、メンテナンスを行う時は必ず電源プラグを抜いて電気が通電していない事を確

認して行って下さい。 

 

⚫ メンテナンス前の注意事項 

 

 

不具合、または故障した場合、お客様にてカバーなどを外し内部に触れたり修理などの行為を
行わないで下さい。故障個所を増やし修理不可能になる場合などがあります。また、感電など
の恐れもありますのでお止め下さい。 

   

 

 

 

保障期間内に弊社の許可なくカバーを外したり自ら修理を行った場合、保障期間内であっても
有償修理となります。不具合、または故障かなと思われた場合は購入した販売店などへご相談
下さい。 
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6  トラブル時の内容 

故 障 症 状 対 処 方 法 

電源が入らず冷却フ

ァンが起動せず溶接

出力がない。。  

➢ 電源スイッチが ON になっている事を確認下さい。 

➢ 電源ケーブルの配線が間違っていないか確認下さい。 

➢ 電源ケーブルが断線していないか確認下さい。 

電源は入っているが

冷却ファンが機能し

ない、またはファン

の回転が不規則な回

転をして止まり溶接

出力がない。 

➢ 入力電源が 220V 以上に接続されている可能性があり過電圧保護回路が
起動しています。単相 200V 電源に接続し再起動して下さい。 

➢ 不安定な 200V 電源(延長ケーブルが細く長い)、または、溶接機以外の機
械が電源に接続され過負荷電圧保護回路が作動している。入力ケーブル
(延長ケーブルの太さと長さ)を改善するか、他の機械を外し溶接機のみ
にして電源を OFF にして 2～3 分後に再起動する。 

➢ 電源ケーブルの配線に緩みがないか確認し緩みがある場合は締め直して
下さい。 

➢ 電源スイッチを継続的に ON/OFF を繰り返すと過負荷電圧保護回路が
始動します。電源を 2～3 分間 OFF にし再起動して下さい。 

➢ 200V 電源のブレーカーに異常が無いか確認下さい。異常がある場合は専
門の電気技師などにご相談の上修理を行い、改めて電源を設置して下さ
い。 

ファンが作動し異常

ランプも点灯してい

ないが HF アークが

出ない。 

➢ 電源ブレーカーから内部MOS回路の VH-07インサートまでの測定値が
DC308V でない場合があります。この場合、購入した販売店へ修理のご
相談をして下さい。 
a) 回路が壊れていてシリコンブリッジの接触が悪い。 
b) パワーパネルコンデンサの 4 つの高電解(約 470UF/450V)の一部が

漏れている。 
➢ MOS 回路に異常があり補助電源が機能していません 
➢ 接続しているケーブルやトーチなどに接触不良が無いか確認下さい。 
➢ 制御回路に問題が発生している可能性があります。 
➢ トーチの制御ケーブルが断線している可能性があります 

異常ランプが点灯せ

ず HF アークが出な

い。 

➢ トーチのケーブルが断線している可能性があります。 

➢ アースケーブルが断線しているか母材に挟み込まれていません。 

➢ トーチなどの出力端子に緩みなどがあれば確実にセットして下さい。 
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異常ランプが点灯せ

ず HF アークの打撃

音がせず、溶接によ

り打撃音が発生す

る。 

➢ 電源ブレーカーの配線に緩みがあるとアーク打撃変圧器に誤作動が起こ
る場合があります。配線を締め直して下さい。 

➢ タングステンの先端が酸化しているか距離が遠すぎる場合は先端の酸化
部分を取り除き母材との距離を 1 ㎜に調整します。 

➢ トーチスイッチが故障している可能性があります。購入された販売店へ
ご相談下さい。 

➢ HF アーク打撃回路コンポーネントの一部が故障している可能性があり
ます。購入された販売店へご相談下さい。 

異常ランプが点灯し

溶接出力がない。 

➢ 過負荷電流保護回路が働いている可能性があります。機械の電源を切り
異常ランプが消灯した事を確認し再起動して下さい。 

➢ 過熱保護回路が働いている可能性があります。2～3 分で異常ランプが消
灯し正常に戻ります。 

➢ インバータ回路が故障している可能性があります。電源プラグを抜き機
械を再起動して下さい。 
(1) 異常ランプの点灯が続いている場合は再度、電源プラグを抜き機械を

再起動して下さい。 
a) 異常ランプが消灯しない場合は MOS 回路の一部であるフィー

ルドイスタが損傷している可能性があります。部品交換が必要
となりますので購入された販売店へご相談下さい。 

b) 異常ランプが消灯している場合は。HF アークの電流値を上げる
変圧器が破損している可能性があります。部品交換が必要とな
りますので購入された販売店へご相談下さい。 

(2) 異常ランプが消灯している場合 
a) 機械内部のトランス部品が故障している可能性があります。部

品交換が必要となりますので購入された販売店へご相談下さ
い。 

b) 機械内部の変圧器が故障している可能性があります。部品交換
が必要となりますので購入された販売店へご相談下さい。 

➢ フィードバック回路が働いている可能性があります。 

アルミ溶接時に酸化

被膜を破れない 

➢ 電流値が適正でない。 

➢ パルスデューティが低すぎる。 

➢ インバータ回路が故障している可能性があります。購入された販売店へ
ご相談下さい。 

タングステンが燃え

尽きる 
パルスデューティが高すぎますので低い値へ調整下さい。 
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