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　プラスチックのレーザ溶接は実験室
の研究から実用段階へとかなりの速度
で移行しているが、それはメーカーが
レーザ溶接の技術進歩に習熟し、多数
の応用において優れた樹脂溶接の形成
機能が進歩したことによる。
　レーザ溶接システムの装置コストの
低減は世界規模での利用を加速し、多数
の人たちが透過型レーザ溶接（TTLW）
を価値のある生産技術として考えてい
る。この技術の魅力は最も簡単な接合
設計から最高品質の樹脂溶接が得られ
ることにある。TTLWには学習曲線が
あり、いくつかの樹脂溶接局部変化が
必要になるが、その実行プロセスは十
分に開発され、その利点がこのような
文化変化の魅力になっている。

歴史
　TTLWが使われるまでのプラスチッ
ク溶接はCO2レーザが使用され、その
赤外放射（10.6μｍ）がプラスチックに
固有の吸収特性にもとづいて利用され
ていた。溶融層の発生は上部の層の成
分から界面へと移り、下部の層の成分
を溶融する。この過程は十分な溶融層
の生成に余分な時間がかかり、表面の
劣化を回避できず、理想的な方法では
なかった。
　プラスチックの多くは近赤外線を透
過する。最初の透過型溶接法は広帯域
赤外ランプを光源にして、その強い近
赤外放射がプラスチック内部を通過す
るようにした。内部には吸収体を配置

し、溶融ゾーンとして利用した。この
ランプ光源は近赤外線を放射するが、
熱可塑性プラスチックに吸収される長
波長の赤外波長も発生する。この容積
のある吸収と表面劣化を避けることは
難しい。しかし、現在では、この方法に
よる内部の高品質樹脂溶接の形成も可
能になっている。
　最近の数年間は専用の単一波長近赤
外のネオジウムヤグ（Nd：YAG）レーザ
がTTLW用の赤外光源として広く使用
され、広帯域ランプ溶接法からレーザ
溶接法への移行が急速に進行している。
この方法を用いると、熱発生は溶接界
面に限定され、熱影響ゾーンの発生も
最小になる。最近の10年間に、レーザ
溶接専用の新しい吸収体、着色剤、レ
ーザシステムなどの技術が大幅に進歩
した。

　低コスト小型レーザシステムとして
利用可能になった高出力固体半導体レ
ーザは、プラスチックレーザ溶接のビ
ーム配送システムに使用され、TTLWの
急速な成長をもたらしている。半導体
レーザの使用によるコスト競争力と優
れた溶接品質はTTLW市場の大幅な
成長を促している。

動作原理
　図1は基本的な溶接工程を示してい
る。充填材を添加しない熱可塑性プラ
スチックは近赤外波長が透明なので、
TTLWが可能になる。吸収体のある溶
接界面が正確に照射されるように、固
定具を用いてパーツをしっかりと固定
する。上部の層は赤外エネルギーを透
過し、界面の吸収体に発生した熱は下
部の層の上部に伝わり、溶融層が形成
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ＴＴＬＷは実用可能な生産技術になっている。

プラスチックの
レーザ溶接技術の進歩

図1　赤外線エネルギー
は上部の層を透過して溶
接界面で吸収される。（資
料提供：ライスターテク
ノロジーズLLC）



される。パーツは分子間拡散が生じて
溶接界面が冷えるまでしっかりと保持
される。
　上部の層と下部の層の赤外透過特性
を十分な理解が必要になる。充填材や
補強材はレーザエネルギーの透過に影
響を及ぼす。溶接界面に熱を発生する
界面吸収体はさまざまな種類がある。
この溶接工程は広帯域赤外光源と近赤
外レーザ（800から1064nm）を使用で
きる。

TTLWの利点
　TTLWは非接触方式のレーザ加熱を
行うので、部分マーキング発生の可能
性が減少する。溶接界面におけるエネ
ルギー入力と熱発生を精密制御するこ
とで、熱影響ゾーンは最小となり、最
小の残留応力、優れた溶接強度、無視
できるほど少ない溶接フラッシュ発生
などの利点が得られる。加熱時間は溶
接界面の同時加熱により最小となり、超
音波溶接、つまり最高速の溶接工程と
同等の溶接サイクル時間を確保できる。

精密ライン溶接を必要とする非常に精
巧な溶接から溶接幅の広い大型溶接ま
での広い範囲の用途に対して、TTLW
は高品質の溶接を実現できる。

装置
　過去5年間、装置メーカーはレーザ
溶接の成長を予測し、プラスチック専
用の溶接システムを育成してきた。小
さいフットプリントをもつ自己完結型
の専用システムが小規模と中規模の生
産用に設計された。図2は自動車の筐
体を溶接するための典型的な自動化さ
れたセルを示している。このセルは運
動制御とビーム配送のシステムを内蔵
しており、小型から中型サイズの用途
に使われる。現在、これらの溶接ユニ
ットは、超音波、振動およびホットプ
レート溶接システムに対するコスト競
争力を備えている。過去10年間、100W
以下のNd：YAGレーザと半導体レーザ
のコストは低下を続けたが、このこと
がTTLWの急劇な成長をもたらした。
　TTLWは簡単な空気圧シリンダだけ

を使用して低い溶接力を確保し、レー
ザ配送システムに対して、部品の水平
方向と垂直方向の位置を保持する。こ
の場合の固定は溶接界面への赤外線エ
ネルギーの伝達を妨害してはならない。
一般に、溶接力はガラスやポリカーボ
ネートなどの赤外を透過する板材を用
いて均一化される。
　現在のところ、プラスチック溶接に
はコストのより低い半導体レーザが広
く使われ、保守作業をほとんど必要と
しない小型で高効率のシステムに組み
込まれている。最近の精密ライン溶接
を必要とする高精密の用途ではファイ
バレーザ使用され、その小さいスポッ
トサイズと高効率の利点が生かされて
いる。

汎用性
　十分に設計されたレーザ溶接ステー
ションは複数のアプリケーションの溶接
に適用される。コンピュータ数値制御

（CNC）テーブルやガルバノスキャナー
システムを使用すると、プログラムを
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図2　自動化されたレーザ溶接室。（資料提供：レーザライン社） 図3　レーザ溶接したキーレスエントリー遠隔装置。（資料提供：レーザライン社）



簡単に変更するだけで、異なる溶接パ
ターンをもつ部品を溶接できる。他の
方法でビームデリバリーを行う場合は
マスクの変更や光学系の交換が必要に
なる。このシステムは異なる用途への
変更を数分以内に行うことができる。
超音波やホットプレートなどの溶接法
に比べると、この汎用性はTTLWの
重要な利点の1つになる。
　TTLWは摩擦のある内部部品の溶接
の場合に起こりやすい損傷の懸念を取
り除くことができる。多くの用途にお
いて、溶接崩壊やフラッシュ発生はな
く、溶接した部品は最初の方向が保た
れる。TTLW以外の溶接法はフラッシ
ュ発生のない高品質樹脂溶接を実現す
ることができない。

材料の留意点
　上述したように（図1）、熱可塑性プラ
スチック部品は光学的性質を十分に理
解し、TTLW工程を最適化しなければ
ならない。溶接界面に到達するエネル
ギーの量は上部の層の内部で起こる光
の吸収、屈折および反射に依存する。
下部の層の吸収特性は溶融層の深さと
赤外線照射時の熱発生に影響を及ぼ
す。一般に、異なる材料を組み合わせ
たときの溶接は化学的互換性が満足さ
れるときにだけ可能になる。

色の配合
　純粋な熱可塑性プラスチックの多く
は近赤外波長を透過する。溶接する上
部の層に充填材を添加すると、散乱が
増加し、全体の光学的性質が影響を受
けるので、上部の層は添加物のない純
粋な熱可塑性プラスチックの使用が望
ましい。色を配合する溶接は、顔料が
赤外線を透過すれば、ほとんどの配合
に対して可能になる。
　界面吸収体にはさまざまな種類があ

り、最も簡単な場合は下部の層に小量
のカーボンブラックを分散して含ませ
る。上部の層と下部の層が透明な場合
は、それらの界面に薄いプラスチック
膜を吸収層として使用する。プラスチ
ック上に液体の赤外吸収体を分散させ
ると、二つの純粋で透明な部品の溶接
が可能になる。また、赤外吸収体と樹
脂を化合させると、吸収体を均一に含
む基板を作ることもできる。これらの
アプローチは近赤外線を透過する少な
くとも1つの溶接部とエネルギーを界
面で吸収する技術が必要になる。可視
領域では不透明で着色しているが、赤
外線を透過するプラスチックもある。
また、黒く見えるが赤外エネルギーを
透過する上部の層に深赤色の顔料を使
用すると、黒と黒の配色の溶接も可能
になる。キーレスエントリー遠隔操作
システム（図3）は、これらの特殊な顔
料による色の配合を用いてレーザ溶接
されている（図3）。この溶接の成功は
レーザ溶接の専門家による顔料選択の
実験にもとづいている。

ビーム配送
　溶接部にエネルギーを注入するレー

ザビーム配送には複数の選択肢があ
る。輪郭溶接法は溶接部品の周りで単
一レーザスポットを一方向に追跡する。
一般にはロボットを使用するが、移動
台と静止したレーザビームを用いて溶
接部品を動かす場合もある。すべての
溶接界面は同時に溶融されないので、
溶接崩壊は高速冷却を行うことで回避
できる。これらの方法はロボットアー
ムや移動台の到達距離の制約だけを受
けるので、すべての部品に応用できる
柔軟性の高いビーム法になる。
　同時溶接の場合は専用のビームシス
テムを使用して、赤外線エネルギーをす
べての溶接界面に同時に照射する。こ
の方法は溶接界面が均一に加熱される。
この方法は溶接崩壊と溶接フラッシュ
発生を許容できる。このアプローチは
特殊な用途に使われ、溶接の配置に対
応した光学系の変更が必要になる。
　マスク溶接の場合は大きいスポット
サイズや光のカーテンを使用して、赤
外線を所望の場所に伝達する（図4）。
このアプローチは単一レーザシステム
を用いて複数のアプリケーションの溶
接を行うことができる。マスク交換は
溶接の用途が異なる場合にだけ必要に
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図4　マスク溶接法は赤
外線エネルギーのカーテ
ンがマスクされた部品を
照射する。（資料提供：
ライスターテクノロジー
ズLLC）



なる。このアプローチは過剰な赤外線
エネルギーを必要とするが、動き制御
のプログラミングが単純になる。
　準同時溶接法はガルバノスキャナー
システムを使用して（図5）、部品の溶
接界面の高速追跡を行う。ビームの高
速追跡は複雑な光学系を必要としな
い。すべての溶接界面は同時に溶融し、
溶融の圧搾と崩壊が許容される。

アプリケーション
　TTLWは以上のような利点をもつの
で、いくつかの用途の生産に使用され
ている。この技術の最大のユーザには、
医療、自動車およびコンシューマ製品
の分野が含まれる。ほとんどのアプリ
ケーションはハーメチックシールと微
小パーティクルの発生が要求される。
　医療への応用には、使い捨て器具、
液体搬送システム、診断用の器具など

が含まれる。医療診断キットなどの特
定の製品は精密な溶接が必要になる。
連続試験を実時間で行う場合は微小流
体素子を使用する。プラスチックの微
小流体素子は基板全体の保護膜による
封止が必要になる（図7）。
　TTLWの最も普及した自動車への応
用には、センサ容器、ボンネット部品、計
器パネル、テールライトなどが含まれる。
最近までのテールライト組立部品の溶
接はホットプレート溶接機が広く行わ
れてきた。自動車メーカーはテールラン
プのカバーレンズの溶接にTTLWを利
用するようになった。その結果、ホット
プレート溶接に固有のフラッシュと微粒
子の発生が著しく減少した。TTLWを使
うことで残留応力が最小となり、応力

亀裂発生の可能性も減少した。

成長の継続
　最近10年間のTTLW加工は装置メ
ーカーが供給する完全な専用TTLWシ
ステムのコスト競争力が強化され、急
速な成長を経験している。レーザ溶接
に特化した添加物の進歩もTTLWの成
長を可能にした。最近5年間のTTLW
が経験した急劇な成長には、装置メー
カーと吸収体メーカーの継続した支援
によると考えられる。現在は薄くて広
い高品質の樹脂溶接の製作がほとんど
すべての色の配合に対して可能になっ
ている。競合する溶接法に対する
TTLW技術の利点は、その利用を加速
していくであろう。
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図7　微小流体チャネルの基板にレーザ溶接
された透明カバー。（資料提供：EWI）

図6　透明保護膜と黒色基板からなる微小流
体素子。（資料提供：ライスターテクノロジー
ズLLC）

図5　ガルバノスキャナ
ーシステムは準同時レー
ザ溶接法に使用される。
（資料提供：ロフィン‐シ
ナール）
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