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　ほんの数年前まで、トランスミッシ
ョンメーカーにとって「レーザの世界」
は、極めてシンプルなものだった。ド
リブンギア、オートマチックトランス
ミッション（AT）やダブルクラッチト
ランスミッション（DCT）用のクラッチ
部品、全輪駆動（AWD）や車軸用部品
といったトランスミッション部品の溶
接には、CO2レーザが使用されていた

（図1）。独トルンプ社（TRUMPF）の
「TruFlow」シリーズや米ロフィンシナ
ール社（ROFIN-SINAR）のスラブレー
ザ「DC0xx」といった最先端レーザが
多く採用されている（1）。これらのレー
ザは高機能で、1日に数百万件もの接
合が可能である。溶接ヘッドや、ビー
ム伝送ユニット、監視デバイスといっ
たシステムコンポーネントも提供され

ており、成熟した状態にある。
　しかし、この5年間の間に、トルンプ
社の「TruDisk」ディスクレーザや米
IPGフォトニクス社（IPG Photonics）
のファイバレーザといった輝度の高い
固体レーザの使用が急速に増加してい
る傾向が見てとれる。独EMAG社は
2008年、パワートレイン溶接機「EMAG 
ELC 160」の発売とともに、パワートレ
イン部品に対してファイバ／ディスク
レーザを使用し始めた（2）。それ以来、
CO2レーザからファイバ／ディスクレー
ザへの劇的な技術移行を、われわれは
目の当たりにしている。本稿ではその
理由を探っていこう。
  
稼働コストの比較
　レーザ溶接機の稼働コストを押し上

げる最大の要素は、電気代とガス代で
ある。
　電力消費量: CO2レーザはエネルギ
ー効率が低く、一般的な4kWのCO2

レーザを最大出力（4kW）で動作させ
た場合、最大で56kWもの電力を消費
する。また、大きな冷却装置の稼働に
さらに電力を消費し、冷却機能に少な
くとも52kWが必要になる。4kW出
力のディスク／ファイバレーザの消費電
力は約17kWで、冷却装置もコンパク
トである。
　ガス消費量: CO2レーザには、レー
ザガスと加工ガスが必要である。最新
のCO2レーザはガス消費量が低く、分
離されたヘリウム、窒素、二酸化炭素
の代わりに混合済みガスが使用できる。
ヘリウム、アルゴン、またはその混合
ガスなどのシールドガスは、溶接処理
を安定化させ、溶接面を保護するため
に必要である。ヘリウムの供給不足は
以前から問題になっているが、多くの
用途において、アルゴンを代用するこ
とができる。ディスク／ファイバレー
ザには、シールドガスはまったく不要
である。EMAG社は、すべてのパワー
トレイン用途に対し、加工ガスとして空
気を推奨している。これによって、ガ
スを調達して個別に保管する必要がな
くなる。溶接面には薄い酸化皮膜が生
じるが、溶接品質は概ね完璧である。

稼働コスト総括
　製造環境では、実際のデューティ比
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図1　一般的なパワートレイン部品
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を考慮に入れてコストを計算する必要
がある。図2は、概算コストを示した
ものである。CO2レーザ溶接機をディ
スク／ファイバレーザのものに変える
と、稼働コストは約50%低下する可能
性があることが示されている。

システム配置
　CO2 レーザ溶接機は長年にわたり、
工場見学に訪れる人にとって「必見」
の装置だった。設置面積が巨大である
ことから、通常の作業現場とは別の部
屋に配置されることもあり、レーザ溶接
機に個々の部品を運び入れたり溶接済
み部品を運び出したりするための物流
管理もかなりの規模になる。特に1つ
の装置で複数の溶接ステーションとし
て機能する必要がある場合は、ビーム
伝送にも高度な技術を要する。
　ディスク／ファイバレーザを採用する
溶接機ならば、状況は一変する。これ
らのシステムでは、レーザまで部品を
持ってくるのではなく、レーザを部品
まで持っていくのである。コンパクト

な溶接ステーションは、製造ラインの
部品フローに完璧に統合可能で、材料
を取り扱うための装置（コンベア、バス
ケットスタッカー、ガントリー、ロボッ
ト）が少なくて済み、全体的な設置面
積も縮小される。最大で50mの長さ
の伝送ファイバが簡単に使用できるの
で、レーザ源そのものは別の場所に配
置することができる。ディスク／ファ
イバレーザは標準で複数の出射端を装
備するため、ビームの伝送と制御の両
方が最小限にまで簡素化される。

溶接品質
　固体レーザが登場したとき、多くの
ユーザがこの新技術に関心を示した。
例えば、その溶接品質である（図3）。
ファイバレーザ溶接の方が消費電力は
高いが（CO2レーザの2700Wに対して
3100W）、その増加分以上に溶接速度
が速くなる。
　一般的に、ファイバ／ディスクレー
ザによる溶接加工は、CO2レーザよりも
効率的で、溶接速度が速い。また、ほ
とんどの部品に対して単位長あたりの
消費電力と熱歪みが低減されるので、
より燃費が高く軽量な自動車が求めら
れる今日のニーズに完璧に適合する。

メリットと課題
　固体レーザには、消費電力が低く、
レーザガスやシールドガスが不要で、
非常に柔軟な配置が可能といった多数
のメリットがあるが、その一方で課題
も存在する。薄い溶接部に対してディ
スク／ファイバレーザを最大限に活用
するには、これまでよりも格段に高い
精密さが求められ、そのためには、よ
り高精度な溶接機と設備機械が必要に
なる。
　多くの部品に対し、実際のエッジ位
置から50μm未満のビーム位置精度が
求められる。これには、部品の許容誤
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図2　CO2レーザとディスク／ファイバレーザの概算消費電力の比較

所要時間 5.2s 3.8s

シールドガス Lasgon C None

フィード速度（溶接） 2100mm/min 3700mm/min

フィード速度（タック溶接） 7000mm/min 10000mm/min

最大消費電力 2700W 3100W

 CO2 laser Fiber laser

図3　CO2レーザとファイバレーザの溶接品質の比較
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差と機械的誤差（機械、加工保持装置、
取付器具）と光学的誤差（焦点位置、ポ
ジショニング）が含まれる。
　トランスミッション部品のような精密
部品の量産用のレーザ溶接機には、溶
接ロボットなどは必要ない。EMAG社
のELC溶接機は、このような要件を
満たす高精度レーザ加工ツールである。
　設備機械と加工保持装置は、すべて
の溶接加工、特にパワートレイン部品
のような精密部品の溶接において、非
常に重要なものである。これまでのと
ころ固体レーザは、溶接時のスパッタ
がCO2レーザと比べて格段に多い。こ
れは、加工保持装置の設計と、ヒュー
ム除去方法に直接的な影響を与える。
　図4は、一般的なパワートレイン部
品に対して設計された設備機械を示し
たものである。設備機械で部品を完全
に覆うことで、スパッタが部品に付着
しないようにしている。スパッタの飛
散は一般的に許されない。それによっ
て、トランスミッションが不良品とし
て廃棄される可能性があるためだ。し
たがって、スパッタ量には特別な配慮
が必要になる。それ以外で、溶接加工
で最も重要な処理はヒューム除去であ
る。ヒューム除去は、固体レーザシス
テムにおける「最大の難題」といえる
もので、付属機械というよりは設備機
械の一要素として位置付けられる。
　その一例として、ELC160にはこの要
件を満たすいくつかの優れた機能があ
る。特許取得済みの「上部機械設備」
ブリッジには、最大3種類の異なる工
具セットが装備可能で、ヒューム除去
チューブが組み込まれている。加工保
持装置とヒューム除去装置は、NCプ
ログラムによって交換可能で、非常に
柔軟性に優れたシステムとなっており、
必要に応じてワンピースフロー（One 
Piece Flow）にも対応する（図5）。

まとめ
　ファイバレーザとディスクレーザは
どちらも多数のメリットがあり、パワー
トレイン溶接に最適な選択肢となって
いる。稼働コストが低く、エネルギー
効率が高く、波長依存性が低く、加工
効率が高いといった直接的なメリット
に加えて、製造ラインとの互換性が高
く、製造ラインをコンパクトに配置で

きるといった間接的なメリットも備え
ている。ファイバ／ディスクレーザを
採用し、その魅力的な技術の能力を最
大限に活用しようという傾向が急速に
高まっていることを、EMAG社は把
握している。しかしそのためには、他
のシステムコンポーネント（溶接機、
加工保持装置、オートメーション）にも
進歩が求められる。
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図5　10秒未満のサイクル時間でワンピースフローで製造されるダブルクラッチトランスミッシ
ョン用の歯車一式

図4　EMAG社のパワートレイン溶接機「ELC 160」内部の上部設備機械ブリッジの概略図
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