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　レーザ材料加工は、生産性が鍵を握
る自動車業界における現代的な自動製
造手法として確立されている。特にリ
モートレーザ溶接は、この要件に合致
している。オンザフライ溶接（Welding-
on-Fly）モードでレーザビームを照射す
れば、最高水準の生産性が達成できる。
このモードでは、スキャナをベースと
するリモートレーザ溶接ヘッドがロボ
ットと連動した連続的な動作によっ
て、3次元ビームポジショニングを非
常に高速に実行する（図1）。溶接シー
ム間の時間を最小限にすることで、レ
ーザの稼働率が、従来のレーザ溶接を
はるかに超えるレベルにまで引き上げ
られている。
　本稿では、米フォード社（Ford）の
新型マスタング（図2）の製造という、
量産製造環境におけるリモートレーザ

溶接のメリットを紹介する。

目的
　フォード社の目標は、新型マスタン
グのデザインに対応する大規模な片側
接合方法を開発することだった。耐衝
撃性能を継続的に向上させたいという
要求と、各種安全規格の強化に伴い、
強度の高い高度な鋼鉄を車体構造に使
用するケースが増加している。多くの
先進的な車体構造設計において、ルー
フレールやAピラーといった部分にハ
イドロフォームチューブが使用される。
このような設計を適用するには、その
メリットを最大限に活かすために先進
的な片側接合技術を開発する必要があ
る。従来の抵抗スポット溶接では、接
合部の両側へのアクセスが必要だが、
この種の溶接を可能にするためにハイ
ドロフォームチューブを切断してアク
セスホールを設けると、構造的な脆弱
性が生じてしまい、ハイドロフォー
ムチューブの設計意図に反する。片
側接合は、最大限の構造的完全性
を実現する手法で、顧客の健康と
安全にメリットがある。
　そこでフォード社は、スポット溶
接ではなくリモートレーザ溶接を採
用することにした。独II-VIハイヤグ
社（II-VI HIGHYAG）のリモートレー
ザ溶接ヘッド「RLSK」（図3）を使用し
た新しい片側リモートレーザ溶接手法
によって、構造的脆弱性をなくし、生
産性を向上させることができる。

実装
　このプロジェクトは2012年に始動
し、2015年にはフォードマスタング用
のリモートレーザ溶接プロセスが連続
量産製造工程に組み込まれた。4基の
リモートレーザ溶接セルがミシガン州
デトロイトにあるマスタング製造工場
に導入された。そのうちの2基では、4
台のRLSK溶接ヘッドによって車体側
面の内側アセンブリ部品の前処理が行
われ、溶接が行われる箇所にくぼみが
付けられる。残る2基のレーザセルで
は、8台の溶接ヘッドによって、車体
側面の内側および外側アセンブリ部品
の溶接が行われる。
　RLSK溶接ヘッドによって、車体
側面の内側アセンブリ
上 に あ る34カ
所のリモ
ート
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時間、空間、生産性の効率を向上するテクノロジー

リモートレーザ溶接で、
新型フォードマスタングの製造を促進

図1　オンザフライ溶接モードにおいて、溶
接ヘッドはロボットと連動した連続的な動作
によって、3次元ビームポジショニングを非
常に高速に実行する。 図２　新型フォードマスタング。



レーザ溶接構造が接合される。積層部
の厚みは最大で2mmにものぼる（図
4a）。ステッチ溶接およびC溶接が行
われ、ウィービング振動によって厚み
のある積層部で適切なS値が得られる
ようにする。また、車体側面の外側ア
センブリがリモートレーザ溶接される。
クーぺモデルで79カ所、コンバーチブ
ルモデルで61カ所の溶接部が存在す
る（図4b）。軟性の溶融亜鉛めっき鉄

（ HDGI：Hot Dipped Galvanized 
Iron）でできた0.7mmの車体側面外側
アセンブリを、多様な材料や厚みの車
体側面内側アセンブリに、G型の溶接
デザインで溶接することで、品質の堅
牢性が強化されている。
　くぼみを付ける前処理も、コーティ
ング材料をレーザ溶接する際に、良好
な溶接の品質と堅牢性を確保するため
の重要な要素である。亜鉛めっき鋼を

使用すると亜鉛ガスが発生し、溶接時
に材料のコーティングが焼き剥がれて
しまう。また、溶接する鋼板の間に隙
間がない場合は、ガスは溶融プールに
しか逃げ場がなく、溶接部に気孔がで
きてしまう。この欠陥モードに対し、
接合する2枚の鋼板の間に非常に小さ

な制御された隙間を設け、2枚の鋼
板の間に発生する

亜 鉛 ガ

スの逃げ道を用意する必要がある。フ
ォード社は、この鋼板間の隙間を継続
的に制御できるくぼみ付け方法を開発
した。レーザパルスをすばやく照射し
て金属表面を約0.1〜0.15mm前に押
し出すことによって、くぼみが車体側
面の内側アセンブリに付けられる。く
ぼみと溶接部の間の位置調整が、うま
くガスを逃がして気泡を防ぐために重
要である。
　プルーム抑制も、品質管理のための
重要な要素である。プルームとは、キ

ーホールの上にある溶接プールか
ら噴出するプラズマクラウ

ドのことである。このプ
ラズマクラウドは溶接

時にレーザエネルギ
ーを吸収する。こ
れによって加工対
象物に到達する出
力が低下し、溶接
の浸透度が低下す

る。プラズマクラウ
ドは溶接ごとに異な

り、エネルギー吸収率は
まちまちとなるため、品質に

ばらつきが生じ、プロセスの堅
牢性は低下する。そこでフォード社は、
レーザビームの一貫したフル出力を可

April 2017  Industrial Laser Solutions Japan 7

a) b)

図3　(a)は独II-VIハイヤグ社のスキャナベースのリモートレーザ溶接ヘッド「RLSK」。(b)は、
同製品を真横から見た様子と機能原理を示した図。



能にする形でプラズマクラウドを制御
するための解決策を考案した。この解
決策では、気流によってプラズマクラ
ウドを操作し、クラウドをレーザビー
ムの経路外へと折り曲げることによっ
て、プルームを抑制する。複雑なパイ
プシステムをクランプツールに取り付
け、各溶接位置の25mm上に気流を
生成することによって、これが実装さ
れた。これによって、適切なプルーム
抑制が可能になり、堅牢な溶接品質と
溶接浸透度が得られるようになった。
　フォードマスタング製造におけるリ
モートレーザ溶接の採用は、リーン生
産方式の強化にもつながっている。時
間、空間、生産性の面での製造効率は、
従来のスポット溶接と比べて大幅に向
上した。例えば、以下の点において効
率の改善が得られた。

・車体側面外側アセンブリの実際の溶
接時間は、79カ所で111秒だった
のが22秒と、5分の1に短縮

・片側アクセスによって、処理に必要
なステーションサイクルが3サイク
ルから1サイクルに減少

・ 溶接ロボットは12台から4台に減少
・材料処理ロボットは4台から2台に

減少
・ 工場占有面積が縮小
　リモートレーザ溶接プロセスを簡単
に制御できるように、フォード社は、

「RLSK Studio」ソフトウエアの機能
を利用して、RLSK溶接ヘッドのフォ
ーカス動作をロボットのモーションシ
ーケンスに同期させている。このソフ
トウエアのGUI（グラフィカルユーザー
インタフェース）によって、レーザフォ
ーカスのポジショニングやプロセス機

能を視覚化することができる。加工対
象物のデータをダウンロードおよびア
ップロードしたり、溶接速度やレーザ
出力といったプロセス機能を編集した
りすることも可能である。このような
プロセス設定のすべてを、シンプルで
ユーザーフレンドリーな環境で行うこ
とができる（図5）。

まとめ
　溶接ヘッドは、レーザと加工対象物
の間のインタフェースであり、量産製
造環境の主要要件である生産性の要件
を満たす必要がある。
　新型フォードマスタングの製造に、
RLSK溶接ヘッドを用いたリモートレ
ーザ溶接を適用することにより、生産
性は大幅に向上した。製造上のメリッ
トとして、サイクル時間の大幅な短縮、
構造的脆弱性の排除、工場占有面積の
縮小、レーザシーム形状の操作機能、
RLSK Studioソフトウエアによるユー
ザーフレンドリーなプロセス制御など
が得られた。
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図4　フォードマスタング車体側面の内側アセンブリ(a)と外側アセンブリ(b)上の溶接構造。
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図5　「RLSK Studio」ソフトウ
エアを用いたユーザーフレンドリ
ーなプロセス制御によって、フォ
ーカスのポジショニングを視覚化
し(a)、溶接プロセスをタイムライ
ン表示することができる(b)。タ
イムラインからは、個々のシーム
溶接の間のロス時間（青色で示さ
れた部分）が最小限であることが
わかる。これによって、最大限の
生産性が達成される（(b)の一部は
見やすいように拡大されている）。




