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3 スポットダイオードレーザブレージング
による亜鉛めっき鋼板の接合
アクセル・ルフト
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図 1 スキャンソニック社のブレージング加工ヘッド「 ALO3 」
（ a ）に組み込まれたレーザーライン
社の 3 スポットモジュールと、最適化長方形スポット（ OR Spot ）の 3 スポットビーム（ b ）。
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アルミニウムの溶接
アルミニウムの溶接は、ブレージン
図３ 「 Audi Q5 」のアルミニ
ウム製テールゲートの外観部分
にある溶接シーム。

図２ （ a ）は毎分 4.5m で溶融亜鉛めっき材
料をブレージングした結果。（ b ）は 3 スポッ
トブレージングプロセスを適用している様子。
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図５ 用途に合わせた 3 スポット形状で、5xxx アルミニウム試験材にリニアエッジ隅肉溶接した
結果。

て 被 加 工 物 に 照 射 さ れ る。 図 4 は、
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（ AlSi ）
製フィラーワイヤの隅肉重ね溶接の断
面である。フィラーワイヤは通常、ハ
ングオン部品の構造部や見えない部分
に適用される。

1mm

溶接の貫通やルート部の余盛を避け
図４ 「 Audi A6 」のアルミニウム製ドアの
ステッチおよび隅肉溶接。
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図 5 は、同社のアプリケーションラ

図６ 外側自動車ルーフ部接合の例（ a ）。3
スポットプロセスを適用することで、非常に
滑らかでタイトなシームが生成されている
（ b ）。
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ロセスは、直径 0.6 ～ 0.9mm の円形の

囲の強度プロファイルによって、熱伝
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付加価値を加えるうえで役立つ。

3 スポットによる
接触型レーザ溶接

径 600μm のファイバを介して伝送さ
れ、キーホール溶接を可能とするため
に倍率 0.9 の接触型加工ヘッドを通し
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