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　ファイバレーザ溶接は、さまざまな
材料や用途へとその適用範囲を拡大し
続けている。レーザ技術とビームデリ
バリ部品におけるイノベーションは、
銅、異質材料、薄い金属箔、フィット
アップ不良がある部品の溶接など、レ
ーザ溶接の適用がこれまで困難だった
分野の課題を克服しつつある。
　ファイバレーザは、ますます幅広い
ビーム特性、波長、レーザ出力、パル
ス持続時間で提供されるようになっ
た。高度なウォブル溶接手法と組み合
わせれば、高反射率材料への結合や、
溶融プールの凝固動作を改善したり、
欠陥を抑えたり、部品のフィットアッ

プ不良を補いつつ溶け込み深さの制御
を改善したりすることにより、そうし
た問題が解消できる可能性があること
が示されている。
　さらに、インラインコヒーレントイメ
ージング（ICI：Inline Coherent Imag
ing）などの統合されたプロセス監視技
術によって、豊富な情報を溶接時にリ
アルタイムに収集することが可能とな
り、メーカーは品質を厳しく管理して
生産性を高められるようになってい
る。こうした実現技術は総合的に、さ
まざまな業界の高度な応用分野におけ
る、欠陥のないレーザ溶接の急速な普
及促進に貢献している。
　標準的な溶接ヘッドは、コリメート
されたレーザビームを、必要なスポッ
ト径に集束するように設計されてお
り、焦点面上の固定スポットに対する
ビームデリバリによって、ビーム経路
が固定される。この標準構成を採用す
る場合、各設定は特定の用途にしか適
用できない。一方、ウォブルヘッドは、
標準的な溶接ヘッド内に走査ミラー技
術が搭載されている。内部ミラーでビ

ームを変向することにより、焦点はも
はや固定ではなく、形状（図1a）、振幅、
周波数をさまざまなパターンで変化さ
せることによって動的に調整可能とな
る。ビーム速度vcは、ウォブル周波数
fとウォブル径Dによって、vc=πDf
の関係で制御することができる。
　最良の結果が得られる周波数設定
は、スポット径、ウォブル径（つまり円
形速度vc）、直線溶接速度によって異
なる。効果的なビーム速度も直線溶接
速度vw に依存するが、ほとんどの場
合においてビーム速度vcは、溶接の動
きを決定付ける溶接速度vwよりもは
るかに高い（図1b）。また、この溶接
手法は標準的な同軸ノズルやアシスト
ガスポートと互換性があるので、プル
ームが抑制できるほか、リモート溶接
に用いられる走査ヘッドにそのままで
は適用できないスパッタ手法を制御す
るうえでも好都合である。
　このウォブル手法のメリットは、ス
ポット径が小さい場合ほど高まる。ス
ポット径が小さいほど、莫大な出力密
度が達成されるので、近赤外（NIR：
near infrared）波長を使用する場合に、
銅やアルミニウムなどの材料の高反射
率の問題を解消して、広いプロセスウ
ィンドウで安定したキーホールが作成
される。また、最適なウォブルパラメ
ータを適用すれば、ポロシティや溶接
割れを防ぐことができる。これによっ
て、1μmのファイバレーザによるEモ
ビリティやバッテリ製造という新たな
応用分野が開拓され、周波数を二倍化
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図１　ウォブルパターンの概念図(a)と、円状ウォブル動作の様子(b)。



した緑色レーザは不要となる。

連続波溶接
　新しいバッテリー技術が開発されて
大容量化が進んだことにより、接合技
術の需要は高まっている。Eモビリテ
ィ部門は特にこのトレンドを促進して
おり、自動車業界とその供給メーカー
は、電気自動車（EV：Electric Vehi
cle）のバッテリーや電力ストレージ製
品で大量に必要となる銅やアルミニウ
ム製の接合部を量産するための堅牢で
効率的な溶接プロセスを求めている。
　銅や銅合金のレーザ溶接が難しいの
は、材料の2つの主要な物理的性質に
起因する。つまり、ほとんどの種類の
産業用高出力レーザに対して吸収率が
低いことと、加工時の熱伝導性が高い
ことである。加工開始時の近赤外レー
ザの固体銅への吸収率はわずか4%と
きわめて低く、そのために材料への結
合は難しい。緑色レーザの532nmのよ
うな、短い波長でのレーザエネルギー
の吸収率は高いが、深溶け込み溶接に
必要な高いレーザ出力や、その波長に
おいて産業向けに実証されたレーザ
は、まだ提供されていない。
　シングルモードまたは低モードの1μm
の近赤外ファイバレーザは、1kWのシン
グルモードレーザで20μmという小さな
スポット径に集束可能で、1MW/cm2を
超える出力密度が得られるため、そう
した問題に対する解決策となる。出力
密度がこれだけ高ければ、吸収率の低
さを簡単に克服し、溶融または蒸発し
た銅の吸収率を最大で60%以上にま
で高めて、安定したキーホールを形成
することができる。
　銅溶接のもう1つの問題は、溶融物
の粘度と表面張力が低いことによる不
安定性で、それは、低速での溶接時に
スパッタやブローホールにつながる恐

れがある（1）。速度を毎分10m以上に
まで上げれば、そうした不安定性が軽
減され、プロセスは安定する。しかし
そうすると、最良の溶接パラメータが、
ロボットなどの従来型のモーションシ
ステムが限界に達する範囲に入ってし
まう。加えて、速度の増加とともに溶
け込み深さは浅くなり、溶接部は非常
に細くなる。これを補うには、レーザ
出力を上げなければならないが、それ
にはシステム技術に対するさらなる設
備投資が必要になる。
　新しいプロセスを調査した結果、そ
のような事態を回避できることが明ら
かになった。溶接方向の速度を上げる
だけでなく、ウォブルヘッドなどによ
って動的に位置決めを行うことによ
り、プロセスを安定化することができ
る（2）。このウォブル手法は、低い直線
溶接速度で、溶け込み深さに対する影

響を最小限に抑えつつ、安定した溶接
部を生成することができる。たとえば、
深さが1.5mmまでの高品質な銅溶接
を、出力がわずか1kWのシングルモ
ードファイバレーザによって達成する
ことが可能である（図2）。
　同じ手法が高輝度マルチモードレー
ザにも適用可能で、溶接可能なあらゆ
るグレードのアルミニウムの溶接の品
質と一貫性を向上させるために使用さ
れている（図3a）。温度上昇と冷却速
度が従来のレーザ溶接よりも緩やかな
ので、欠陥をなくしてスパッタを管理
するうえで都合がよい。標準的な手法
とウォブル手法で同じ3.5kWの出力で
5000シリーズのアルミニウム筐体（図
3b）を溶接した結果を比較すると、ウ
ォブル溶接のほうが、外観が美しく、
ポロシティがなく、安定した溶接部が
得られた。溶接の溶け込み深さはどち
らも2mmで、溶接速度はウォブル手
法のほうがやや低速だったが、全般的
な品質の差から、ウォブル手法のほう
が優れていると判断できた。

溶接形状の調整
　ジョブショップ（受注生産工場）やメ
ーカーは一般的に、さまざまな種類の
部品を扱っており、それぞれの部品に
固有の溶接要件に対応するための柔軟
性を必要とする。ウォブル径が可変で
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図２　3本のフラットなC1100銅ワイヤー
をシングルモードのファイバレーザで溶接し
た例。

図３　(a)は、1100と3003
のアルミニウム製バッテリー
筐体の溶接。(b)は、5000
シリーズのアルミニウムをウ
ォブルあり（左）とウォブルな
し（右）で溶接した場合の溶
接品質の比較。



あることには、光学部品を変えたり、
ビームの焦点を変えたりすることなく、
溶接の幅と深さが変更できるというメ
リットがある。エネルギー入力が一定
である場合、発振振幅の増加にともな
って、溶接形状は従来のネイルヘッド
状から矩形プロファイルへと変化する

（図4）。この制御によって、溶接断面
の調整が可能で、たとえば、高電力バ
ッテリーパックのセルコネクタに適用
して、大きな溶接接触部を生成するこ
とができる。接触部が大きければ、溶
接接合部の抵抗が低くなり、機械的に
安定した接合部となる。
　図5は、SS304の材料に対して、出
力400W、スポット径200μmでウォ
ブル振幅を変化させた場合の影響を示
したもので、溶接のスタイルを、キー
ホールモードから伝導モードへと移行
できることが示されている。円状のウ

ォブル動作を適用するパターンが、溶
接方向を変えながら複雑なパスを溶接
する場合に最良の結果を示した。銅と
アルミニウムなどの異質材料を重ね合
わせて接合する場合は、溶接深さを制
御することによって、材料の希釈を制
御することができる。下側のシートを
浅く溶融することにより、溶融材料の
量を最小限に抑えることができ、希釈
を制御して金属間相を抑制することが
できる。
　レーザ溶接を行うには、部品を確実
に固定して接合部の準備を整える必要
があるが、部品のフィットアップがレ
ーザ溶接を適用できる状態にない、と
いうケースは非常によくある。ビーム
ウォブル手法は、部品のフィット要件
を緩和するというメリットがあること
が実証されており、許容されるシーム
ギャップとオフセットは、従来のレー
ザ溶接の2〜3倍にものぼる。応用分
野としては、熱交換器を製造するため
にチューブをプレートに溶接する場合
や、エッジ処理が不十分な大きな部品
を溶接する場合などがある。
　大きな固定のスポット径でギャップ
をたどるのは実現不可能かもしれない。
より高いレーザ出力が必要になるため
である。このような場合に、ビームウ
ォブリングが代用できる。母材の厚さ
に対してギャップが大きすぎる場合は、
ビームウォブリングだけではアンダーフ

ィルを防止できない可能性がある。ビー
ムウォブル手法は、大きなマルチモー
ドレーザに適用するのが効果的で、ウ
ォブル溶接をワイヤー送給と組み合わ
せることにより、304鋼板の溶接にお
いて、最大1mmの溶接ギャップに対
処できることが実証されている（図6）。
溶加材を加えることにより、フィット
アップが完璧とはいえない接合部に対
して、クラウン補強された許容レベル
の溶接部を生成することができる。

長パルス溶接
　連続波（CW：Continuous Wave）溶
接の場合、吸収の問題は、一度克服す
れば済む問題である。しかしパルス溶
接の場合は、パルスごとにその問題が
発生し、各パルスは次のパルスまでに
材料に結合する必要がある。固定パル
スの場合、良好なプロセスを得るには、
洗練された個々のパルスに対するパル
ス成形が必要になるが、パルスプロフ
ァイル、パルスエネルギー、照射時間
の適切なバランスを見つけるのが難し
い可能性がある。ウォブル手法は連続
波レーザに限定されるものではなく、
そのメリットは、ミリ秒準連続波ファ
イバレーザなどのパルスレーザに適用
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図４　ウォブル溶接ヘッド「IPGD30」を使用して、ウォブル振幅（直線パターン）の調整によっ
て溶接形状を調整した様子を示している。

図５　溶接プロセスに対するウォブル振幅の
影響。

図６　マルチモードファイバレーザを使用し
て、ビーム発振とワイヤー送給によって大き
なギャップを埋めた様子を示している。



する場合も発揮される。この手法は、
連続的で動的な溶接部を生成する。各
パルスの間にビームを長距離にわたっ
て移動させることにより、準連続的な
安定した溶接部が生成される。
　図7は、600Hzのウォブル周波数で
長さ20ミリ秒のパルスを使用して、
パルス持続時間の間にビームを12回転
させることにより、直線溶接速度とレ
ーザ繰り返しレートに応じて、円形ス
ポットまたは直線溶接部を生成した結
果を示している。直線シーム溶接部に
パルスを連続的に照射することによ
り、非常に低い平均出力で高い溶接品
質を備える銅とアルミニウムのパルス
溶接が可能である。この能力は、熱に
弱い部品を溶接する場合に不可欠とな
る可能性がある。パルスごとに凝固と
再溶融が繰り返されるが、ブローホー
ルや過剰なスパッタなどの溶接欠陥は
生じず、プロセスは従来のパルス溶接
よりも高速である。

マイクロパルス溶接
　さらに豊富な機能を搭載する民生製
品や医療機器が求められていることか
ら、異質金属の接合に対する関心は高
まっている。機器の小型化にともない、

150μmかそれよりも薄い金属箔をさ
らに高い精度で溶接しなければならな
いという課題が浮上している。異質金
属箔を溶接するための従来の手法は、
不安定な金属間相が2面間に形成され、
溶接部の延性が損なわれることによっ
て、制約される。また、連続波レーザ
やミリ秒パルスレーザでは、ウォブル
手法を適用したとしても溶接はかなり
難しい可能性がある。
　マイクロ秒からナノ秒範囲のパルスを
使用すれば、求められるパルスエネルギ
ーをより小さなパケットにすばやく供給
することができる。高いピーク出力を組
み合わせれば、溶融効率が高まり、安
定した溶接部が生成される。この手法
を適用することにより、100ns〜1.5μs
のパルス持続時間による異質金属箔の
溶接で、卓越した溶接強度が得られる
ことが示された。処理は高速で、溶接
部の背面に跡は残らず、外観的にも許
容できる結果が得られた。異質金属を
溶接するための手段は次々と考案され
ており、シングルモードの連続波レーザ
やミリ秒準連続波レーザなどがこれまで
にあったが、この新しい手法はそれら
に加わるものである。
　図8は、100μmのステンレス鋼と
125μmのアルミニウムをステッチ溶接
した接合部である。溶接の溶け込み深
さを細かく制御することにより、優れ
た外観に加えて高い強度を備える接合
部が、毎分80mmの直線走査速度で

得られる。その高い速度は、高い繰り
返しレートのファイバレーザによって
熱入力を最小限に抑えることにより達
成されている。熱入力の最小化は、非
常に薄い金属箔にひずみをまったく生
じさせることなく、卓越した外観を達
成することに貢献している。

ポリマー溶接
　波長が1064〜1070nmのイッテル
ビウム（Yb：ytterbium）ファイバレー
ザは、金属基板の溶接に優れた効果を
発揮するが、透明ポリマーを金属に溶
接するためにも使用される。その場合
は、高速ガルバノメータスキャナによっ
て、熱入力と、レーザを吸収する金属
との境界部における比較的透過性の高
いポリマーの溶融が制御される。2μm
で動作するツリウム添加（thulium dop
ed）ファイバレーザも、ポリマーと金
属だけでなく、ポリマー同士の溶接に
も対応することから、広く採用されて
いる。ポリカーボネート（PC）とステ
ンレス鋼の間の強力なハーメチック接
合が実証されており、ポリマーの破断
荷重は400Nだった。ポリカーボネー
トまたは高密度ポリエチレン（HDPE：
high density polyethylene）とチタン、
HDPEとニチノールの間でも同等に強
力な接合が得られた（図9）。
　2μmにおいて、レーザ光線は多く
の透明ポリマーによって吸収されるの
で、ポリマーの厚さ全体を通して加熱
を制御し、透明ポリマー同士を適切に
溶接することができる。溶接部の両面
で適切な吸収が達成され、クランピン
グ要件は最小限に抑えられる。非晶質
ポリマー（ポリカーボネートとポリメタ
クリル酸メチル樹脂[PMMA]）と半結
晶性材料（HDPE、低密度ポリエチレ
ン[LDPE]、ポリプロピレン）の両方で、
0.1〜5mmの範囲の溶接幅が実証され
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図７　ビーム偏向を適用したパルス溶接の様
子。

図８　高い繰り返しレートと短いパルスによ
る微細キーホール溶接。



ており、高い重ね溶接強度が得られて
いる。これは、高速で高精度なレーザ
溶着によって、低速な接着剤硬化によ
るポリマー接合を置き換えられる可能
性を示している。

溶接監視とプロセス制御
　小さな医療用部品を大量に溶接する
か、重要な高価値部品を溶接するかに
かかわらず、溶接監視とプロセス制御
は、すべての生産環境において重要な
役割を担う。従来のプロセス監視手法
は、間接的な測定値を拠り所とし、プ
ロセスによって左右される可能性があ

り、部品の破壊試験がやはり必要にな
る。溶接深さを直接測定しないためで
ある。そうした手法では、溶接部全体
にわたる溶接欠陥の正確な全体像を明
らかにすることはできない。
　確立された医療機器イメージングを
応用したICIは、プロセス内品質監視
および管理を行うための高度な技術
で、溶接の溶け込み深さを直接測定す
ることができ、そのほかにも豊富な情
報を、任意の堅牢な産業生産環境にお
いてリアルタイムに供給することがで
きる。ICIは干渉法に基づいており、
低出力の近赤外測定ビームを、既存の

レーザヘッドデリバリカメラポートに
追加する。ビームは、準同軸で溶接キ
ーホールに送られ、高精度（約20μm）
かつ高速（200kHz以上）に溶け込み深
さを直接測定する。測定結果は高出力
レーザやプラズマの影響を受けず、溶
接加工中にリアルタイムに溶接の深さ
を正確に測定することができる。
　キーホールの深さ、シームプロファ
イル、加工物の高さ、最終的な溶接面
の高さ、ビードプロファイルといった
加工データは、1回の測定によって数
秒以内に取り出すことができる。この
技術によって取得された自動溶接測定
結果は、部品の断面分析と測定を行う
従来の手法を用いて生成したデータと
一致する。図10は、標準的な溶接ヘ
ッドに組み込まれた「IPG LDD700」
によって取得した、良好な溶接部と不
良な溶接部を示している。
　ファイバレーザは、幅広いビーム特性、
レーザ出力、波長、パルス持続時間に
対応する。ファイバレーザ技術の進歩と、
ビームウォブリングなどの新しい手法の
組み合わせによって革新的な手法が実
現され、従来のレーザ溶接手法では一
般的に難しかった課題を克服するとと
もに、溶接技術にさらなる進歩をもた
らす大きな可能性が示されている。
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図９　2μmのファイバレーザによってポリマーを金属に溶接した例。(a)はPCをステンレス鋼に、
(b)はLDPEをステンレス鋼に、(c)はHDPEをニチノールに、(d)はHDPEをチタンに、(e)は
PCをチタンに、それぞれ溶接している。

図１０　IPG社のインラインコヒーレントイメージング溶接監視装置「LDD」による、良好な溶
接部(a)と不良な溶接部(b)のデータマップ。
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