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高出力青色半導体レーザを目指す
プロジェクト
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図 1 高出力青色半導体レーザ用ダイオードバーのパワースケーリング
の概念。
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450nm の波長で銅板を溶接する様子。

換える動きにより、銅を加工するための
信頼性の高い手段に対する莫大な需要

a)

b)

が生まれる。銅 は、e モビリティ や、
風力タービンなどのその他の再生可能
エネルギーシステムに用いられている。

加工効率の改善を目指して
この課題の解決に向け、レーザーラ
イン社はオスラム社をはじめとするパー
トナー企業とともに、世界初となる波

図３ 580W のレーザ出力と毎分 2m のフィード速度で溶接した、（ a ）突合せ溶接と（ b ）エッジ
溶接における、34 層の銅箔（それぞれ 11μm ）の間の接合部を示す断面図。
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。
プロジェクトでは昨年 700W でビー
ム品質が約 60 mm*mrad の高出力半
導体レーザにより、このアプローチの
有効性が実証されている（ 2 ）。加工対象
物へのレーザビームのデリバリには、
600μm のファイバと、従来型の集光
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