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　トヨタ自動車が開発したレーザクラ
ッドバルブシート技術は、耐摩耗性を
備える合金をシリンダヘッドバルブシー
トに直接溶着するものである。この直
接溶着プロセスは、従来の焼結圧入バ
ルブシートと比べて、熱伝導性の向上
による耐ノック性の改善や、ポート周
辺の設計自由度の向上による燃焼効率
の改善が得られる。
　この技術は、TNGA（トヨタ・ニュー・
グローバル・アーキテクチュア）エンジ
ンシリーズに採用されており、世界最
速の燃焼速度によって、熱効率と出力
の間のトレードオフ関係の向上につな
がる、革新的なシリンダヘッド設計を
実現している（図1）。
　トヨタのエンジンシリーズにおける
グローバル基準としてこの技術を応用
することを目的に、日本以外の生産工
場でのこの技術の導入を促進するため
に、信頼性の高い装置を採用した新し
い省エネ製造プロセスを開発した。

レーザクラッドバルブシート技術の 
概要
　TNGAは、世界最高水準の熱効率
と比出力を達成するための設計理念で
ある（図2）（1）。これらの目標を達成す
るには、（高速燃焼に必要な）強いタン
ブル流形成と、（比出力の向上に必要
な）吸気抵抗の低下という、一般的に
はトレードオフの関係にある項目を両
立させて、高速燃焼を実現する必要が
ある。

　そこで、強いタンブル流と高い流量
係数の両方を達成するための、革新的
な吸気ポート設計が必要だった。従来
の焼結圧入バルブシートでは、シート
を保持するために一定の肉厚を確保す
る必要があるため、ポート形状に制約
があり、圧損が生じていた。一方、レ
ーザクラッドバルブシートでは、気流

経路が直線状になるように吸気ポート
を設計することができ、高い気流速度
を維持したまま燃焼室に吸気を導入す
ることが可能である（図3）。
　このバルブシートは、40%以上とい
う世界最高水準の熱効率と60kW/L
の比出力によって、高速燃焼を実現す
るものである。
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図1　レーザクラッドバルブシートが採用されているTNGAエンジンと車両。

図２　熱効率と比出力の目標値。



グローバル導入に向けた問題
　レーザクラッドバルブシートは1997
年に、トヨタの国内工場の生産ライン
に導入された（2）。当時のプロセスでは、
レーザ、粉末、シールドガスの加工点
を固定し、加工対象物（シリンダヘッ
ド）を回転させることによって、安定
したクラッディング品質を達成してい
た（図4）。その結果、クラッド装置は
非常に大きく、CO2レーザの熱源によ
って膨大な量のエネルギーを消費して
いた。CO2レーザは、光変換効率が低
く、媒体ガスの交換が必要なために、
維持費が高い。また、従来のクラッデ
ィング装置におけるレーザ、粉末、ガ
スの相対的位置合わせは非常に複雑で
あった。
　TNGAエンジンシリーズのグローバ
ル生産には、クラッディング装置の小
型化、プロセスの消費エネルギーの低
減、維持および制御方法の簡素化が必
要である。この問題を解決するために、
加工対象物を回転させる従来の方法に
代わる、革新的なクラッディングプロ
セスを開発した。複数の動作軸を同時
に制御するもので、レーザ側を回転さ

せるプロセスによって加工点を回転さ
せ、コンパクトで非常に効率の高い半
導体レーザを使用する。

新しいプロセスを実現する
クラッディング装置の開発
　レーザ回転プロセスを実現するため
に、開発者らはクラッディング装置の

主要コンポーネントを開発した。つま
り、レーザ発振器、粉末供給機構、加
工要素の位置合わせ機構である（図5）。
　まず、レーザ発振器を従来のCO2レ
ーザから、コンパクトで非常に効率の
高い半導体レーザに変更した。アルミ
ニウム母材に対するレーザビーム吸収
率が高いという半導体レーザの波長特
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図３　ポート構造と吸気流線の比較。 図４　レーザクラッドバルブシートの従来プロセス。

図５　新旧加工点の比較。



性を利用することによって、レーザビ
ーム出力を低減させることができ、ク
ラッディング装置のサイズを縮小した。
また、図5に示されているように、従
来のプロセスには、ビームオシレータ
が必要だった。新しいプロセスでは、
クラッディングに必要な形状に成形さ
れたビームを使用し、複雑な光学系は
不要である。その結果、熱源のエネル
ギー密度が低下し、スパッタのない穏
やかなプロセスとなった。
　次に着目したのが、粉末供給機構で
ある。従来のプロセスでは加工点が固
定だったため、粉末供給機構も固定で、
重力落下で粉末を加工点に供給するこ

とができた。新しいプロセスでは、レ
ーザ側が回転するため、同じ方法で粉
末を安定的に供給するのは難しい。
　粉末フィーダーはきわめて繊細な装
置であるため、レーザと同期して回転
させると故障する恐れがある。したが
って、レーザとは隔離する必要があっ

た。つまり、フィーダーは、供給量を
変えることなく、隔離された加工点に、
一定時間に一定量の粉末を排出および
供給する必要があった。そこで、従来
のフィーダーを気密コンテナで囲み、
一定速度で流れるキャリアガスを使用
して粉末を加工点に供給するフィーダ
ーを採用することにより、この問題を
解決した（図6）。さらに、この構成に
より、従来プロセスのもう1つの問題
だった、粉末への異物混入も防ぐこと
ができた。
　最後に取り組んだのは、加工要素（レ
ーザ、粉末、シールドガス）の位置合わ
せ機構である。従来のプロセスでは、
各要素にそれぞれ個別の供給経路と出
口が設けられており、加工点との位置
調整は個々に行われていた。それに対
して、新しいレーザ回転プロセスには、
より厳格な相対位置合わせ機構が必要
だった。そこで、同軸移送方式で3つ
の要素を加工点に供給する、同軸構造
の加工ノズルを開発した。これによって、
レーザ焦点、粉末合流点、ガス供給点
が自動的に位置合わせされる（図7）。
　以上によって、レーザ回転プロセス
の導入が可能になり、従来のプロセス
と比べて、消費エネルギーは5分の1
未満、装置設置スペースは3分の1未
満になった。また、開発した加工ノズ
ルにより、3つの加工要素（レーザ、粉
末、ガス）の位置合わせと固定が自動
で行えるようになり、生産現場におけ
る保守制御が簡素化された。
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