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進化を続ける産業用高出力ブルーレーザ
レーザーライン株式会社
高出化・高輝度化・低価格化が進む製品群。
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を実装した発振器である。2019 年に
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後の 2020 年には、400um コアファイ
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発振器の専門メーカーで、このブルー
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図1

青色 LD チップ（左）。ブルーレーザ発振器 ( 中央 )。ブルーレーザによるスパッタの無い溶接例（右）。
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端で 2000W 発振するモデルが発売さ
れた。更にマルチキロワット級発振の
高出力化の開発も進んでいるが、その
一方で NA 値を 0.2 から 0.1 にした 400
μm コ ア フ ァ イ バ NA0.1 で 800W、
600um コアファイバ NA0.1 の 1500W
の モデルも新たにラインアップされ、
スキャナー加工等にも有効な発振器が
追加された。これらの急速な高出力化
によりフォトンコスト（ 1W あたりの単
価）も下がっている。今まで IR 帯のレ
ーザ発振器では困難であった材料への
レーザ加工をその 450nm という短波
長の優位性から非常に高効率な加工プ
ロセスの実現を可能とすると期待され
ている。

高出力ブルーレーザの
深溶込み溶接

図３ ブルーハイブリッド加工例。
ヘ ア ピ ン 溶 接（上 段 左、 中 央 ）。Cu wire hairpin welding by IR+Blue Hybrid solution
(IR:2kW,Blue:1kW,Wire size:2.0x2.0mm/wire,Welding area 2.0x4.0mm2 )。断面図（上
段右）Cross section by Hybrid IR:4kW, Blue:1kW, Depth:2.36mm。ビードオンプレート
（下段）Cu plate over wrapping welding 1mm and 2mm laser welding IR:3kW, Blue:
1kW Width 2.21mm。

ており、開発計画に基づき毎年大出力

ンチラックタイプの筐体を用い、ハイ

化の開発が進んでいる。しかしながら

ブリッド化しても非常にコンパクトな

高出力ブルーレーザ開発は、大出力

現在の IR 帯 DDL のようなマルチキロ

構成となる（図 2 ）
。青色波長によるス

化、高輝度化の方向で大きく動いてお

ワット級の出力帯の到達には段階を踏

パッタの無い溶接品質向上の効果と、

りその開発動向に大きな注目を集めて

む必要がある。これに対して市場の要

大出力での IR 波長による深い溶込み

いるが、その一方で、IR レーザ光との

求に応えるべく 1mm 以上の厚い銅板

加工の実現を目的としている。これか

ハイブリッド化によるソリューション

や太い銅線の溶接、銅材料上への銅の

ら様々な加工試験を実施していくが、

も研究されている。実際にはブルーレ

レーザクラッディングなどへの加工ソ

今のところ一般的な IR レーザの大出力

ーザはこの十数ヶ月で 1000μm コアフ

リューションが IR と青色波長を組み合

レーザ光によるキーホール溶接と青色

ァイバ端で出力 1kW から、600μm コ

わせた DDL のハイブリッド化である。

波長のスパッタの発生の無い穏やかな

アファイバ端で 2kW の出力を達成し

このハイブリッド化の発振器には 19 イ

溶融池の両者の持つ長所が良く現れた
深溶け込み溶接結果が得られている
（図 3 ）
。
尚、レーザーライン社は高輝度の IR 波
長のコンバーターレーザ（ DDL にコン
バーターモジュールを繋いだ新しいフ
ァイバレーザ）とのコンビネーションも
用意しており、様々な加工にフレキシ
ブルに対応する。今まで見ることのな
かったブルーレーザの今後の動向から
目が離せない。

図２

青色波長と IR 波長のハイブリッド化。
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