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第 1 章  序 論 

 

アルバート・アインシュタイン（Albert Einstein）が 1916 年ベルリン大学在学時代に「量

子論に基づく誘導放出と吸収」と「誘導放出の量子論」において，仮説的な概念を提案し，

この提案を基に 1950 年代から急速に進歩した光の共振発振光源がレーザである 1)．  

1951 年にニューヨークのコロンビア大学で教鞭をとっていた米国人のチャールズ・H・タ

ウンズ（Charles H. Townes）がアンモニア分子を用いて波長 12.5µm のマイクロ波の発振に成

功し，マイクロ波の共振理論であるメーザ（MASER：Microwave Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation）を明らかにした 2)．その後，光の波長領域でも共振による発振が得ら

れる可能性を考え，光の発振に関して検討が始まった．そして，1957 年にはベル研究所（Bell 

Labs）のアーサ・L・シャウロウ（Arthur L. Schawlow）と共に光メーザの原理を発想してい

た．同じ頃，コロンビア大学の学生だったゴードン・グールド（Gordon Gould）は，自身の

ノートに光誘導放出を作り出す装置を描き出し，この光を LASER（Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation）と命名した．これが「レーザ」の始まりである．  

チャールズ・H・タウンズの光共振発振理論に基づいて，レーザを発振させる実験は各所

で始められていた．その研究開発を行っていたグループは，Lincoln Labs, IBM, Westinghouse, 

Siemens, RCA Labs, GE, Bell Labs, TRG などであり，大企業を始め大学研究機関など数多くの

研究グループがレーザの発振を試みていた．その中で，最も早くレーザの発振に成功したの

がアメリカ合衆国カルフォルニア州カリブのヒューズエアクラフト社（Hughes Aircraft）軍

用エレクトロニクス研究所のセオドア・H・メイマン（Theodore H. Maiman）であった．セオ

ドア・H・メイマンはエネルギー準位が各種気体に比べて単純な固体を媒体に選んでレーザ

発振を実現しようとしていた．発振媒体には酸化アルミニウムを基本組成とする宝石のル

ビー（クロム原子 Cr がサファイア  Al2O3 結晶に混在し，クロム原子が発光原子）を使用し

ていた．その結晶中の Cr イオンを励起させる光エネルギー源として，螺旋状のキセノンフ

ラッシュランプを使い，人工ルビー結晶（直径 10mm）の両端を精度良く研磨，銀メッキ処

理し，ファブリペロー共振条件を作って，出力側の面に透過用の小さいピンホールを開けて

電気を流したところ，波長 694.3nm のピンク色のレーザが発振した．これが世界で初めての

レーザの発振で 1960 年 5 月 16 日のことであった 3)-5)．  

ルビーレーザの発明後すぐに，アメリカ合衆国の A・ジャバン（A. Javan）によって気体レー

ザである He-Ne レーザ（波長λ=632.8nm）が初めて発振された 6)．1962 年には E. シュナイザー
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（E. Snitzer）によって Nd:ガラスレーザ 7)，そしてアメリカ合衆国 IBM のマーシャル・I・ナ

ザン（Marshall I. Nathan）によって半導体レーザが続いて発振された 8)．1964 年以降になると

青色レーザ，Ar イオンレーザ，そして現在の産業界において広く普及しており高出力も可能

な気体を発振媒体とした CO2 レーザ（λ=10.64μm）がアメリカ合衆国の C・クーマー・N・ペ

イテル（C. Kumar N. Patel）によって 9)，また固体レーザで最も広く普及している Nd:YAG レー

ザ（λ=1064nm）が Bell labs の J・E・ジェシック（J. E. Geusic）らによって発明された 10)．

1970 年には紫外光を発振する気体レーザであるエキシマレーザが登場した 11)．そして，各種

レーザが開発された同時期である 1960 年代前半には，現在のレーザ業界の主流でもある波長

変換技術（1961 年），Q-Switch 技術（1961 年），モードロック技術（1963 年）の発見や提

案が既になされており，その後現在まで各種波長変換レーザ，Q-Switch レーザ，モードロッ

クレーザ，光パラメトリックレーザなどが続々と世の中に発表されてきている．そして，近

年では，高ビーム品質，高出力とその発振性能ばかりでなく，地球温暖化対策として環境に

配慮できるように高効率を兼ね備えたファイバレーザやディスクレーザという新しい構造の

発振器が開発され，産業界で使用されるに至っている 12)-15)．  

レーザ加工の歴史では，1960 年にアメリカ合衆国のセオドア・H・メイマンがルビーレー

ザを初めて発振した後，そのルビーレーザを用いてカミソリの刃に穴をあけたのが始まりで

ある．その後 1960 年代には，低出力の固体レーザによってダイス，軸受などの小物部品の穴

あけ加工に適用が開始され，1970 年代前半には CO2 ガスレーザの実用化にともなって金属，

プラスチック，木材，布など広範囲な材料の切断に適用されるように，さらに 1970 年代後半

から 1980 年代前半には電気，電子部品の溶接や自動車部品の表面硬化など大量生産部品への

適用に拡大した．国内でも各社の開発意欲が高まり，1968 年には国内メーカーが初めてレー

ザ装置の開発に着手し，国内での開発が活発化した．1975 年当時では CO2 レーザで 100～

200W 程度の小出力発振器がやっと国産化された状況であったが，1979 年から 1984 年にかけ

て工業技術院の大型プロジェクト「超高性能レーザ応用複合生産システム」によって 20kW

級の大出力 CO2 レーザ発振器が開発されるまでに至った 16)．このプロジェクトにより，1980

年前半は，国産のレーザ加工装置が産業機械としての地位を獲得した時期といえる．1980 年

代後半～1990 年代前半にはレーザ発振器，加工機の信頼性向上と低コスト化により，レーザ

加工装置が広く普及し，「レーザ加工」という言葉が一般的になった．そして，現在，集光

性に優れた kW 級の出力を有する CO2，Nd:YAG，Yb:YAG レーザ発振器が開発され，自動車・

車体の溶接設備に使用され，また，電気・電子部品のパッケージング溶接の自動化量産設備
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として発展している．また，UV レーザを使用したマイクロマシニング，リソグラフィー装

置が半導体製造プロセスラインに導入され，現在の IT 産業の核となる半導体を製造し，その

適用範囲を広げている 17)．  

今日，溶接，切断，穴明け，スクライビング等の加工用レーザ装置には主に固体レーザと

CO2 レーザが用いられている．固体レーザ加工装置では，加工性能の向上に加えて，省エネ

ルギー，省資源，廃棄物削減等の環境保全対策の強化に対する要望から，高効率化と長寿命

化の研究開発が活発に行なわれている．一方，近年，半導体技術の飛躍的な発達は目覚しく，

特に半導体レーザ（Diode Laser：以下 LD と記す）は，高出力化および低価格化が急速に進

んでいる．この結果，固体レーザにおいてレーザ媒体の励起光源に LD を用いた LD 励起方

式が実現した．これは，従来のランプ励起方式に比べてエネルギー消費量が 1/5 程度であり，

光源の交換寿命も 10 倍以上と環境にも非常に優しい励起光源である．また，固体レーザの中

で Nd:YAG レーザはビームの高品質化が実現できる利点に加えて，光ファイバを用いたビー

ム伝送が可能であることから，実用的な生産技術のツールとして広く活用されている 18)19)． 

ところで，アルミニウムと銅は特に電子部品の分野で多用されている金属材料であり，と

もに熱伝導率と電気伝導率が高く機械加工しやすい等の特徴があるためこれを活かして配線

材料や熱交換器などに多用されている．両者の特徴を以下に記載する． 

 

・アルミニウム 20) 

密度： 銅や鉄の約 1/3 と軽量である．  

耐食性：  酸やアルカリに侵されやすいが，大気中では表面に耐食性の酸化被膜

（Al2O3）が形成される．酸化皮膜は保護層として働き，内部への酸化の

進行が防止される．  

加工性：  展延性に富み，押し出し，絞りや切削などの加工法により板，箔，棒，管，

線などの種々な形状に容易に成形できる．  

表面処理：  希硫酸中で陽極電解することにより，表面にバリアー層と多孔質酸化皮膜

を生成する．通称アルマイト処理と呼ばれるこの表面処理により，金属光

沢を保持したまま耐食性，耐摩耗性を飛躍的に改善できる上，有機染料に

より着色することで多彩な色に仕上げることができる．  

強度：  純アルミは冷間加工により強化する．また，Mg，Cu，Si などと合金化す

ることによって，強度を向上させることができる．  
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低温特性：  温度が低下するにつれて強度は上昇し，超低温範囲に至るまで低温脆性を

示さない．  

電気伝導性：  電気伝導率は銅の 61%程度だが，密度が約 1/3 のため銅の半分程度の重さ

で銅と同量の電流を通すことができる．  

熱伝導性：  熱伝導率は鉄の約 3 倍で，熱を伝えやすい．  

反射性：  熱，電波を非常によく反射する．  

磁性：  電磁気の磁場にほとんど影響されず，磁気を帯びることがない．  

毒性：  毒性は無く，体内への蓄積，欠乏とも有害な影響を与えない．  

リサイクル性：  鉱物のボーキサイトからアルミニウムを精練するのに比べ，リサイクルし

て地金を作る方がコストやエネルギーが少なく抑えられるため，リサイク

ルが盛んに行われている．  

用途：  航空機，船舶，車輛などの構造部材，建築，土木，送電線，配電線，熱交

換器，家庭用品，食品包装容器，家庭用器物，硬貨など．  

 

・銅 21) 

密度： 鉄の約 1.1 倍とほぼ同程度である．  

耐食性：  大気中や淡水中では赤褐色の酸化皮膜（Cu2O）が形成される．酸化皮膜は

保護層として働き，内部への酸化の進行が防止される．   

加工性：  展延性に富み加工性にすぐれ，曲げ加工，絞り加工や切削加工などにより

様々な形状に容易に成形できる．  

強度：  純銅は展延性に富み比較的柔らかい．Sn，Zn，Al など合金化することに

より固溶体を形成し，強度やばね性などを向上させることができる．  

低温特性：  超低温範囲に至るまで低温脆性を示さない．  

電気伝導性：  室温において，純粋な金属の中で銀に次いで 2 番目に高い電気伝導率を示

す．   

熱伝導性：  室温において，純粋な金属の中で銀に次いで 2 番目に高い熱伝導率を示す． 

毒性：  純銅に毒性は無い．  

リサイクル性：  品質の損失なしに 100 %リサイクルすることが可能なため，スクラップ価

値が高く使用済の銅は積極的に回収されリサイクルされている．   

用途：  送電線，熱交換器，電気モータ，建築，家庭用品，硬貨，管楽器など．  
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アルミニウムや銅に対して接合加工を行う場合，アーク溶接やロウ付けなどが利用されて

いるが，特に電子部品の分野で用いる場合は精密，微細で熱歪みの少ない接合が求められる

ため十分な品質が得られない場合が多い．フラッシュランプによって励起されるパルス発振

Nd:YAG レーザによる微細溶接も行われているが，同装置の電気－光変換効率は 3%以下と非

常に低い．さらに，アルミニウム，銅とも Nd:YAG レーザ光（波長 1064nm）の吸収率が低

く照射したエネルギーの大半が反射されてしまうため，投入エネルギーに対して加工効率が

極めて低いという欠点がある．そのため，十分な溶込み深さを得るためには，高いピーク出

力を必要とし，必然的に大出力のレーザ装置を使用することになる．これにより，装置のイ

ニシャルコストおよびランニングコストが高価になるだけでなく，エネルギー資源の有効利

用ができていないという課題が存在していた．このような課題を解決するために，材料の光

吸収特性に着目すると，金属の種類によって特有の光吸収スペクトルを有しており，波長に

よって光吸収率が増減することが知られている．レーザはその特徴の一つに単色性，すなわ

ち出射光の波長範囲が非常に狭いという点があり，特定の波長にエネルギーを集中させるこ

とができるため，この特性を利用して加工対象物への吸収率が高い波長のレーザを用いるこ

とで加工効率を向上させることが可能になるのではないかと考えられる．このような視点か

ら，本論文ではレーザ加工において難加工材であるアルミニウムと銅に対する高効率レーザ

加工の研究を行った． 

第 2 章では，Nd:YAG レーザの発振効率の向上を図るために LD 励起方式のパルス発振

Nd:YAG レーザ装置の開発を試み，その装置の特性，さらにそれを用いたアルミニウムに対

する微細溶接への適用に関して述べている．従来のランプ励起方式のパルス発振 Nd:YAG

レーザのフラッシュランプ交換寿命は約 1,000 時間と非常に短く，生産ラインへ適用した場

合，ダウンタイムが頻繁である．さらに，前述の通り投入エネルギーに対してレーザの発振

効率が低く，エネルギー資源の浪費や高価なランニングコストに繋がっている 22)23)．これら

問題点を解消するため，励起光源に電気-光変換効率の高いパルス発振 LD を使用することを

提案し，パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザの開発を行った．さらに，アルミニウムの微細

溶接において，加工効率が極めて低いという問題点を克服するために，アルミニウムに対す

る吸収率が高い波長 808nm の連続発振 LD をパルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザに重畳させ

るハイブリッド型レーザシステムを提案した．パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザと連続発

振 LD は，波長合成と呼ばれる手法を用いて装置内で同軸上に重畳し，その 2 波長のレーザ

光を単一の光ファイバへ導光することで，加工端では 2 波長のレーザ光が空間的に同軸，同
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一点に集光される構成を可能とした．ここで最も重要な要素が 2 つのレーザ光，つまりパル

ス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザと連続発振 LD を単一の光ファイバへ効率良く重畳する点で

ある．この 2 つのレーザ光は，ビーム品質，ビーム形状および波長がそれぞれ異なることか

ら，理論的にも集光径，焦点距離が異なってくる．そのため，同一集光レンズにより，単一

の光ファイバに重畳することは非常に困難をともなう．上述の問題を解決することで，光ファ

イバの容易な敷設やシンプルでコンパクトな加工ヘッドが可能となり，装置構成の簡素化を

目指した．  

この LD 重畳ハイブリッド Nd:YAG レーザシステムを用いて，アルミニウム合金のビード

オンプレート溶接を行い，加工特性および装置性能を検証した．加工実験では，連続発振 LD

の重畳が及ぼす効果について，特に加工効率と溶接ビードに発生するクラックを始めとする

加工品質に着目して調査を行った．また，開発したパルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザは，

励起 LD に印加する電流値を制御することにより任意のパルス波形を指令することが可能な

設計としている．このため，指令に対する発振波形の応答性（再現性）について実験的な検

証を行い，さらにパルス波形が加工に与える影響について明らかにした．  

次に，連続発振 LD を重畳したパルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザによるアルミニウム合

金の溶接メカニズムを明らかにすることを試みた．加工過程の推移を直接観察するために，

可視光を反射し赤外光を透過するダイクロイックミラーを加工ヘッド内に設置し，この反射

光を高速度カメラによって撮影した．この光学系により，照射するレーザ光と全く同一の光

軸上から加工過程を観察することが可能となり，レーザ光照射により発生する溶融池の挙動

を高い時間分解能で観察することができた．さらに，連続発振 LD のアルミニウム合金に対

する温度依存性吸収率を測定し，このデータを基に非定常熱伝導解析により加工部の温度と

応力の変化をシミュレーションすることで，実際の加工と数値解析結果を比較検討し，ビー

ド形状や連続発振 LD の重畳効果を検討した．  

レーザ溶接において，溶接部の形態はその形成過程から熱伝導型とキーホール型の 2 つに

大別することができ，前者は溶込み深さが小さく溶接欠陥がほとんどない，後者は大きな溶

込み深さが得られるが溶接欠陥が発生しやすい，という特徴を持っている．高強度の溶接を

行うためには溶込みの深いキーホール型溶接が適しているが，一方で溶接欠陥は可能な限り

減らす必要があるため，この相反する要求を満足するためには欠陥の原因となり得る過剰な

入熱を抑えつつ，キーホールが発生する下限付近のエネルギー密度によって加工を行うこと

が必要と考えられる．このような観点から，キーホールが発生する境界付近での加工現象に
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ついて加工実験および非定常熱伝導解析により検討を行った．  

第 3 章では，銅に対して高効率の加工を行うために第 2 章で開発したパルス発振 LD 励起

Nd:YAG レーザを波長変換し，波長 532nm の第 2 高調波によって高効率の加工を試み，その

加工特性および装置性能を検証した．近年，電気技術の開発により全電化住宅や電気自動車

が普及してきており，導電率が高いことから電気・電子産業で配線材料として銅が多用され

ている 24)．しかし，銅は熱伝導率が高い上に波長 1,000nm 付近の光吸収率が低いことから 25)，

波長 1,064nm の Nd:YAG レーザで効率的かつ安定的な溶接を行うことは難しい．銅の光吸収

率は波長が短いほど高く，波長 600nm 以下で急激に上昇する．この特性を利用するために，

CW 発振  Yb:YAG レーザを波長変換したグリーンレーザが開発され，基本波の赤外レーザと

比較して加工効率が向上することが報告されている 26)．しかしながら，深い溶込みを得るた

めには高いピーク出力が必要になるため，連続的な高出力の入力によって微細溶接に歪みが

生じる危険性が高い．一方，同様の試みがランプ励起パルス発振 Nd:YAG レーザにおいても

なされており，1.5kW のピーク出力が得られている 27)．Nd:YAG レーザの波長変換を行うた

めに使用する非線形光学結晶において，波長変換効率は結晶内でのビームの密度に比例する

ため，ビームの密度を高くする，すなわち集光スポット径を小さくすることが重要となる．

しかし，励起光源にフラッシュランプを用いた場合，電気-光変換効率が低いことに加え，そ

れにともない発生する多量の排熱が Nd:YAG ロッドの熱歪みの原因となりビーム品質が低下

しやすい．これに比べ，第 2 章で開発した LD 励起 Nd:YAG レーザは電気-光変換効率が高く

無駄な熱の発生が少ない．それにより，ランプ励起 Nd:YAG レーザ比べてビーム品質が高く

より小径に集光できるため，非線形光学結晶を用いた波長変換において高い変換効率を得や

すくなると考えられる．本研究では，まず新開発したパルスグリーンレーザ発振器について，

波長変換効率や電気-光変換効率などの基礎特性を明らかにし，さらに寿命など実用化する上

で重要となる特性についても検証を行った．  

次に，パルスグリーンレーザ発振器を用いて純銅に対する加工を行い，その溶接特性につ

いて Nd:YAG レーザの基本波を用いた場合との差異も含めて基礎的な研究を行った．また，

試料のレーザ光吸収率について，試料に対するレーザ光照射試験を積分球の中で実施するこ

とにより，実際の加工に則した状態で測定を行った．これにより波長や温度による違いや熱

伝導型，キーホール型などの加工形態による吸収率の変化を明らかにした．加工実験につい

ては，純銅に対してシングルショットのビードオンプレート溶接を行い，レーザ波長やパル

ス幅による溶接特性の違いを検討した．ところで，非線形光学結晶を用いて波長変換を行う
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ことにより，発振されるレーザ光は直線偏光となっている．直線偏光のレーザ光に対して，

偏光素子が放射状に配置された軸対象偏光変換素子を用いることで，放射状の偏光を示すラ

ジアル偏光や円周状の偏光を持つアジマサル偏光を作り出すことができる 28)．金属表面に斜

め方向から光が照射された場合，偏光の向きによって吸収率に変化が生じることが知られて

いるため 29)，このような特性を利用し，偏光状態が加工性に及ぼす影響を検討した．  

以上の様に，本論文ではレーザ加工における難加工材料であるアルミニウムと銅に対する

高品位・高効率な微細溶接を可能とする装置および加工法の開発とそのプロセスメカニズム

の解明に関して研究開発を行った．  
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第 2 章  LD 重畳パルス Nd:YAG レーザによるアルミニウム合金の溶接特性 

 

2.1 緒 言 

アルミニウム合金の精密接合加工には，フラッシュランプによって励起されるパルス発

振 Nd:YAG レーザ装置が多用されているが，同装置の電気－光変換効率は 3%以下と投入

エネルギーに対してレーザの発振効率が低く，効率的であるとは言えない．さらに，ラン

プ励起方式のパルス発振 Nd:YAG レーザのフラッシュランプ交換寿命は約 1,000 時間と非

常に短いため，ランプ交換にともなう生産ラインの停止が頻繁に発生するという欠点があ

る．そこで本章では，これらの問題点を解決するため，励起光源にパルス発振 LD を使用

したパルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザを用いた．  

また，アルミニウム材料に対する Nd:YAG レーザ光（波長 1064nm）の光吸収率は 5 %程

度と低く，レーザ光のエネルギーを効率的に吸収させることは困難である．このアルミニ

ウム合金の微細溶接において，加工効率が極めて低いという問題点を克服するために，新

たに開発したアルミニウムに対する吸収率が高い波長 808nm の連続発振 LD をパルス発振

LD 励起 Nd:YAG レーザに重畳させるハイブリッド型レーザシステムを用いた． 

この新開発の LD 重畳ハイブリッド Nd:YAG レーザシステムを用い，本装置の特性とそ

れを用いたアルミニウム合金に対する微細溶接特性についてビードオンプレート実験によ

り評価を行った． 

 

2.2 LD 重畳ハイブリッド Nd:YAG レーザの構成 

2.2.1 パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザ 

レーザ加工では，加工対象物がアルミや銅の場合，その熱伝導率の高さから熱がレーザ

光照射点から周囲へ急速に拡散してしまうため，材料を溶融させるためには融点まで短時

間で加熱する必要がある．さらに，材料が溶融した後に細かくパルス波形を制御すること

によって入熱量を時間的に制御でき，良好な加工品質を実現することが可能となる．また，

パルス波形によって加工特性が大きく変化することから，用途に応じてパルス波形を最適

化することが重要となる 1)．今回，新たに開発したパルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザは，

精密加工用途に要求される高ピーク出力のパルスを発振することができ，照射されるパル

ス波形をパルス幅 0.08ms，ピーク出力 0.01kWの単位で任意に設定することが可能である．  

一般に，LD の電気－光変換効率は 50%程度であり，投入した電力の約半分が熱として
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散逸する 2)3)．さらに，パルス発振 LD はその発振条件において，パルス幅数 ms，印加電

流数百 A，周波数数百 Hz の ON－OFF 動作が繰り返されるため，パルス発振 LD には急加

熱急冷却の大きな熱負荷がかかる．そのため，パルス発振 LD とヒートシンクの線膨張係

数の差によって実装部に急激な熱歪みが生じ，パルス発振 LD を破損させる危険性がある．

したがって，パルス発振の場合には，このパルス発振 LD から散逸する熱を効率良く取り

除くことが重要であり，装置の出力安定性や信頼性の向上のために不可欠な要素となる．

そこで，本パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザでは，レーザ共振器構成は勿論のこと，励

起光の光路追跡による励起効率の改善，励起用パルス発振 LD のヒートシンクの最適化，

そしてパルス発振の制御方法を最適化することで，高効率化，高出力化および励起用パル

ス発振 LD の長寿命化を達成した．  

図2-1にランプ励起方式とLD励起方式の模式図を示す．基本構成はともに，Nd:YAG結晶

に側面から励起光を照射する側面励起方式である．ランプ励起方式では，一般的に励起光

源としてXeフラッシュランプが用いられ，ランプから出力される光によってレーザ媒質を

励起している．励起光は拡散光であることから，励起光がNd:YAG結晶に効率良く照射さ

れるようにリフレクタの形状や内壁のコーティング等に工夫が施されている．リフレクタ

内にはNd:YAG結晶に代表されるレーザ媒質とフラッシュランプが配置され，これらを冷

却するための冷却水（純水）が流されている．一方，LD励起方式は，励起LDから発振さ

れたレーザ光がレンズ等の光学部品によって集光され，直接Nd:YAG結晶に照射される構

造になっている．Nd:YAG結晶の周りには冷却水を流すためのフローチューブがあり，そ

の外周に励起LDが配置されている．励起LDから発振された励起光は，フローチューブと

冷却水を透過し，Nd:YAGロッドに照射される．また，励起LD自身も別の流路からの冷却

水により冷却を行っている．  

 

Fig. 2-1 Schematic diagrams of lamp pumping and LD pumping method 
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図2-2は，縦軸を吸収率，横軸を波長とし，励起光源であるフラッシュランプおよびLD

の発振スペクトルとNd:YAG結晶の吸収スペクトルを示したものである．Nd:YAG結晶の吸

収スペクトルは，808nmに最も大きな吸収ピークを有し，その前後の波長を含む範囲が主

な吸収帯域となっている4)．そのため，非常に広帯域な波長の光を発光するフラッシュラ

ンプを使用したランプ励起方式では，Nd:YAG結晶に吸収されることなく励起に寄与しな

い不必要な波長の光が多く存在し，電気－光変換効率が2～3%程度と非常に低い値しか得

られない．一方で，LDはレーザの一種であることから808nm±数nmの波長という狭帯域で

の発振が可能であり，Nd:YAG結晶の吸収スペクトルとマッチしている． 

 

800 805 810

600 700 800 900
Wavelength [nm]

Lamp
emission spectrum

LD
emission spectrum

Wavelength [nm]

Nd:YAG
absorption spectrum

 
Fig. 2-2 Absorption spectrum of Nd:YAG and emission spectrum of pumping source 5) 
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図2-3は，本研究で用いたパルス発振LD励起Nd:YAGレーザの電気－光変換効率を示して

いる．この図からわかる通り，電気－光変換効率が18~26%とランプ励起方式に対して1桁

高い値を達成することができている．ところで，産業基盤技術の強化，先端産業の育成，

製造業等の産業の国際競争力を強化，フォトン技術の確立を目的として，産官学が連携し

て，実用化・事業化に結び付けるべく研究開発された㈶製造科学技術センター・フォトン

センターの「フォトン計測・加工技術」プロジェクト（平成9年度～13年度）で発表されて

いるパルスLD励起Nd:YAGレーザ（パルス幅400µs，周波数625Hz）の電気－光変換効率は

26%であった5)．この数値と比較しても，本研究で使用したパルス発振LD励起Nd:YAGレー

ザが実用機として十分に高い効率であることがわかる．  

 

 

Fig. 2-3 Electric-output conversion efficiency of pulsed LD pumped Nd:YAG laser 
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本パルス発振LD励起Nd:YAGレーザは市場での24時間稼働を前提に設計したものであり，

励起光源の寿命目標を10,000時間として開発されている．産業用途での使用を考慮すると

定格出力に対して30%以上の出力余裕度（安全率）を持っていることが望ましい．そのた

め，励起用パルス発振LDの寿命はパルス発振LD励起Nd:YAGレーザの初期出力が70%と

なった時，つまり出力が30%低下した時を寿命と定義した．  

開発初期において，パルス発振LD励起Nd:YAGレーザは5,000時間程度動作させた時点で，

初期出力の80%程度まで低下しており，目標に到達しない状態であった．励起用パルス発

振LDは非常に多くの熱を発生することに加え，高デューティのQCW（Quasi continuous 

wave）動作では，電流のON－OFFにともない励起用パルス発振LDに加わる熱負荷が非常

に高い．このため，励起用パルス発振LDを効率良く冷却し，励起用パルス発振LD自身の

温度上昇を抑制することが長寿命化には非常に重要である．そこで，冷却水とヒートシン

クの熱交換効率を向上させ，低い熱抵抗を実現するための検討を行い，冷却と発振方式の

最適化を試みた．改良した励起LDをパルス動作で長期間連続運転した際の出力の推移を図

2-4に示す．試験は2台のLDに対して実施し，図の縦軸は試験を開始した際の出力を100%

とした出力比を，横軸は経過時間を示している．この図から明らかなように，励起用パル

ス発振LDの交換寿命は大幅に改善され，約20,000時間の動作において出力低下が10%以下

と，良好な状態で耐久試験を終了している．20,000時間の動作は，稼働率90%で1日24時間

フル稼働すると仮定した場合，約2.5年間メンテナンスフリーで稼働できることになる．こ

れまでは，LDをパルス動作させると長寿命化が困難であったが，本パルス発振LD励起

Nd:YAGレーザはパルス動作においても励起用パルス発振LDの長寿命化を実現することが

可能である．すなわち，ランプの交換寿命が約1,000時間であるのに対して励起用パルス発

振LDの交換寿命は少なく見積もっても20,000時間以上と大幅に長い．これにより，メンテ

ナンス性が向上し，さらに製造ラインにおけるダウンタイムの低減に大きく貢献できると

考えられる．  
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Fig. 2-4 Life test results of pulsed LD pumped Nd:YAG laser 
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2.2.2 連続発振 LD 

図 2-5 に，各波長における金属の光吸収率を示す．図から明らかなように，一般的な金

属材料は波長が短いほど光の吸収率が増大する傾向がある．一方，アルミニウム材におい

ては，紫外領域を除くと 800～850nm の波長帯域に光吸収の極大点がある特有な吸収特性

を持っている．この波長帯域においては，アルミニウムは Nd:YAG レーザ（1064nm）の吸

収率（約 5%）の 3 倍となる約 15%の吸収率を有していることがわかる 6)．この特性に着目

し，本研究では同波長域にある波長 808nm の LD をパルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザに

重畳して同一加工点に照射する加工法を検討した．これにより，アルミニウム材の溶接効

率を大幅に改善することが期待できる．また，重畳する LD を連続発振とすることによっ

て加工効率の向上に加えて，溶接品質を向上させることも可能と考えられる．すなわち，

材料にパルスレーザを照射した場合，照射部ではレーザパルスの ON－OFF による急激な

加熱・冷却のサイクルが繰り返されるため，溶融部内にブローホールやクラック等の溶接

欠陥が発生しやすくなることが知られている 7)8)．これに対して，連続発振 LD の出力を重

畳し絶え間なくレーザを照射し続けることによって，予熱，徐冷の効果が加わり溶接欠陥

の発生が抑制され，高品質で高効率な溶接が期待できる．  

 

 
Fig. 2-5 Absorption spectrum of aluminum and other metals 7)8) 

 - 17 - 



2.2.3 LD 重畳ハイブリッド Nd:YAG レーザ 

次に，パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザと連続発振 LD を重畳し，試料へ照射するた

めのシステム，すなわち LD 重畳ハイブリッド Nd:YAG レーザシステムの構成を述べる．

図 2-6 に本システムの光学系の模式図を示す．これまでに述べたとおり，パルス発振

Nd:YAG レーザの波長 1064nm，連続発振 LD の波長は 808nm であるため，この違いを利用

して 2 つのレーザ光を重畳している．具体的には，波長 1064nm の光を透過，波長 808nm

の光を反射する特性を持つダイクロイックミラーを使用し，図のようにパルス発振

Nd:YAG レーザと連続発振 LD を各々直行する方向から，ダイクロイックミラーに対して

45°の角度で入射させている．これにより，2 つのレーザ光は完全に同軸上に合成するこ

とが可能となる．合成された 2 波長のレーザ光は単一の光ファイバへ導光し，光ファイバ

を透過する過程で完全に重畳され，加工端では 2 波長のレーザ光が空間的に同軸，同一点

に集光される構成となっている．この構造で最も重要な要素が 2 つのレーザ光，つまりパ

ルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザと連続発振 LD を単一の光ファイバに効率良く入射する

ことである．この 2 つのレーザ光は，ビーム品質，ビーム形状および波長がそれぞれ異な

ることから，理論的に集光径，焦点距離が異なる．そのため，同一の集光レンズを用いて

単一のファイバに入射することは困難をともなう．そこで，球面収差，色収差を低減させ

た集光光学系を用い，さらに光ファイバへ入射する調整技術を確立することによって，ファ

イバ出射モードが良好な状態でコア径φ300µm の SI 型光ファイバへ 2 波長のレーザ光を入

射できる構造となっている．図 2-4 に示したとおり，パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザ

と連続発振 LD はいずれも動作時間にともない少しずつ出力低下を生じる．市場での使用

を前提として開発された LD 重畳ハイブリッド Nd:YAG レーザシステムでは，このような

出力の変化にも対応できるように，定期的にレーザ光の実出力を測定し，このデータを基

にレーザ出力の増減をフィードバックして LD に印加する電流値を調整するレーザ出力補

正機能を備えている．これら一連の動作は自動的に行われ，特別なメンテナンスを施すこ

となく安定したレーザ出力を長期的にわたり維持できるような構成となっている 9)．  
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Fig.2-6 Schematic diagram of hybrid system combined pulsed Nd:YAG laser and 

continuous LD 

本ハイブリッド Nd:YAG レーザシステムの主な仕様を表 2-1 に示し，外観写真を図 2-7

に示す．パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザは，平均出力 300W，最大ピーク出力 2.5kW，

最大パルス幅 2.4ms，最大周波数 500Hz，発振 Duty25%である．また，出力安定性は 2%r.m.s.

以下と非常に安定している．重畳している LD は，最大出力 65W の連続発振（CW）であ

る．電気容量は 3.5kVA と低い電源で対応できる．外形寸法は幅 398mm×長さ 1,060mm×

高さ 940mm であり，小型の書類棚程度のサイズとなっており省スペース化が可能である．

また，重量は 150kg と同等のランプ励起 Nd:YAG レーザと比較すると非常に軽量であるこ

とがわかる．  
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Table 2-1 Specifications of hybrid system combined pulsed Nd:YAG laser and continuous  

LD 

 Nd:YAG LD 

Wavelength 1064nm 808nm 

Average power 300W 65W 

Max. peak power 2.5kW 65W 

Pulse duration 0.08 - 2.4ms CW 

Pulse repetition rate 1 - 500Hz CW 

Duty factor 25% CW 

Power stability < 2% r.m.s. < 2% r.m.s. 

Power consumption 3.5kVA 

Dimensions 398(W)×1,060(D)×940(H)mm3 

Weight 150kg 

 

 

Fig. 2-7 Appearance of hybrid system combined pulsed Nd:YAG laser and continuous LD  

(KLY-HP300β) 
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図 2-8 は，本実験で加工ヘッドより試料に照射されるレーザ光の強度分布を示したもの

である．光ファイバにより加工ヘッドへ導光されたレーザ光の出力を，加工ヘッド内に設

置したプリズムを用いて減衰させた後，ビームプロファイラ（オフィール社製 Beamstar 

FX-50）へ照射し，その焦点位置における強度分布とビーム径を測定した．測定された集

光径は 4σの値で評価すると，パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザがφ300µm，連続発振

LD がφ420µm であった．使用した光ファイバのコア径がφ300µm であるので，パルス発

振 LD 励起 Nd:YAG レーザは光ファイバのクラッド層で伝搬されている光も検出されず，

非常に良好な状態であることがわかる．連続発振 LD はビームプロファイルの裾野の範囲

で若干のクラッド伝搬モードが確認されているが，50% of peak の値でφ320µm となってお

り，ほとんどのエネルギーが効率良くコアで伝搬されていることがわかる．  

 

 
Fig. 2-8 Intensity distribution of laser beam at focusing point 
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次に，励起用パルス発振 LD の指令パルス波形に対して，実際にパルス発振 LD 励起

Nd:YAG レーザから出力される発振波形の測定を行った．パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レー

ザより照射されるパルス波形は 0.08ms，0.01kW 単位で任意に設定することができること

から，この測定に適当と考えられる細かくステップ設定された波形を用いて測定を実施し

た．この測定系の構成を図 2-9 に示す．励起波形はパルス発振 LD への印加電流モニター

から BNC ケーブルにて電圧信号を取り出し，パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザの発振波

形はフォトダイオード（オフィール社製 FPS-10）を用いて照射しているパワーメータ

FL300A-LP（OPHIR 社製）からの反射光を検出し，オシロスコープ（横河電機社製 DL7400）

を用いて測定した．  

図 2-10 は，実際に測定された励起用パルス発振 LD への印加電流波形とパルス発振 LD

励起 Nd:YAG レーザの発振波形の比較データである．発振初期は発振閾値まで立ち上がる

時間が必要なため，印加電流よりレーザ光の発振波形が低くなっているが，全体的には設

定したパルス波形に相似したレーザ発振波形が得られていることがわかる．したがって，

本レーザシステムでは，任意の指令波形を精度よく再現して試料へ照射することが可能で

ある．  

 

 
Fig. 2-9 Schematic diagram of pulse waveform measurement method 
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Fig. 2-10 Example of measured pulse waveform 
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2.2.4 2 波長対応加工ヘッド 

本 LD 重畳ハイブリッド Nd:YAG レーザでは，前述の通り 2 つの波長を重畳して同一の

光ファイバに導光している．そのため，加工ヘッドに使用している光学部品は 2 波長に対

応できる仕様で構成する必要がある．さらに，光ファイバに導光する際と同様に，同一集

光点に集光することは通常の光学部品では非常に困難をともなうことから，球面収差や色

収差を低減させた集光光学系を用いた．異なる加工方法や異なる波長のレーザ光を加工

ヘッドにて合成して使用する手法はこれまでにも報告されている．しかし，レーザ光と他

の溶接手法とを加工点にて合成する場合，例えば，YAG-MIG，YAG-TIG 等は精密溶接に

は不向きであり，加工ヘッドが非常に大型化，複雑化する．また，2 つのレーザ光を加工

ヘッドで同軸化させる場合，加工ヘッドの大型化や同軸精度が低下するという懸念がある

10)-12)．  

 図 2-11 に，開発した 2 波長対応加工ヘッドの外観写真を示す．長さ 250mm，直径 φ70mm

と非常にコンパクトであり，2 波長のレーザ光と同軸に設置した CCD カメラによって加工

部の観察も可能である．また，先端に取り付けた穴径φ8mm のノズルからレーザ光と同軸

でシールドガスを供給することができる．  

 
Fig. 2-11 Processing head for hybrid system combined pulsed Nd:YAG laser and continuous 

LD 
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2.3 加工試料 

本実験で用いた LD 重畳ハイブリッド Nd:YAG レーザは，主な使用目的の一つとしてリ

チウムイオン二次電池のアルミニウム製ケースの溶接を想定している．このため，電池缶

に多用されているアルミニウム合金 A3003 を加工試料として使用した．A3003 の主な物性

値を表 2-2 に，化学成分を表 2-3 示す 13)14)．A3000 系のアルミニウム－マンガン（Al－Mn）

系合金はマンガンの添加により，純アルミニウムの加工性，耐食性を低下させることなく，

強度を向上させた合金である．純アルミニウムである A1100 系より強度が高く，成形性，

溶接性，耐食性に優れている．また，加工性に優れ，航空機，船舶，車輛などの交通機関，

建築，土木，送電線，配電線，熱交換器，家庭用品，食品包装容器，家庭用器物など，近

年では環境に対する意識の高さから，これらの特徴を持っているアルミニウム合金はあり

とあらゆるものに使用されている．さらに，レーザ加工でもアルミニウム合金が被加工物

になるアプリケーションは数多く存在する．このように，アルミニウムは極めて優れた特

徴があり，多くの産業で使用されている．アルミニウム合金の種類およびその特徴一覧を

表 2-4 に示す． 

 

Table 2-2 Physical characteristics of aluminum alloy A3003 13)14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2-3 Element components of aluminum alloy A3003 (wt. %) 13)14) 

Specific heat 900J/(kg･K) 

Thermal conductivity 237W/(m･K) 

Density 2.73g/cm3 

Poisson’s ratio 0.33 

Young’s modulus 70GPa 

Coefficient of thermal expansion 2.4×10-6/K 

Al Si Fe Cu Mn Zn 

Bal. 0.6 0.7 0.05-0.20 1.0-1.5 0.10 
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Table 2-4 Kinds of aluminum alloy 13)14) 

 

種類  特徴  

1000 番台  

• 工業用純アルミニウム．1100，1200 が代表的でいずれも 99.00%以上

の純アルミニウム系材料である．  

• 加工性，耐食性，電気伝導性，熱伝導性は良いが，強度が低い．  

• 主な用途は，アルミ箔，化学工業タンク類，導電材，等．  

2000 番台  

• Al-Cu 系合金．ジュラルミン，超ジュラルミンの名称で知られる

2017，2024 が代表的で鋼材に匹敵する強度を持つ．  

• 高強度材，耐食性に劣る，切削性は良好．   

• 主な用途は，航空機用材料，快削性合金としての機械部品，等．  

3000 番台  

• Al-Mn 系合金．純アルミニウムの加工性，耐食性を低下させずに強

度を向上させたもの．  

• 加工性，耐食性，機械強度が良好．  

• 主な用途は，ビールやジュース缶ボディ部，二次電池缶，等．  

4000 番台  

• Al-Si 系合金．熱膨張率を抑え，耐摩耗性を改善したもの．  

• 耐摩耗性が良好．  

• 主な用途は，溶接ワイヤやブレージングろう材(4043)，鍛造ピスト

ン(4032)，建築用パネル，等．  

5000 番台  

• Al-Mg 系合金．構造材として使用される．5052 が中程度の強度を持

つ材料として最も一般的である．  

• 主な用途は，船舶，車両，自動車用ホイール，建築用内外装，圧力

容器，ビールやジュース缶蓋部分，等．  

6000 番台  

• Al-Mg-Si 系合金．代表的な構造用材．  

• 強度，耐食性が良好．  

• 主な用途は，建築用サッシ(6063)，鉄塔，等．  

7000 番台  

• Al-Zn-Mg 系合金，Al-Zn-Mg-Cu 系合金．アルミニウム合金の中で，

最も高い強度を持つ材料．超々ジュラルミン． 

• 主な用途は，航空機，鉄道車両用構造材(7N01)，等．  
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2.4 LD 重畳の効果と溶接ビードの表面性状 

2.4.1 実験方法 

LD 重畳ハイブリッド Nd:YAG レーザシステムを使用して加工実験を行うことにより，

連続発振 LD の重畳やパルス波形の最適化調整の効果を検証した．装置の主な構成は図 2-6

に示した通りである．  

溶接実験は通常の大気環境中で行い，コア径φ300µm の SI 型光ファイバにより伝送され

た 2 波長重畳レーザ光を加工ヘッドの光学系を通して，試料へ集光した．試料は自動 XY

ステージ上に設置し，これを走査することで所定の送り速度を与えた．  

加工方法は，平板状の試料表面にレーザを照射するビードオンプレート溶接とアルミニ

ウム製二次電池缶の封止溶接の 2 種類とし，試料の形状による影響が現れにくい前者の加

工法で基礎的な溶接特性を検証し，実際の用途を想定した後者の加工法で溶接ビードの美

観など実用上で重要となる項目の検証を行った．  

図 2-12 は，本実験の加工概念図を示したものである．(a)がビードオンプレート溶接，(b)

が二次電池用アルミニウム缶への上面からの封止溶接である．ビードオンプレートの実験

では，W50mm×D20mm×t0.5mm の板材を使用した．また，アルミニウム二次電池缶の封

止溶接実験では，深絞り加工により成形した W30mm×D5mm×t0.3mm の一面が開いた 6

面体の缶に，この開いた面に嵌め合いになる様な寸法の t0.5mm の蓋を軽圧入して，その

蓋の周囲をレーザ溶接する封止溶接を行った．平板，電池缶，蓋のいずれも材料はアルミ

ニウム合金 A3003 である．これらのアルミニウム合金に 2 波長のレーザ光を照射すること

により，微細溶接に対する要望とされている以下の条件を満たす良好な溶接を行うことを

目的としている．  

1．安定した溶融領域  

2．高効率・高品位  

3．溶接欠陥（ポロシティ，クラック）無し   

4．スパッタ飛散無し  

加工後の溶接部は，表面と断面を顕微鏡で観察することによりビード幅や溶込み深さの

測定や，表面状態やクラックの発生状態などの外観評価を行った．溶接断面は，溶接ビー

ドを加工方向と垂直に切断し，切断面を耐水研磨紙#400 で粗削りし，更に#2000 で仕上げ

研磨した後，濃度 5%の希釈塩酸にてエッチングを行うことにより，溶融範囲の視認性を

向上させた．  
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Fig. 2-12 Schematic illustrations of laser beam welding 

 

2.4.2 パルス波形が加工表面性状に及ぼす影響 

2.2.3 で述べたとおり，開発した LD 重畳ハイブリッド Nd:YAG レーザシステムでは，パ

ルス発振 Nd:YAG レーザのパルス波形を 0.08ms，0.01kW 単位で任意に設定することが可

能である．そこで，はじめにパルス波形による加工結果に及ぼす影響についてビードオン

プレート溶接により検討を行った．パルス波形は，図 2-13 に示す 3 通りを作成した．それ

ぞれの波形は以下のような特徴を持っている． 

①レーザの立ち上りを考慮して第一ステップの励起用パルス発振 LD への印加電流値を

低く，第二ステップに励起用パルス発振 LD への印加電流値の最大ピーク値を設定し，

直線的に低くした波形． 

②励起用パルス発振 LD への印加電流の最大ピーク値位置の前に 3 ステップで徐々に立

上げ，最大ピーク値を①波形より後方に位置した波形．  

③励起用パルス発振 LD への印加電流の最大ピーク値位置をパルス全幅の中央に配置し

た波形．  

いずれもパルスエネルギーE=1.5J/P，ピーク出力 PYAG=1900W，パルス幅 τ=1.2ms，周波

数 RP=120Hz で一定とし，連続発振 LD は照射していない（出力  PLD=0W）．レーザ光の焦

点は試料表面に合わせ，加工速度 v=20mm/s で走査した．また，シールドガスとして流量
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14L/min の窒素をレーザ光と同軸で供給した．なお，パルス形状は前述のように 0.08ms の

単位で設定できることから，パルス幅 τ=1.2ms の波形は 15 ステップで構成されている．  

図 2-13 から明らかなように，パルスエネルギーとピーク出力が同じでもパルス波形内の

最大ピーク位置を変化させることで溶込み深さには大きな差が発生し，最大ピークがパル

スの後半部に位置するほど溶込み深さが大きくなり，表面が荒れてスパッタが発生する傾

向にあることがわかった．最大ピーク値が波形の前方に位置しているパルス波形①では，

光沢があり他の 2 条件に比べて整ったビード表面となっており，溶込み深さは 3 つの中で

最も浅い．最大ピーク値が中間に位置しているパルス波形②では試料の厚さと同じ 500μ

m 程度の溶込みとなっており，最大ピーク値が最も後方に位置しているパルス波形  

 

 

Fig. 2-13 Welding results of bead on plate for various pulse waveforms 
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③では，完全に試料を貫通するほど大きな溶込み深さが得られている．また，写真ではわ

かりにくいが，最大ピーク位置がパルス波形の後半になるパルス波形の順①→②→③に，

表面状態は荒れてくる傾向にあった．これは，パルス波形②および③では，材料温度が上

昇し吸収率が高い状態で最大ピーク値のあるステップが照射されたことにより，試料に吸

収されるレーザ光のエネルギーが増え，深い溶込みが得られる結果となったと考えられる．

また，これに加えて，最大ピークが照射された後すぐにレーザ光照射が停止することで試

料が急冷され，溶融により発生した溶融池の波紋が静定されることなくそのまま急速に凝

固したため，結果として荒いビード表面となったと考えられる．以上の結果より，1 パル

ス（1.2ms）という短い時間の中でも波形を制御することにより，溶接状態をコントロール

することが可能で，効果的に溶接結果を改善できることが確認された．  

実際の用途におけるパルス波形の影響を確認するため，同様にパルス波形を変化させて

アルミニウム製二次電池缶の封止溶接を模した加工実験を行い，その特性を検討した．図

2-14 にパルス波形とその加工結果を示す．実験を行った波形は，①矩形に近い波形，②ピー

ク位置を波形の後方に位置した波形，③ピーク位置を前方に位置した波形，の 3 種類とし

た．パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザのパルスエネルギーE=1.42J/P，連続発振 LD の出

力 PLD=50W，パルス幅 τ=1.2ms，周波数 RP=120Hz，シールドガス  N2=20L/min，加工速度

v=30mm/s 一定とし，パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザのピーク出力 PYAG はパルス波形

①1700W，②2500W，③2500W とした．  

図 2-14 から，パルス波形①は，光沢がありナゲットの揃った良好なビード表面が得られ

ているが，溶込みは浅く，お椀型の溶込み形状で典型的な熱伝導型の溶接になっているこ

とがわかる．これは他の 2 条件に比べピーク出力が 7 割程度であることが原因と考えられ

る．パルス波形②，③については，前述のビードオンプレート溶接で得られた結果と同様，

最大ピーク値が後報に位置しているほど溶込み深さが大きく，表面の荒れた加工結果と

なっている．この結果から，電池缶の溶接においても平板のビードオンプレート溶接と同

様にパルス波形によって加工状態をコントロールすることが可能であり，良好な加工結果

を得るためにはパルス波形を最適化することが重要であると言える． 

ここで，本節で用いたパルス波形の溶込み深さとピーク出力の関係を検討する．熱伝導

型の加工となったパルス波形①のピーク出力は PYAG=1700W であり，レーザ光の集光径φ

300µm として計算すると，パワー密度 Pd は以下のようになる．  

  Pd = 1700W/(0.015cm2×π)= 2.4×106W/cm2 

 - 30 - 



キーホール型の溶接となったパルス波形②と③のピーク出力は PYAG=2500W であり，同様

に計算すると次の値が得られる．  

Pd = 2500W/(0.015cm2×π)= 3.5×106W/cm2 

したがって，この加工実験においては単位面積当たりのピーク出力が 2.4～ 3.5×

106W/cm2 の間で熱伝導溶接からキーホール溶接へ移行したものと考えられる．キーホール

はレーザ光の平均パワー密度が 1.0×106W/cm2 を超えた程度より発生するという報告がさ

れている 15)16)．キーホールが発生する条件は平均パワー密度として評価された結果が多く，

またその遷移領域はある程度の幅を有している．さらに，ビードオンプレートによる基礎

実験評価結果であることが多く，実際の製品となる材料では形状や厚み等の様々な要素に

影響され，その値は異なってくるものと考えられる．  

詳細は後述するが，熱伝導型溶接はビード表面が非常に綺麗であるが溶込み深さが小さ

く，キーホール型溶接はビード表面が粗いが深い溶込みが得られるという特徴がある．ア

ルミニウム合金の微細溶接では溶込み深さがある程度大きくかつビード表面状態の良好な

状態，すなわち熱伝導型とキーホール型のちょうど中間となるような溶接が望まれている．

本節で示すように，熱伝導型とキーホール型は急激に溶接状態が変化することから，アル

ミニウム合金の微細溶接において，この中間で安定した溶接状態を行うことは非常に困難

である．しかし，産業界においては，この遷移領域に属する溶接状態が望まれており，こ

の条件を実現するためにはレーザ出力の安定性や照射条件を高精度に制御し，溶接プロセ

スを理解した上で検討する必要がある．この点に関しては，2.5 において詳細に検討を行っ

た．  
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Fig. 2-14 Effects of pulse waveform on seal welding of battery can 

 

2.4.3 LD 重畳が溶接特性に及ぼす影響 17) 

連続発振 LD の重畳による基本的溶接特性を確認するために，ビードオンプレートでの

溶接実験を実施した．図 2-15 はパルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザのピーク出力 PYAG，

および連続発振 LD の出力 PLD を変化させた時の溶接ビード表面および断面の写真を示す．

また，図 2-16 はその時の各レーザ出力におけるビード幅と溶込み深さの関係を示したもの

である．パルス発振 Nd:YAG レーザの照射条件は，パルス幅 τ=1.2ms，周波数 RP=120Hz，

とし，ピーク出力を PYAG=1786～1900W の 4 段階，連続発振 LD の出力を PLD=0，50W と

変化させて，合計 8 種類の照射条件で照射した．シールドガスとして流量 14L/min の窒素

をレーザ光と同軸で供給した．加工速度 v=30mm/s とし，レーザ光の焦点は試料表面に合

わせた．図 2-15 から明らかなように，PYAG =1786W，PLD = 0W における溶接ビード表面状
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態はスポット毎にバラツキがあり，十分に溶融させるために必要な入熱量が不足している．

また，溶込み深さに関しても不安定であった．これは，アルミニウム合金の反射率が波長

1064nm の Nd:YAG レーザ光では高いことから，吸収されるレーザ光のエネルギー量が不

安定になったためと考えられる．一方，PLD=50W を同時に照射した場合には図 2-16 に示

すように，PYAG が同一の条件で比較するとビード幅で 12～20%，溶込み深さで 15～30%程

度向上していることが確認できる．また連続発振 LD を重畳したものとしないもので同程

度の加工状態となっているものを挙げると，PYAG=1786W，PLD=50W と PYAG=1900W，PLD=0W

でほぼ同等の結果が得られていると言える．すなわち，ビード幅や溶込み深さの点から見

ると，連続発振 LD の出力 PLD=50W を重畳することで，パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レー

ザのピーク出力が PYAG=114W 増加したのと同様の効果を得られたことになる．  
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Fig. 2-15 Welding results of bead on plate by PYAG and PLD 
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Fig. 2-16 Change of bead width and penetration depth for PLD 

 

2.4.4 LD 重畳がクラックの発生に及ぼす影響 

これまでの実験により，連続発振 LD を重畳することにより加工効率が向上し，より溶

込みが深くビード幅の広い加工結果が得られるということが明らかとなった．これに加え

て，連続発振 LD の重畳は予熱・徐冷の効果をもたらし，試料の急激な温度変化を抑制す

ることから，クラックやスパッタの低減など加工品質を向上させる効果が期待できると考

えている．クラックの発生について，J. ZHANG らはパルス幅 数十 ms 程度のロングパル

スのレーザを用い，かつ波形を制御することで抑制が可能と報告している 18)．しかし，ロ

ングパルスの波形を用いた場合，高いパルス周波数で発振させることが不可能であるため

結果として低いプロセススループットしか得られないという欠点がある．これに対して，

パルス幅が短い場合は 100Hz を超えるような高い周波数でレーザ光を照射することが可能

であり，高いプロセススループットが期待できるが，1 パルス当りの加工時間が短く加工

点の温度が急激に上下するため，クラックなどの溶接品質に問題が発生しやすいと考えら

れる．そこで，連続発振 LD を重畳することによってこの急激な温度変化を抑制し，クラッ

クの発生を低減することが可能か検討するために，連続発振 LD の重畳が加工品質に及ぼ
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す影響を検証した．  

加工痕内に発生するクラックを検討対象とするため，アルミニウム合金 A3003 の平板上

にシングルショットのビードオンプレート溶接を行い，走査型電子顕微鏡を用いてその加

工痕形状を詳細に観察した．図 2-17 に示すのは，本実験で設定したパルス発振 LD 励起

Nd:YAG レーザのパルス波形である．前述のとおり，照射されるパルス波形は最小 0.08ms，

0.01kW 単位で任意に設定可能であるが，本章で用いたパルス波形の最小パルス幅，すなわ

ち波形の 1 ステップあたりの時間幅を 0.2ms とし，パルス波形は第 2 ステップ目にピーク

のある山型波形とした．さらに，連続発振 LD を重畳した場合では連続発振 LD による予

熱時間 τpre と事後加熱（ポストヒーティング）時間 τpost を設定した．また，いずれの実験

においても送り速度 v=30mm/s，パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザのパルス幅 τ=1.2ms に

固定した．なお，シールドガスには窒素を使用し，ボンベ圧 300kPa，流量 N2=57L/min で

供給した．  

 

Fig. 2-17 Irradiation waveform of pulsed Nd:YAG laser and continuous LD 

 

図 2-18 に，パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザのピーク出力 PYAG を固定し，連続発振

LD の出力 PLD を変化させてパルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザをシングルショットした時

のスポット表面と断面の写真を示す．この図から明らかなように，連続発振 LD を重畳す

ることによりスポット直径，溶込み深さがともに大きく増大し，重畳する連続発振 LD の

出力が高いほどスポット直径，溶込み深さとも大きくなっている．したがって，シングル

ショットのスポット溶接においても，連続発振 LD の重畳により加工効率が向上する効果

が得られることが確認できた．  
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Fig. 2-18 Welding results of bead on plate by single-shot with superposition of pulsed 

Nd:YAG laser and continuous LD 

 

図 2-19 にパルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザのみをピーク出力 PYAG=2406W でシングル

ショットした場合，および連続発振 LD の出力 PLD=30W で重畳してパルス発振 LD 励起

Nd:YAG レーザのピーク出力 PYAG=2375W（合計ピーク出力 PYAG＋PLD＝2405W）でシング

ルショットした場合におけるスポット表面とスポット表面中心部の拡大写真を示す．パル

ス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザのみを照射した場合では，表面に中央から放射上に広がる

長さ 100µm，幅数 µm の大きなクラックが確認できた．一方，連続発振 LD を重畳した場

合ではスポット中央のクラックはほとんど確認されず非常に良好な加工結果が得られた．  

以上のことから，パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザのみを高いピーク出力で照射する

と大きな溶込み深さが得られる一方，クラックが顕著となる．これに対して，連続発振 LD

を重畳することにより，クラックを抑制して大きな溶込み深さを得ることが可能となり，

これは連続発振 LD による事前・ポストヒーティングの結果，試料の急激な加熱および冷

却を抑制する効果が生じたものと考えられる 10)19)．  
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Fig. 2-19 Comparison of surface condition with and without continuous LD under the same 

peak power condition 

 

次に，連続発振 LD の出力 PLD およびポストヒーティング時間 τpost を変化させて，パル

ス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザをシングルショットした時のスポット表面およびスポット

表面中心部の拡大写真を観察し，クラックの発生状況について評価した．クラックの有無，

およびその拡がりを定量的に評価する方法として，クラックの広がりの大きさを基準とし

た．具体的には，図 2-20 に示すように加工スポットの中心から直径φ300μm の範囲内で

φ300μm，φ200μm，φ100μm，φ50μm の範囲を境界として，クラックの広がりが大きい

順に 50，40，30，20，10 と点数をつけ，平均点を算出して評価した．以後，この値をクラッ

ク評価指数（Index of crack “Ic”）と称する．連続発振 LD の出力は 10W，20W，30W，

40W とし，各条件でシングルショットの加工を 5 回ずつ行い，それぞれの加工痕に対して

クラック評価指数を算出した．なお，連続発振 LD の出力は加工端における実測値である． 

クラック評価指数の算出例として，図 2-21 に連続発振 LD によるポストヒーティングを

行わない場合の加工表面の走査型顕微鏡写真を示す．前述のとおりクラックの広がりを点 
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Fig. 2-20 Evaluation method of crack generation region by continuous LD post-heating 

 

 

Fig. 2-21 Crack evaluation without post-heating 
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数化し，平均値を算出することで，ポストヒーティングを行わない場合のクラック評価指

数は 40 となった．これを基準としてポストヒーティングによるクラック抑制効果を定量的

に評価した．  

図 2-22 は，ポストヒーティングの出力および照射時間によるクラックの評価点数をグ

ラフ化したものである．図から，いずれのポストヒーティング出力の条件においても，ポ

ストヒーティングの照射時間の増加に伴いクラック評価点数が減少しており，クラックが

抑制されていることがわかる．  

連続発振 LD の出力 PLD=10W の場合では，ポストヒーティング時間 τpost=10ms まで大き

なクラックが確認され，15ms 以上のポストヒーティング時間ではクラックの生成が抑制さ

れていた．連続発振 LD の出力 PLD=20W の場合は，10ms までクラックが確認できたが，

15ms のポストヒーティング時間ではほぼ観察されなかった．また，連続発振 LD の出力

PLD=30，40W の場合では，8ms 以上のポストヒーティング時間の段階よりクラックの生成

が大きく抑制されており，15ms のポストヒーティング時間では良好な加工結果が得られた．

これらは，連続発振 LD によってレーザ光照射部の急激な冷却が抑制されたためと考えら

れる 20)21)．  

図 2-23 は，前図において各出力のポストヒーティング照射時間ごとのクラック評価点

数を平均化したものである．図から照射出力の増加にともなって，クラック評価指数が低

下，すなわちクラックの発生が抑制されていることが明らかとなった． 

以上のように，連続発振 LD によるポストヒーティングを行うことでクラックの生成お

よび成長を抑制することが可能で，連続発振 LD の出力が大きいほど，また照射時間が長

いほど，その効果が顕著になる傾向が確認された．したがって，連続発振 LD の重畳によ

るポストヒーティングは，溶接品質の向上に極めて効果的であると言える．  
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Fig. 2-22 Index of crack for various power of continuous LD 

 

 

Fig. 2-23 Average index of crack for various power of continuous LD 
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2.4.5 溶接過程の高速度観察 

前節までの実験により，連続発振 LD の重畳により加工効率や加工品質に大きな変化が

生じることが明らかになっており，このような変化は連続発振 LD の重畳によって生じる

予熱，徐冷の効果によってもたらされると推測している．しかし，加工中のどの段階でど

のような効果が現れるのか，具体的にはわかっていない．そこで，溶接加工が行われる過

程をより正確に把握するために，レーザ光を照射した際の加工点の挙動を高速度カメラに

よって詳細に観察した．図 2-24 に実験構成を示す．コリメーションレンズと集光レンズは

これまでと同様，各々焦点距離 80mm のレンズを用いた．コリメーションレンズと集光レ

ンズの間に，赤外光を透過し可視光を反射するダイクロイックミラーを設置し，これによ

り反射される加工点の像を焦点距離 250mm の結像レンズと拡大光学系を用いて高速度ビ

デオカメラ（島津製作所社製，Hyper Vision HPV-2）で撮影した．この構成により，照射さ

れるレーザ光と同軸上での観察が可能となっており，レーザの光学系とは別に独立した観

察用の光学系を用いて加工点を斜め方向から観察する方法に比べて，キーホール内部が見

やすく，その挙動が観察しやすい光学系となっている．ダイクロイックミラーと高速度カ

メラの間には，IR カットフィルタと波長 500～570nm を透過するダイクロイックフィルタ

を配置し，カメラに入射する光の波長範囲を制限することにより，加工にともない発生す

るプラズマの影響や色収差の少ないより鮮明な映像が得られるようになっている．また,

加工点におけるレーザ光の反射光をフォトディテクタにより検出し，トリガ入力信号とし

て用いることでレーザ光照射と高速度ビデオカメラの同期を行った．タイミングを微調整

するために，フォトディテクタの信号は一旦パルスジェネレータへ入力し，そこから出力

される信号を高速度ビデオカメラへ入力しトリガ出力信号とした．高速度撮影を行う場合，

通常の撮影に比べて 1 コマ当りの露光時間が大幅に減少するため，光量不足の暗い映像に

なりやすい．そこで，照明には出力 350W の高出力メタルハライドライトを使用し，照明

光を効率良く反射させるために加工試料を 10°傾けて設置した．  
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Fig. 2-24 Schematic diagram of experimental setup 

 

表 2-5に高速度観察における実験条件を示す．パルス Nd:YAGレーザの照射波形は図 2-17

で使用した山形のパルス波形を用い，ピーク出力を 2145W とした．連続発振 LD の出力を

10W から 40W まで変化させ，ポストヒーティングの照射時間を 10ms とした．  

図 2-25 は高速度ビデオカメラによって撮影した動画から一定時間ごとに画像を抜き出

して作成した，レーザ光照射中の加工点の連続写真である．Telp はパルス Nd:YAG レーザ

の照射開始からの経過時間を表している．ビームを照射すると照射スポットの中心部から

溶融が始まり，Telp=480μs の時点で中心部にキーホールの発生を確認できる．キーホール

はパルスの照射が終了する Telp=1200μs まで存在し続け，その間はキーホール周囲の溶融

池が激しく波打っていた．また，より大きく波打った場合は溶融池からアルミの液滴が離

脱し，スパッタとして周囲に飛散していく現象が発生していた．パルスレーザ光の照射終

了後は，溶接スポットの周囲から徐々に凝固が始まり最後に中心部が凝固，静定して一連

の加工現象が終了していた．  
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Table 2-5 Experimental conditions for high-speed observation in micro-welding of aluminum 

alloy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-25 Microphotographs of processed surface observed with high-speed video camera in 

micro-welding of aluminum alloy 

Peak power (YAG) 2145W 

Pulse duration 1.2ms 

Average power (LD) 0, 10, 20, 30, 40W 

Post-heating time 10ms 

Spot diameter 300µm 

Frame rate 63kfps 
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図 2-26 にパルス Nd:YAG レーザ光照射終了直後の試料表面の連続写真を示す．Tap はパ

ルス Nd:YAG レーザ光照射終了からの経過時間を示している．溶接スポットの周囲より表

面が凝固しており，時間経過とともに表面が静定する過程を示している．Tap=736µs 前後

において溶融部が完全に静定することが確認できた．以降では，このパルス Nd:YAG レー

ザ光照射終了後から静定までに要する時間を静定時間として評価した．  

図 2-27 に連続発振 LD の出力を変更して，同様に高速度カメラによって凝固の過程を観

察し，その映像から決定した静定時間を示す．なお，パルス Nd:YAG レーザ光のパルス照

射終了時をゼロとし，そこから溶融池の静定までに要した時間を表示している．図から，

重畳する連続発振 LD の出力が高いほど，溶融池が静定するまでの時間が長いことがわか

る．このことから，連続発振 LD を重畳することにより加工領域の温度変化を緩やかにす

る効果が得られることが高速度観察により確認できた．  
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Fig. 2-26 Surface appearances after Nd:YAG laser irradiation without continuous LD 
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Fig. 2-27 Change of static time for various powers of continuous LD 
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2.4.6 非定常熱伝導解析による溶接特性の検討 

2.4.6.1 三次元非定常熱伝導方程式 22)23) 

図 2-28 に示すように，物体内の任意の位置(x, y, z)に dx，dy，dz の長さの微小正六面体

を考える．位置(x, y, z)，時刻 t における温度を θ(x, y, z, t)とし，微小時間 dt の間に x 方向

の A 面より流入する熱量(dqx)in は，x 方向の熱伝導率をλx とすると，フーリエの法則を用

いて次式(2.1)のように表すことができる．  

( ) dxdydzdt
x

dq xinx 







∂
∂

−=
θλ  (2.1) 

また，B 面から流出する熱量(dqx)out は同様に次式(2.2)のように表される．  

( ) dydzdtdx
xxx

dq xxoutx 















∂
∂

∂
∂

+







∂
∂

−=
θλθλ  (2.2) 

したがって，x 方向の熱の出入りによって微小正六面体に蓄積される熱量は式(2.1)，(2.2)

より，次式(2.3)のように表すことができる．  

( ) ( ) dxdydzdt
xx

dqdq xoutxinx 







∂
∂

∂
∂

=−
θλ  (2.3) 

 

Fig. 2-28 Small regular hexahedron in object 

 

同様に y 方向，z 方向においても，熱の出入りにより微小正六面体に各々式(2.4)，(2.5)に

 - 48 - 



相当する熱量が蓄積される．  

( ) ( ) dxdydzdt
yy

dqdq youtyiny 







∂
∂

∂
∂

=−
θλ  (2.4) 

( ) ( ) dxdydzdt
zz

dqdq zoutzinz 







∂
∂

∂
∂

=−
θλ  (2.5) 

一方，単位時間，単位体積当たりに供給される熱量を Q とすると，時刻 dt 間に微小正

六面体で発生する総熱量は Qdxdydzdt である．したがって，時刻 dt 間に微小正六面体で蓄

積される熱量は x 方向，y 方向，z 方向で各々蓄積される熱量と，総発生熱量 Qdxdydzdt の

和であることから次式(2.6)のように表される．  

dxdydzdtQ
zzyyxx zyx 








+








∂
∂

∂
∂

+







∂
∂

∂
∂

++
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∂

∂
∂ θλθλθλ  (2.6) 

式 (2.6) dxdydzdtQ
zzyyxx zyx 








+








∂
∂

∂
∂

+







∂
∂

∂
∂

++







∂
∂

∂
∂ θλθλθλ で表される蓄積された熱量

により微小正六面体の温度は dθ だけ上昇する．物体の密度を ρ，比熱を c とすると，微小

正六面体を dθ だけ温度上昇させるために必要な熱量 ρcdθdxdydz と式(2.6)で表される熱量

は等しくなければならないことから，次式(2.7)が導かれる．  

Q
zzyyxxt

c zyx +







∂
∂

∂
∂

+







∂
∂

∂
∂

++







∂
∂

∂
∂

=
∂
∂ θλθλθλθρ  (2.7) 

式(2.7)は 3 次元直交座標における非定常熱伝導方程式である．ここで等方性材料を考える

と熱伝導率は方向によらず物体内において一定( λx = λy = λz = λ )であることから，式(2.7)は

式(2.8)のように簡略化される．これが等方性材料の 3 次元直交座標系における非定常熱伝

導方程式である．  

Q
zyxt

c +







∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂

2

2

2

2

2

2 θθθλθρ  (2.8) 

 

2.4.6.2 境界条件および初期条件 24)25) 

非定常熱伝導方程式を解く場合，境界条件と初期条件が必要となる．位置 r，時刻 t にお

ける温度を θ(r, t)で表すとき，初期条件は既知関数 Ψ(r)を用いて次式(2.9)として示される． 

( ) ( )ror ψθ =,  (2.9) 

 一方，熱放射を考慮しない場合，境界条件は物体の境界上で温度が規定される場合の式
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(2.10)と，物体の境界上にて式(2.11)で与えられる熱流束 q が規定される場合の 2 通りに大

別される．  

θθ =  (2.10) 

n
q

∂
∂

−=
θλ  (2.11) 

ここで n は外向き法線である．本論文では，式(2.11)の境界条件はさらに①熱流束，②熱伝

達の場合を取り扱っている．すなわち，  

① 境界上で熱流束 q0 が与えられる場合，境界条件は次式(2.12)とした．  

0qq =  (2.12) 

② 境界上で熱伝達がある場合，境界条件は次式(2.13)とした．  

( )dhq θθ −=  (2.13) 

ただし，θ は固体境界面の温度，θd は外部（流体）の温度，h は熱伝達係数である  

 

2.4.6.3 有限要素法 25)26) 

解析対象を有限な要素に分割し，要素内の温度分布を内挿関係マトリクス[N]と時刻 t に

おける要素の節点温度ベクトル{φ}を用いて次式(2.14)のように表す． 

( ) ( )[ ] ( ){ }tzyxNtzyx φθ ,,,,, =  (2.14) 

[N]を重み関数として式(2.8)にガラーキン法を適用すると次式(2.15)が得られる． 

[ ] 02

2

2

2

2

2

=








∂
∂

−+







∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

∫ dV
t

cQ
zyx

N
T

V e

θρθθθλ  (2.15) 

ここで上付文字式 T は転置を，Ve は要素領域を表す．  

上式(2.15)を部分積分した後，フーリエの法則を代入すると，次式(2.16)のような各要素の

非定常熱伝導解析に対する有限要素式が得られる．  

[ ]{ } [ ] { }f
t

ck =








∂
∂

+
φφ  (2.16) 

ただし，マトリクス[k]，[c]，ベクトル{f}は次の式(2.17) - (2.19)のように与えられる．  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] dV
z
N

z
N

y
N

y
N

x
N

x
Nk

TTT

V e∫ 








∂
∂

•
∂

∂
+

∂
∂

•
∂

∂
+

∂
∂

•
∂

∂
= λ  (2.17) 

[ ] [ ] [ ]dVNNcc T
V e∫= ρ  (2.18) 
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{ } [ ] [ ]∫ ∫−= dSNqdvNQf T
S

T
V ee  (2.19) 

また，式(2.12)で与えられる熱流束境界条件は次式(2.20)とした．  

[ ] [ ]∫∫ = dSNqdSNq T
S

T
S ee 0  (2.20) 

なお，断熱境界を考える場合はこの項を無視することができる．  

一方，式(2.13)で与えられる熱伝達境界条件は，時刻 t における要素の節点温度ベクトル

{φ}を用いて次式(2.21)のようにした．  

[ ] [ ] [ ] ( ){ } [ ]∫∫∫ −•= dSNhtdSNNhdSNq T
dS

T
S

T
S eee θφ  (2.21) 

 また，境界条件式(2.20)，(2.21)を用いると，式(2.17)で与えられるマトリクス[k]および

式(2.19)で与えられるベクトル{f}は以下のようになる．  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]∫∫ +








∂
∂

•
∂

∂
+

∂
∂

•
∂

∂
+

∂
∂

•
∂

∂
= dSNNhdV

z
N

z
N

y
N

y
N

x
N

x
Nk T

S

TTT

V ee λ  (2.22) 

{ } [ ] [ ] [ ]∫∫ ∫ +−= dSNhdSNqdvNQf T
dS

T
S

T
V eee θ0  (2.23) 

 以上のように式(2.16)，(2.18)，(2.22)，(2.23)によって要素の有限要素式を，境界条件も

含めたマトリクス式の形で表すことができる．また，解全体の有限要素式は次式(2.24)のよ

うである．  

[ ]{ } [ ] { }F
t

CK =








∂
Φ∂

+Φ  (2.24) 

ただし，全体の節点温度ベクトル{Φ}，熱伝導マトリクス[K]，熱容量マトリクス[C]，熱流

束ベクトル{F}は全要素について加算したものであるから，次の式(2.25) - (2.28)のように与

えられる．  

{ } ∑=Φ
e

φ  (2.25) 

[ ] [ ]∑=
e

kK  (2.26) 

[ ] [ ]∑=
e

cC  (2.27) 

 - 51 - 



{ } { }∑=
e

fF  (2.28) 

また，本解析では非定常熱伝導解析を行っているが，定常熱伝導解析では式(2.8)で時間

項を無視できるので次式(2.29)を取り扱えば良いこととなる．  

[ ]{ } { }FK =Φ  (2.29) 

 

2.4.6.4 連続発振 LD のアルミニウム合金に対する吸収率の温度依存性 

室温において，波長 808nm の連続発振 LD のアルミニウムに対する吸収率は約 15%であ

るが，他の材料と同様にその吸収率は対象物の温度に影響を受けると考えられる 6)．本研

究における溶接メカニズムを解析する上で，この特性を理解しシミュレーションに反映す

ることは非常に重要なことである．しかし，波長 808nm におけるアルミニウム合金の温度

依存性吸収率は不明な点が多く，解析に適用することのできるような具体的な数値は明ら

かにされていない．そこで，波長 808nm における連続発振 LD のアルミニウム合金に対す

る温度依存性吸収率を実験と非定常熱伝導解析の両面から比較，検討し，吸収率特性の解

明を試みた．  

図 2-29 に，アルミニウム合金に対する連続発振 LD の温度依存性吸収率を測定するため

に用いた実験装置を模式的に示す．レーザ発振器には最大 65W まで出力可能な波長 808nm

の連続発振 LD を用いた．連続発振 LD から発振されたレーザ光は，コア径 φ400µm，

N.A.=0.22 の SI 型光ファイバを用いて伝送している．そのため，加工点において集光径φ

300µm を得るため，加工ヘッドの光学系は，焦点距離 80mm のコリメーションレンズと焦

点距離 60mm の集光レンズを組み合わせて結像倍率を 0.75 倍に設定した 27)28)．また，リチ

ウムイオン二次電池のケースに多用されている A3000 番台のアルミニウム合金は，主に厚

さ 2mm 以上の板材で流通している．一方，軸対称型のモデルを用いることで効率的な熱

伝導解析を行うことができるため，試料形状はレーザ光の照射光軸を中心とする軸対称形

である丸棒であることが望ましい．そこで，本実験では A3003 に代わって，試料に高強度

材である A2000 番台の A2017（ジュラルミン）を用いた 13)14)．試料形状は，φ10mm×L100mm

の棒状とし，端面から 5mm，10mm，15mm の位置に直径φ1.0mm の穴を開け K 型熱電対

（㈱ニラコ製，アルメル・クロメル平行線熱電対）を差し込んで，試料内部の温度を測定

した 29)．また，連続発振 LD をアルミニウム合金に照射したときの試料表面温度を熱画像

装置（NEC 三栄㈱製，TH7102WX）にて測定した．表 2-6 に主な実験条件を示す．  
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Fig. 2-29 Schematic diagram of experimental setup for investigation of absorption to 

aluminum alloy 

 

Table 2-6 Experimental conditions for investigation of absorption to aluminum alloy 

Average power 50W 

Irradiation time 50s 

Spot diameter φ300µm 

Sampling interval of thermo viewer 33ms 

Sampling interval of recorder 10ms 

Room temperature 296K 

Specimen A2017 
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図 2-30 に出力 50W の連続発振 LD を 50 秒間照射したときの温度測定結果を示す．試料

表面温度は瞬時に約 400K まで上昇した後，約 500Kまで徐々に上昇することが確認された．

しかし，試料内部温度における温度上昇の傾きは表面温度と同様であるが，いずれの位置

においても大きな温度上昇は確認できず，測定した 3 箇所ともに約 300K から徐々に上昇

し，50 秒後まで一定の温度差を保ちながら約 370K 程度まで到達した．試料表面温度と内

部温度の振幅差は，表面温度測定には赤外線温度測定を用いており，背景雑音を受けやす

いことや，赤外線伝搬経路での吸収散乱がおこるといった要素が関連している．また，本

図における測定結果は中心部の一点を時系列で表示したもので，空間的な位置精度（温度

分布の不均一性）も影響し，熱画像測定結果の方が大きな振幅になったと考えられる． 

 

 

 
Fig. 2-30 Surface and inside temperature for 50s irradiation of continuous LD 
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次に，この測定結果をもとに非定常熱伝導解析を行うことで吸収率を算出した．汎用有

限要素法プログラム（ANSYS Rev.11.0）を用いて非定常熱伝導解析を行った．図 2-31 に

解析モデルを示す．解析モデルは 8 節点アイソパラメトリックを用い，z 方向はレーザ光

照射側 20mm を 100 等分し，残りの 80mm はレーザ光照射部が密になるように対数間隔で

20 分割した．また，θ方向は 32 等分しており，R 方向はレーザ光照射部である中心φ300μm

を 12 等分，その外側の 4850μm をレーザ光照射部が密になるように対数間隔で 12 分割し

た．この試料の表面φ300µm にレーザ光の吸収率を時間的に変化させて照射したときの試

料表面温度および試料内部温度について検討した．なお，レーザ光は試料表面で吸収され

ると仮定して，試料表面にトップハットのエネルギー分布で熱流束として入熱させた．ま

た，レーザ光照射部以外のモデル全表面は常温の空気との対流状態とした．表 2-7 に主な

解析条件，図 2-32 に本解析で用いた純アルミニウムの熱物性値を示す 13)．  

 

 

 

Fig. 2-31 Analysis model for investigation of absorption of aluminum alloy 

 - 55 - 



 

Table 2-7 FEM analysis conditions for investigation of absorption of aluminum alloy 

Average power 50W 

Irradiation time 50s 

Time step 0.2ms 

Spot diameter φ300µm 

Coefficient of heat transfer 10W/(m2･K) 

Room temperature 296K℃  

 

 

 

Fig. 2-32 Thermo physical properties of pure aluminum 13) 
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試料温度の解析結果を，実測値と合わせて図 2-33 に示す．(a)は図 2-30 に示した実測値，

(b)は波長 808nm の LD の吸収率に温度依存が無く 15%で変化しないとして解析した結果，

(c)は LD の吸収率を時間的に変化させたときの解析結果示す．室温における波長 808nm の

LD の吸収率は 15%であるが，その値が変化しないとして解析した(b)の結果では，実験で

得られた値に比べていずれの経過時間においても低い温度となっていた．解析結果は試料

温度の増加傾向が緩やかであることから，試料の温度を上昇させるために必要な熱量が不

足していることを意味している．したがって，波長 808nm の LD の吸収率は照射時間にと

もない増加していることが推測できる．(C)は，実測データと合致するように波長 808nm

の LD の吸収率を時間的に変化させたときの解析結果である．波長 808nm の LD の吸収率

を初期値 15%に設定した後，照射直後の吸収率を 30%とし，その後時間経過とともに 50

秒後に 38%となるように波長 808nm の LD の吸収率を変化させた．このように吸収率を時

間の経過とともに増加させたところ，試料表面および試料内部のいずれの経過時間におい

ても，解析結果は実験結果とほぼ等しい温度推移を示すことができた．  

この時間的に変化する吸収率の値を用いて非定常熱伝導解析を行うことで得られた，試

料温度による波長 808nm の LD の吸収率を図 2-34 に示す．この結果から，試料の温度上

昇にともなって波長 808nm の LD の吸収率も増大することが確認できた．500K 程度まで

は温度を実測することによって吸収率の算出が可能であるが，それを超える温度領域では

実測データが得られないため，測定結果から温度上昇にともなう吸収率の変化を外挿して

算出した．この結果，アルミニウム合金の溶融温度 933K における波長 808nm の LD の吸

収率は 54%となった 7)． 
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Fig. 2-33 Comparison of experimental and analytical results 
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Fig. 2-34 Extrapolated absorption rate of continuous LD to aluminum alloy at 808nm 

 

2.4.6.5 解析方法および解析モデル 

次に、非定常熱伝導解析を行い温度分布および主応力分布を検討した．本解析では 4 分

の 1 円柱モデルを使用し，境界条件として対称面に対称境界を設定した．また，試料が固

定された状態とするため，円周の外周部に寸法拘束を設けた．この試料の表面φ300µm に，

トップハットのエネルギー分布を有するパルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザをシングル

ショットした場合の温度変化を解析により求めた．パルス波形は図 2-17 に示した山型波形

を用いた．  

原口らは，本実験と同様の加工に対する数値解析において，試料表面にのみ熱源を与え

るモデルではキーホールの発生にともなってレーザ光照射面の形状が変化する現象を再現

できず，正確な解析結果を得るためにはレーザ光照射部にキーホールを模した熱源を与え

る必要があることを明らかにしている 30)．図 2-35 にキーホールを考慮した解析モデルを

示し，そのモデルを用いて得られたレーザ光照射中央断面における最高温度分布の解析結

果を，実際の加工結果および表面熱源のみを与えて解析した結果とともに図 2-36 に示す．

キーホール型モデルでは，パルス発振 Nd:YAG レーザの照射によって供給される熱源の形

状について，試料表面に作用する熱流束に加えビーム強度の高いレーザ光中心部において
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先端が半球状の円筒形の内部発熱を与えることにより試料内部からの熱の拡がりを考慮し

ている．また，純アルミニウムの融点は 933K であり，図 2-36 においてカラーバーで示し

た濃い青色と薄い青色の境界が溶融境界となっている．  

 

Fig. 2-35 Analysis model with internal heat generation30) 
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Fig. 2-36 Comparison of experimental weld pool geometry shape and numerical calculated 

temperature distribution with heat flux model and key-hole model 

 

図 2-36 から明らかなとおり，試料表面のみに熱源を与えた場合は溶融領域の形状が実際

の加工結果と大きく異なっているが，キーホールを模した熱源を与えた場合は溶融領域を

正確に算出することが可能となっており，このモデルが有効であることが確認できる．原

口らはこの解析結果に至る過程でパルス発振 Nd:YAG レーザおよび連続発振 LD の光吸収

率，キーホールを模した内部熱源の直径および深さについて条件を様々に変更した解析を

行っており，表 2-8 に示した解析条件を用いることにより，加工実験によって得られた結

果を最も正確に解析することができるとの結論に至っている 30)．  

パルス発振 Nd:YAG レーザの波形は，加工実験および数値解析とも図 2-37 に示す山型

の波形を用いている．一般的に，レーザ加工においてキーホールはレーザ光の平均パワー

密度が 1.0×106W/cm2 を超えた程度より発生すると報告されており，加工実験からも同様

の結果が得られている 15)16)．出力 30W の連続発振 LD を重畳した条件において 1 パルス中

の各ステップにおける平均パワー密度を算出すると表 2-9 に示した値となり，最もピーク

出力の高いステップ 2 の時間のみ平均パワー密度が 1.0×106W/cm2 を超える結果となった．

したがって，解析を行ったモデルでは図 2-37 に示したとおり，最もピーク出力の高いス

テップ 2 のみをキーホールモデルとし，それ以外は全て熱伝導型のモデルとしている．  
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Table 2-8 FEM analysis and processing conditions 

 Nd:YAG LD 

Peak power PYAG=2375W PLD=30W 

Pulse duration τ=1.2ms CW 

Absorption rate 
αYAG=15% (Heat flux) 

αYAG=30% (Key-hole) 
Temperature dependent 

Pre-heating time τpre=10ms 

Post-heating time τpost=0, 10ms 

Spot diameter φ300µm 

Room temperature 293K 

Key-hole size Diameter : φ150µm, Depth : 300µm 

 

 

Table 2-9 Mean power density at each step with PLD=30W 

 PYAG (W) Power density (W/cm2) 

Step1 (0-0.2ms) 1306 5.772×105 

Step2 (0.2m-0.4ms) 2375 1.031×106 

Step3 (0.4m-0.6ms) 2019 8.798×105 

Step4 (0.6m-0.8ms) 1544 6.782×105 

Step5 (0.8m-1.0ms) 1306 5.772×105 

Step6 (1.0m-1.2ms) 950 4.261×105 
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Fig. 2-37 Pulse waveform of laser beam for post-heating analysis 

 

以降の解析では図 2-35 のモデルを用い，キーホールを模した内部熱源の直径を Wk=φ

150µm，深さを Dk=300µm として解析を行った．その他の主な解析条件は表 2-8 に示した

ものを用い，試料の熱物性値は図 2-32 に示した純アルミニウムの値を用いた．また，図

2-38 に温度と応力の評価ラインを示す．パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザをシングル

ショットした後，連続発振 LD によるポストヒーティングの有無によって評価ライン上の

温度および主応力がどのように変化するか，解析により求めた．  

 

 
Fig. 2-38 Analysis model with internal heat generation 
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2.4.6.6 解析結果の検討 

図 2-39 にポストヒーティングの有無によるレーザ光照射部中央表面の温度履歴を示す．

ここでは，パルス Nd:YAG レーザ光照射開始を 0s としている．パルス Nd:YAG レーザ光照

射直後の冷却区間を比較すると，連続発振 LD によるポストヒーティングを行った場合で

は温度低下が抑制されており，試料表面はポストヒーティングを行わない場合に比べて

100K 程度高い温度に保持されている．このため，連続発振 LD によるポストヒーティング

を行った場合ではレーザ光照射部は急激に冷却されることなく，連続発振 LD 無しの場合

と比較して熱衝撃が低くなると推測される．これにより，図 2-22，23 に示したような，ポ

ストヒーティングの出力が高いほど，また照射時間が長いほど，クラックが抑制される傾

向が現れたと考えられる．  

 

 
Fig. 2-39 Surface temperature at spot center with and without post-heating 

 

図 2-40 に，パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザ光照射後の加工試料表面半径方向の温度

変化を示す．連続発振 LD によるポストヒーティングを加えることで，緩やかに表面温度

が低下し，特に中央付近では急激な温度低下が抑制され，約 4 倍程度長い徐冷時間になっ

ていることがわかる．さらに，図 2-41 に，パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザ光照射が終

了した直後の経過時間を詳細に示した場合の温度変化を示す．連続発振 LD によるポスト

ヒーティングが無い場合，パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザ光照射後 0.18ms で融点温度
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933K 程度となり，0.27ms において加工試料中心温度は 721K となっており，0.09ms の間

に 200K 以上温度が低下していることがわかった．アルミニウムの融点が 933K であること

を考慮すると，パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザ光照射直後において，加工試料表面温

度がその融点以上になっている時間は加工試料が溶融している状態である．パルス発振 LD

励起 Nd:YAG レーザ光照射後におけるその加工試料溶融状態の時間は，ポストヒーティン

グを行った場合が 0.27ms，ポストヒーティングを行わない場合が 0.18ms と，ポストヒー

ティングを行った方が約 1.5 倍長くなっていた． 
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Fig. 2-40 Temperature distributions of radius direction from 0 to 12ms time range with and 

without post-heating 

 

 

 
Fig. 2-41 Temperature distributions of radius direction from 0 to 0.3ms time range with and 

without post-heating 
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次に，試料の応力分布を検討するために構造解析を行った．加工試料の主な機械的物性

値は表 2-2 に示したように，ヤング率 70GPa，ポアソン比 0.33 とした．そして熱膨張係数

は，図 2-42 のように温度依存性を考慮した値を用い，試料温度が融点（933K）を超える

場合の吸収率は融点における吸収率の値で一定とした 30)．また，応力については，図 2-41

に示した試料の表面温度が融点以下となり溶融池が凝固したと考えられる時間を t’=0s と

定義し，それ以降の経過について検討を行った．  

 
Fig. 2-42 Coefficient of thermal expansion for aluminum alloy A3003 

 

図 2-43 に，図 2-40 の温度表示範囲を最大 500K とした場合の加工試料半径方向におけ

る温度の時間変化を示し，これと同じ時間範囲での加工試料半径方向における最大主応力

分布の時間変化を図 2-44 に示す．連続発振 LD によるポストヒーティングを行わない場合

（図 2-44(a)），レーザ光照射部境界である半径 150µm の位置において，スポット内周部に

75µm の幅に渡って引張応力場が作用しており，時間経過と共に徐々に強くなる傾向が見

られた．また，スポット中心付近の半径 10µm から 75µm の範囲において，パルス発振

Nd:YAG レーザ光の照射直後は圧縮応力場が生じているが，経過時間 4ms 付近以降は圧縮

から引張応力場へとその形態が変化している．すなわち，図 2-43(a)に示すように半径方向

にほとんど温度差を生ずることなく時間とともに温度が均等に低下してゆく場合，スポッ

ト中心部には引張応力が作用し，さらに半径 75µm～150µm においてもより大きな引張応

力が生じている．また，スポット外周部では凝固直後から一貫して圧縮応力が働き続けて

いる．これはパルス発振 Nd:YAG レーザ光照射時に温度の低い範囲が，温度の高いスポッ

ト領域の体積膨張によって圧縮を受けたためと考えられる．  
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Fig. 2-43 Temperature distributions of radius direction below 500K from 0 to 10ms with and 

without post-heating 

 

 

Fig. 2-44 Principal stress of radius direction from 0 to 10ms time range with and without 

post-heating 
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一方，連続発振 LD によるポストヒーティングを行った場合（図 2-44(b)），パルス発振

Nd:YAG レーザ光照射後，数百µs 程度の時間オーダではスポット全域で一様に非常に強い

圧縮応力場が生じており，このうち半径 50µm から 125µm の範囲は時間経過と共に引張応

力場に変化していく結果となった．これは，パルス発振 Nd:YAG レーザ光照射後の連続発

振 LD によるポストヒーティングによって，図 2-43(b)で示したように急激な温度低下が抑

えられ，試料表面が収縮することにより生ずる引張作用が抑制されたためであると考えら

れる．それにより，スポット中心では大きな圧縮応力場が生じている．これは，パルス発

振 Nd:YAG レーザ光照射終了後の冷却過程においても，スポット中央部が連続発振 LD に

よる入熱によって周囲に比べて高温に保持され，周囲よりも膨張した状態であったためと

考えられる．また，スポットの外周部においては連続発振 LD によるポストヒーティング

を加えることで圧縮応力場よりも引張応力場が支配的になっている．これは図 2-43(b)で示

したように，連続発振 LD によるポストヒーティングを行うことでスポット外周部まで温

度勾配が顕著に生じていたためと考えられる 31)．  

ここで，異物やブローホール等の微小な欠陥が加工試料に存在していると仮定すると，

その周囲に引張応力場が存在した場合，その微小な欠陥を起点としてクラックへと成長す

る危険性が高くなる．一方，欠陥が圧縮応力場内に存在する場合，欠陥を塞ぐように応力

が作用することから，クラックの成長を抑制すると考えられる．そのため，連続発振 LD

によるポストヒーティングを加えることで，急激な冷却を抑え，冷却過程においてもスポッ

ト中央部が周囲よりも高温に保持されることから圧縮応力場となり，クラックの成長を抑

制する効果があると考えられる．  

ポストヒーティングの連続発振 LD を停止した場合の加工試料表面半径方向の温度変化

を図 2-45 に，加工試料半径方向における最大主応力の分布を図 2-46 に示す．ここでは，

連続発振 LD の照射停止時を 0s として表記している．ポストヒーティングの連続発振 LD

が停止して入熱が無くなると試料表面温度は急激に低下していることがわかる．応力場は

入熱が無くなることで，圧縮→引張，引張→圧縮と急激に変化する傾向がある．連続発振

LD によるポストヒーティングを行ったとしても，完全にクラック発生を抑制できるわけ

ではない．したがって，連続発振 LD の照射を停止した場合に生ずるこのような応力場の

変化もクラックが発生する諸要因の一つであると推測されることから，クラック抑制の効

果を向上させるためには連続発振 LD の変調による更なる温度場の制御が必要と考えられ

る 20)．  
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Fig. 2-45 Temperature distributions in radius direction before and after stopping continuous 

LD with post-heating 

 

 

Fig. 2-46 Principal stress of radius direction before and after stopping continuous LD with 

post-heating 
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2.5 キーホール発現特性 

2.5.1 熱伝導型溶接とキーホール型溶接 32) 

レーザ溶接において溶接部の形態は，その形成過程から熱伝導型とキーホール型の 2 つ

に大別することができる．ここで，改めて両者の違いについて述べる．熱伝導型溶接およ

びキーホール型溶接の特徴をまとめた概念図を図 2-47 に示す．  

 

・熱伝導型溶接（図 2-47(a)）  

比較的エネルギー密度の低いレーザ光が試料に照射された場合，試料表面で吸収された

レーザ光は熱エネルギーに変換され熱伝導によって試料内部へ伝導される．これにより試

料表面のレーザ光照射部から温度上昇が生じ，深さの浅いお椀型の溶融痕が形成される．

熱伝導型溶接の特徴として，溶接過程が安定しており欠陥が発生しにくく，レーザ光照射

部の温度が低いために熱影響が少ないという利点が挙げられる．一方，熱エネルギーの吸

収が試料表面のみで行われ，熱伝導によって試料内部に伝導されることから深い溶込みを

得ることが難しく，またレーザ光の反射損失が大きいという課題がある．  

 

・キーホール型溶接（図 2-47(b)）  

エネルギー密度の高いレーザ光が照射された場合，レーザ光照射により照射部の温度が

急激に上昇して沸点を超え金属蒸気が激しく放出される．この金属蒸気の蒸気圧により溶

融池が押し広げられ，溶融池の中心に凹型の空洞（キーホール）が発生する．キーホール

の内部へ照射されたレーザ光は一部がキーホールの内壁で吸収されるが，このとき吸収さ

れなかった反射成分はキーホールの内壁で反射されることでキーホールの中心部へと導光

され，再度キーホールの内壁へ照射される．このような現象がキーホール内で繰り返し発

生することにより，レーザ光を効率良く吸収することができる．さらに，キーホールが発

生することによって試料内部に直接レーザ光が照射される形になることから，ビード幅（ナ

ゲット径）が大きく，深さの大きい溶込みを得ることが可能となる．一方，キーホールは

金属の沸騰で生じる圧力によって発生することから現象が不安定になりやすく，これに依

存する加工現象も不安定になりやすい．また，2.4.5 節で明らかにしたように，キーホール

の波打ち現象により発生するスパッタの飛散や，溶融池の温度が高温になることによる

レーザ光照射部周囲への熱影響，あるいはクラックの発生などの溶接欠陥が生じやすいと

いう課題がある．  
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実際の加工事例として，図 2-48 にアルミニウム合金に対してシングルショットの連続

発振 LD 重畳パルス Nd:YAG レーザ光を照射して得られた熱伝導型およびキーホール型の

溶接スポットを示す．図から明らかなように，両者の形状は大きく異なっており，キーホー

ル型溶接では深い溶込みが得られているものの溶融領域中央部にクラックや窪みが発生し

ていることがわかる．また，図 2-14 に示したアルミニウム合金製電池缶の溶接結果から，

熱伝導溶接である①は表面に艶があり非常に安定した溶接ビードが得られているが，溶込

みは浅く接合強度も低いと推測される．一方，キーホール溶接である②，③はビード表面

に艶が無く連続した波紋状のシワが形成されているが，缶と蓋の境界を中心に深い溶込み

が得られており接合強度は高いと考えられる．このように，強度の高い溶接を行うために

は溶込みの深いキーホール型溶接が適しているが，一方で溶接欠陥は可能な限り減らすこ

とが望まれる．この相反する要求を満足するために，欠陥の原因となり得る過度な入熱を

抑えキーホールが発生する下限付近のエネルギー密度によって加工を行うことが必要と考

えられるが，熱伝導型とキーホール型の溶接特性は大きく異なっているため条件のわずか

な違いで加工結果が大きく変化してしまう危険性を含んでいる．これを防止し，溶接欠陥

の少ない安定したキーホール型溶接を行うためにはキーホールが発生する境界付近での加

工現象を理解することが不可欠と考えられる．以上のような観点から，連続発振 LD 重畳

パルス発振 Nd:YAG レーザを用いたアルミニウム合金の微細溶接におけるキーホール発生

境界条件について評価，検討を行った．  

 

Fig. 2-47 Schematic illustrations of heat conduction type and key-hole type welding 
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Fig. 2-48 Examples of key-hole and heat conduction type weldings 

 

 - 73 - 



2.5.2 実験方法 

これまでと同様に，レーザ発振器は LD 重畳ハイブリッド Nd:YAG レーザシステムを使

用し，コア径φ300µm の SI 型光ファイバにより伝送された 2 波長重畳レーザ光を加工ヘッ

ドの光学系を通して試料へ集光した．加工試料としてアルミニウム合金 A3003 を用い，試

料形状は W10mm×D20mm×t0.5mm の板材とした．加工実験はステージを走査させること

によりマルチショットのシーム溶接を行った．パルス Nd:YAG レーザの総照射ショット数

は 90 ショットとしたが，レーザ光照射開始直後は試料の表面状態や温度などによってレー

ザ光エネルギーの吸収が不安定になる可能性が考えられることから，この範囲は評価対象

とせず，安定した加工結果が得られると考えられる 81 から 90 ショット目までの 10 個の照

射スポットの状態を評価した．  

加工後の溶接部は，表面と断面を走査型電子顕微鏡で観察することによりビード幅や溶

込み深さの測定，表面状態やクラックの発生状態などの外観評価を行った．溶接断面は，

溶接ビードを加工方向と垂直に切断し，切断面を耐水研磨紙#400 で粗削りし，更に#2000

で仕上げ研磨した後，濃度 5%の希釈塩酸にてエッチングを行うことにより観察を行った．  

図 2-49 に，本実験で用いたパルス発振 Nd:YAG レーザおよび連続発振 LD の照射波形を

示す．パルス発振 Nd:YAG レーザは，レーザ発振の立ち上がりや予熱，徐冷の効果を考慮

した山型のパルス波形を用い，パルス幅τ=1.2ms，ピーク出力 PYAG=2400W，パルスエネル

ギーEYAG=1.92J/pulse とした．この波形の出力を 100%とし，波形倍率やパルス休止時間τc

を変更して試料に照射した．ただし，以降のパルス波形の表現については，波形倍率では

なく最大ピーク出力 PYAG を用いて表記しており，その最大ピーク出力の比率で相似したパ

ルス波形を用いている．連続発振 LD はパルス発振 Nd:YAG レーザと同時に照射を開始し，

加工終了まで一定の出力で照射し続けた．連続発振 LD の出力 PLD は，単位面積当たりの

照射出力が一定になるように，加工ステージの走査速度に応じて設定した．  
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Fig. 2-49 Irradiation waveform of laser beam for evaluation of heat conduction and key-hole 

type welding 
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2.5.3 ピーク出力によるキーホール発生境界の検討 

熱伝導型およびキーホール型溶接の境界となる条件を実験的に検討した．まず，連続発振 LD

を重畳しない状態でパルス Nd:YAG レーザの波形倍率を変化させて加工を行い，熱伝導型と

キーホール型の境界となるピーク出力を確認した． 

図 2-50 に，ピーク出力を変化させて 90 ショットの加工を行った際の，81～90 ショット目の

ビード表面写真を示す．ピーク出力は PYAG=1692，1813，1895，2030，2121，2240W の 6 水準

とし，パルス幅はτp=1.2ms，パルス繰返し数は Rp=120Hz，パルス休止時間はτc=7.1ms，加工速

度は v=20mm/s と一定にした．図より，ピーク出力 1692，1813 W においては全ての照射痕が図

2-48(a)に示したようにレーザパルス 1 ショット当りの溶融領域が小さく，試料表面における材

料変動の少ない形状となっており，熱伝導型溶接であることがわかる．一方，ピーク出力 1895，

2030，2121，2240W の条件では図 2-48(b)に示したように 1 ショットのレーザ光照射による溶融

領域が大きく，キーホールの発生にともなう材料流動が顕著な状態であり，10 ショットすべて

がキーホール型の照射痕となっていた．これらのことから，集光径 φ300µm の場合，熱伝導型

溶接とキーホール型溶接の境界となる Nd:YAG レーザ光のピーク出力は 1813W から 1895W の

間，すなわちピーク出力密度 2.56×106W/cm2 から 2.68×106W/cm2 の間であることが明らかとなっ

た． 

 

Fig. 2-50 Weld beads for various peak powers under constant overlap rate and pulse interval 

time conditions from 81st to 90th shot 
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2.5.4 パルス休止時間および連続発振 LD 出力がキーホール発生に及ぼす影響 

次に，図 2-50 で明らかとなったパルス Nd:YAG レーザのピーク出力の境界条件に対し，パル

ス休止時間を変化させた加工を行い，キーホール型溶接となる照射条件を詳細に検討した．さ

らに，連続発振 LD を重畳し，その出力を変化させることで連続発振 LD がキーホールの発現に

与える影響を観察した． 

表 2-10 にパルス Nd:YAG レーザおよび連続発振 LD の照射条件を示す．ステージ送り速度お

よびパルス繰り返し数を変更することにより，どの条件においてもパルス Nd:YAG レーザの

オーバーラップ率ηが一定となるようにし，パルス休止時間τc を 4.0, 4.4, 5.0, 5.7, 7.1ms と変化さ

せた．パルスオーバーラップ率ηは図 2-51 に示す様に照射ビームの有効直径に対するビームの

重なり幅であり，式(2.30)で定義される． 

 

 

Fig. 2-51 Schematic diagram of pulsed laser overlapping of pulsed laser spot 

 

ここで， D は有効直径，Rp はパルス繰り返し数，v はステージ送り速度である．なお，有効

直径 D は加工点におけるレーザスポット直径φ300µm を用いた． 
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パルス Nd:YAG レーザのピーク出力は，図 2-5 で得られた境界条件を基に 1782，1841W と設

定した．また，連続発振LDはステージ送り速度に応じて出力PLDを様々に変化させることによっ

て，加工点のエネルギー密度 ELD を 0, 1.6, 3.1, 4.7J/mm2 と設定した．エネルギー密度 ELD は，式

(3.31)に示すとおり単位面積当たり照射した連続発振 LD のエネルギー量と定義している． 

vD
PE LD

LD ×
=  (2.31) 
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Table 2-10 Experimental conditions of Nd:YAG laser and LD for investigation of boundary 

condition 

 

Feed rate 

Pulsed Nd:YAG laser conditions 

(Processing point) 

Continuous LD conditions 

(Processing point) 

Repetition rate Interval time Overlap rate Laser output Energy density 

v [mm/s] Rp [Hz] τc [ms] η [%] PLD [W] ELD [J/mm2] 

20 120 7.1 44.4 0.0 0 

24 144 5.7 44.4 0.0 0 

27 162 5.0 44.4 0.0 0 

30 180 4.4 44.4 0.0 0 

32 192 4.0 44.4 0.0 0 

20 120 7.1 44.4 9.4 1.6 

24 144 5.7 44.4 11.3 1.6 

27 162 5.0 44.4 12.7 1.6 

30 180 4.4 44.4 14.1 1.6 

32 192 4.0 44.4 15.0 1.6 

20 120 7.1 44.4 18.8 3.1 

24 144 5.7 44.4 22.5 3.1 

27 162 5.0 44.4 25.3 3.1 

30 180 4.4 44.4 28.1 3.1 

32 192 4.0 44.4 30.0 3.1 

20 120 7.1 44.4 28.1 4.7 

24 144 5.7 44.4 33.8 4.7 

27 162 5.0 44.4 38.0 4.7 

30 180 4.4 44.4 42.2 4.7 

32 192 4.0 44.4 45.0 4.7 
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図 5-52～55 にそれぞれ連続発振 LD のエネルギー密度 ELD を 0, 1.6, 3.1, 4.7J/mm2 として，パ

ルス休止時間を変化させた時の 81 から 90 ショット目のビード表面の電子顕微鏡写真を示す．

パルス発振 Nd:YAG レーザの照射条件がキーホールの発生する境界付近であることから，いく

つかの条件においては熱伝導型の照射痕とキーホール型の照射痕が混在していることがわかる．

このため，81 から 90 ショット目までの 10 ショットの照射痕のうちキーホール型溶接となって

いる照射痕の数を判断基準とし，8 スポット以上にキーホール型の加工痕が見られた場合はキー

ホール型溶接，それよりも少ない場合は熱伝導型溶接と判断した．なお，Nd:YAG レーザのピー

ク出力 PYAG＝1841W におけるパルス休止時間 4.0ms の条件については，装置の出力制限上，照

射実験を行っていない．
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Fig. 2-52 Weld beads for various interval times without continuous LD at constant overlap 

rate 44.4% 
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Fig. 2-53 Weld beads for various interval times with continuous LD of 1.6J/mm2 at constant 

overlap rate 44.4% 
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Fig. 2-54 Weld beads for various interval times with continuous LD of 3.1J/mm2 at constant 

overlap rate 44.4% 
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Fig. 2-55 Weld beads for various interval times with continuous LD of 4.7J/mm2 at constant 

overlap rate 44.4% 
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図 5-52～55 で得られた結果からキーホール型溶接の発現状況をまとめた結果を図2-56に示

す．図 2-56(a)はパルス Nd:YAG レーザのピーク出力 PYAG=1782W，図 2-56 (b)は PYAG=1841W の

場合である．図中，キーホール型溶接となった条件は○印，熱伝導型溶接となった条件は×印で

示している．図から明らかなように，いずれのピーク出力条件においても図の左上側，すなわ

ち連続発振 LD の単位長さ当りの出力が大きく，かつパルス休止時間が短い場合にキーホール

型溶接が現れている．パルス Nd:YAG レーザの単位長さ当りのショット数は同一になるように

加工条件を設定しているため，パルス休止時間の長短によって単位長さ当りに照射されるエネ

ルギー量は変化しない．パルス休止時間が短い場合はパルスの照射される時間間隔が短くなり，

前のパルスにより供給された熱が拡散，冷却される前に次のパルスが照射されるため，これが

キーホールの発現に影響を及ぼしたのではないかと考えられる．また，パルス Nd:YAG レーザ

のピーク出力 PYAG=1782W ではパルス休止時間が短く，かつ連続発振 LD の出力が高い条件で

のみキーホール型溶接となっている．連続発振 LD を重畳した場合，パルス Nd:YAG レーザ光

照射後の温度低下を抑制する効果が報告されている 33)．この効果により，前述のパルス休止時

間が短い場合と同様に，レーザ光照射部の試料温度が低下する前に次のレーザパルスが照射さ

れ，キーホールを発生しやすい状況が整っていたことが考えられる． 

図 2-57 は，連続発振 LD 重畳の効果を検討するために，パルス Nd:YAG レーザのピーク出力

PYAG=1782W，パルス休止時間τc=4.0ms の条件で，連続発振 LD を重畳しない場合と ELD＝

4.7J/mm2 で重畳した場合の溶接ビード表面および断面の電子顕微鏡写真を並べて比較したもの

である．図より，連続発振 LD を重畳しない場合は 80 ショットのレーザ光を照射した後でも熱

伝導型とキーホール型の加工痕が不規則に混在しており，加工状態が安定していない．これに

対し，連続発振 LD を重畳した場合は安定したキーホール型溶接が得られていることがわかる．

これは，パルス照射終了後も連続発振 LD を照射し続けることによって，試料温度の低下が抑

制されキーホールの発生しやすい高温状態を安定して維持することが可能になったためと考え

られ，キーホール型溶接が発生する境界付近の条件において特にその効果が顕著に現れたと考

えられる． 

以上の結果から，パルス休止時間と連続発振 LD 出力のいずれもがキーホールの発現に影響

を及ぼしており，連続発振 LD をパルス発振 Nd:YAG レーザに重畳する手法を用いることによっ

てレーザ光照射部の試料温度を高温に保持することでキーホールが安定して発生する状態を作

り出し，高品質でかつ溶込みの深い良好な溶接が可能になると考えらる． 
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Fig. 2-56 Appearance of heat conduction and key-hole welding at peak power of Nd:YAG 

laser 1782W and 1842W 
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Fig. 2-57 Weld bead and cross section at boundary conditions between heat conduction and 

key-hole welding at peak power of Nd:YAG laser 1782W 

 

2.5.5 非定常熱伝導解析による溶接特性の検討 

これまでに明らかにしたとおり，キーホールの発生には照射エネルギー量に加えてパルス休

止時間の影響も現れており，これらはレーザ光照射条件によって加工点の温度が変化したため

に生じたと考えられる．そこで，より詳細に現象を理解するために，非定常熱伝導解析を行う

ことによりレーザ光を照射した際の試料の温度変化を検討した． 

非定常熱伝導解析には，2.4.6 節と同様に汎用有限要素法プログラム（ANSYS Rev. 11.0）を用

いた．図 2-58 に解析モデルを，表 2-12 に主な解析条件を示す．解析モデルの形状は

W5mm×D25mm×t0.5mm とし，レーザ光走査軌跡の中心軸で対象として考えた 1/2 モデルを用い

た．レーザ光照射方向である Z 方向は厚さ 0.5mm を 10 分割した．レーザ光走査方向である Y

方向はレーザ光照射部である 0.2mm を 14 等分し，その外側 0.8mm，4.0mm を対数間隔でそれ

ぞれ 10，3 分割した．X 方向はレーザ光照射部である 15mm の区間を Y=0～0.2mm の間を 1280

等分，Y=0.2～0.8mm を 320 等分，Y=0.8～4.0mm を 80 等分し，その両外側 5.0mm をレーザ光
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照射部側が密になるように対数間隔で 10 分割した． 

また，2.4.6.4 節で述べたとおり，加工中にキーホールが発生した場合はそれにともなう熱源

の変化を考慮して，解析モデルにその変化を反映させて解析を行うことで正確な溶融領域の解

析が可能となった．そこで，キーホールの発生における熱源形状の変化を考慮する場合としな

い場合の両方を用いて熱伝導解析を行った．キーホールを考慮しない場合，図 2-58 (a)に示すよ

うにレーザ光による入熱としてモデル最表面へφ300µm の熱源を与えた．一方，キーホールの

発生を考慮した場合は，図 2-58 (b)に示すようにφ150µm，深さ 300µm の内部発熱体がキーホー

ルによって形成されると想定し 34)，これをモデル表面への熱流束と共に熱源として与えた．キー

ホールが発生する出力密度は 106W/cm2 程度と知られている 15)16)ことから，Nd:YAG レーザのパ

ルス波形の中でこの値を超える領域，すなわちパルス Nd:YAG レーザのピーク出力が投入され

る時間帯でのみ図 2-58 (b)の熱源モデルを用いた．パルス Nd:YAG レーザのピーク出力は加工実

験を行った 1782W と設定した．試料に対する Nd:YAG レーザの吸収率は，2.4.6 節と同様に試

料表面に与えるφ300µm の熱源では 12.5%，キーホールを想定したモデルでは 30%とした．連

続発振 LD の吸収率は図 2-34 に示す温度依存性を考慮した値を用いた 7)．レーザ光照射部以外

のモデル表面は，20℃の空気との対流熱伝達状態とした．試料の主な機械的物性値は表 2-2 に

記載した値を使用し，熱伝導率，密度，比熱については図 2-32 に示した温度依存性を考慮した

値を用いた 13)． 
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Fig. 2-58 Analysis model for investigation of boundary condition between heat conduction 

and key-hole type welding 
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図 2-59 に，連続発振 LD のエネルギー密度 4.7J/mm2 の条件において加工実験により得られた

ビード上面および断面の電子顕微鏡写真と，熱伝導解析により得られたレーザ光走査方向の

ビード中央断面における最高温度分布を示す．なお，純アルミニウムの融点は 933K であり，温

度分布図の中で基材部から色が変化している箇所は全て融点を超えている領域である．実験結

果と解析結果の溶込み深さを比較すると，キーホールの発生していないパルス休止時間τc=5.7

および 7.1ms の条件においては，どちらもほぼ同等の結果となっており，実現象を表している

良好な解析結果が得られていることが確認できる．一方，レーザ光照射実験においてキーホー

ル型溶接となっているτc=4.0ms の条件では，熱伝導解析により得られた溶融領域はレーザ光照

射実験の結果に対して著しく浅く，両者の結果は大きく異なっていることがわかる．これはレー

ザ光による入熱を試料表面からの熱流束のみとして解析したためと考えられ，試料の沸点を超

えキーホールが発生する条件となった場合はそれにともなう熱源の変化を考慮したモデルを用

いることが必要と考えられる．  

次に，図 2-59 で示した連続発振 LD のエネルギー密度 4.7J/mm2 の条件における溶接ビードの

走査中心線上の温度履歴を検証した．図 2-60 に温度履歴を検証した評価線を示す．この評価線

上の最高温度履歴をプロットしたものを図 2-61 に示す．図中，81 ショット目に照射されたレー

ザ光の中心を X=0mm とし，レーザ光照射方向に正の値をプロットしている．図 2-61 より，連

続発振 LD の出力密度 4.7J/mm2 の条件において，パルス休止時間τc=5.7ms および 7.1ms では最

高温度がアルミニウムの沸点である 2762K を下回っていることがわかる．このため，加工現象

は試料の溶融を中心とする熱伝導型溶接になっていると考えられる．一方，τc=4.0ms の場合は

最高到達温度が試料の沸点を約 150K 上回っていることから，レーザ光照射スポット中心部では

試料の蒸発をともなう加工現象となっており，キーホールが発生していると考えられる．これ

らの結果は，図 2-59 で示した実際の加工結果とよく一致しており，本研究で用いたモデルによ

りレーザ光照射点の温度状態を議論できると考えられる．すなわち，図 2-59 に示したパルス休

止時間τc=4.0ms の加工結果は試料の沸点をわずかに超えてキーホール型溶接となった状態であ

り，過度な入熱が少なく理想的な状態に近いキーホール型溶接痕であると言える． 
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Fig. 2-59 Welding results and temperature distribution of welded bead for various interval 

times with continuous LD of 4.7 J/mm2 

 

 

 

Fig. 2-60 Evaluation line of maximum temperature for investigation of boundary condition 

between heat conduction and key-hole welding 
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Fig. 2-61 Maximum temperature history on evaluation line for various interval times with 

4.7J/mm2 of continuous LD 

 

以上の結果から，試料表面に平面的な熱流束を与えるモデルにより最高温度分布を評価し，

これが試料の沸点を超えるか否かによってキーホール溶接となる境界条件を判断することが可

能と考えられる．また，熱伝導型溶接については同モデルによって実験結果と整合性のある溶

込み形状の解析結果を得ることができるが，キーホール型溶接となった場合は，実験結果と著

しく異なることが判明した．これは，キーホールの発生によりレーザ光から試料へ供給される

熱の状態が変化したためと考えられる．このため，図 2-59 において実験結果と溶込み形状が一

致しなかったキーホール型溶接について，キーホールの発生による熱源の変化を考慮したモデ

ル（図 2-58 (b)）を用いて熱伝導解析を行った． 

熱伝導解析結果を，加工実験により得られたビード上面および断面の走査電子顕微鏡写真とと

もに図 2-62 に示す．図より，溶込み深さおよび形状が実験結果とほぼ一致していることがわか

る．このことから，キーホール型溶接となった場合は，キーホールの発生により変化した入熱

状態を内部発熱体として与えることによって，溶込み形状についてある程度正確に解析するこ
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とが可能になると考えられる． 

キーホールを考慮したシミュレーションモデルの場合，図 2-62 に示した通りレーザ光照射部

の最高温度が大幅に上昇し約 4500K まで到達しており，キーホールの有無によって温度状態が

急激に変化していることがわかる．図 2-59 に示したパルス休止時間τc=4.0ms の条件は，レーザ

光照射条件としてはキーホールの発生する下限に近い理想的な状態となっている．しかし，加

工痕中央部にクラックが発生しており，その原因はキーホールの発生による加工部の急激な温

度変化であると考えられる．このため，キーホールが発生した状態を維持しながら一方で最高

温度を抑制することによって，クラックを始めとする欠陥のない溶接が実現できることから，

このような溶接状態となるレーザ光照射条件を実験およびシミュレーションにて検討すること

が今後の課題と考えられる． 

 

 

Fig. 2-62 Analysis result of temperature distribution of welded bead by using key-hole type 

model 
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2.6 結 言 

本章では，連続発振 LD 重畳ハイブリッドパルス Nd:YAG レーザシステムの開発を行い，

その基本特性やアルミニウム合金のビードオンプレート溶接における加工特性の評価を行

い，連続発振 LD を重畳する効果について検討した．さらに，精密微細溶接において重要

となるキーホールの発現境界に関して実験および解析の双方から議論を行った．本章で得

られた主な結論は，以下のとおりである．  

（１） 連続発振 LD によるポストヒーティングを行うことで，パルス発振 Nd:YAG レーザ

のみを照射した場合に比べ試料表面温度を約 200K 上昇させることができ，冷却過

程における温度低下を緩やかにしてレーザ光照射部の凝固時間を延ばす効果が得

られる．  

（２） 重畳する連続発振 LD の出力が高いほど，溶融部が凝固するまでの時間を延ばす効

果があり，これにより凝固過程が緩やかになるためクラックの発生が抑制される． 

（３） ポストヒーティングによりレーザ光照射部を周囲と比較して高い温度に保ちなが

ら緩やかに冷却すると，スポット中央部を圧縮応力場に保つことが可能であり，欠

陥が存在する場合であってもその成長を抑制する効果が期待できる．  

（４） パルス Nd:YAG レーザに連続発振 LD を重畳することによって，キーホールを安定

して得ることが可能となる。  

（５） キーホールはパルス休止時間が短いほど，また重畳する連続発振 LD 出力が高いほ

ど発生しやすくなる．  

（６） キーホールが形成される温度境界は試料表面温度が沸点を超えるか否かで判断す

ることができ，沸点を超えた場合は解析モデルにキーホールを模した内部熱源を与

えることにより，溶込み形状を比較的正確に推定することが可能である．  

（７） 連続発振 LD をパルス発振 Nd:YAG レーザに重畳する手法を用いることにより，熱

伝導型とキーホール型の境界領域のレーザ光照射条件において，レーザ光エネル

ギーの吸収状態を安定させることができ，スパッタの飛散が少なく表面状態が良好

で，深い溶込みの溶接が可能になる．  
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第 3 章  パルスグリーン Nd:YAG レーザシステムによる純銅の溶接特性 

 

3.1 緒 言 

銅は，導電率が高いという特徴から電気・電子産業で配線材料として多用されている．

通常，微細な銅配線の接合にはハンダが多用されているが，近年では環境保護の観点から

欧州を中心に有鉛ハンダの使用を制限する RoHS 指令 1)や REACH 規則 2)などの環境規制が

施行されている．これらの規制に対応するために，鉛を含まない無鉛ハンダが開発され使

用されているが，従来のハンダに比べて高価で施工の難易度も高いことからコストの上昇

を招いている．このような背景から，現在では銅の微細配線同士を直接接合する溶接技術

の開発が求められている．  

銅を直接接合する方法としてアーク溶接を用いた場合，銅は鉄の約 6 倍，ステンレス鋼

の約 24 倍と非常に高い熱伝導率であることから，素材温度を溶融に至るまで上昇させるこ

とが困難である．良好な加工結果を得るためには例えばあらかじめ 500℃程度まで素材温

度を加熱しておく等の特殊な手法を用いる必要があり，電子部品の接合に用いることは困

難である 3)．これに対して，レーザ溶接であれば短時間のうちに非常に狭い範囲にエネル

ギーを集中できることから瞬時に素材の温度を融点まで上昇させることが可能であり，銅

配線の微細溶接に適した加工法であると言える．しかし，銅は熱伝導率が高い上に波長

1,000nm 付近の光吸収率が低いことから，レーザ溶接で多用される波長 1064nm の Nd:YAG

レーザによって効率的かつ安定的な溶接を行うことは難しい 4)．銅の光吸収率は波長が短

いほど高く，波長 600nm 以下で急激に上昇するという特徴を持っている．この特性を利用

し，高効率の銅溶接を行うために，パルス発振 Nd:YAG レーザを波長変換した波長 532nm

（緑色）のパルスグリーン Nd:YAG レーザを開発した．Nd:YAG レーザの基本波を第二高

調波へ効率的に変換するためには，基本波のビーム品質が重要となる．このため，ビーム

品質の高いレーザ光の得られるパルス基本波光源として，第 2 章で開発したパルス LD 励

起 Nd:YAG レーザを使用し，さらに共振器構成を工夫することにより発振効率の高いパル

スグリーン Nd:YAG レーザの開発に成功した．このパルスグリーン Nd:YAG レーザについ

て，基本的な発振特性の測定を行い，さらに銅の微細溶接への適用について基本波との比

較を交えて評価を行った．  
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3.2 パルスグリーン Nd:YAG レーザシステムの開発 

3.2.1 非線形作用による波長変換 5)6) 

光が光学媒質（誘電体）に入射すると分極 P が誘起されるが，レーザ光のように高強度

の光が入射された場合，物質は非線形応答し，入射電解を E とするとその分極 P は式(3.1)

のように電界のべき乗により表される．  

⋅⋅⋅+++= EEEEEEP )3()2()1( χχχ  (3.1) 

第 1 項は線形分極を表しており，第 2 項より高次の項が非線形分極に対応する． χ(2)，χ(3)

はそれぞれ 2 次，3 次の非線形感受率と呼ばれ，3 階，4 階のテンソル量であり，物質によっ

て異なる値である．2 次の非線形感受率を有する誘電体結晶に波長λ1，λ2，すなわち角周

波数ω1，ω2 の 2 つの光が入射すると，式(3.2)で表される角周波数ω3（＝ω1±ω2）の非線形

分極 P(ω3)が誘起される． 

( ) ( ) ( )21
)2(

3 ωωχω EEP =  (3.2) 

ここで，ω1＝ω2 とするとω3＝2ω1 となり，角周波数が入射光の 2 倍，すなわち波長が 1/2

となる第二高調波が発生する．  

式(3.2)においてω1＝ω2 とし，媒質中の電磁波の伝搬を表す Maxwell-Ampere の式に代入

することにより入射光（基本波）と第二高調波が相互に結合した状態における結晶中の伝

搬を記述することができる．基本波と第二高調波の電界をそれぞれ E1，E2 とし，吸収損を

無視すると，光軸を z 方向として第二高調波の伝搬にともなう変化は，式(3.3)のように表

すことができる．  

( ){ } ( )

12

2
11

2

2

exp

kkΔk

kzΔjzEdj
dz

dE

−=

−=
ε
µω  (3.3) 

ここで，ω1 は基本波の角周波数，µは透磁率，εは誘電率，k1，k2 はそれぞれ基本波，第二

高調波の波数，d は非線形光学定数を表す． 

式(3.3)を誘電体結晶の長さ L に渡って積分することにより，式(3.4)に示す第二高調波の

出力 P2ωが得られる．  

( ) 22
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222
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2/3

2 2
2sin2

0
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ΔkL
ΔkL

A
P

n
LdP ω

ω
ω

ε
µ  (3.4) 

ここで，ε0 は真空中の誘電率，n は媒質の屈折率，Pωは基本波の入射出力，A は入射光の

断面積を表す．この式より，第二高調波の出力 P2ωは基本波の入射出力 Pωの二乗に比例し，
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入射光の断面積に反比例することがわかる．また，非線形定数 d の二乗に比例しているこ

とから，大きな非線形定数をもつ波長変換結晶を選択することが重要となる．さらに，式

(3.2)中で｛sin(∆kL/2)/(∆kL/2))は sinc 関数と呼ばれる関数で，∆k=0 の時に最大値１となり，

∆kL=2πの時に干渉効果により 0 となる関数である．したがって，基本波から第二高調波へ

の高い変換効率を得るためには∆k=0 とすることが必要不可欠であり，これを位相整合条件

と呼ぶ．第二高調波の位相整合条件は，式(3.3)の下段の式を用いて，式(3.5)のように表す

ことができる．  

022 1
12

12

2

=−=−= ωω
c
n

c
nkkΔk  (3.5) 

ここで，c は光速，n1,n2 はそれぞれ基本波，第二高調波に対する誘電体結晶の屈折率を表

す．さらに，ω2＝2ω1 であることから，第二高調波の位相整合条件は，式(3.6)となる．  

21 nn =  (3.6) 

すなわち，基本波と第二高調波の屈折率が同一となる場合に最大の波長変換効率が得られ

る．通常の誘電体結晶の屈折率には波長依存性があり基本波と第二高調波が同一の屈折率

となることはないが，異方性結晶と呼ばれる結晶では，同一方向の入射光に対しても偏光

方向によって屈折率が異なっており，このような特性は複屈折と称される．  

複屈折を示す光学結晶において，光学主軸  x，y，z の偏光方向に対する屈折率（主屈折

率 nx，ny，nz）のうち，3 つが異なる結晶を二軸性結晶，2 つが異なる場合を一軸性結晶と称

する．なお，慣習的に屈折率が nx＜ny＜nz となるように光学軸が取られる．構造の対称性

が比較的高い正方晶系や三方晶系の結晶は一軸性結晶となる．一軸性結晶の場合，特に入

射方位によって変化しない偏光成分を常光と呼び，その屈折率 nx＝ny を常屈折率 no と表記

する．一方，極座標表記の入射角θに依存して変化する偏光成分を異常光と呼び，その屈

折率 nz を異常屈折率 ne と表記する．  

一軸性結晶において，形式上屈折率 no＞ne の場合を負，逆を正の一軸性結晶と称する．

図 3-1 は，負の一軸性結晶の xz 断面において，2 つの直交する偏光方向の屈折率を原点か

らの距離で表示した屈折率面を示したものであり，k は波面伝搬方向を原点からとったベ

クトルを表している．k に垂直で紙面垂直方向に振動する偏光（常光）に対応する屈折率

（常屈折率）no は実線，紙面内方向に振動する異常光の屈折率 n(θ)は破線で表しており，

それぞれ球面と回転楕円面になっている．なお，θ＝90°の時に屈折率 n(θ)＝ne となる．図

3-1 は角周波数ωに対する屈折率面であり，より高周波（短波長）になると屈折率面全体が
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大きくなる．  

ここで，十分に大きな複屈折∆n＝no-ne を持つ非線形光学結晶について考えると，角周波

数ωとその第二高調波 2ωの屈折率面が図 3-2 のような関係になる場合がある．この図から，

角度θpm において，角周波数ωの常光と 2ωの異常光の屈折率が一致しており，式(3.6)の位

相整合条件を満足することがわかる．屈折率が等しいことから，この角度θpm に常光偏光

で角周波数ωの基本波を入射すると，結晶内で生じた異常光成分である角周波数 2ωの第二

高調波は 基本波と同一速度で媒質中を伝搬する．この結果，結晶中で発生する第二高調波

の位相はすべて揃い，増幅を続けながら伝搬することが可能となる． 

 

Fig. 3-1 X-z section of index surface in negative uniaxial crystal 

 

Fig. 3-2 Phase matching for second harmonic generation by using negative uniaxial crystal 
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3.2.2 パルスグリーン Nd:YAG レーザシステムの構成 

新たに開発したパルスグリーン Nd:YAG レーザ発振器の構成を図 3-3 に示し，その主な

仕様を表 3-1 に示す．基本波の光源には第 2 章にて述べた LD 励起パルス Nd:YAG レーザ

と同一のモジュールを使用した．これにより，既に長期間の動作試験により確認された LD

励起パルス Nd:YAG レーザと同等の光源寿命や信頼性を得ている．また，非線形光学結晶

（NLO：Nonlinear optics）を共振器内に配置する内部共振器型の構成とすることにより，

非線形光学結晶に入射する基本波出力 Pωを高め，式(3.4)に示した第二高調波の出力 P2ωが

効率良く得られるようになっている 7)．  

波長 1064nm のパルス発振 Nd:YAG レーザ光は，共振器内に配置した偏光ミラーによっ

て 2 本の直線偏光に分離される．具体的には，ランダム偏光である Nd:YAG レーザ光の中

で，水平方向の偏光成分は偏光ミラーを透過，垂直方向の偏光成分は反射されることによ

り，各々直線偏光をもつ 2 つの光に分離される．このうち波長変換に寄与しない水平方向

の偏光成分は共振器外へ除去され，垂直方向の直線偏光の光軸側のみで共振器を構成し増

幅されている．垂直方向の直線偏光を持ったレーザ光は，非線形光学結晶を通ることで波

長 532nm の第二高調波へ変換される．この際，式(3.4)で述べた入射光の断面積 A が小さく

なるように結晶の前後に配置した 1 対のレンズ群によって非線形光学結晶内部に集光する

ことにより，より高い変換効率が得られるような構成となっている．なお，波長 532nm の

光は可視光であり緑色に見えるため，以降は第二高調波のレーザ光をグリーンレーザ光と

称する．  

さらに高い変換効率を得るために，非線形光学結晶の配置を内部共振器型とするととも

に，以下のような効果を考えている．内部共振器型の結晶配置において非線形光学結晶を

通過する光路を考えた場合，パルス LD 励起モジュールから反射ミラーへ向かう光路と，

反射ミラーで反射されてパルス LD 励起モジュールへ向かう光路の 2 つが存在することが

わかる．この同一直線状で正反対の向きとなっている 2 つの光路のそれぞれで波長変換が

行われ，基本波から第二高調波が発生しているため，共振器内では向きの異なるグリーン

レーザ光が 2つ存在していることになり，高い出力を得るためにはこの 2つのグリーンレー

ザ光を合成する必要がある．グリーンレーザ光を合成する方法としては，共振器を構成す

る基本波を反射するミラーによってグリーンレーザ光も同時に反射し，共振器内でもう一

方のグリーンレーザ光と同一の向きにする方法と，向きの異なるグリーンレーザを各々共

振器外へ取出し，外部で合成する方法の 2 つが挙げられる．  

 - 101 - 



図 3-4 に，それぞれの方法でグリーンレーザ光を合成しピーク出力の測定を行った際の

構成図を示し，その測定結果を図 3-5 に示す．図 3-4(a)では 2 つの光路から出力されるグ

リーンレーザ光のそれぞれの出力を測定しており，図 3-4(b)は共振器内部での合成，図

3-4(c)は共振器外部での合成を表している．共振器外部で合成する場合は，片側の光路へ

1/2 波長板を入れて偏光を 90°回転させ，偏光スプリッタを用いて偏光合成している．図

3-5 に示すグリーンレーザ光出力の測定結果より，共振器内部で合成を行った場合に比べ

共振器外部で偏光合成した場合の方が約 9%高い合成効率が得られていることがわかる．

これは，共振器内部で光路を合成した場合，共振器ミラーで反射された方のグリーンレー

ザ光は多数の光学部品を透過して出力されることになるため，その透過損失の影響が現れ

たためと考えられる．このため，本研究で開発したパルスグリーン Nd:YAG レーザでは，

共振器外部で光路合成する方法を採用した．なお，2 つの光路から出力されるそれぞれの

グリーンレーザ光のピーク出力の合計は 1.529kW であることから，共振器外部で光路を合

成した場合の合成効率は 96.3%であった．  

このような構成により，表 3-1 に示したような最小コア径φ100μm の光ファイバへの導

光が可能な良好なビーム品質を実現した． 

 

 

Fig. 3-3 Schematic illustration of pulsed green Nd:YAG laser 
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Table 3-1 Specifications of pulsed green Nd:YAG laser 

Wavelength 532nm 

Max. peak power 1.5kW 

Pulse repetition rate 1-5Hz 

Max. pulse energy 2J/pulse 

Pulse duration 0.08 - 4.0 ms 

Duty factor 25% 

Power stability < 1% r.m.s. 

Min. fiber diameter φ100µm 

 

 

 
 

Fig. 3-4 Measurement setup of laser power for pulsed green Nd:YAG laser 
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Fig. 3-4 Measurement setup of laser power for pulsed green Nd:YAG laser 
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Fig. 3-5 Measurement results of green laser power output by various optical setups 
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3.2.3 パルスグリーン Nd:YAG レーザシステムの基本特性 

図 3-6 に，本研究で新たに開発したパルス発振グリーン Nd:YAG レーザの電気－光変換

効率を示す．電気－光変換効率は高電流，すなわち高出力になるほど向上しており，励起

電流 90A において 13％を超える高い変換効率が得られている．なお，この時の 1064nm か

ら 532nm への波長変換効率は約 55％であり，LD 励起方式による良好なビーム品質によっ

て Q スイッチ発振に比べて低いピーク出力であるノーマルパルス発振においても高い波長

変換効率を実現できた． 

図 3-7 は，印加電流に対するピーク出力特性を示している．この図より，ピーク出力は

電流値にほぼ比例しており，励起電流 90A において 1.5kW のピーク出力が達成されている．

2.2.1 節で述べたとおり，基本波の発振効率が高い LD を励起光源として使用したことによ

り，熱レンズ効果の発生が抑制されビーム品質が向上した結果，高い波長変換効率により

高ピーク出力が得られたと考えられる．ピーク出力が LD への印加電流に比例するという

特性を示していることから，パルス発振 Nd:YAG レーザの基本波と同様，LD に印加する

電流の制御のみで容易に発振パルス波形を制御することが可能と考えられる．  

図 3-8 にパルスグリーン Nd:YAG レーザの発振波形と LD に印加する電流波形を同時に

測定した結果を示す．測定はパルス発振 Nd:YAG レーザの基本波において行った同様の測

定方法で行い，図 2-9 に示した測定系を用いた．図から明らかなように，パルスグリーン

Nd:YAG レーザの発振波形は励起 LD に印加する電流値と相似の関係にあり，電流値の制

御によって発振波形を精密に制御することが可能である．  

図 3-9 に，パルスグリーン Nd:YAG レーザの短期ライフ試験結果を示す．ピーク出力

1.4kW，パルス幅 0.48ms の矩形波を周波数 5Hz で連続発振し，平均出力の推移と安定性の

測定を行った．試験は 17 日間実施し，実際の産業用途での使用を想定して夜間に約 10 時

間の停止時間を設けた．図 3-9 では試験開始時の出力を 100%として平均出力の変化を 1

日ごとに色を変えてプロットしている．この図から明らかなように，平均出力に大きな変

動は発生しておらず，動作時間が 200 時間を超えても低下することなく推移している．平

均出力の安定性は，試験期間全体を通した値，および一日間の値のいずれも 0.5%rms 未満

となっており，実用に十分耐え得る安定した平均出力特性が得られている．パルスグリー

ン Nd:YAG レーザの基本波として使用しているパルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザの寿命

は図 2-4 に示した通り 2 万時間以上あることが確認されていることから，これを波長変換

したパルスグリーン Nd:YAG レーザも同様に長寿命であることが期待できる．  
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Fig. 3-6 Electro-optical conversion efficiency to obtain green laser power 

 

 

Fig. 3-7 Relationship of peak power of pulsed green Nd:YAG laser and pumping current of 

LD 
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Fig. 3-8 Pulse waveform of pumping current and actual output power in pulsed green 

Nd:YAG laser system 

 

 

 

Fig. 3-9 Life test result of pulsed green Nd:YAG laser 

 - 108 - 



図 3-10 は，本実験で加工ヘッドより試料に照射されるレーザ光の強度分布を示したも

のである．パルス発振 LD 励起 Nd:YAG レーザの基本波において測定を行った際と同様に，

光ファイバにより加工ヘッドへ導光されたレーザ光の出力を加工ヘッド内に設置したプリ

ズムを用いて減衰させ，ビームプロファイラ（オフィール社製 Beamstar FX-50）へ照射し，

その焦点位置における強度分布とビーム径を測定した．集光点におけるビーム径の測定値

は 4σの値で評価するとφ100µm であり，使用した光ファイバのコア径がφ100µm である

ので，光ファイバのコア内で良好に伝送されていることがわかる．  

 

 

 
 

Fig. 3-10 Intensity distribution of green laser beam at focusing point 
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3.3 加工ヘッドおよび加工系 

図 3-11 に加工実験において使用した加工ヘッドの模式図を示す．光ファイバによって

伝送された波長 532nm のパルスグリーン Nd:YAG レーザ光は，各 1 枚ずつのコリメーショ

ンレンズと集光レンズを通して試料上に集光される．コリメーションレンズと集光レンズ

は波長 532nm に対応する反射防止コーティング（誘電体多層膜）が施されたものを使用し，

実験の項目ごとに必要な集光スポット径を得られる組合せとなる焦点距離のレンズを選択

した．加工中の雰囲気を制御するために，先端に取り付けた開口径φ8.0mm のノズルから

レーザ光と同軸でシールドガスを供給すること可能となっており，本実験ではシールドガ

スとして窒素を流量 57L/min で供給した．  

加工試料は，レーザ光の干渉を避けるために底面が狭く上面の広いテーパ状に加工した

開口をもつ真鍮製の治具によって上面から押さえて固定した．また，試料にレーザ光を照

射した際に高反射材料である銅の表面からの反射戻り光によって光ファイバが損傷するこ

とを避けるために，加工ヘッドは試料の垂直方向に対して 5°傾斜した状態で設置した．  

 

 

Fig. 3-11 Setup for welding experiment with pulsed green Nd:YAG laser 
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3.4 加工試料 8) 

本実験で開発したパルスグリーン Nd:YAG レーザは，主な使用目的の一つとして電子部

品の銅製配線の溶接を想定している．このため，導電率や熱伝導の面で優れた特性を示し，

配線や電極の材料として多用されている純銅の 1 種である C1020 無酸素銅を加工試料とし

て使用した．純銅は銅の純度が 99.9%以上の電気銅をベースにした材料の総称で，製造工

程で残留する酸素の量によって主に以下の三種類に分類される．   

・タフピッチ銅：C1100 

銅純度 99.90％以上．高い導電率と熱伝導率を有し，電気，蒸留釜，建築，化学工業，

ガスケット等で使用されている．酸素を 0.02～0.05％含有することから水素を含む還元気

体中で 400℃以上に加熱すると水素が材料内部の酸素と反応して水蒸気が発生し，この圧

力で細かな亀裂が生じ脆くなる「水素脆化」と呼ばれる現象が発生する．このため溶接や

ロウ付けに適さない．  

・リン脱酸銅：C1201 

銅純度 99.90％以上．タフピッチ銅で発生する水素脆化の対策としてリンを用いて酸素

を除去したもので，酸素含有量は 0.01%以下となっている．このため還元雰囲気中で高温

に加熱しても水素脆化が発生せず溶接性に優れている．しかし，リンを 0.015～0.040％含

んでいるため，これが障害となりタフピッチ銅に比べて導電率が約 85%，熱伝導率が約 80%

に低下する．  

・無酸素銅：C1020 

銅純度 99.96％以上．真空中または還元ガス雰囲気中で溶解鋳造して生産するため酸素

も脱酸剤も含まない．酸素含有量が 0.001％以下なので水素脆化を起こす恐れがなく，か

つ導電率，熱伝導率に優れているため主に電子機器や化学工業などに使用されている．  

 

C1020 無酸素銅はこの中で最も純度が高く導電率が高いことに加えて，溶接欠陥が発生

しにくいという特徴がある．本実験で使用した C1020 無酸素銅の主な物性値を表 3-2 に示

す．銅と同様に導電性や熱伝導性に優れ電気配線やヒートシンクの材料として用いられる

A1000 系の純アルミニウムと比較すると，電気抵抗率が約 65%，熱伝導率は約 1.7 倍となっ

ており，より導電性と熱伝導性に優れた材料であることがわかる．  
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Table 3-2 Physical characteristics of copper C1020 8)9) 

Specific heat 380J/(kg･K) 

Thermal conductivity 391W/(m･K) 

Density 8.94g/cm3 

Poisson’s ratio 0.33 

Young’s modulus 120GPa 

Coefficient of thermal expansion 17.6×10-6/K 

Melting temperature 1356K 

Electrical resistivity 17.1nΩ•m 

Electric conductivity 59.1MS/m 

 

図 3-12 に，波長による銅の光吸収特性を示す 10)．銅は波長の長い赤外光の吸収率が極

めて低く照射光のうち約 98%が反射される．このため，レーザ加工で多用されている波長

1064nm の Nd:YAG レーザを照射して銅を加工する場合，反射ロスを補うために非常に高

い出力を投入する必要がある．光吸収率は波長が短くなるにしたがって徐々に上昇し，波

長 600nm 以下で大幅に上昇する．波長 1064nm の Nd:YAG レーザの基本波とこれを波長変

換して得られる波長 532nm の第二高調波の銅に対する吸収率を比較すると，基本波は約

1.5%，第二高調波は約 35.6%の吸収率を示しており，波長変換することによって光吸収率

は約 24 倍と大幅に上昇することがわかる．本実験で開発したパルスグリーン Nd:YAG レー

ザの場合，3.2.3 節で述べたとおり基本波から第二高調波への波長変換効率は約 55％であっ

た．この変換効率を考慮に入れて投入電力に対する試料のエネルギー吸収率を算出した場

合でも，パルスグリーン Nd:YAG レーザはパルス Nd:YAG レーザの基本波に比べて約 13

倍のエネルギー吸収効率を示すと考えられ，加工効率の劇的な向上が期待できる．  
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Fig. 3-12 Absorption spectrum to copper 10) 
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3.5 レーザ光波長の効果 

3.5.1 実験方法 

前述のとおり，波長 1064nm のパルス発振 Nd:YAG レーザを波長変換して得られる波長

532nm のパルスグリーン Nd:YAG レーザを使用することにより，銅に対する吸収率が向上

し，効率的な加工が可能になると期待される．そこで，無酸素銅 C1020 に対してパルス発

振 Nd:YAG レーザの基本波とパルスグリーン Nd:YAG レーザを同一の条件で照射し，形成

される加工痕の形状を比較することによって両者の加工性の違いを検証した．加工に用い

た加工ヘッド，光学系は図 3-11 に示したとおりである．パルス Nd:YAG レーザの基本波に

は LASAG 社製ランプ励起パルス Nd:YAG レーザ SLS 200 CL8 を使用し，パルスグリーン

レーザと同様にコア径φ100μm の SI 型光ファイバを用いてレーザ光を伝送した．光ファ

イバは加工ヘッドへ接続し，加工ヘッドで使用するコリメーションレンズと集光レンズの

構成を組み替えることによって，集光スポット径をφ100～300μm の範囲で 100μm ずつ

変化させ，集光スポット径が加工に与える影響についても実験を行った．表 3-3 に各集光

スポット径に設定する際に使用した光ファイバ，コリメーションレンズ，集光レンズの組

み合わせを示す．  

加工後の溶接部は，表面と断面を顕微鏡で観察し，ビード幅や溶込み深さの測定，およ

び表面状態や断面形状などの外観評価を行った．溶接断面を観察するために，レーザ光照

射スポットの中心部で試料を切断し図 3-13 に示す手順でエッチングを行った．切断面を耐

水研磨紙で粗削りした後さらに#4000 のラッピングフィルムで鏡面研磨し，一度硝酸で腐

食処理した後に過酸化水素水とアンモニアの混合水溶液を用いて追加処理することにより，

溶融部の観察を行うことが可能となっている．ただし，この手法でエッチングを行った場

合，処理した面には薬液の作用によりエッチピットと呼ばれる微小な空隙が多数発生し，

レーザ光照射によって発生した空隙との見分けが付きにくくなる場合があるため注意が必

要であるが，溶融領域を顕在化させるためには有効な手法である．  
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Table 3-3 Optical setup conditions for various spot sizes 

Wavelength 
λ [nm] 

Spot size 
[µm] 

Core diameter of 
optical fiber [µm] 

Focal length of 
collimating lens [mm] 

Focal length of 
focusing lens [mm] 

1064 

100 100 50 50 

200 100 50 100 

300 100 50 150 

532 

100 100 80 80 

150 100 40 60 

200 100 40 80 

250 100 40 100 

300 300 80 80 

 

 

 
Fig. 3-13 Etching method for cross-section observation 

 

本実験において試料の光吸収率は重要な要素であるが図 3-12 に示した吸収率は試料の

表面が変質しない程度の微弱な光を照射した場合の値であり，表面の急激な温度や形状の

変化を伴う加工における光吸収率はこれと異なる可能性が高い．そこで，レーザ光照射に

より加工現象が発生する場合の光吸収率を測定することを試みた．この測定系の構成を図

3-14 に示す．拡散反射光を測定するために積分球センサヘッド（オフィール社製 F100A-IS）

を使用し，積分球の内部に試料を設置してこれに対してレーザ光を照射することによって

試料で吸収されることなく反射されたレーザ光の出力を測定した．積分球の側面には直交

する向きに直径φ7.5mm とφ16.5mm の開口部が設けられており，それぞれレーザ光の入
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射と試料の挿入および保持に用いた．直径φ7.5mm のレーザ光入射口から試料表面までの

距離は約 44mm となっていることから，積分球に入射することのできるレーザ光の最大 NA

は 0.074 となる．さらに，レーザ光を試料に集光するレンズは積分球の外に置く必要があ

る．これらの制限条件から，コリメーションレンズを f30mm，集光レンズを f60mm とし，

結像倍率 2 倍となる光学系を用いた．  

 

 

Fig. 3-14 Measurement setup for absorption rate of copper 

 

積分球の内部に試料を設置するために図 3-15 に示した治具を製作し，治具に試料を接

着して固定した．積分球の内部でレーザ加工を行うことによって，スパッタや金属蒸気が

発生し高反射素材である硫酸バリウムで覆われた積分球の内壁を汚損する懸念がある．こ

のため，試料の周囲を内径φ6.0mm，外径φ8.0mm の石英ガラス管で囲い，ガラス管の開

口部を厚さ 0.3mm のカバーガラス（ホウケイ酸ガラス）で塞ぐことによって試料の前面を

密封した．試料はこのガラス管の内側に収まるよう，4.0mm×4.0mm×t1.0mm のサイズと

した．なお，加工にともない発生するプラズマや金属蒸気の圧力によってカバーガラスが

破損することを防ぐために，試料を固定している治具に圧力解放用の穴を開けている．  

この測定系を用いて試料にレーザ光を照射した場合，試料に垂直にレーザ光を入射する

とワーク表面で正反射された光は入射光と同軸上を逆向きに進むため，戻り光によって光

ファイバの損傷が懸念されるだけでなく，積分球側面に開いているレーザ光入射用の開口

部から反射光が積分球の外へ出てしまい反射光量の正確な測定が不可能となる．したがっ
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て，反射光が積分球内に留まるよう測定治具ごと試料を 10°傾斜させた．  

ここで，入射光の挙動と積分球センサによって測定される測定値の関係について考える．

図 3-16 に，前述のとおり 10°傾斜させた治具と試料に対してレーザ光を照射した場合の

光線軌跡を示す．図中，照射したレーザ光のエネルギーを Ei，積分球センサによって測定

されたエネルギーを Em，加工試料およびガラスの反射率をそれぞれ Rw および Rg とし，厚

さが薄いことからガラスの光吸収については無視している．ガラスの反射率 Rg は，大気中

からガラス内へ入射する時とガラス内部から大気中へ出射する時とで値がわずかに異なり，

また照射角度によっても異なるが，計算を簡単にするために全て同一の値とした．   

試料に向けて照射されたエネルギーEi のレーザ光は，まず試料の手前でカバーガラスを

透過するが，この際に反射率 Rg であるガラスの表面反射の影響を 2 度受けるため，透過後

のエネルギー，すなわち実際に試料に照射されるエネルギーは Ei(1-Rg)2 となる．したがっ

て，反射率 Rw の試料に照射された後の反射エネルギーEr は式(3.7)で表される．  

( ) rg ERER =− 2
iw 1  (3.7) 

図 3-16 では，図中の表記を簡略化するためにこの値を Er と表記している．試料で反射さ

れた光がガラスを透過して治具の外へ放出される場合も入射時と同様の現象が発生すると

考えると，各エネルギー量は図 3-16 に示した通りとなる．なお，図中で緑色の破線で示し

たものはガラスで 2 度以上反射された成分を表しているが，一般的にガラスの反射率 Rg

は小さい値であることから，この成分については無視した．  

レーザ光を照射した際に積分球センサで反射光として測定されるエネルギーEm は，図中

緑色の実線で示した成分の合計であるので，式(3.8)となる．  

( ) ( ) ( ) ( )2322 1111 ggrggrgrggigim RRERRERERREREE −+−+−+−+=  (3.8) 

この式を整理すると反射エネルギーEm として，式(3.9)が得られる．  

( ){ }
( ) ( ){ }gggg

ggim
r RRRR

RREE
E

+−+−

−−−
=

111
11 2

 (3.9) 

この式(3.8)と式(3.7)から，加工試料の反射率 Rw が式(3.10)として求められる．  

 - 117 - 



( ) ( ){ }
( ) ( ){ }

( ){ }
( ) ( ){ }ggggi

ggim

gggg

ggim
g

RRRRE
RREE

R

RRRR
RREE

RER

+−+−

−−−
=∴

+−+−

−−−
=−

111
11

111
11

1

3

2

w

2
2

iw

 (3.10) 

この式(3.10)を用いて，入射エネルギーEi，積分球センサの測定値 Em，およびガラスの反

射率 Rg から試料の反射率 Rw を求め，さらに銅には光を透過する性質が無いことから，以

下の式(3.11)によって試料の吸収率 Aw[%]を算出した．  

( )wRA −= 1100w  (3.11) 

ガラスの反射率 Rg については，実験に使用したものと同じカバーガラスを用いてカバー

ガラスの光透過率を測定することによって，透過率 91.8%とのデータが得られていること

か，ここからガラスの反射率を算出した結果，Rg＝0.04 との値が得られている．また，積

分球への入射エネルギーEi については，試料を設置しない状態で積分球内にレーザ光を照

射することによって測定したパルスエネルギーの値を用いた．  

 

 

Fig. 3-15 Setup of specimen inside of the integrating sphere 
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Fig. 3-16 Light path of fixing point of laser beam around specimen 

 

3.5.2 レーザ光波長が加工特性に及ぼす影響 

図 3-17 に，ピーク出力 1kW，パルス幅 1.2 ms の矩形波のレーザ光をシングルショット

して得られた加工痕の表面および断面を示す．波長 1064nm のパルス Nd:YAG レーザの基

本波は集光スポット径φ300，200，100μm，波長 532nm のパルスグリーン Nd:YAG レー

ザは表 3-3 に示した 5 種類の集光スポット径にて試料にレーザ光を照射した．図より，波

長 1064nm のパルス Nd:YAG レーザの基本波を照射した場合，集光スポット径φ300μm お

よびφ200μm では表面にわずかな変色が発生しているのみで溶融をともなう加工は発生

しておらず，本パルスエネルギーの条件では明瞭な溶融痕を得るためにはφ100μm まで

集光する必要があることがわかる．一方，波長 532nm のパルスグリーン Nd:YAG レーザを

照射した場合，同一のパルスエネルギーの条件であっても，最大の集光スポット径である

φ300μm において明瞭な溶融痕が発生している．さらに，同一の集光スポット径φ100μ

m において得られる加工痕形状を比較すると，パルスグリーン Nd:YAG レーザ光を照射し

て得られた加工痕は，パルス Nd:YAG レーザの基本波によって得られたものと比べ溶融径 
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Fig. 3-17 Irradiated surfaces and cross sections of copper by 1064 nm and 532 nm for various 

spot diameters 

 

が広く，2 倍以上深い溶込みが得られている．これらのことから，波長の違いによって加

工効率に大幅な変化が現れ，波長変換を行うことは銅の加工において非常に効果的である

ことがわかる．  

パルスグリーン Nd:YAG レーザの加工痕形状を集光スポット径の影響に着目して観察す

ると，集光スポット径が縮小し，照射エネルギー密度が増加するにしたがって，溶込みが

細く，深くなっていることがわかる．断面形状から判断すると，集光スポット径φ300mm，

φ250μm は比較的傾斜のなだらかな溶込みとなっており，集光スポット径φ200μm を境

に急に深さを増し傾斜の急な溶込みとなっている．このため，集光スポット径φ200μm
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以下の条件においてキーホール型溶接へ遷移したと考えられる．第 2 章で述べたアルミニ

ウム合金の加工の場合，例えば図 2-50 に示した通りキーホール溶接においても溶融痕の断

面に目立った空隙（ポロシティ）は見られず，加工痕表面の形状も比較的平坦になってい

る．一方，銅の加工痕では，キーホールが発生する境界付近の条件であると考えられる集

光スポット径φ200μm の加工痕においても大きなポロシティが発生しており，また加工

痕表面にも大きな凹みや突起の発生が目立っている．銅の融点は 1356K であり，アルミニ

ウムの融点 933K と比較して 400K 以上高く，さらに熱伝導率は銅が 391 W/(m･K)，アルミ

ニウムが 237 W/(m･K)と，銅の方が 1.5 倍以上高い値を示している．このことから，アル

ミニウムに比べて銅の方が短時間で凝固に至ると推測され，レーザ光の照射によって発生

したキーホールを含む溶融池は，レーザ光の照射が終了するとキーホール内の気泡が排出

されたり溶融池表面の乱れが収まるよりも早く凝固した結果，溶融池内に大きなポロシ

ティが残留したり照射痕表面に大きな凹みや突起が残ったと考えられる．  

 

3.5.3 レーザ光波長が光吸収率に及ぼす影響 

試料に対してレーザ光を照射することによって発生する現象は，①照射レーザ強度が低

く加工（溶融）現象が発生しない場合，②照射レーザ強度が中程度で熱伝導型溶接となる

場合，③照射レーザ強度が高くキーホール型溶接となる場合の 3 つに大別することができ

る．この 3 つの現象はそれぞれでレーザ光照射部の温度や形状に違いがあるため，レーザ

光吸収率にも変化が現れると考えられる．したがって，試料の光吸収率の測定はこの 3 つ

の現象それぞれにおいて実施した．具体的には，まずレーザ光の照射出力を変更して試料

に照射することによって，非溶融，熱伝導型，キーホール型の各々の加工状態となる出力

を確認し，次にそれぞれの出力によって積分球内で加工を行い，試料の光吸収率を測定し

た．なお，吸収率の測定は各条件で 10 回ずつ行いその平均値を算出した．  

図 3-18 に，試料に対してパルス Nd:YAG レーザの基本波およびパルスグリーン Nd:YAG

レーザを照射して測定した試料の光吸収率を示す．この図より，波長 1064nm の基本波と

波長 532nm の第二高調波で吸収率が大きく異なっていることが確認できる．さらに，いず

れの波長も加工状態によって吸収率に変化が生じているが，この変化の傾向も波長によっ

て異なっていることがわかる．基本波の光吸収率は，非溶融の状態において 9.3％と最も

低い値を示しており，熱伝導型，キーホール型の順に上昇している．すなわち，レーザ光

の照射出力が上昇し，溶込み深さが増加するほど光吸収率が向上することを示している．
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キーホール型の加工となる場合，図 2-47 に示したとおり試料にレーザ光を照射することで

発生する金属蒸気の圧力によって溶融部の形状が変化し，中心付近に深い凹形状のキー

ホールが形成される．これにより，キーホールの内壁で吸収されず反射されたレーザ光は

さらにキーホールの内部へ導光され，再び試料へ照射されるため熱伝導型に比べて吸収率

が向上したと考えられる．熱伝導型の加工の場合，レーザ光の照射により試料表面は溶融

するがその形状に大きな変化は現れないため，キーホールのように光吸収率を向上させる

効果は生じないと考えられる．しかしながら，光吸収率は非溶融の状態と比較して大幅に

向上している．このことから，銅に対する基本波の光吸収率は試料温度の上昇とともに，

あるいは溶融にともなって増加する可能性が高いと考えられる．  

一方，波長 532nm の第二高調波の光吸収率は，非溶融の状態において基本波の 6 倍以上

となる 58.1％となっており，基本波に比べ高い光吸収率を示していることが明らかとなっ

た．しかし，基本波の場合と異なり照射するレーザ光の強度に対する相関性は見られず，

熱伝導型における光吸収率は 49.9％と非溶融の場合に比べ低い値となっていた．レーザ光

の強度をさらに上げてキーホール型の加工形態となった場合，光吸収率はやや向上し

55.9％となっていた．前述の通り，キーホールが発生した場合はレーザ光がキーホール内

壁で多重反射されることにより光吸収率が向上する効果が生じる．第二高調波においても

同様の現象が発生した結果，キーホール型加工の光吸収率が非溶融や熱伝導型に比べ高い

値を示したと考えられる．一方，熱伝導型加工の光吸収率が非溶融に比べ低下しているこ

とから，銅に対する第二高調波の光吸収率は試料温度の上昇とともに，あるいは溶融して

液相となることにともない低下する特性を有すると考えられる．  
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Fig. 3-18 Absorption rate to copper under various wavelength and conditions 

 

3.6 試料の温度が光吸収率に及ぼす影響 

3.6.1 実験方法 

3.5 節より，レーザ光の波長によって加工性に大きな違いが生じ，さらに試料の光吸収

率は波長に加えて非溶融，熱伝導型，キーホール型の各々の加工状態によって異なる値を

示すことが明らかとなった．加工状態の違いは試料に照射するレーザ光のエネルギー密度

の違いによって生じ，レーザ光照射スポットの温度も当然異なると考えられる．したがっ

て，光吸収率にレーザ光波長ごと，加工状態ごとの差異が生じた原因の一つに試料の光吸

収率に温度依存性があり，さらに波長によってその特性に差が生じることが考えられる．

このため，試料の温度を様々に変化させてレーザ光を照射し，試料温度による光吸収率の

変化を測定することによって，光吸収率の温度依存性を明らかにすることを試みた．  

図 3-19 に各温度における試料の光吸収率を測定するために製作したヒータ付きの試料

保持治具の構成図を示し，図 3-20 に試料温度を制御するためのヒータや制御系の電気配線

図を示す．3.5 節と同様に測定には積分球センサを用い，その内部に設置した試料に対し

てレーザ光を照射することによって光吸収率を測定した．試料を固定する治具の背面には

□5.0mm×t1.75mm のマイクロセラミックヒータ（坂口電熱㈱社製 MS-M1000）を取付  
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Fig. 3-19 Measurement setup for absorption rate of copper under various temperature 

 

 

Fig. 3-20 Schematic diagram of electric circuit for temperature control 
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け，これに直接接するように K 型熱電対（㈱ニラコ製アルメル・クロメル平行線熱電対）

を取付けた 11)．マイクロセラミックヒータには，ソリッドステート・リレー（オムロン㈱

製 G3NA-210B）を介して電圧可変の交流電源を接続し，熱電対を接続した温度調節器（東

邦電子㈱製 TTM-004）によってソリッドステート・リレーの開閉を制御することで，設定

した温度を保持する構成とした．なお，測定を行う際は非常に高温になるため使用する部

品はいずれも耐熱性の高い素材を用い，治具にはチタン，保護ガラス管には石英，治具を

支える支柱にはアルミナセラミックの円筒棒を使用した．  

まず，マイクロセラミックヒータに印加する電圧を変化させて，各電圧における熱電対

の測定温度を確認した．また，これと同時に熱電対による測定温度と実際の試料温度との

差異を検証した．図 3-19 に示した測定系では，K 型熱電対はマイクロセラミックヒータの

表面に接触しており，試料温度を直接測定しているわけではなく，熱電対による測定値と

実際の試料温度に差異が生じる可能性が考えられる．このため，一定の温度で変色する特

性をもった示温塗料を治具に塗布し，塗料の変色状態から熱電対による測定温度との誤差

を確認した 12)．図 3-21 にマイクロセラミックヒータに印加した電圧に対する熱電対によ

る温度測定結果，および示温塗料の変色状態を示す．示温塗料は，533K を境に薄青色から

黒色へ変化するもの（日油技研工業㈱製サーモスプレーNo.26）および 733K を境に深緑色

から白色へ変化するもの（同 No.46）の 2 種類を使用し，図 3-21 中に示した写真において，

変色温度 533K の塗料を治具の上半分に，733K の塗料を治具の下半分に塗布している．ま

た，図中赤丸印で示した箇所に試料を設置するため，この部分に塗布した示温塗料の変色

を観察した．2 種類の示温塗料の変色状態と熱電対による温度測定値を比較すると両者は

ほぼ一致していることから，熱電対によって治具の温度が正確に測定できていることが確

認できた．銅は熱伝導性に優れるため試料温度と試料の接している治具温度は等しいと考

えて，以降は熱電対による測定温度を試料温度として扱う．図からわかるように，熱電対

による測定温度すなわち試料温度はマイクロセラミックヒータに印加する電圧にほぼ比例

しており，電圧を設定することによって試料温度を設定することが可能である．このため，

ソリッドステート・リレーによる頻繁な回路の開閉動作を避ける目的で，まず印加電圧に

よって試料温度を大まかに調整し，さらに温度を安定させるために温調器によってソリッ

ドステート・リレーを比例制御した．また，本実験で使用したマイクロセラミックヒータ

の仕様上限電圧である 10V を印加した場合の試料温度は約 773K であった．このため，試

料の光吸収率は試料温度 773K を上限として測定を行った．  
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Fig. 3-21 Applied voltage vs. measured temperature 

 

試料温度を 773K まで上げた後に常温まで冷却して試料表面を観察すると，レーザ光照

射の有無に関わらず試料全体が図 3-22(b)に示すように金属光沢の無い暗い色に変色する

現象が見られた．これは，通常の大気中で試料温度を上昇させたことにより，銅の表面が

酸化されたことが原因であると考えられ，色や光沢が変化していることから試料の光吸収

率にも影響を及ぼしていると考えられる．この現象を防止するために，微量の窒素ガスで

積分球内をパージしながら 773K まで温度を上げた試料の写真を図 3-22(c)に示す．試料表

面の変色は明らかに改善されており，加熱前の図 3-22(a)と比較して試料表面状態に大きな

変化は無く，酸化防止の効果が確認できた．このため，試料温度を上げて光吸収率を測定

する場合は常に積分球を窒素ガスによってパージすることとした．ただし，加熱前の試料

と比較するとわずかに変色が見られるため，条件を同一にするために 773K 未満の試料温

度で実験する場合も一旦 773K まで加熱し，その後目的の温度まで冷却して測定を行った． 
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Fig. 3-22 Appearance of specimen surface before and after heating with and without N2 

purge 

 

3.6.2 吸収率測定結果および考察 

図 3-23 に波長 1064nm のパルス Nd:YAG レーザと波長 532nm のパルスグリーン Nd:YAG

レーザの銅に対する光吸収率の温度依存性の測定結果を示す．最高温度を 773K として

100K 刻みで 5 設定と常温（295K）の合計 6 設定の温度において測定を行い、各条件で 5

回ずつ測定した吸収率の平均値を算出した．測定は両波長ともパルス幅 4ms，ピーク出力

0.46kW の山型波形を用いて行い，レーザ光によって供給されたエネルギーによる試料の温

度上昇を避けるために照射エネルギーの低い非溶融の条件とした．図 3-23 より，試料の光

吸収率は僅かではあるが温度によって変化し，さらにその変化する傾向が波長によって異

なっていることがわかる．常温から 500K 程度まではいずれの波長においても光吸収率は

ほぼ一定の値を示しており大きな変化は見られない．しかし，500K を超える温度域におい

ては，波長 1064nm のパルス Nd:YAG レーザでは試料の温度上昇と共に光吸収率も上昇し

ているが，波長 532nm のパルスグリーン Nd:YAG レーザではこれと逆に試料の温度が上昇

するほど光吸収率が低下する傾向を示していることがわかる．  

加工形態による試料の光吸収率の変化を示した図 3-18 より，波長 1064nm では非溶融に

比べて熱伝導型加工の方が高い光吸収率を示しているが，波長 532nm ではこれと逆の傾向

を示すことが確認されている．3.5.3 節で述べたとおり，この原因は試料の光吸収率に温度

依存性があり，その変化する傾向が波長 1064nm と 532nm で逆の特性を示すためであると

推測していたが，図 3-23 によりその傾向を確認することができた．光吸収率の測定はヒー

タ出力の制限により 773K を上限温度としたが，熱伝導型溶接となる場合は銅の融点であ
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る 1356K を超える温度に達しているため，光吸収率の変化はさらに大きくなり，それによ

る影響もより明確に現れるのではないかと考えられる．  

なお，図 3-23 中，最も左側にプロットした常温（295K）における光吸収率と図 3-18 の

非溶融における光吸収率はほぼ同等の条件下で測定した値であるが，前者の測定値の方が

波長 1064nm，532nm ともそれぞれ 2.5%程度高い値を示しており，両者の測定値に違いが

生じている．これは，前述のとおり，図 3-23 に示した測定では窒素雰囲気中で一旦 773K

まで温度を上げる処理を行い，わずかに表面が変色した試料を使用したため，この影響に

より吸収率に変化が生じたと考えられる．  

以上の結果から，試料の光吸収率は波長のみではなく試料温度によっても変化し，その

変化する傾向が波長 1064nm と 532nm で異なっていることから，これが加工形態による光

吸収率の変化に影響を及ぼしている可能性があることが明らかとなった．  

 

 

Fig. 3-23 Absorption rate to copper under various temperature and wavelength 
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3.7 パルス波形の効果 

3.7.1 実験方法 

3.5 節において波長 532nm のパルスグリーン Nd:YAG レーザによる純銅の加工実験を

行ったが，図 3-17 に示した通り，そのレーザ光照射痕表面には凹凸が目立ち，また断面に

は規模の大きなポロシティの発生が確認され，良好な加工とは言い難い結果となっていた．

3.5 節でも述べたとおり，これは銅自体の特性に起因するところが大きいと考えられる．

一方，図 3-17 は矩形波のパルスレーザを照射した結果であり，図 2-13 で示した通りパル

ス Nd:YAG レーザによってアルミニウム合金を溶接する場合においては照射するパルス波

形によって加工特性に大きな変化が生じることが確認されているため，パルスグリーン

Nd:YAG レーザによる銅溶接の場合においても照射パルス波形を最適化することによって

加工状態を改善することができるのではないかと考えられる．そこで，パルスグリーン

Nd:YAG レーザの照射パルス波形を変化させて試料に照射し，その影響を検証するととも

に良好な加工状態となるパルス波形を検討した．  

レーザ光照射実験に用いた加工ヘッドと光学系は図 3-11 に示したものを使用した．レー

ザ光の照射スポット径は，深い溶込みが得られかつポロシティの発生が顕著なφ100μm

とし，コア径φ100μm の光ファイバから出力されるレーザ光をいずれも焦点距離 f80mm

のコリメーションレンズと集光レンズを用いて試料上に集光した．  

照射するレーザパルスの波形は，パルスエネルギーE=2J/pulse，パルス幅τ=2.4ms，ピー

ク出力 PPG=1.2kW に統一した山型波形とし，図 2-13 と同様に最大ピーク出力の時間的位置

を変化させて加工に与える影響を検討した．さらに，それらのパルス波形の中で最も良好

な加工結果の得られたものに対して，パルスエネルギーを一定としたままでパルス幅を変

更してその変化を検証した．加工は各パルス波形で 5 回ずつ行い，レーザ光を照射して得

られた加工痕はこれまでと同様に照射面および断面の観察を行った． 

 

3.7.2 パルス波形が加工特性に及ぼす影響 

図 3-24～26 に，実験を行った 3 種類のパルス波形および各パルス波形のレーザ光を照

射することによって得られた加工痕の表面および断面形状を示す．パルス波形を構成する

最小時間単位を 1 ステップ＝0.4ms とし，6 ステップでパルス幅τ=2.4ms の 1 つのパルスを

構成している．実験に用いた 3 種類のパルス波形は，それぞれ５ステップ目，３ステップ

目，２ステップ目に最大ピーク出力 PPG=1.2kW が存在するパルス波形とし，最大ピークの
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前後は出力がなだらかに増加，減少するように同一のパルスエネルギーで階段状のパルス

波形とした．これら 3 つのパルス波形は，後半，中盤，前半にピーク出力をもつことから，

図中ではそれぞれ“Later P.p.”，“Middle P.p.”，“Early P.p.”との名称で表示し識別している． 

 

 

 
 

Fig. 3-24 Irradiated surfaces and cross sections of copper with pulse waveform of “Later 

P.p.” 
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Fig. 3-25 Irradiated surfaces and cross sections of copper with pulse waveform of “Middle 

P.p.” 
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Fig. 3-26 Irradiated surfaces and cross sections of copper with pulse waveform of “Early 

P.p.” 
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図 3-24 はパルス波形 Later P.p.の模式図とそれを照射して得られた加工痕であるが，レー

ザ光照射痕の断面に着目すると，最深部にサイズの大きなポロシティが高頻度で発生して

おり，図 3-17 に示した矩形波による加工結果と比較して加工状態に改善は見られない．一

方，それぞれパルス波形 Middle P.p.およびパルス波形 Early P.p.による加工結果を示した図

3-25，26 を見ると，パルス波形 Later P.p.による加工結果と比較してポロシティのサイズ，

発生頻度ともに著しく低下しており，Middle P.p.から Early P.p.になるにつれてポロシティ

の発生位置も最深部から上方へ移動していることがわかる．特に，3 つのパルス波形の中

でピーク出力が最も早期に位置しているパルス波形 Early P.p.では，大半のポロシティが溶

融エリアの上方に位置している．  

これらの加工痕の溶込み深さを計測し，まとめたものを図 3-27 に示す．各条件におけ

る溶込み深さの平均値を■印のプロットで表し，上下限値を縦のバーで表示している．図

より，最大ピーク出力の位置を後半に遅らせるほど溶込み深さの平均値は増大するが，同

時にバラツキも増えていることがわかる．最大ピークがパルス波形の後半に位置する場合，

既に溶融池が形成され固体に比べて不安定な液体の状態で最大出力が投入されるため，溶

込み深さも不安定になっていると考えられる．さらに，その後すぐにレーザ光照射が停止

し急速に凝固が進むためキーホール内の気泡が排出されず，ポロシティとなって残留して

いると考えられる．一方，パルス波形 Early P.p.のように最大ピークがパルス波形の前半に

位置する場合，レーザ光照射が開始された直後でまだ溶融が進んでおらず比較的安定した

表面状態の照射点に最大出力が投入されるため，加工結果も安定していると考えられる．

さらに，その後レーザ光の照射が終了するまで徐々に出力が低下していくため，キーホー

ルの縮小，気泡の排出と溶融池の凝固が同時にかつ緩やかに進み，ポロシティの残留が抑

制されたと考えられる． 

これらの結果から，パルスグリーン Nd:YAG レーザによって純銅を溶接する場合におい

ても，パルス波形によって加工結果に大きな違いが現れ，前半に最大ピーク出力のある山

型波形を用いることで，バラツキや欠陥の少ない安定した溶接結果が得られることが明ら

かとなった．
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Fig. 3-27 Penetration depth for various pulse waveform by the same pulse energy 2 J/P 

 

次に，パルス幅τ=2.4ms の条件で最も良好な加工結果が得られた Early P.p.のパルス波形

を基にパルス幅を変更したパルス波形を作成し，同様の加工評価を行うことによってパル

ス幅が加工に及ぼす影響を検証した．  

図 3-28，29 に，パルス幅を変更したパルス波形と，各パルス波形のレーザ光を照射す

ることによって得られた加工痕の表面および断面形状を示す．ここでは，同一条件の結果

を N 数 5 として観察，評価した．パルス幅はτ=3.2ms およびτ=4.0ms の 2 設定とし，いず

れもパルス波形 Early P.p.と同様に最大ピーク出力が 2 ステップ目に位置するパルス波形と

した．パルスエネルギーおよび最大ピーク出力はこれまでと同様にそれぞれ 2J/pulse およ

び 1.2kW と設定した．なお，これら新たに作成したパルス波形はそれぞれ“Early P.p. τ3.2”，

“Early P.p. τ4.0”との名称で表記している．  
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Fig. 3-28 Irradiated surfaces and cross sections of copper with pulse waveform of “Early P.p. 

τ3.2” 

 

 - 135 - 



 

Fig. 3-29 Irradiated surfaces and cross sections of copper with pulse waveform of “Early P.p. 

τ4.0” 

 

これらの加工結果を図 3-26 に示したパルス波形 Early P.p.による加工結果と比較すると，

パルス波形 Early P.p. τ3.2，およびパルス波形 Early P.p. τ4.0 とも，照射痕断面に大きなポ

ロシティの残留が少なく，中実で欠陥の少ない良好な加工痕となっていることがわかる．

前述のとおりパルス幅τ=2.4ms のパルス波形による加工結果では，最大ピーク出力を照射

した後のレーザ光照射時間が長いほどポロシティが加工痕の底部を離れ上部へ移動してい

た．このことから，パルス幅τ=3.2ms のパルス波形，すなわち最大ピーク出力を照射した

後に 2.4ms のレーザ光照射時間を有するパルス波形とすることで，大半のポロシティを溶

融池から排出する効果が得られることがわかった．また，ビード上面の形状に着目すると，

パルス幅が長くなるほど加工痕周囲に広がる不規則な乱れが減少し，円形に近づいている
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ことがわかる．2.4.5 節において実施した，パルス Nd:YAG レーザによるアルミニウム合金

の溶接過程の高速度観察では，同様に前半に最大ピークのある山型波形を用いているが，

パルスの中盤から後半にかけて溶融池が不安定になり大きく波打つ現象が確認されている．

本実験で使用したパルス波形 Early P.p.，Early P.p. τ3.2，および Early P.p. τ4.0 はいずれも

同一のパルスエネルギーとなるように設定しており，このためパルス幅が長いほど最大

ピークを除くステップの出力が低下する．これらのことから，パルス幅が長いパルス波形

ほど中盤から後半にかけて投入されるエネルギーが低く，溶融池を波立たせるエネルギー

が少なかったため，結果として加工痕周囲の乱れが減少し比較的安定した加工痕形状が得

られたと推測される．  

図 3-28，29 に示したパルス波形 Early P.p. τ3.2，および Early P.p. τ4.0 では，Early P.p. τ3.2

の#5 や Early P.p. τ4.0 の#5 に見られるように，いずれもビード内にポロシティの発生が見

られ，パルス幅を長くしても完全に除去できていないことがわかる．このため，キーホー

ルのサイズを縮小してポロシティの規模を小さくすることを目的として，ピーク出力を下

げた加工実験を行った．図 3-30 に，パルス幅τ=4.0ms，パルスエネルギーE=2J/pulse でピー

ク出力を PPG=0.8kW としたパルス波形 Early P.p.0.8 τ4.0 と，このパルス波形を照射して得

られた 5 つの加工痕の上面および断面形状を示す．図より，いずれのビード断面にもポロ

シティの残留は見られず，ピーク出力を下げることは溶接品質の向上に効果があることが

確認できた．ただし，一方で溶込み深さは大幅に減少しているため，実用上においては，

加工品質と溶込み深さのバランスを考慮しながら最適なピーク出力を決定する必要がある

と考えられる．  

図 3-27～30 に示した前半にピークを持つパルス波形によって加工した加工痕の溶込み

深さをまとめたものを図 3-31 に示す．ピーク出力が同一の Early P.p.，Early P.p. τ3.2，お

よび Early P.p. τ4.0 を比較すると，パルス幅 2.4ms から 4ms まで，溶込み深さやそのバラ

ツキの程度に大きな差が無いことがわかる．これは，パルス波形が類似しており，かつ同

一のパルスエネルギーであったことから，同様の傾向になったと考えられる．しかし，パ

ルス波形 Early P.p.0.8 τ4.0 では溶込み深さが大幅に減少している．このことから，加工深

さはパルスエネルギーのみでは決まらず，ピーク出力への依存性もあると考えられる．  

これまでの加工実験により得られた，各波形における代表的な加工痕の上面および断面

形状をまとめたものを図 3-32 に示し，加工深さをまとめたものを図 3-33 に示す．これら

の結果から，パルスグリーン Nd:YAG レーザによる純銅の溶接では照射するパルス波形に
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よって加工結果に大きな違いが生じ，前半に最大ピークがあり照射終了までなだらかに低

下するパルス波形で，かつパルス幅を長くすることによってポロシティなどの溶接欠陥や

溶込み深さのバラツキを低減した良好な加工結果が得られることが確認できた．  

 

 

 

Fig. 3-30 Irradiated surfaces and cross sections of copper with pulse waveform of “Early 

P.p.0.8 τ4.0” 
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Fig. 3-31 Penetration depth of copper for various pulse duration and peak powers by the 

same pulse energy 2 J/P 
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Fig. 3-32 Irradiated surfaces and cross sections of copper with various pulse waveforms 

 

Fig. 3-33 Penetration depth for various pulse waveforms 

 - 140 - 



3.7.3 パルス波形が光吸収率に及ぼす影響 

これまでの加工実験により，パルス Nd:YAG レーザによる純銅の溶接において，照射す

るパルス波形によって溶接欠陥や加工の安定性が大きく変化することが確認されている．

そこで，3.5 節と同様の方法を用いて光吸収率の変化を測定し，パルス波形が純銅の光吸

収特性に及ぼす影響について検討した．吸収率は，加工実験を行った 6 種類のパルス波形

（Later P.p.，Middle P.p.，Early P.p.，Early P.p. τ3.2，Early P.p. τ4.0）を用いて行い，出力を

変更してそれぞれ非溶融，熱伝導型，キーホール型の加工状態となる場合の光吸収率を測

定した．  

図 3-34 に，各パルス波形のパルスグリーン Nd:YAG レーザ光を照射し，非溶融，熱伝

導型，キーホール型の加工状態となった際の試料の光吸収率を示す．図より，非溶融の状

態における光吸収率はパルス波形に依存せずほぼ一定であることがわかる．非溶融の状態

とは，すなわちレーザ光を照射した際に試料の温度がほとんど変化しない状態であり，こ

のような照射結果を得るために照射するレーザ光の出力は非常に低い．したがって，いず

れのパルス波形においても試料の温度がほとんど上昇せず，単純に銅板上に微弱な光を当

てて吸収率を測定している状態になっていたため，パルス波形による違いが現れなかった

と考えられる．逆に言えば，非溶融の状態において吸収率の測定結果にパルス波形の影響

が現れなかったことは，パルス波形に起因する誤差の少ない正確な測定結果が得られてい

ると考えられる．  

これに対して，熱伝導型の場合はパルス波形による違いが明確に現れており，パルス幅，

が同一の Later P.p.，Middle P.p.，Early P.p.では，ほぼ同一の光吸収率を示しているが，パ

ルス幅が長くなる 3.2ms，4.0ms ではパルス幅が長くなるにつれて徐々に光吸収率が増加し

ている．3.6 節で行った試料温度による光吸収率の変化の測定結果から，波長 532nm でキー

ホールをともなわない加工を行った場合，試料温度が高いほど吸収率が低くなる傾向が明

らかとなっている．さらに，3.7.2 節で述べたとおり測定に用いたパルス波形はいずれも同

一のパルスエネルギーとなっているため，パルス幅が長いほど最大ピーク以外のステップ

の出力が低下する．このことを考慮すると，パルス幅が長いほど照射エネルギーが時間的

に分散してレーザ光照射部の最高到達温度が低くなった結果，吸収率が上昇したものと考

えられる．  

また，キーホール型溶接の場合もパルス幅が長いほど光吸収率が上昇する傾向にある．

前述の通り，キーホール型溶接の場合，レーザ光はキーホールの内壁で多重反射されなが
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ら中心部へ導光されるため，熱伝導型と比べて試料の光吸収率は上昇する．したがって，

パルス幅が長いほどキーホールの持続時間が長くなり，このために光吸収率が上昇したと

考えられる．  

3.7.2 節で加工実験を行ったものは，いずれもキーホール型溶接となっていたため，図

3-34 の右側に示した一群がこの加工結果に対応する光吸収率と考えられる．パルス幅

τ=2.4ms である 3 つのパルス波形 Later P.p.，Middle P.p.，Early P.p.を比較すると，溶込み深

さおよび光吸収率はいずれも Later P.p.＞Middle P.p.＞Early P.p.の順に大きくなっており，

両者の間に正の相関があることがわかる．また，最大ピーク出力が前半に位置するパルス

幅の異なる 3 つのパルス波形 Early P.p.，Early P.p. τ3.2，Early P.p. τ4.0 を比較すると，これ

らも溶込み深さおよび光吸収率に正の相関性があり，両者の値は Early P.p. τ4.0＞Early 

P.p. τ3.2＞Early P.p.とパルス幅が長くなる順に光吸収率も大きくなっている．したがって，

ある程度の相似性を有したパルス波形同士であれば溶込み深さと光吸収率の間に相関性が

あり，光吸収率が大きいほど深い溶込みが得られることが明らかとなった．本実験で実施

した光吸収率の測定方法では，レーザ光照射中の試料に外部から全く影響を与えないため，

加工しながら光吸収率を測定することによって加工を行った試料の溶込み深さを推定する

ことが可能になると考えられる．  

しかし，特性の大きく異なる波形を使用した場合は溶込み深さと光吸収率の間に一定の

関係は見られず，例えばパルス波形 Later P.p.と Early P.p. τ4.0 を比較した場合，光吸収率

の値は Early P.p. τ4.0 の方が大きいが，溶込み深さは Later P.p.の方が大きくなっている．

熱伝導型の加工状態における光吸収率の測定結果より，パルス幅が長いほど最高到達温度

が低くなる傾向があると推測されることから，キーホール型溶接となった場合でも同様の

傾向が見られた可能性が高いと考えられる．すなわち，Early P.p. τ4.0 のようにパルス幅が

長いパルス波形の場合，エネルギーの供給時間が長くキーホールの持続時間も長いために

試料の光吸収率は向上するが，吸収されたエネルギーは時間的に分散するためキーホール

の深さが増加せず，結果としてパルス幅が短い場合と大差のない溶込み深さとなったと推

測している．しかしながら，実際に発生している溶融現象の解明については，今後の課題

と考えている．  
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Fig. 3-34 Absorption rate of 532nm to copper for various waveforms and pulse duration 
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3.8 偏光状態が及ぼす影響 

3.8.1 偏光について 13) 

一般に，3 次元の直交座標系において z 方向に伝搬する光線の電界ベクトル E はその成

分を x 方向と y 方向に分けて式(3.12)，(3.13)のように表される．  

( ) ( ) ( )xxx tkzzEtzE δω +−= cos, 0  (3.12) 

( ) ( ) ( )yyy tkzzEtzE δω +−= cos, 0  (3.13) 

ここで，E0x，E0y はそれぞれ x 方向および y 方向の振幅，k は波数，ωは角周波数，δx，

δy は任意の値を表す．ここで，  

xy δδδ −=  (3.14) 

とおき，式(3.12), (3.13)に代入してδy を消去すると式(3.15)が得られる． 

  

 

 (3.15) 

 

また，三角関数の関係式(3.16)に式(3.12)および式(3.15)を代入すると，式(3.17)が得られ

る．  

( ) ( ) 1sincos 22 =+−++− xx tkztkz δωδω  (3.16) 

 

 

 

 (3.17) 

 

式(3.17)は図 3-35(b)，(d)に示すように楕円を示す関係式であり，電界ベクトル E が(x,y)

平面において楕円を描くことを意味している．このような電界ベクトルの振動方向の偏り

は偏光と呼ばれ，レーザ光において重要な特性の一つである．ここで， δ=0 またはπとな

る場合を考えると，式(3.17)は以下の式(3.18)のように表される．  
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式(3.18)は電界ベクトル E の x 成分と y 成分が比例することを表しており，電界ベクト

ル E は(x,y)平面において直線を描く．このため，このような状態は直線偏光と呼ばれる．

式(3.14)に示したとおり，δは電界ベクトル E の x 成分と y 成分の位相差を表していること

から，両者の位相差が 0 もしくはπラジアンとなる場合に直線偏光となり，図 3-35(a)，(e)

に示すように振動面おおび偏光面が平面で偏光方向の変わらない光線となる．  

また，式(3.17)においてδ=±π/2 かつ E0x=E0y= E0 となる場合，以下の式(3.19)が得られる． 

1
2

0

2

0

=







+








E
E

E
E yx  (3.19) 

式(3.19)は，図 3-35(c)に示すように電界ベクトル E が(x,y)平面において円を描くことを

表している．このため，このような状態は円偏光と称される．  

 

 

 

 

Fig. 3-35 Polarizations under various phase shifts 
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光線が物体の面に入射する場合，図 3-36 に示すように物体の面に垂直でかつ入射光線

を含む平面を入射面と呼び，光線の電界振動面が入射光に対して平行な光線を p 偏光，垂

直な光線を s 偏光と呼ぶ．この偏光方向が物体に対して光線を照射した際に生じる作用に

影響を与えることが知られており，例えば図 3-37(a)に示すように物体に入射角φ1で光線

が入射した場合のエネルギー反射率は偏光方向によって異なる値を示す．この値はフレネ

ルの公式と呼ばれる関係式で表され，p 偏光および s 偏光の光線が入射した場合の光エネ

ルギー反射率はそれぞれ式(3.20)および(3.21)で与えられる 14)．  

( )
( )

2

21

21

tan
tan

φφ
φφ

+
−

=pR  (3.20) 

( )
( )

2

21

21

sin
sin

φφ
φφ

+
−

=sR  (3.21) 

ここで，φ2 は媒質へ入射することによって屈折した光線の進行角を示しており，これと

光線の入射角φ1 および媒質の屈折率 N1，N2 の間には，式(3.22)に示すスネルの法則と呼

ばれる関係が成り立つ． 

2211 sinsin φφ NN =   (3.22) 

媒質が銅を始めとする金属の場合，屈折率 N2 は N2=n2＋iκ2 のように複素数の形で与えら

れ，これと式(3.22)を式(3.20)および(3.21)に代入することによって，p 偏光および s 偏光の

光エネルギー反射率 Rp および Rs はそれぞれ式(3.23)および(3.24)のように表される．  

2

1
22

1
2

211
2

2

2

1
22

1
2

211
2

2

sincos

sincos

φφ

φφ

NNNN

NNNN
Rp

−+

−−
=  (3.23) 

2

1
22

1
2

21
2

2

2

1
22

1
2

21
2

1

sincos

sincos

φφ

φφ

NNN

NNN
Rs

−+

−−
=  (3.24) 

これらの式をもとに算出した，波長 532nm の p 偏光および s 偏光を示す光線が様々な角

度で銅に入射した場合のエネルギー吸収率を図 3-37(b)に示す．図から明らかなように，s

偏光の吸収率は照射角の増加にともない徐々に低下していくが，p 偏光の吸収率は照射角

70°付近で最大となる特性を示しており，偏光方向によって吸収率に大きな違いが生じて

いる．  
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Fig. 3-36 S-polarization and p-polarization 

 

 

 

Fig. 3-37 Definition of incident angle and its influence on absorption rate15) 
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このように，偏光方向は光線と物体の作用に影響を及ぼすため，その方向を制御するこ

とが必要となる場合があり，そのために波長板と呼ばれる光学素子が多用されている．波

長板は，水晶のような複屈折をもった一軸性結晶を用いて，常光と異常光の間で屈折率が

異なるために生じる位相差を利用して偏光を制御する素子である．位相差は常光と異常光

の屈折率の差，および素子の厚さによって決まり，この位相差が振動周期の 1/2 となる場

合，素子の向きによって偏光方向を回転させる働きをもつ 1/2 波長板となり，位相差が振

動周期の 1/4 となる場合は直線偏光を円偏光に変換する働きをもつ 1/4 波長板となる．図

3-38 に 1/2 波長板および 1/4 波長板それぞれの働きを図示する．図 3-38 に示すとおり，1/2

波長板は素子の回転角度θに対して，偏光はその 2 倍の 2θ回転する．  

前述の通り，1/2 波長板は入射光線の偏光方向を回転させる働きを示し，その偏光方向

は素子の回転方向によって制御される．この特性を利用することによって，通常得られる

直線偏光や円偏光と異なる特異な偏光特性を示す光線を得ることが可能となる．図 3-39

に，素子回転角を 7.5°，すなわち偏光回転角を 15°ずつ変えた 12 方向の 1/2 波長板を，

素子の中心軸に対して放射状に並べて配置した軸対称偏光素子と，これに直線偏光を入射

した場合の偏光の挙動を示す．図から分かるように，軸対称偏光素子を用いることによっ

て偏光方向も素子の中心軸に対称な向きとなり，入射光の偏光方向によって偏光方向が放

射状になるラジアル偏光，および同心円状となるアジマサル偏光を得ることができる 16)17)． 

 

 

Fig. 3-38 Function of half-wave plate and quarter-wave plate 
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Fig. 3-39 Axisymmetric polarizer and the polarization direction of its output beam 

 

 

レーザ加工を行う場合，レーザ光を照射し始めた初期の段階においては被照射物の表面

は平面であるため，レーザ光照射スポット内で偏光による差異は生じない．しかし，レー

ザ光照射部が溶融し，さらにキーホールが発生して深い凹形状となった場合，レーザ光照

射面が大きく傾斜するため図 3-40(a)に示すようにレーザ光照射スポットの内部で p 偏光

の状態となる箇所と s 偏光の状態となる箇所が発生する．図 3-38 に示したように，物体に

光線が照射された場合，偏光方向によって反射率に違いが生じることから，キーホールの

発生にともなってレーザ光照射スポット内で反射率に偏りが生じ，結果として加工性にも

偏りが発生する可能性があると考えられる．溶接の場合はレーザ光照射時間が比較的長く，

かつ溶融した試料の流動によってレーザ光照射スポットの熱分布が均一化されることから，

レーザ光照射スポット内の加工性の偏りが加工結果に現れる可能性は低いと考えられる．

しかし，レーザ光照射スポット内に反射率が高い箇所が存在する場合，加工性を低下させ

る要因になる可能性がある．これに対して，図 3-39 に示した軸対称偏光素子を用いてラジ

アル偏光に変換したレーザ光を照射すると，図 3-40(b)に示すとおりレーザ光照射スポッ

トのいずれの箇所においても反射率の低い p 偏光となる状態を作り出すことが可能となり，

加工効率を向上させることができるのではないかと考えられる．このような観点から，レー

ザ光の偏光状態を様々に変化させ，偏光が加工特性に及ぼす影響について検討を行った． 
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Fig. 3-40 Polarization directions in key-hole 
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3.8.2 パルスグリーン Nd:YAG レーザの偏光特性 

図 3-41 に，本研究で開発したパルスグリーン Nd:YAG レーザの各所における偏光状態

を示す．波長 1064nm の基本波の光路を赤色，波長 532nm の第二高調波の光路を緑色で示

し，それぞれの偏光方向も同色で示している．なお，以降は紙面に垂直な方向を縦方向，

紙面に水平な方向を横方向と記述し，それぞれの方向に振動方向を示す直線偏光を縦偏光

および横偏光と呼ぶ．Nd:YAG ロッドから出力される光は，縦横いずれの方向の偏光成分

も含む無偏光状態となっているが，その直後に配置した s 偏光のみを反射する偏光セパ

レータによって横方向の偏光成分が除去されるため，縦偏光のみが共振器内で増幅される．

縦偏光の基本波が共振器内に設置した非線形光学結晶に入射すると，横方向の偏光を持つ

第二高調波が出力される．非線形光学結晶へ入射する基本波の光路は，紙面右から左へ向

かうものと，0°反射型のハーモニックセパレータに反射されて左から右へ向かうものの 2

つあり，それぞれで第二高調波が発生するため，向きが異なる 2 つのパルスグリーン

Nd:YAG レーザが存在する．この 2 つのパルスグリーン Nd:YAG レーザは共に横方向の偏

光を有するため，3.2.2 節で述べたとおり片側の光路へ 1/2 波長板を入れて偏光を 90°回転

させ，偏光スプリッタを用いて偏光合成し，1 本のレーザ光線として光ファイバへ入射し

ている．さらに，光ファイバ内で反射を繰り返すことにより偏光方向が均質化され，偏光

を持たない無偏光の状態となって光ファイバより出射される．したがって，これまでの加

工実験は無偏光のパルスグリーン Nd:YAG レーザによって行ってきたと言える．  
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Fig. 3-41 Polarization directions in pulsed green Nd:YAG laser oscillator 

 

3.8.3 実験方法 

図 3-42 に，本検討の加工実験を行った光学系を示す．前述の通り，本研究で開発した

パルスグリーン Nd:YAG レーザで光ファイバを用いてレーザ光を導光した場合，光ファイ

バから出射するレーザ光は無偏光の状態となり，偏光による加工特性の違いを検討する実

験に適さない．そこで，図 3-42 に示すように偏光合成する前の 2 本のレーザ光のうち一方

を塞ぎ，さらに光ファイバに入射することなくミラーのみによって加工点まで導光する方

法を用いた．これにより直線偏光を維持したまま試料に照射することが可能となるが，偏

光合成する前の 2 本のレーザ光のうち一方を塞ぐため試料に照射することのできるレーザ

光出力は従来の 1/2 となる．パルスグリーン Nd:YAG レーザ発振器から出力された直線偏

光のレーザ光はミラーによって照射方向を調整し，さらにその後に 1/2 波長板を配置する

ことで偏光方向を任意に調整できるようになっている．直線偏光をラジアル偏光やアジマ

サル偏光に変換する場合は，1/2 波長板の後に軸対称光学素子（㈱フォトニックラティス
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製 SWP-532）を設置した．集光レンズは焦点距離 60mm の平凸レンズを使用し，加工試料

はこれまでと同様に板厚 1mm の無酸素銅 C1020 を用いた．パルス波形は，パルス幅 4.0ms

の Early P.p. τ4.0 の相似波形を用い，ピーク出力を 0.57kW とした．偏光状態は，無偏光，

水平および垂直方向の直線偏光，ラジアル偏光，およびアジマサル偏光の合計 5 種類を用

いた．  

 

 

 

Fig. 3-42 Processing setup with various directions of polarization 

 

図 3-39 に示したとおり，直線偏光のレーザ光が軸対称光学素子を通過することによって，

ビームの偏光は光軸の中心に対称な放射状の偏光状態を示すラジアル偏光や同心円状の偏

光状態を示すアジマサル偏光に変換される．この偏光状態を確認するために，軸対称偏光

素子の後方に偏光スプリッタを設置し，その透過光をビームプロファイラで測定した．測

定を行った光学系を図 3-43 に示し，測定結果を図 3-44 に示す．偏光スプリッタは p 偏光

を透過し s 偏光を反射する特性を有するものを使用し，強度分布は p 偏光入射成分のみを

測定した．このため，軸対称の偏光状態を示すレーザ光を入射した場合，図 3-44 中に示し

た偏光状態の模式図において赤色の矢印で示した水平方向の偏光を持った光が透過される．

また，斜め方向を向いた偏光についてもその水平成分が透過されることから，結果として
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偏光スプリッタを透過しビームプロファイラで測定されるレーザ光は，上下および左右に

対称な扇形の強度分布を示すと考えられる．図 3-44 ではその理論通りの測定結果が得られ

ており，さらに 1/2 波長板の回転角を調整して入射光の偏光方向を変更した場合，向きが

90°異なる扇形の強度分布が得られていることから，直線偏光のパルスグリーン Nd:YAG

レーザを軸対称偏光素子に入射することよって，ラジアル偏光やアジマサル偏光へ変換さ

れていることが確認できた．  

 

 

Fig. 3-43 Measurement setup for axisymmetric polarization 

 

 

 

Fig. 3-44 Intensity distributions after polarizing cube beam splitter 
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3.8.4 偏光状態が加工特性に及ぼす影響 

図 3-45～49 に，それぞれ地面に対して水平方向の直線偏光，垂直方向の直線偏光，無

偏光，アジマサル偏光，およびラジアル偏光のレーザ光を照射することによって得られた

加工痕の表面および断面形状を示す．図中，溶融再凝固領域が見にくい断面写真について

は母材との境界に線を引き，見やすくしている．実験に用いたパルス波形は，図 3-32 に示

したとおり深い溶込みが安定して得られる Early P.p. τ4.0 の波形であるが，前述の通り装置

構成の影響により最大ピーク出力は通常の約半分である 0.57kW に制限されており，その

比率に応じた相似波形を用いている．さらに，光学系の構成による制限から，試料上の集

光スポット径は約 270μm と比較的大きなサイズとなっている．これらの理由から加工点

のエネルギー密度は低くなっており，結果としていずれの偏光状態においてもキーホール

の発生が見られず，熱伝導型の浅い溶込みしか得られていない．加工痕の表面形状に着目

すると，同様に熱伝導型の加工痕である図 3-17 に示した 集光スポット径 ds=250μm のも

のと比較した場合，図 3-47 に示した無偏光のレーザ光照射による加工痕を除いて，いずれ

の偏光状態の加工痕も外形が円形から崩れており楕円形に近い形状になっていることがわ

かる．図 3-42 に示したとおり，本実験では偏光を有したレーザ光を照射するために光ファ

イバを通すことなくミラーによって加工点までレーザ光を導光しているため，発振器の出

射ビームモードの影響が加工痕形状に大きく現れたと考えられる．逆に，光ファイバを用

いてレーザ光を導光することは，ビーム形状を整形し良好で安定した加工痕形状を得るの

に効果的であると言える．  

偏光状態による違いに着目すると，いずれの偏光状態においても加工痕表面および断面

の形状に大きな差は見られなかった．吸収率が向上し溶込み深さが増加すると予測してい

たラジアル偏光と，逆に吸収率，溶込み深さがいずれも低下すると予測していたアジマサ

ル偏光を比較した場合でも，両者の溶込み深さに大きな差異は見られず，軸対称偏光へ変

換した効果は得られなかった．図 3-37(a)に示したとおり，銅に波長 532nm のレーザ光を照

射した場合，偏光方向によって吸収率に大きな差が生じるが，その差は照射角 70°付近を

ピークに 0°（垂直）に近いほど縮小する特性がある．前述の通り，本実験で行った加工

ではエネルギー密度が低いためにキーホールが発生せず熱伝導型の溶接となっていた．こ

のため図 3-40 に示したようなキーホールの内壁にレーザ光が照射されるような状況が発

生せず，  0°に近い角度でレーザ光が照射された結果，偏光による差異が生じなかったと

考えられる．したがって，軸対称偏光による効果を得るためには，直線偏光を有するより

 - 155 - 



大出力のレーザ光を照射してキーホールを得る必要があると考えられ，光源の開発を含め

て今後の課題と考えている．  

以上の結果から，パルスグリーン Nd:YAG レーザ発振器から光ファイバへ入射する前の

直線偏光のレーザ光をミラーで伝送し，軸対称偏光素子を透過させることでアジマサル偏

光およびラジアル偏光のレーザ光を得ることが可能であるが，熱伝導型溶接の場合は加工

性にそれらの偏光による差異が現れないことが明らかとなった．  

 

 

Fig. 3-45 Irradiated surfaces and cross sections of copper with horizontally polarized laser 

beam 
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Fig. 3-46 Irradiated surfaces and cross sections of copper with vertically polarized laser 

beam 

 

 

Fig. 3-47 Irradiated surfaces and cross sections of copper with non-polarized laser beam 
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Fig. 3-48 Irradiated surfaces and cross sections of copper with azimuthally polarized laser 

beam 

 

 

Fig. 3-49 Irradiated surfaces and cross sections of copper with radially polarized laser beam 
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3.9 結 言 

本章では，パルスグリーン Nd:YAG レーザ発振器を開発し，その基本特性の測定や純銅

のスポット溶接における加工特性の評価を行い，波長やパルス波形，および偏光による加

工特性や光吸収特性の変化について検討を行った．本章で得られた主な結論は，以下のと

おりである．  

（１） LD 励起方式によって得られる良好なビーム品質のために，Q スイッチ発振のピー

ク出力に比べて低いノーマルパルス発振においても，電気－光変換効率 13%，基本

波－第二高調波変換効率 55%と高い変換効率を実現するパルスグリーン Nd:YAG

レーザ発振器を開発した．  

（２） 開発したパルスグリーン Nd:YAG レーザ発振器は，最小コア径φ100μm の光ファ

イバを使用可能で，パルス波形を任意に制御でき，長時間の連続発振試験において

0.5%rms 以下の出力安定性を得た．  

（３） 純銅はレーザ光の波長によって加工性が大きく異なり，波長 1064nm のレーザ光で

は全く加工できないような条件でも，波長 532nm のレーザ光であればキーホールを

ともなう溶込みの深い加工を行うことが可能であった．  

（４） 積分球内に試料を設置して加工を行い，反射光のエネルギーを測定することにより

試料の光吸収率を推定することが可能である．さらに，小型のヒータを用いて試料

を加熱しながら同様の測定を行うことで，光吸収率の温度依存性を明らかにするこ

とが可能であった．  

（５） 純銅の光吸収率は波長や加工形態によって異なり，非溶融の条件では波長 532nm の

光吸収率は波長 1064nm に比べ 5 倍以上高い値を示した．しかし，キーホールの発

生をともなう場合は波長 532nm の方が高い光吸収率を示すものの，波長 1064nm に

対する増加率は約 1.7 倍と低くなった．   

（６） 照射エネルギーが同一であってもパルス波形によって加工結果に変化が生じ，前半

に最大ピーク出力を有し，かつパルス幅の長いパルス波形を用いることで．ポロシ

ティの残留が少なく溶込みの深い良好な加工結果が得られた．  

（７） パルス波形によって光吸収率に変化が生じ，相似性をもつパルス波形同士であれば

光吸収率と溶込み深さの間に正の相関関係を見出すことができる．しかし，パルス

幅も波形形状も大きく異なるパルス波形同士では，光吸収率と溶込み深さに相似関

係は示されなかった．  
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（８） 直線偏光のレーザ光に軸対称偏光素子を用い，入射光の偏光方向を調整することに

よって偏光方向が放射状になるラジアル偏光，および同心円状となるアジマサル偏

光を得ることができた．それらの偏光レーザ光を用いた熱伝導溶接では，偏光状態

による加工特性の差は確認されなかった．  
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第 4 章  総 括 

 

4.1 本研究で得られた成果 

 本論文では，加工の分野において多用されてきた Nd:YAG レーザでは加工を行うことが

困難な金属材料であるアルミニウム合金と銅に対して，高品位・高効率な微細溶接を行う

ことを目的として，加工対象に最適な波長を用いたレーザ加工装置を開発し，その装置を

使用して微細溶接特性について検討するとともに，プロセスメカニズムの解明に関して研

究を行った．以下，本研究で得られた主な結論について述べる．  

第 2 章では，アルミニウム合金のレーザ微細溶接に対する高効率・高品質化を目的とし

て LD 重畳ハイブリッド Nd:YAG レーザシステムを用い，加工実験によって連続発振 LD

の重畳やパルス波形制御の効果を明らかにした．さらに，レーザ光照射によって加工が行

われる過程の高速度観察や非定常熱伝導解析および応力解析等を用いて加工現象を詳細に

検討した．  

アルミニウムは軽量で熱伝導性や電気伝導性に優れることから様々な用途で多用され

ているが，加工用に一般的に使用されている波長 1064nm の Nd:YAG レーザによってレー

ザ加工を行う場合，光吸収率が約 5%しかないため加工効率が低いという問題点があった．

これを改善するために，アルミニウムの光吸収率が 808nm 付近にピークを有し約 15%まで

上昇する点に着目し，パルス発振 Nd:YAG レーザに波長 808nm の連続発振 LD を重畳した，

連続発振 LD 重畳ハイブリッドパルス Nd:YAG レーザシステムを用いた．  

パルス Nd:YAG レーザのパルス波形について，ビードオンプレートおよび二次電池缶の

シーム溶接実験により，ビード面の安定した溶接を得るためには前半に最大ピーク出力を

有する山形のパルス波形が最適であることを明らかにした．また，ピーク出力約 1.8kW の

パルス Nd:YAG レーザに出力 50W の連続発振 LD を重畳することによりビード幅，溶込み

深さともに 20％以上の増加が見られ，連続発振 LD の重畳が加工効率の向上に効果的であ

ることが確認された．連続発振 LD の重畳は加工品質の向上にも効果を示し，アルミニウ

ム合金へのスポット溶接において，連続発振 LD によるポストヒーティングを行うことに

よりクラックの生成および成長を抑制することが可能であった．さらに，連続発振 LD の

出力が大きいほど，また照射時間が長いほど，その効果が顕著に現れていた．この加工過

程を高速度カメラによって観察した結果，重畳する連続発振 LD の出力が高いほど，レー

ザ光照射によって形成された溶融池が凝固して静定するまでの時間が長くなっており，凝
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固過程の温度変化が緩やかになるためクラックの発生が抑制されることが明らかとなった．

さらに，非定常熱伝導解析および応力解析により，ポストヒーティングを行うことでレー

ザ光照射部は周囲と比較して高い温度に保たれながら緩やかに冷却され，これによって

レーザ光照射スポット中央部が圧縮応力場に保たれることが示された．これにより，レー

ザ光照射スポット内に欠陥が存在する場合であっても，圧縮応力場であればその成長を抑

制する効果が生じると考えられる．  

また，欠陥や試料への過剰な入熱が少なく，かつ溶込みの深いキーホール溶接を行うた

めに，熱伝導型溶接とキーホール型溶接の境界付近の加工現象について，加工実験および

非定常熱伝導解析による検討を行った．パルス発振 Nd:YAG レーザに連続発振 LD を重畳

した場合，熱伝導型とキーホール型との境界付近の加工条件であっても安定したキーホー

ルを得ることが可能であった．さらに，パルス休止時間や重畳する連続発振 LD の出力を

様々に変更して加工実験を行った結果，パルス休止時間が短く，重畳する連続発振 LD の

出力が高いほどキーホールが発生しやすくなる傾向が明らかとなった．また，連続発振 LD

を重畳することにより，熱伝導型とキーホール型の境界領域付近においても安定したキー

ホール型溶接を行うことが可能であった．この加工過程について，レーザ光照射部の温度

変化をシミュレーションすることにより，キーホールが形成される温度境界は試料表面温

度が沸点を超えるか否かで判断することが可能であった．試料表面温度が沸点を超えない

場合は解析モデルの試料表面に平面熱源を与え，沸点を超えた場合はこれに加えてキー

ホールを模したφ150μm，深さ 300μm の円筒型の内部熱源を与えることによって，溶込

み形状を推定することが可能であった．  

第 3 章では，純銅におけるレーザ溶接の高効率・高品質化を目的として，パルスグリー

ン Nd:YAG レーザを開発し，純銅に対してシングルショットの加工実験を行うことにより

波長変換やパルス波形制御による効果を検討し，さらに様々な条件におけるレーザ光吸収

率を測定することによってその加工現象を詳細に検討した．  

銅は，導電率が高いという特徴から電気・電子産業で配線材料として多用されており，

近年のパワーデバイスに対する要望の高まりから，銅の微細配線同士を直接接合する溶接

技術の開発が求められている．しかし，波長 1064nm の Nd:YAG レーザは，銅に対する光

吸収率が約 1.5%と低く，さらに熱伝導率も高いことから吸収されたエネルギーが急速に周

囲へ拡散するため，加工効率が非常に低いという問題点があった．ところで，銅は波長

600nm 付近よりも短い波長において高い光吸収率を示す特性を有しており，Nd:YAG レー
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ザの第二高調波の波長である 532nm においては 35%以上と高い光吸収率を示す．この特性

を利用して高効率の加工を行うために，パルス LD 励起 Nd:YAG レーザを波長変換して得

られる波長 532nm のパルスグリーン Nd:YAG レーザを開発した．非線形光学結晶による波

長変換の効率は，結晶に入射する基本波レーザ光のエネルギー密度が高いほど向上するこ

とから，発振効率が高く熱レンズ効果によるビーム品質の低下の少ない LD 励起方式のパ

ルスレーザを基本波光源として使用した．さらに，非線形光学結晶の配置を内部共振器型

とすることにより，電気－光変換効率 13%，基本波－第二高調波変換効率 55%と高い変換

効率を実現することが可能であった．得られたパルスグリーン Nd:YAG レーザ光は，最小

コア径φ100μm の光ファイバへの入射が可能で，パルス波形を任意に制御することがで

き，長時間の連続発振試験において 0.5%rms 以下の出力安定性を達成した．  

基本波のパルス Nd:YAG レーザ光とパルスグリーン Nd:YAG レーザ光を同一の条件で純

銅に照射して加工結果を比較したところ，加工性はレーザ光波長によって大きく異なるこ

とが明らかとなった．集光スポット径φ200μm，ピーク出力 1kW，パルス幅 1.2ms の矩形

波で出力されるレーザ光を照射した場合，波長 1064nm のレーザ光ではレーザ光エネル

ギーが試料に吸収されず，全く加工することができないが，波長 532nm のレーザ光であれ

ばキーホールをともなう溶込みの深い加工を行うことが可能であった．このような結果か

ら，純銅に対してレーザ加工を行う場合，波長変換は非常に効果的であると言える．同様

の加工を積分球内に設置した試料に対して行うことにより，測定される反射光のエネル

ギー量から試料の光吸収率を推定することが可能であった．純銅の光吸収率は波長や加工

形態によって違いが生じ，非溶融の条件では波長 532nm の光吸収率は波長 1064nm に比べ

5 倍以上高い値を示すが，キーホールをともなう場合，その差は約 1.7 倍まで近づいた．

さらに，小型のヒータを用いて試料を加熱しながら同様の測定を行ったところ，試料の光

吸収率には温度依存性があり，温度によって変化する傾向が波長 1064nm と 532nm で異

なっていたことから，この差異が加工形態による光吸収率の変化に影響を及ぼしている可

能性があることが明らかとなった．  

前述の矩形波による加工では，加工痕の内部に規模の大きなポロシティが残留していた

が，照射エネルギーが同一であってもパルス波形によって加工結果に変化が生じることが

明らかとなり，前半に最大ピーク出力を有し，かつ 4.0ms とパルス幅の長いパルス波形を

用いることで，ポロシティの残留が少なく溶込みの深い良好な加工結果が得られた．また，

光吸収率もパルス波形によって変化し，吸収率が高いほど深い溶込みが得られるという傾
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向が見られた．  

また，パルスグリーン Nd:YAG レーザは直線偏光を有するレーザ光を出射することが可

能であり，また波長 532nm の光を斜方より純銅に照射した場合，偏光方向によって光吸収

率に大きな変化が現れることから，偏光による加工特性の変化を実験的に検討した．偏光

方向が光軸に対して放射状となるラジアル偏光のレーザ光を照射してキーホールが発生し

た場合，レーザ光はキーホールの内壁に斜方から照射される様になり，キーホールの内壁

の全域に渡って光吸収率の高い p 偏光の状態となるため，より加工効率が向上すると予想

していたが，加工結果は，垂直偏光，水平偏光，無偏光，ラジアル偏光，およびアジマサ

ル偏光のいずれの偏光状態においてもほぼ同一となり，変化が見られなかった．これは，

発振器の構成上，偏光維持した状態で高い出力のレーザ光を試料に照射することができず，

キーホールの発生に至らなかったためと考えられる．したがって，偏光による加工効率の

変化については，光源の開発を含めて今後の課題と考えている．  

 

4.2 本研究の今後の展開 

 本研究では，従来レーザ加工において使用されてきた Nd:YAG レーザに対して，加工材

料に応じた波長の最適化を主軸とした改良を加えた 2 種類のレーザ発振器，すなわちアル

ミニウムに対する吸収率の高い波長 808nm の連続発振 LD を重畳した「LD 重畳ハイブリッ

ド Nd:YAG レーザ」，および非線形光学結晶を用いて銅に対する光吸収率の高い波長 532nm

への波長変換を行った「パルスグリーン Nd:YAG レーザ」を使用し，それぞれアルミニウ

ム合金および純銅に対するレーザ微細溶接の高効率・高品質化を目指して，溶接メカニズ

ムの検討を行った．  

LD 重畳ハイブリッド Nd:YAG レーザを用いたアルミニウム合金の微細溶接では，連続

発振 LD を重畳する効果を加工効率および品質の両面から確認することができた．また，

これらの加工現象を理解し基礎的な検討を行うことにより，比較的精度の高いシミュレー

ションを行うことが可能となった．さらに，低熱影響かつ安定した溶接の鍵となる熱伝導

型溶接とキーホール型溶接の境界条件についての基礎的な検討を行い，その境界における

加工現象の一端を明らかにした．本研究では，アルミニウム合金へのレーザ溶接の用途と

して主にリチウムイオン二次電池の封止溶接を想定して研究を行った．今後，スマートフォ

ンをはじめとする携帯情報端末の分野や，ハイブリッド自動車や電気自動車などの分野に

おいて，その需要はますます増大し，さらに製品形状が多様化することが予想される．こ
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のような加工を行う上で，本研究で得られた加工およびシミュレーション技術の成果を活

用することによって，多様な加工要求に対しても短期間のうちに最適な加工条件を見出し，

製品開発期間の短縮に寄与することが期待される．また，自動車の用途において使用する

リチウムイオン二次電池は大型化の傾向にあることから，今後はレーザ発振器の開発も含

めて，継続した溶接メカニズムの開発を進めていくことが重要であると考える．  

なお，本研究において得られた成果を受け，先進的なレーザ加工の研究で著名なドイツ

の研究機関である LZH（Laser Zentrum Hannover e.V）において，同様の波長合成によりさ

らなる加工効率と品質の向上を目指したアルミニウム合金の加工研究が開始されているこ

とから，従来の研究を進めると共にさらに独創的なアイディアに基づく研究を行う必要が

あると考えている．  

パルスグリーン Nd:YAG レーザを用いた純銅の溶接では，波長変換を行うことにより大

幅に加工効率が向上し，さらにパルス波形を最適化することにより欠陥の少ない加工を行

うことが可能となることを明らかにした．これらの結果から，実用分野においても良好な

結果を得られると考えているが，実際の用途として想定している電子部品における電気配

線への適用については検討することができておらず，今後の課題として取り組む必要があ

ると考えている．また，溶接による接合を必要としている純銅を用いた電気配線は電子部

品に留まらず，電気自動車や太陽電池の分野など多岐にわたっており，これらの用途には

さらに大出力のレーザ光源が必要になると考えられる．したがって，加工現象の研究のみ

ではなくレーザ発振器の開発についても継続して進める必要があると考えている．  

本研究では，レーザ溶接における難加工材料である銅とアルミニウムについて，試料の

光吸収特性に着目し，吸収率の高い波長のレーザ光を照射することによって溶接加工の効

率および品質を向上させることを試みた．近年，同様の難加工材料に対するレーザ溶接に

ついて様々な観点からアプローチがなされており，例えば高出力かつ高ビーム品質で集光

性に優れるファイバーレーザやディスクレーザでは，微小スポット径に集光することで得

られる非常に高いエネルギー密度を利用し，深いキーホールを形成させることで加工速度

や効率に優れる加工が行われている．一方，本研究ではアルミニウム合金に対して光吸収

率の高い半導体レーザを，パルス Nd:YAG レーザに重畳させる手法を用いたが，近年では

半導体レーザの高出力化が進んだことから，半導体レーザのみで直接加工を行うシステム

も開発されている．このように，難加工材のレーザ溶接という分野に限っても様々な特徴

を有する次世代のレーザ発振器が盛んに開発されており，実用化も進んできている．しか
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しながら，いずれも長所と短所がありニーズを完全に満足するシステムが存在するわけで

はない．本研究では，それぞれの特徴を活かしたシステム構成を提案し，その効果を確認

できた．今後も目的に応じてレーザ発振器を開発，利用して，さらに高品質，高効率で低

コストのシステムを目指し，本研究で得られた成果や評価技術を活かして加工光学系や加

工方法についても研究開発を進めていく必要があると考えている．  
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本研究の機会を与えて頂き，多大なるご指導を賜りました恩師 岡山大学名誉教授 宇野

義幸博士に心より感謝の意を表します。 

そして，岡山大学大学院自然科学研究科准教授 岡本康寛博士には常日頃より熱心なご

指導，ご鞭撻を賜りました．心より感謝申し上げます． 

本論文に関する研究の遂行に関してご協力頂きました，岡山大学工学部機械システム系

学科特殊加工学研究室の横山豪人氏，和田卓也氏，関係各位，ならびに岡山大学大学院自

然科学研究科産業創成工学専攻機械生産開発講座特殊加工学研究室に在籍された原口心氏，

三浦和也氏，高橋直也氏，高井淳生氏，原田昌宜氏他の皆様に心から感謝申し上げます． 

また，本研究の機会を与えて頂き，多大なるご理解を賜りました株式会社片岡製作所 代

表取締役社長 片岡宏二氏，取締役先端レーザ研究所所長 酒川友一博士に深く感謝申し上

げます．  

最後に，多くの時間を割いて御協力頂きました株式会社片岡製作所  先端レーザ研究所

各位に感謝致します． 
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