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1.機器の概要

1.1 機器の概要

LP― Fシ リーズ (写真 1)は 、Lを

ドービングしたフアイバ内でレーザ光を

励起・増幅 し、パルス発振させる世界初

の方式を採用したスキヤニングレーザマ

ーカである。レーザ波長、マーキング性

能は従来の YAGレ ーザマーカと同様で、

「金属への印字」「樹脂の発色印字Jが可能

である。それに加え、①消費電力を大幅

膊

写真 l LP― Fシ リース

に削減、②超小型設計により設置スペースを大幅に削減、0消耗品・廃棄物が必

要なくランニングコストを大幅に削減できる等の特徴を付加することに成功した。

l.2 開発および実用化の経緯

現在、FA業 界において ‐般的に使用されているスキャニングレーザマーカは

C02ヽ あるいはYAGレ ーザマーカの 2種類が主流となっている。弊社では以前か′)

C02レ ーザマーカを発売しているが、C02レ ーザ光の波長 (10.6[μm])の特性に

より、金属印字や樹脂発色自l字が不可能であり、市場アプリケーシヨンヘの対応

が十分ではなかった。一方、従来のYAGレ ーザマーカは、①水冷設備が必要、②

消費電力が大きい、③消耗品/廃棄物が発生する等の問題点があり、市場から改

善の要望が強く出ていた。そこで、市場でのマーキングニーズヘの対応、および

従来のYAGレ ーザの問題点を解決するため、YAGレ ーザマーカと同じ1.06[//m]

のFAYbレ ーザマーカの開発に着手した。
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2.機器の技術的特徴および効果

2.1 技術的特徴

従来の ⅧGレ ーザは、図 1に示すように、クリプトンランプや LDの光を mG

結晶に照射 して光を発生させ、それをミラー間で増幅しレーザを発振させるとい

うものである。しかし、この方式では、装置自体が多 くの熱を持つため、純水に

よる冷却が必要となる。その結果、水冷設備に伴う装置の大型化や純水、あるい

はイオン交換樹脂等の消耗品の発生、ならびに消費電力も大きくなる等、多 くの

問題点が生 じていた。当社の LP―Fシ リーズは、図 2に示すように、恥 が ドーピ

ングされたファイバ内でレーザ光を効率良く励起・増幅させパルス発振を得る、

世界初の臥乃 方式 |※ 1)を 採用し従来のnGの問題点を解決 した。

(※ 注1)FAYb(フ ァイ)は 、弊社における造語で、「 iber Alllplified Ytterbiumの 略語。
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図 1 従来の YAGレ ーザの原理

2.2 効果

(1)省 エネルギー性

図 2 FAYb方式の原理

FAn方式は、励起光をファイバを使用して結合できるため、励起用 LDの光

を効率良く注入できる。変換効率は、光⇒光変換効率を約 50%、 電気⇒光変換

効率を 18%ま で向上 し、高効率を実現 した。また、消費電力は 0.4[kVA]を 実
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図 3 消費電力比較
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現 し、従来のランプ励起式ⅧGと 比較 して 96%削 減、LD励起式 YAGと 比較して

80%削減という画期的な省エネルギーを実現 した (図 3)。

年間稼動時間を24時間/日 、240日 /年稼動、電気代を23円 /kLと した場合、

年間ランプ式と比較して約 1,272千円、LD式 と比較 して約 212千 円の電力費削

減が可能となる。

(2)省 スペース

臥恥 方式の開発により、レーザマーカのヘッド、コントローラを小型化でき

た。また、完全空冷を実現 したことで、水冷設備が ^切不要となっており、省

スペース化をさらに促進している。よって、単位面積あたりの生産性向上はも

ちろんのこと、水冷設備導入コス トの削減、冷却水配管作業、および定期的な

メンテナンス等が ^切不要である。尚、LP Fシ リーズの形状は、従来の LD励

起式の YAGレ ーザマーカと比較して、ヘツド、コントローラ共に、設置面積を

約 1/3～ 1/2に 、体積比を1/3ま で小型化 した (図 4)。
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(3)高 ビーム品質

FA恥 方式で得られるレーザはシン

グルモー ド (図 5)に近 く、ビーム品

質が非常に良いため、微細で高品質な

マーキングが可能である。また、微小

なスポットにエネルギーを集中できる

特徴を有しており、10Wの レーザ出力

でも、金属深堀印字/樹脂発色印字等、

幅広いアプリケーシヨン対応が可能である。
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図 5 ビームモー ド比較



(4)省資源

従来のランプ/LD方式は密閉された空間で猟G結晶に励起光を照射するため、

放熱が悪 く水冷が必要であった。これに対 し、当社の臥恥 レーザは、レーザ媒

体がフアイバであり、放熱面積を広 くとることができるため、放熱しやすい構

造となっている (図 6)。

従って、完全空冷化を実現 し、水冷で必要な純水や各種フイルタ、イオン交換

樹脂等の消耗品や廃棄物が 一切不要となり、省資源を実現 している。

FAYb方 式 従来 ランプ/LD励 起

Y■0結纂

L二 水冷

・レーザ媒体がフアイバであ        ・密閉された空間でYAG結 晶に

るため、放熱面積が広 く取         励起光を照射するので、放熱が

れ放熱 しやすい。             悪 く水冷が必要3

図 6 冷却方式の比較

(5)長寿命

従来のランプ励起式/LD励起式 YAGレ ーザマーカが、稼動中に励起用ランプ、

あるいは LDを Лε射 しているのに対 し、FA1/bレ ーザマーカは、印字中のみ励起

用 LDを 照射する合理的な方式である。さらに、従来方式に比べ変換効率が良い

ため、励起用 LDの発光出力を低 く抑えることができる。従って、LDの寿命を

延ばすことができ、LDの交換周期が飛躍的に延び、交換費用を大幅に削減でき

る。

3.用途

開発された「LP― Fシ リーズJは、以上で述べた特長が YAGレ ーザマーキン

グ市場に受け入れられ、99年の発売以来、自動車部品、電 F部品、半導体業界を

中心に、400台以 上の納入実績を上げてお り、スキヤニング YAGレ ーザマーカ市

場でのシェアは20%に迫っている。今後もさらなる需要・実績の拡大を予測 して

いる。
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