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レーザ加工技術の原理、特徴、課題を横断的に幅広く解説！
接合、肉盛、切断、表面熱処理、ピーニング等の応用を記述！
自動車ボディに用いられているレーザ接合技術の詳細を解説！
CO2 レーザ、YAG レーザ、半導体レーザ等主なレーザを説明！
近年注目のアディティブマニュファクチュアリングに言及！
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＝ 刊行にあたって ＝
太陽の光は、虹の 7 色と赤外線・紫外線などの光が混じった混合された光で、360 度すべての方向に拡散する。レーザとは、この内 1 色のみを取り出して、増幅させ
た人工の光である。このレーザは、数多くの優れた特性があるため、金属の切断、溶接、表面処理から、プラスチック、ゴムなどの有機材料の加工にまでアプリケー
ションが拡大している。
例えば、レーザは指向性と集光性が良いため、微細加工幅あるいは微細加工面積での加工が可能であり、最近は、ファイバーレーザ、半導体レーザなどの様に、紫外
域の短波長レーザや短パルスレーザを用いて更に加工精度の改善がされている。また、レーザビームをレンズに集光することにより高密度エネルギーを得られるので、
ほとんどの材料（金属、ガラス、有機材料など）を溶融もしくは蒸発させることができる。更に、TIG 溶接や MIG 溶接と比べ、溶融ビート幅が狭く溶融深さが大きく、
熱影響層や溶接ひずみの小さい接合が可能である。レーザ加工では、このように小領域にエネルギーを集中し、非常に効率的に材料の溶融あるいは蒸発を起こすので、
切断速度や溶接速度を大きくすることもでき、光合成、光分解、合金元素添加の利用も可能である。レーザ加工技術は産業界の発展に大きく寄与していく、これからの
技術であると考えられる。
本書では、各種製品の設計、製造に関わっている技術者、レーザ加工関係の仕事をされている技術者、また将来これらの分野に進まれる予定の学生を対象にして、各
種分野で適用可能な主なレーザ加工技術（接合、肉盛、切断、表面熱処理、ピーニング、その他）の知識とその応用について記述した。また、自動車をはじめとして、
原子力発電設備など各種分野への適用事例について述べた。更に、最近の新技術についても紹介した。
今までに出版されたレーザ加工分野の書物は、レーザ溶接、レーザ切断などのように一つか二つの技術に絞った内容のものがほとんどであり、レーザ加工技術を横断
的に幅広く説明したものはあまりない。従って、本書では、各種のレーザ加工技術について、横断的にその原理、特徴、課題、その応用方法などを出来るだけ具体的に
わかり易く説明し、レーザ加工技術がどのような技術なのかを理解できるようにした。
1 章では、先ずレーザの基本的な特性、課題について説明し、次に CO2 レーザ、YAG レーザ、半導体レーザ、ファイバーレーザ等の主なレーザについて、そのメカ
ニズム、特徴などの基礎的な知識について具体的に説明している。
2 章では、各種のレーザ加工技術（レーザ切断、レーザ溶接、レーザ精密加工、レーザブレージング、レーザクラッディング、レーザ合金化、レーザ焼入れ、レーザ
ピーニングなど）について、各々その原理、特徴、課題等を他の従来法（アーク、プラズマ、溶射、高周波など）と比較評価しながら説明した。また適用事例について
も述べた。
レーザクラッディングの項では、造形技術としても利用できるため、近年注目されているアディティブマニュファクチュアリングについてもその特徴と応用例に言
及している。
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