




レーザーが熱加工の世界を広げる
Laser will broaden the world of thermal processing!!

溶接 Welding Hardening Thermal Processing焼入れ その他の熱加工

Compared with iron, Aluminum
welding is more difficult.

従来溶接法と比較し『高速』

半導体レーザーは『低歪』

半導体レーザーは『高品位』

High speed welding.

Low distorted welding.

High quality welding.

加工例 Processing Examples

加工例 Processing Examples

円筒突合せ溶接 材料1(Material1)：SCM415　材料2(Material2)：SCR420　備考：ブローホールなし(PS: No blowhole) 

焼入れ後の変形：３μｍ

突合せ溶接

Butt welding of cylinders

Deformation after hardening：３μｍ

狙った所に焼入れが可能
 It is possible to hardening
marked parts 

円筒内径低歪焼入れ
Cylinder inside. Low distorted hardening

局所焼入れ
Partial hardening

小径穴側面焼入れ
Small Diameter hole(Inside hardening)

パイプ内径焼入れ
Pipe inside diameter hardening 

溝穴焼入れ
Groove portion hardening

内歯車焼入れ
Internal gear  hardening 

ケース封止溶接
Al sealing welding

カムシャフト
Cam Shaft

リニアガイド
Slot of Linear Guide

異材重ね溶接
Dissimilar material lap welding

テーラードブランク溶接
Welding of tailored blanks

点溶接
Spot welding

Butt welding 材料1(Material1)：S35C　材料2(Material2)：S35C  

※ホームページは随時更新中！「エンシュウ」「レーザー」で検索！
Website will be updated regularly! Please check us out on the Internet !
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局所焼入れが可能

焼入れ歪が極小

焼入れ工程のインライン化が可能

水による冷却が不要

コイル（高周波焼入れ）が不要

Partial hardening is possible

Minimum distorted hardening

Production line of hardening is possible

Cooling operation is not necessary

A coil is not necessary for induction hardening

特徴
Features

樹脂溶着
Plastic Welding
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材料（Material）
板厚1（Thickness1）
板厚2（Thickness2）

材料(Material)：S45C 
硬化深さ(Hardening depth)：0.5mm
硬さ（Ｈardness）：HV700以上  

材料(Material)：S45C
硬化深さ(Hardening depth)：0.3mm
硬さ(Hardness)：HV510以上 

材料(Material)：S45C
硬化深さ(Ｈardening depth)：0.6mm
硬さ（Ｈardness）：HV700以上  材料(Material)：S35C

硬化深さ(Hardening depth)：0.5mm 
硬さ(Hardness)： HV420

材料（Material) ：SPCC
板厚（Thickness）：0.6mm
切断幅（Cutting width）：0.1mm

薄板板金切断　
（Thin board sheet metal cutting ）

重ね溶接  Lap joint welding
上側（Upper）：Ti（t=1.0mm）
下側（Lower）：AL（t=1.0mm）

重ね隅肉  Fillet welded lap joint
上側（Upper）：Ti（t=1.0mm）
下側（Lower）：AL（t=1.0mm）

：SUS
：0.3mm
：0.3mm

材料（Material）
板厚1（Thickness1）
板厚2（Thickness2）

：SPCC
：0.7mm
：1.4mm

焼入れ前 真円度
Roundness before 
Laser hardening
口元(Front)：  3.1μm
中央(Center)：1.9μm
奥側(Back)：   1.4μm

焼入れ後 真円度
Roundness after
Laser hardening
口元(Front)： 4.4μm
中央(Center)：4.2μm
奥側(Back)：  5.0μm

透過性樹脂と吸収性樹脂の組み合わせによる樹脂溶
着には、半導体レーザーの波長、ＣＷ出力、ビーム形状
が最適です。また、非常に安定した精密な出力制御が
可能である点を生かし、エンシュウの制御技術との
マッチングにより、安定した生産をサポートします。
The wavelength of a semiconductor laser, CW output, and 
beam form are the best for resin welding due to the the 
combination of penetrable resin and resin made from 
absorption. Moreover, taking advantage of the point in which 
the very stable precise output control is possible, stable 
production is supported by matching with the control 
technology of ENSHU. 

樹脂と金属の接合
Plastic and Metal Joining
樹脂と金属という新しい組み合わせの材質の接合方法としてレーザー
は多くの可能性を秘めています。樹脂側からの接合のみならず、金属側
からの接合も可能です。

There are more possible methods of welding plastic to metal if using a laser 
processing system. It will be capable of welding from both the plastic side and 
the metal side.

異種金属の接合
Dissimilar  Material  Welding

アルミと銅、アルミとチタンといった、従来では接合できないと考えられ
ていた異種金属の接合もレーザー溶接によって可能となりつつあります。
With a laser it is possible to weld dissimilar materials such as AL+CU,AL+Ti which 
was previously  impossible 

レーザー切断
Laser Cutting

金属と樹脂の接合部をレーザーで発
熱させることにより、接合部の樹脂側
が発泡し、両者間に結合力が発生しま
す。接合強度は接着剤の約６倍の事例
もあります。
 Because laser welding generates heat which 
raises the temperature of the joint part,the 
plastic starts to melt. This results in metal 
and p last ic  combin ing together .  The 
strength is 6times stronger than using bond.

PA t=2.0 

SUS304 

圧力 Pressure

圧力 Pressure

レーザービーム
Laser beam

光透過性樹脂
Light-transmissive Plastic

光吸収性樹脂
Light-absorbing Plastic

レーザー
Laser

樹脂
Plastic

金属材料
Metal

材料（Material）：アクリル（acrylic resin）
板厚（Thickness）：3.0mm

切断幅：0.1mm
Cutting width

材料1(Material1)
材料2(Material2)

：Ni
：Ti

材料（Material）
備考（Remarks）

：Al
：AlはFeと比較し、
溶接が難しい
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