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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品のベース部と、上記製品の透明部材とを含む溶接対象物を溶接するレーザーシンク
ロ溶接プロセス用のレーザーシンクロ溶接装置において、
　リフティングシリンダーと、
　上記リフティングシリンダーに固定して設けられる第一載荷板と、
　溶接用シリンダーを介して上記第一載荷板に設けられる第二載荷板と、
　上記第二載荷板に固定して設けられる、上記製品の上記ベース部を挟むための移動でき
る下部治具と、
　上記移動できる下部治具に向いて、上記移動できる下部治具の上方に設けられ、上記製
品の上記透明部材を挟むための固定される上部治具と、
　上記固定される上部治具の上に設けられるレーザー光源と、
　上記レーザー光源と上記製品の上記透明部材との間にあるライトパイプと、を含み、
　上記リフティングシリンダーは、上記第一載荷板と第二載荷板とを介して、上記製品の
上記透明部材が上記製品の上記ベース部に密着するように、溶接するところに上記製品の
上記ベース部を移動させ、
　上記ライトパイプにより、上記レーザー光源からのレーザービームは、整形され、上記
製品の上記透明部材を透過し、上記製品の上記ベース部の溶接区に集束され、上記溶接区
を加熱すると同時に、
　上記溶接用シリンダーは、上記第二載荷板を介して、上記移動できる下部治具を駆動さ
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せ、上記製品の上記ベース部と、上記製品の上記透明部材とに圧力をかけて、上記溶接対
象物を溶接することを特徴とするレーザーシンクロ溶接装置。
【請求項２】
　上記移動できる下部治具に上記製品の金型を固定して設け、かつ
　上記製品の上記ベース部は、上記製品の上記金型に固定して設けられていることを特徴
とする請求項１に記載のレーザーシンクロ溶接装置。
【請求項３】
　上記ライトパイプは、ライトパイプ本体と、ライトパイプ固定用ブロックとを含み、
　上記ライトパイプ固定用ブロックは、上記固定される上部治具に固定されて、
　上記レーザー光源からの上記レーザービームは、上記ライトパイプ本体により処理され
て、上記製品の上記ベース部の上記溶接区を加熱することを特徴とする請求項１または２
に記載のレーザーシンクロ溶接装置。
【請求項４】
　上記固定される上部治具に若干の固定用穴を設け、
　上記ライトパイプ本体は、上記若干の固定用穴により上記固定される上部治具に固定さ
れたことにより、上記溶接対象物の上記溶接区とマッチングするように構成したことを特
徴とする請求項３に記載のレーザーシンクロ溶接装置。
【請求項５】
　上記ライトパイプ本体は、管状構造であり、
　上記レーザー光源からの上記レーザービームは、上記ライトパイプ本体により処理され
て、均一に分布しているストリップ状光点になって、上記溶接対象物の上記溶接区に照射
され、当該溶接区を加熱することを特徴とする請求項３または４に記載のレーザーシンク
ロ溶接装置。
【請求項６】
　上記ライトパイプ本体の材質は、透明的な材質であることを特徴とする請求項３ないし
５のいずれかに記載のレーザーシンクロ溶接装置。
【請求項７】
　製品のベース部と、上記製品の透明部材とを含む溶接対象物の溶接のためのレーザーシ
ンクロ溶接プロセスにおいて，
　上記製品の上記ベース部を、移動できる下部治具に設けられている上記製品の金型に固
定して、外形の位置決めをするステップと、
　上記製品の上記透明部材が、上記製品の上記ベース部の上にあるように、固定される上
部治具に挟まれるステップと、
　リフティングシリンダーにより、上記製品の上記ベース部が、駆動されて、溶接点まで
移動され、上記製品の上記透明部材と上記製品の上記ベース部とを密着させるステップと
、
　レーザー光源からのレーザービームが、ライトパイプで処理されて、上記製品の上記透
明部材を透過して、上記製品の上記ベース部の溶接区に集束して、上記溶接区を加熱する
と同時に、溶接用シリンダーが上記移動できる下部治具を駆動し、上記製品のベース部と
上記製品の上記透明部材とに圧力をかけて上記溶接対象物を溶接するステップと
　を含むことを特徴とするレーザーシンクロ溶接プロセス。
【請求項８】
　上記ライトパイプは、ライトパイプ本体と、ライトパイプ固定用ブロックとを含み、
　上記ライトパイプ固定用ブロックは、上記固定される上部治具に固定され、
　上記レーザー光源からの上記レーザービームは、上記ライトパイプ本体により処理され
て、上記溶接区を加熱することを特徴とする請求項７に記載のレーザーシンクロ溶接プロ
セス。
【請求項９】
　上記固定される上部治具に若干の固定用穴が形成され、
　上記ライトパイプ本体は、上記若干の固定用穴により上記固定される上部治具に固定さ
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れたことにより、上記製品の上記ベース部の上記溶接区とマッチングするように構成した
ことを特徴とする請求項８に記載のレーザーシンクロ溶接プロセス。
【請求項１０】
　上記ライトパイプ本体は、管状構造であり、
　上記レーザー光源からの上記レーザービームは、上記ライトパイプ本体により処理され
て、上記製品の上記ベース部の上記溶接区に照射され、上記溶接区を加熱することを特徴
とする請求項８または９に記載のレーザーシンクロ溶接装置。
【請求項１１】
　上記ライトパイプ本体の材質は、透明的な材質であることを特徴とする請求項８ないし
１０のいずれかに記載のレーザーシンクロ溶接プロセス。
【請求項１２】
　上記レーザーシンクロ溶接プロセスにより上記溶接対象物が溶接される場合、粉末が出
なく、かつ出た廃棄端（waste selvage）のサイズとしての高さHと幅Wは、それぞれ以下
の式を満足する、
　0＜H＜0.4mm、
　0＜W＜0.4mm
ことを特徴とする請求項８ないし１１のいずれかに記載のレーザーシンクロ溶接プロセス
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザー溶接技術領域に関するもので、特にレーザーシンクロ溶接プロセス
と装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　レーザー溶接方法は、エネルギー密度の高いレーザービームを熱源として使う高効率的
な精密溶接方法で、主に薄肉材料の溶接或は低速溶接に使う方法であり、熱伝導型の溶接
方法である。すなわち、レーザービームによりワークの表面が加熱され、表面の熱は熱伝
導により内部に拡散し、レーザーパルスの幅、エネルギー、ピークパワー、周波数などの
パラメータを制御することにより、ワークの溶接区が溶解して、溶融池が形成される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　現在、車のライトとしてのプラスチック製ヘッドライトと尾灯を作るために溶接する場
合、通常レーザー溶接方法によりワークとワークとの溶接をする。しかし、現在のレーザ
ー光溶接プロセスにより溶接する場合、溶接ビード（welding bead ）の溶接状態は安定
していなく、かつ溶接の場合、レーザービームはレーザー反射鏡により溶接対象物に反射
されて、溶接対象物の表面は大部不規則な曲面形状になっている。そのため、レーザービ
ームが部分的に反射されて、すなわち、レーザービームのエネルギーが部分的に反射され
て、レーザービームのエネルギーは全部溶接対象物に集まることなく部分的に反射され、
安定的に溶接することができなくなった。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記の課題を解決するため、本発明ではレーザーシンクロ溶接装置が以下ように構成さ
れた。
【０００５】
　本発明の装置は、溶接対象物を溶接するレーザーシンクロ溶接装置であって、
　リフティングシリンダー（Lifting cylinder）と、
　上記リフティングシリンダーに固定して設けられる第一載荷板と、
　溶接用シリンダーを介して上記の第一載荷板に設けられる第二載荷板と、
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　上記の第二載荷板に固定して設けられる、製品のベース部を挟むための移動できる下部
治具と、
　上記の移動できる下部治具に向いて、上記の移動できる下部治具の上方に設けられて、
上記の製品の上記透明部材を挟むための固定される上部治具と、
　上記の固定される上部治具の上に設けられるレーザー光源と、
　上記のレーザー光源と上記の製品の透明部材との間にあるライトパイプと、を含んで、
　上記のリフティングシリンダーは、上記の第一載荷板と第二載荷板とを介して、上記製
品の上記透明部材が上記製品のベース部に密着するように、溶接するところに上記製品の
上記ベース部を移動させて、
　上記のライトパイプにより、上記レーザー光源からのレーザービームは、処理され、上
記の製品の上記透明部材を透過して、上記製品の上記ベース部の溶接区に集束され、上記
溶接区を加熱すると同時に、上記の溶接用シリンダーは、上記の第二載荷板を介して、上
記の移動できる下部治具を駆動させ、上記の製品の上記ベース部と、上記製品の上記透明
部材とに圧力をかけて、上記溶接対象物を溶接した。
【０００６】
　好ましいのは、上記の移動できる下部治具に上記製品の金型を固定して設けて、かつ上
記の製品の上記ベース部は、上記の製品の上記金型に固定して設けられていることである
。
【０００７】
　好ましいのは、上記のライトパイプは、ライトパイプ本体と、ライトパイプ固定用ブロ
ックとを含んで、上記のライトパイプ固定用ブロックは、上記の固定される上部治具に固
定され、
　上記のレーザー光源からの上記レーザービームは、上記ライトパイプ本体により処理さ
れて、上記製品の上記ベース部の上記溶接区を加熱することである。
【０００８】
　好ましいのは、上記の固定される上部治具に若干の固定用穴を設けて、
　上記のライトパイプ本体は、上記の若干の固定用穴により上記の固定される上部治具に
固定されたことにより、上記の溶接対象物の上記の溶接区とマッチングするように構成し
たことである。
【０００９】
　好ましいのは、上記のライトパイプ本体は管状構造で、
　上記のレーザー光源からの上記レーザービームは、上記ライトパイプ本体により処理さ
れて、均一に分布しているストリップ状光点になって、上記の溶接対象物の上記溶接区に
照射されて、当該溶接区を加熱することである。
【００１０】
　好ましいのは、上記のライトパイプ本体の材質は、透明的な材質であることである。
【００１１】
　また、本発明のレーザーシンクロ溶接プロセスは、製品のベース部や製品の透明部材な
どの溶接対象物を溶接することができるレーザーシンクロ溶接プロセスであって、
　上記の製品の上記ベース部を、移動できる下部治具に設けられている上記製品の金型に
固定して、外形の位置決めをするステップと、
　上記の製品の上記透明部材が、上記の製品の上記ベース部の上方にあるように、固定さ
れる上部治具に挟まれるステップと、
　リフティングシリンダーにより、上記の製品の上記ベース部が、駆動されて、溶接点の
ところまで移動され、上記の製品の上記透明部材と上記の製品の上記ベース部と密着させ
るステップと、
　レーザー光源からのレーザービームが、ライトパイプにより整形されて、上記の製品の
上記透明部材を透過して、上記製品の上記ベース部の溶接区に集束して、上記溶接区を加
熱すると同時に、上記の溶接用シリンダーが上記の移動できる下部治具を駆動し、上記の
製品のベース部と上記製品の上記透明部材とに圧力をかけて、上記溶接対象物を溶接した
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ステップとを含む。
【００１２】
　好ましいのは、上記のライトパイプは、ライトパイプ本体と、ライトパイプ固定用ブロ
ックとを含んで、上記のライトパイプ固定用ブロックは、上記の固定される上部治具に固
定され、
　上記のレーザー光源からの上記レーザービームは、上記ライトパイプ本体により処理さ
れて、上記製品の上記ベース部の上記溶接区に照射されて、上記溶接区を加熱することで
ある。
【００１３】
　好ましいのは、上記の固定される上部治具に若干の固定用穴を設けて、
　上記のライトパイプ本体は、上記の若干の固定用穴により上記の固定される上部治具に
固定されたことにより、上記の製品の上記ベース部の上記溶接区とマッチングするように
構成したことである。
【００１４】
　好ましいのは、上記のライトパイプ本体は、管状構造で、
　上記のレーザー光源からの上記レーザービームは、上記ライトパイプ本体により整形さ
れて、ストリップ状光点になり、上記のストリップ状光点は、上記溶接対象物の上記溶接
区に照射されて、上記溶接区を加熱することである。
【００１５】
　好ましいのは、上記のライトパイプ本体の材質は、透明的な材質であることである。
【００１６】
　好ましいのは、溶接する場合、粉末が出なく、上記のレーザーシンクロ溶接プロセスで
上記の溶接対象物を溶接する場合、粉末が出なく、かつ出た廃棄端（waste selvage）の
サイズとしての高さHと幅Wは、それぞれ以下の式を満足する。すなわち、
　0＜H＜0.4mm、
　0＜W＜0.4mmであることである。
【発明の効果】
【００１７】
　上記の技術案の長所と効果は以下のとおりである。
【００１８】
　本発明に記載のレーザーシンクロ溶接プロセスと装置は、上記の移動できる下部治具と
固定される上部治具により、製品の透明部材と製品のベース部とを密着させる。ポリカー
ボネイトあるいはガラスなどの安い材料で作ったライトパイプにより、レーザー光源から
のレーザービームが、処理され、上記の製品の透明部材を透過して、製品のベース部の溶
接区に照射されて、溶接区を快速的に、均一的に加熱する。それと同時に、上記の溶接用
シリンダーにより上記の製品のベース部と製品の透明部材とに圧力をかけて、溶融状態で
溶融対象物を溶接した。溶接の場合、粉末が出なく、かつ出た廃棄端の高さHと幅Wは、以
下の式に示す範囲内にある。すなわち、0＜H＜0.4mm、0＜W＜0.4mmの範囲内にあり、溶接
の品質は高くなった。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細的に説明する。しかし、図面は発明の説明
にしか使わなく、本発明を限定するものではない。
【００２０】
【図１】図1は、プラスチック材料で作る部材に対してレーザーシンクロ溶接プロセスを
実施することを説明する模式図である。
【００２１】
【図２】図2は、本発明の実施例におけるレーザーシンクロ溶接装置の構成の模式図であ
る。
【００２２】
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【図３】図3は、図2における固定される上部治具に設けるライトパイプの構成の模式図で
ある。
【００２３】
【図４】図4は、図2における固定される上部治具の構成の模式図である。
【００２４】
【図５】図5は、ライトパイプの構成の模式図である。
【００２５】
【図６】図6は、本発明の実施例におけるレーザーシンクロ溶接プロセスの模式的なフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明の実施例が提供したレーザーシンクロ溶接プロセスと装置は、従来のレーザーシ
ンクロ溶接プロセスと装置を基礎として、安い、透明的な高温材料で作ったライトパイプ
により、レーザー光源からのレーザービームが処理されて光点になって、溶接対象物を溶
接する。具体的には、上記の移動できる下部治具と固定される上部治具により、製品の透
明部材と製品のベース部とを密着させて、安い材料で作ったライトパイプにより、レーザ
ー光源からのレーザービームが、処理され、上記の製品の透明部材を透過して、製品のベ
ース部の溶接区に照射されて、溶接区を快速的に、均一的に加熱する。それと同時に、上
記の溶接用シリンダーにより、上記の製品のベース部と製品の透明部材とに圧力をかけて
、溶融状態で溶融対象物を溶接した。また、溶接の場合、粉末が出なく、かつ出た廃棄端
の高さHと幅Wは、以下の式に示す範囲内にある。すなわち、0＜H＜0.4mm、0＜Ｗ＜0.4mm
にあり、溶接の品質は高くなった。
【００２７】
　以下、図面を参照しながら、具体的な実施例を使って本発明のレーザーシンクロ溶接プ
ロセスと装置とを詳しく説明する。
【００２８】
　レーザー光透過溶接プロセス（すなわち赤外線透過溶接プロセス）による溶接強度は、
基体材料の強度に近く、かつ、そのプロセスは、接触しなくて溶接しやすいプロセスであ
る。そして、溶接された部材に対しての熱応力の影響も、機械圧力も小さく、粉末もなく
、振動もなく、外観も綺麗で、精度も溶接強度も高く、モールドの損耗もない。そのため
、このプロセスは、たくさんの熱可塑性のプラスチック材料の溶接に適用できる。
【００２９】
　レーザー光透過溶接プロセス（すなわち赤外線透過溶接プロセス）で溶接する場合、溶
接対象物の材料の組み合わせに対して光学特性の要求がある。すなわち、溶接される部品
の一つは、レーザー光に対して透明的なものである。オリジナルの色の状態での熱可塑性
塑料は、レーザー光に対して透明的なものである。溶接される部品の他の一つは、レーザ
ー光のエネルギーを全部吸収できるものでなければいけない。例えば、添加材料（例えば
カーボンブラック）を熱可塑性材料に添加すると、熱可塑性材料は、レーザー光のエネル
ギーを吸収できるようになり、かつ溶接強度も基体材料の強度に近いようにならなければ
いけない。
【００３０】
　図1は、熱可塑性材料に対してレーザー溶接プロセスを実施する模式図である。図1に示
すように、熱可塑性材料に対してレーザー光透過溶接プロセス（すなわち赤外線透過溶接
プロセス）で溶接する場合、普通レーザー光源11からのレーザービームが、ライトパイプ
12により処理されて、透明のワーク（すなわち製品の透明部材）13を透過して、レーザー
光吸収ワーク（すなわち製品のベース部）14に照射され、エネルギーが均一に分布してい
る溶接光点15になる。これによって、レーザー光吸収ワークの溶接区を局部的に加熱して
溶融させて、透明のワーク13とレーザー光吸収ワーク14とが溶接される。すなわち、上記
のレーザービームが、透明物体（すなわち透明ワーク13）を透過して、レーザー光吸収ワ
ーク14に照射され、レーザー光のエネルギーが吸収されて、熱になった。レーザー溶接の
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場合、溶接対象物としての両ワーク（すなわち透明のワーク13とレーザー光吸収ワーク14
）は、治具により密着されており、熱がレーザー光吸収ワーク14から透明のワーク13に伝
って、密着している両ワークの溶融区が溶解して結合した。それと同時に、プラスチック
が加熱され、内部にストレスが出て、内部のストレスと外部の治具の圧力により、密着さ
れている両ワークが堅く溶接された。
【００３１】
　図2は、本発明の実施例のレーザーシンクロ溶接装置の構成の模式図である。図3は、図
2における固定される上部治具にライトパイプを設ける構成の模式図である。図4は、図2
における固定される上部治具の構成の模式図である。図5は、ライトパイプの構成の模式
図である。図2～5に示すように、本実施例は、図1に示す構成と関連記載とに基づいて、
レーザーシンクロ溶接装置を提供する。この装置は、溶接対象物に対するレーザーシンク
ロ溶接に使用されることができる。溶接対象物は、製品のベース部（すなわちレーザー光
を吸収するワーク14）と、製品の透明部材（すなわち透明のワーク13）とを含む。上記の
溶接装置は、一つ或は複数のリフティングシリンダー1と、第一載荷板2と、第二載荷板4
と、移動できる下部治具5と、固定される上部治具6と、レーザー光源11と、ライトパイプ
12と含んでいる。
【００３２】
　溶接プロセスを実施するためにカスタマイズされたプラットフォームに固定して設けて
いる一つ或は複数のリフティングシリンダー1は、その上に設けている部品が水平状態に
なるように、あるいは溶接プロセスに要求されたパラメータ範囲内にあるように設けられ
てよい。好ましいのは、当該リフティングシリンダー1は、当業者がよく使っている、部
品を上下移動するためのシリンダーである。例えば、リフティングシリンダー1は、シリ
ンダーバレル（cylinder barrel）と、端蓋と、ピストンと、ピストンロッドと、パッキ
ンリングと、その他の部品を含む。
【００３３】
　第一載荷板2は、上記のリフティングシリンダー1の上に固定して設けられ、その上面に
レーザーシンクロ溶接プロセスのための他の部品を設ける。例えば、当該第一載荷板2を
水平的に上記のリフティングシリンダー1のピストンロッドのトップに固定して設ける。
リフティングシリンダー1が運転される場合（例えば上下移動する場合）、第一載荷板2と
その上にある部品との上下の動きを駆動する。そして、第一載荷板2が上下移動する場合
、第一載荷板2は、表面が水平を維持したまま鉛直方向に上下移動する。
【００３４】
　溶接用シリンダー3（当該溶接シリンダー3も、シリンダーバレルと、端蓋と、ピストン
と、ピストンロッドと、パッキンリングと、その他の部品を含む。）を介して上記の第一
載荷板2の上方に設ける第二載荷板4は、上下移動する場合、板の表面も水平を維持したま
まに鉛直方向に上下移動する。
【００３５】
　移動できる下部治具5は、上記の第二載荷板4の上面に固定して設けられ、上記の製品の
ベース部を挟むためのものである。例えば、上記の移動できる下部治具5の上に製品の金
型を設けて、上記の製品のベース部を製品の金型に固定して設ける（例えば挟む）ことに
より、製品のベース部を駆動できるようになった。
【００３６】
　固定される上部治具6は、上記の移動できる下部治具5と対応して、移動できる下部治具
5の上方に設けられ、上記の製品の透明部材を挟むものである。例えば、固定される上部
治具6を、移動できる下部治具5の上方に設けているように、製品の透明部材が製品のベー
ス部に向くように、当該固定される上部治具6を治具ブラケット７に固定して設ける。
【００３７】
　また、上記の固定される上部治具6の上にレーザー光源11とライトパイプ12を設ける。
当該ライトパイプ12が、上記のレーザー光源11と製品の透明部材（すなわち透明ワーク13
）との間にある。
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【００３８】
　レーザー溶接の場合、リフティングシリンダー1は、第一載荷板2と第二載荷板4を介し
て移動できる下部治具5とその上に固定する製品のベース部（すなわちレーザー光吸収ワ
ーク14）を駆動して、予定の溶接点のところ（具体的な溶接プロセスの要求と溶接プロセ
スの構造パラメータにより設定する）までそれを移動させる。そして、固定される上部治
具6の上に固定した製品の透明部材（すなわち透明のワーク13）と製品のベース部（すな
わちレーザー光吸収ワーク14）とを密着させる。上記のライトパイプ12は、レーザー光源
11からのレーザービームを処理して、製品の透明部材（すなわち透明のワーク13）を透過
させ、製品のベース部（すなわちレーザー光吸収ワーク14）の溶接区に集光させて、溶接
光点15にする。溶接区が溶融状態になるように予定の時間加熱されて、製品のベース部（
すなわちレーザー光吸収ワーク14）の溶接区と、製品の透明部材（すなわち透明のワーク
13）の、製品のベース部と接する区域とが加熱されて溶融状態になる。それと同時に、上
記の溶接用シリンダー3が、第二載荷板4により移動できる下部治具5を駆動して、製品の
ベース部（すなわちレーザー光吸収ワーク14）と、製品の透明部材（すなわち透明のワー
ク13）とを密着させるように圧力をかける。これにより、製品の透明部材（すなわち透明
のワーク13）を製品のベース部（すなわちレーザー光吸収ワーク14）と溶接した。
【００３９】
　図5に示したように、好ましいのは、上記のライトパイプは、ライトパイプ本体62と、
ライトパイプ固定用ブロック63とを含んでいる。上記のライトパイプ固定用ブロックは、
上記の固定される上部治具6に固定される。上記のレーザー光源からのレーザービームは
、ライトパイプ本体62により処理されて、製品のベース部の溶接区を加熱する。
【００４０】
　図3～5に示したように、好ましいのは、上記の固定される上部治具6に若干の固定用穴6
1を設けて、ボルトなどのファスナーで上記のライトパイプ本体62を上記の固定される上
部治具6に固定する。固定したライトパイプ本体62の形状は、溶接対象物の溶接区とマッ
チングする。上記のライトパイプ本体62により処理されたレーザービームは、上記の溶接
対象物の上記の溶接区を均一的に快速で加熱できるように構成された。
【００４１】
　好ましいのは、上記のライトパイプ本体62は管状構造で、上記のレーザー光源からのレ
ーザービームは、ライトパイプ本体により処理されて溶接光点15になって、上記の溶接対
象物の溶接区に照射されて、溶接区を加熱することである。上記のライトパイプ本体62の
材質は、普通の透明的な高温材料である。
【００４２】
　図6は、本発明の実施例におけるレーザーシンクロ溶接プロセスの模式的なフローチャ
ートである。また、本発明はレーザーシンクロ溶接プロセスを提供し、上記のレーザーシ
ンクロ溶接装置により、溶接対象物を溶接することができる。上記の溶接対象物は、製品
のベース部（すなわちレーザー光吸収ワーク14）と、製品の透明部材（すなわち透明のワ
ーク13）とを含んいる。図１～６に示すように、上記の溶接プロセスにおいて、下記の工
程を含む。
【００４３】
　上記の製品のベース部（すなわちレーザー光吸収ワーク14）を、移動できる下部治具5
に設けられている製品の金型に固定して、上記の製品のベース部の外形の位置決めをした
。上記の製品の透明部材（すなわち透明のワーク13）は、固定される上部治具6に挟まれ
、上記の製品の透明部材が上記の製品のベース部の上方にあるように、製品の外形の位置
決めをした。
【００４４】
　次に、リフティングシリンダー1により上記の製品のベース部（すなわちレーザー光吸
収ワーク14）を予定の溶接点のところまで移動させて、上記の製品の透明部材（すなわち
透明のワーク13）と上記の製品のベース部（すなわちレーザー光吸収ワーク14）とを密着
させる。
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【００４５】
　そして、レーザー光源11からのレーザービームが、ライトパイプにより処理されて、上
記の製品の透明部材を透過して、製品のベース部（すなわちレーザー光吸収ワーク14）の
溶接区に集束して、溶接区を快速的に加熱する。これにより、溶接区は溶融状態になる。
それと同時に、上記の溶接用シリンダー3が上記の移動できる下部治具を駆動し、上記の
製品のベース部と製品の透明部材とに圧力をかけて、上記の製品のベース部と製品の透明
部材とを溶接した。
【００４６】
　注意しなければいけないのは、上記のレーザーシンクロ溶接装置と上記のレーザーシン
クロ溶接プロセスとは、お互いに支持して、同じ、あるいは似ている特徴を有していて、
共用できる。
【００４７】
　上述したように、本発明の上記の実施例のレーザーシンクロ溶接プロセスとレーザーシ
ンクロ溶接装置は、移動できる下部治具と、固定される上部治具とにより、製品の透明部
材を製品のベース部と密着させる。そして、レーザー光源からのレーザービームが、ポリ
カーボネイトあるいはガラスなどの安い材料で作ったライトパイプにより処理されて、溶
接光点になるために、上記の製品の透明部材を透過して、製品のベース部の溶接区に照射
される。これにより、製品のベース部の溶接区を快速的に均一的に加熱して、溶接区は溶
融状態になる。それと同時に、上記の溶接用シリンダー3により、上記の製品のベース部
と製品の透明部材とを溶接できるように圧力をかけて、溶接した。溶接する場合、粉末が
出なく、かつ出た廃棄端（waste selvage）のサイズとしての高さHと幅Wは、それぞれ以
下の式を満足する。すなわち、0＜H＜0.4mm、0＜Ｗ＜0.4mmであり、溶接の品質は高い。
【００４８】
　当業者に対しては、以上の説明から、本発明のいろいろの変化と補正は明らかである。
そのため、この権利の範囲は本発明の真意と範囲の全部の変化と補正を含むもので、この
権利の範囲と等価なあらゆる範囲と内容も本発明の権利の範囲である。



(10) JP 6105781 B2 2017.3.29

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(11) JP 6105781 B2 2017.3.29

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100091627
            弁理士　朝比　一夫
(72)発明者  郭肇基
            中華人民共和国上海市嘉定區招賢路９２８號
(72)発明者  楊曉峰
            中華人民共和国上海市嘉定區招賢路９２８號
(72)発明者  忻國祥
            中華人民共和国上海市嘉定區招賢路９２８號
(72)発明者  ▲黄▼海
            中華人民共和国上海市嘉定區招賢路９２８號
(72)発明者  王永和
            中華人民共和国上海市嘉定區招賢路９２８號

    審査官  大塚　徹

(56)参考文献  特公昭５７－０２６９２７（ＪＰ，Ｂ１）　　
              特開２００７－２６１１１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－２０３０２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０５６４８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２９７０５８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２９Ｃ　　６５／１６　　　　
              Ｂ２３Ｋ　　２６／１０　　　　
              Ｂ２３Ｋ　　２６／５７　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

