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まえがき

レーザマーキングは，対象物にレーザビームを照射して，

表面に熱による物理変化を起こし，変化した表面状態でマー

キングの跡が目視できるようにするものである。非接触の

ため，接触式のように印圧の影響による印字のゆがみ，ば

らつき，欠けなどがなく，また，かすれやはがれなどに強

く耐久性に優れる。PL（Product Liability）法の施行に伴っ

て，確実で信頼性の高い印字として市場に浸透してきてい

る。

また最近は，地球環境保護，エコロジー問題への対応が

社会的な関心を集めてきており，製品への型名などの表示

方法においても，環境を配慮した方式が求められている。

この点では，レーザマーキングを用いれば，素材に直接印

字することになり，溶剤を使わないクリーンなマーキング

が可能である。また，接着剤の使用やインクなどの不純物

の使用が排除できる利点もあり，適用が広がっていくとみ

られる。

マーキング素材としては，製品素材の多様化に合わせ，

非金属としてプラスチックへのマーキングの需要も多い。

そこで，このたび，プラスチック用として開発した新機種

について，その概要，特長ならびに適用事例について紹介

する。

プラスチックへのレーザマーキング

レーザマーキングは，対象物に照射したレーザビームに

より，吸収させた熱で対象物の表面を蒸発（気化）させて

凹部を形成し，乱反射により印字を視認させるものと，熱

により物質の表面状態を改質させ，他の部分と異なる色を

出して視認させるものがある。そのプロセスを図１に示す。

富士電機では，すでに固体YAGレーザを用いたマーキン

グ装置を製品化し，その特性から金属部品へのマーキング

を主体に適用してきた。YAGレーザは，波長が 1,064 nm

で，金属への吸収は比較的よいが，プラスチックについて

は透過しやすく吸収が損なわれ，波長的には適していない。

プラスチックへの吸収では，波長が約 10.6μmの CO2 レー

ザの方が適している。しかし，プラスチック品でも，染料

などの含有物で色のついた透過性の低いものでは，YAG

レーザでも吸収が促進される。したがって，YAGレーザ

のプラスチックへの適用としては，樹脂の塗装された表面

に対し，塗装をはく離するものについて多数の実績があり，

素材そのものへのマーキングとしては，ケースなどに使わ

れた着色樹脂への適用例がある。

しかしながら，プラスチックは，一般的に熱で溶融を起

こしやすく，レーザの吸収がよくても，同時に熱で溶融が

起これば，融けて品質が悪くなってしまう。したがって，

表面をあまり溶融させないで蒸発させるよう照射エネルギー

量の調整が必要である。さらに，照射面でのレーザのパワー

に瞬間的でも変動があると，それがマーキングのむらとなっ

て出るため，一定パワーでの均一なマーキングが必要とさ

れる。その他，電子部品のパッケージ品などでは，マーキ

ングの高速性が要求される。

今回開発したYAGレーザマーカでは，プラスチック品，

電子部品への適用を広げるため，均一マーキング，高速処

理の機能を持たせている。CO2 レーザは，その波長から

熱を発生しやすく，熱による品質への影響があり，また，

短波長の方が精密マーキングには適していることから，今

後，YAGレーザの適用が広がっていくことが期待される。

プラスチック分野へのレーザの適用
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図１　レーザによるマーキングのプロセス



プラスチック分野へのレーザの適用

プラスチック用ドライライターDW2200

３.１ 概　要

富士電機は，固体YAGレーザを用いたレーザマーキン

グ装置として，1999年には，市場要求に合わせ，小型・低

価格の繰返しマーキング用途のドライライターDW2100，

可変マーキング用途の DW2000 と新型シリーズ機を製品

化，市場投入している。今回，これらに加えプラスチック

用途向けのドライライターDW2200 を新たに開発，シリー

ズ機種の拡張を図っている。シリーズ機の機能比較を表１

に，装置の外観を図２に示す。

ドライライターは，図３に示すようにレーザヘッド部と，

レーザ制御盤から構成される。ヘッド部では，レーザ媒体

をランプ励起して，キャビティ内で発振させレーザビーム

を出力し，それをマーキングパターンに応じてX・Yスキャ

ナで移動させる。ビームの移動に従って，ワークへレーザ

が照射され，その軌跡に従って種々のパターンのマーキン

グがなされる。制御盤では，ヘッドでのレーザ発振を制御

するとともに，スキャナ移動指令を出してマーキングを実

行させる。また，レーザ励起に伴う発熱を抑えるための冷

却も行っている。

３.２ 特　長

均一なマーキング

レーザ光の大きなエネルギーを取り出すには，レーザを

発振させるだけでは十分な出力が得られず，レーザ光の誘

導放出の利得（Q値）を上げるため，Qスイッチによるス

イッチング方式が用いられる。Qスイッチは，発振器の光

の往復経路中に置かれ，スイッチングにより蓄積されたエ

ネルギーを一挙に放出させ，大きな光エネルギーを取り出

す。

この場合，マーキング途中のジャンプなどでレーザビー

ムを出力しない期間では，Qスイッチが閉状態に置かれ，

マーキングが始まるとスイッチが開状態にされる。エネル

ギーの蓄積は，スイッチが閉じている期間によって増大す

るので，描き始めには大きなエネルギーが放出されて，マー

キングが濃くなることが起こる。これは，プラスチック材

の場合には，熱で状態が著しく変わることになる。

このような変動を抑えるため，DW2200 ではスイッチン

グの条件，マーキング出力を停止した時間に応じて，段階

的に放出出力の変動に制限を加えてやり，なめらかなマー

キングを実現している。ワークへの描き始めまでの出力停

止期間，文字マーキング中の文字間でのジャンプ移動のた

めの停止期間と，個々の文字でのストローク間（線間）で

の停止期間では，停止時間はまちまちだが，出力開始で同

じような出力になるようファーストパルス抑制制御（FPS）

している。

また，マーキングの移動パターンによっても一点あたり

の照射エネルギーが変わるので，ビーム位置を制御しマー

キングの始点から終点までなるべく均一な照射が行われる

ようにしている。

重ねマーキングの排除

マーキングする印字，図形によってスキャン軌跡が重な

る箇所が出てくるが，そこではレーザビームが二度当たる

ことになり，その部分での熱の影響が大きくなる。これを

防ぐため，あらかじめ重なりがでないよう分離指定してお

き，一回書いた所は，二度書きはしないようにして，不均

一を回避している。

マーキングでは線幅を太くしてマーキングすることが行

われるが，その場合については，マーキング線をずらすこ

（2）

（1）
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表１　DW2000シリーズの機能比較 

型　式 
項　目 

100CPS

1.0mm

約30～300文字 
（マーキング時間 

7秒） 

約5～15秒 

速　　　　　　度 
（CPS：文字/秒） 

一括マーキング 
　　　　　　容量 

パターン変更時間 

太　線　機　能 

精
　
度 

深
さ
均
一
制
御 

分　解　能  

DW2100 
（繰返し用） 

最小文字高さ 

文字間 FPK

線　間 FPK

始　終　点  

30   m/ 
φ120mm

70CPS 
（オプション 
85CPS） 

0.2mm

約2,500文字 

DW2000 
（可変データ用） 

約1秒 約1.5秒 

無 

無 

無 

有 

有 

有 
（らせん方式） 

有 

有 
（多重線方式） 

100CPS 
（オプション 
120CPS） 

約10,000文字 

DW2200 
（プラスチック用） 

5   m/φ120mm

図２　DW2200の外観
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図３　ドライライターの構成図
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とで重ならずにスキャンを繰り返し，太線全域において均

一化を図っている。

マーキング処理の高速化

高速マーキングを実現するため，レーザビームを振るス

キャナを制御する，制御盤のコントローラ部は，並列の演

算部構成にして，高速制御を実施している。コントローラ

の構成を図４に示す。線分データ演算部ではパーソナルコ

ンピュータ（パソコン）からマーキングデータを受け取り，

マーキング実行時には各データにつき，近似線分データに

分割演算し，出力座標演算部へ受け渡す。そこでは，渡さ

れたデータから，マーキングスピードに応じてスキャナへ

出力するために近似線分の始点から終点まで逐次軌跡デー

タを演算し，スキャナへ指令を出す。マーキングを中断し

次の始点へ移るジャンプ時には，シャッタの制御によりレー

ザ出力を停止する。このほか，指定されたマーキング速度，

出力強度などにより，レーザ出力の制御を実施する。

本方式によって，マーキングデータから出力座標演算ま

で効率的な処理が可能になり，従来機種との比較で約

30 ％の高速化を達成している。スピードは，文字のサイ

ズ，種類によって変わってくる。

また，マーキングデータのメモリを拡充しており，10,000

文字程度の大容量のレイアウトについても，一挙に高速マー

キングが可能である。

簡単操作

マーキングデータおよびスピード，レーザ強度の条件設

定は，パソコンのWindows
〈注〉

画面から，通常のパソコン画

面操作によって容易に入力可能になっている。設定画面例

を図５に示す。関連するダイアログボックスを開き，項目

ごとに簡単に各種条件の選択・設定ができる。マーキング

の配置（レイアウト）は，パソコン上での描画作成の要領

で作成，変更ができる。

また，冷却水の温度，ランプ異常などの RAS情報や，

純水交換時期，ランプ交換時期などの保守情報の表示も，

簡単な操作で確認できるようになっている。

プラスチック用レーザ発振ヘッド

プラスチックへのマーキングで，熱溶融を抑えて素材の

蒸発を実現するため，ヘッドキャビティ内のYAGロッド

〈注〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

の形状および励起ランプに対する反射鏡の構造を専用化し

ている。レーザヘッドの構成を図６に示す。局所的なビー

ムの照射において，エネルギー強度を上げながら集光サイ

ズを絞って，熱伝達を抑え，より鮮明なマーキングを可能

にしている。

応用例

４.１ 樹脂成形部品へのマーキング

樹脂成形品への DW2200 を使った太線のマーキング例

を図７に示す。太線を描くため，太線幅分，軌跡をずらし

（5）

（4）

（3）
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図４　DW2200コントローラの構成

図５　DW2200の設定画面例
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図７　プラスチック成形品への太線文字マーキング例
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たスキャン制御により，全面で均一なマーキングになって

いる。文字の端部では，描き始めにあたり，強いエネルギー

がでないように制御され，品質の変動は出ていない。

４.２ フィルム状樹脂へのマーキング

溶融を起こしやすいフィルム状樹脂へのDW2200を使っ

たマーキング例を図８に示す。描き始めでの高いエネルギー

パルスの抑制，一定スピードでのスキャン，線間での描き

始めのエネルギー抑制などのないものに比べ，文字端点部

から終端部まで，ほぼ均一なマーキングが達成されている。

あとがき

レーザマーカの新機種 DW2200 の開発により，従来に

増して，プラスチックへの高品質のマーキングが可能になっ

た。今後，本機種により種々のプラスチック製品への適用

を図っていきたい。なお，プラスチックには，さまざまな

材質があり，レーザに対する特性も異なるため，光学的な

アプリケーションも含めた対応も必要である。

プラスチック以外でも，図柄などの細かいマーキングの

要求されるものがあり，高品質の要求に対しては，DW2200

の適用が有効である。
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図８　フィルム状樹脂へのマーキング例

従来機種でのマーキング例 DW2200でのマーキング例
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