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はじめに  

炭 素 繊 維 強 化 プ ラ ス チ ッ ク (Carbon Fiber 
Reinforced Plastic, CFRP)とは、炭素繊維に樹脂を含
浸させた後、硬化させて成形した複合材料である。
CFRP は軽量、高強度、高剛性、高耐久性といった
特徴を持つ複合材料であることから、従来の機械加
工においては工具の摩耗や、CFRP 自体に割れ等が
生じてしまうため、レーザーを用いた加工技術の開
発が行われている。レーザー加工は非接触で加工が
可能であるため CFRP 加工における有効な手段であ
ると考えられ、現在 CW～フェムト秒レーザーを用
いた CFRP レーザー加工の研究が行われている。 

典型的な炭素繊維と樹脂の物性値をTable1に示
す[1]。炭素繊維と樹脂では 1 桁以上の差があり、炭
素繊維に比べて樹脂の方がより低いエネルギーで蒸
発することが分かる。このため、レーザー照射条件
を樹脂に最適化すると炭素繊維が加工できず、炭素
繊維に条件を合わせると樹脂に過剰な熱が加わると
いう問題が生じる。 

レーザー加工において重要となるのが、CFRP
除去量(加工効率)と熱影響領域の形成である。我々
は、波長 266~1064 nm のパルスレーザーを用いて
CFRP 切断加工を行い、これらの評価を行った。 

 
Table 1 Typical thermal properties of composite material 

constituents. 

 Conductivity 
[Wm-1K-1] 

Vaporization 
temperature 

[℃] 

Heat of 
Vaporization 

[J/g] 
Resin 0.2 350-500 1.0×103 

Graphite 
fibres 

50 3300 4.3×104 

 

レーザー加工における CFRP 除去量  

実験に用いたレーザーのパラメーターの一部を
Table 2 に示す。加工試料として厚さ 140 µm または
250 µm の PAN 系一方向 CFRP を用いた。CFRP を回
転ステージまたは直進ステージに取り付け、スリッ
ト加工を行った。加工後、スリット幅と厚みより
CFRP の除去体積を求め、加工に要したエネルギー
あたりの CFRP 除去量[mg/kJ]を算出した。 

Fig.1 に各種レーザーによるエネルギーあたり
の炭素繊維除去量を示す。パルス幅が短い程、また
波長が短い程、エネルギー当たりの除去量が大きく

なる、即ち、加工効率が向上することが明らかとな
った。 

 
Table 2 Parameters of lasers. 

波長 パルス幅 繰返し周波数 パワー 

266 nm 20 ps 100 kHz 2.0 W 
532 nm 10 ns 10 kHz 3.0 W 
800 nm 200 ps 1 kHz 0.1W 

1064 nm 20 ns 20 kHz 3.0 W 
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Fig. 1. Quantity of CFRP removal per energy with 

various lasers. 

UV-ナノ秒レーザーによる CFRP レーザー加工

の詳細評価  

実験では波長 355 nm の高出力 UV レーザー
(Spectra-Physics 社製 Quasar®)を用いた。Quasar には
パルス幅を自由に変化させ、パルス分割やバースト
パルスの発生を可能とさせる Time Shift™技術が取
り入れられている。焦点距離 163 mm の f/θレンズを
用いてビームを集光し加工を行った。集光スポット
径は直径 25 µm であった。ガルバノスキャナを用い
て最大 37000 mm/s の速度で掃引を行った。掃引速度
はレーザーの繰返し周波数に応じて、集光スポット
のオーバーラップが一定となるように設定した。 

 シングルパルス照射実験では、パルス幅を
2,5,10 ns と変化させた。レーザーパワーは 6 W から
60 W まで変化させたが、パルスのピークパワーを
30 kW に固定するため、繰返し周波数を 100 kHz か
ら 1 MHz の間で調整した。 

 バーストパルス照射実験においては、10 ns



のシングルパルスと比較するために、5 ns を 2 パル
ス(Fig.2(a))、2 ns を 5 パルス含んだバーストパルス
(Fig.2(b))を発生させた。 

 加工試料として厚さ 250 µm の PAN 系一方向
CFRP を用いた。スリット加工を行い、試料を貫通
する時間を測定し熱影響領域(Heat Affected Zone, 
HAZ)の面積を計測した。本実験では、樹脂が蒸発し
炭素繊維が露出した領域を HAZ とした。Fig.3(a)に
示すように、HAZ は不規則な形状をしているため、
溝両端のHAZ面積をSEM画面上で計測し(Fig.3(b))、
溝の長さで割り、さらに 2 で割ることで実効的な
HAZ 幅とした。 

 

 
Fig. 2. Burst pulse wave form : (a)5×2 ns, (b)2×5 ns. 

 
Fig. 3. SEM images of CFRP : (a) Typical HAZ, (b) 

Evaluation of the HAZ. 

Fig.4 に 250 µm 厚 CFRP に対するシングルパル
ス照射における切断速度のレーザーパワー依存性を
示す。パルス幅が短いほど、切断速度が速くなる傾
向が見られた。次に、Fig.5 に HAZ 幅のレーザーパ
ワーに対する依存性を示す。HAZ 幅のレーザーパワ
ーに対する依存性は小さいが、パルス幅ごとにほぼ
一定の HAZ 幅が得られた。 

Fig.6 にバーストパルス波形における切断速度
のレーザーパワー依存性を示す。5×2 ns,2×5 ns,1×10 
ns と足し合わせると 10 ns 相当の照射であるが、パ
ルス分割を行うことにより切断速度が向上すること
が確認された。また、本実験にて得られた最大切断
速度のデータ点を♦でプロットしている。これは繰
返し周波数 1.55 MHzの 2 nsパルスを掃引速度 37000 
mm/s で照射した時に得られたものである。 

まとめ  

実験に用いたレーザーのパラメーターの一部を
Table 2 に示す。加工試料として厚さ 140 µm または
250 µm の PAN 系一方向 CFRP を用いた。CFRP を回
転ステージまたは直進ステージに取り付け、スリッ
ト加工を行った。加工後、スリット幅と厚みより
CFRP の除去体積を求め、加工に要したエネルギー
あたりの CFRP 除去量[mg/kJ]を算出した。 

 
 
 
 

 

 
Fig. 4. Laser power dependences of cutting speed. 

 
Fig. 5. Laser power dependences of width of HAZ. 

 
Fig. 6. Laser power dependences of cutting speed by the 

burst pulse. 
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