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同軸ワイヤを使用した高出力の
レーザ指向性エネルギー堆積：最新情報
スタン・リーム、ジェイコブ・ヘイ、クレイグ・ウォルターズ

レーザワイヤ指向性エネルギー堆積は、堆積速度が高く、フィードストック
コストが低いことから、競争の場に参入し始めている。
積層造形技術が次々に登場し、目覚

図 １ 軸 外 の レーザ
DED ワイヤ供給装置。
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そ れ だ け 早 く に 誕 生 し た GMAW
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図３ ワイヤ上の同軸ビーム。(a)は初期設計、
(b) は改良版。
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図２ EWI 社のレーザ
ワイヤ積層造形光学ソ
リューション（特許申
請中）。

とが必要となるためで、それは、大きな
積層造形部品を造形するロボット動作
に対して、非常に難しい処理である。
その代替策となる、無指向性のアプ
ローチを採用したレーザワイヤ DED
は、作業面に垂直にワイヤを供給しな
がら、ワイヤ外周にレーザ出力を供給
するものである。この「同軸式」のア
プ ロ ー チ は、 独 プ レ シ テ ッ ク 社
（ Precitec ）
、米レーザメカニズムス社
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、米
メルティオ社
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空気窓

ワイヤステアリング

む、数多くのレーザシステムビルダー、
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図４ 改良された光学部品に
よる「壁」の造形性能。

筒形のレーザ光を、積層造形ワイヤ上
に生成した（図 3b ）
。高い放射照度に
よって、プラズマが形成され、作業面
上にある程度のスパッタが発生すると
いった影響が生じたが、ワイヤの直線
性に対する感度は明らかに低下し、プ
ロセスの安定性が向上した。今思えば、
光学部品を改良する際に、輝度を高く
する方向にやや行き過ぎてしまったの
が明らかだが、それでも妥当な造形能
力を達成することができた
（図 4 ）。
図 4 の 308 ステンレス鋼の「壁」を造
形する場合の金属堆積速度は 28lbs/hr
で、一般的な GMAW 積層造形の造形

供給メーカーによって導入されている

下のような卓越した光学性能と溶融能
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多数の例が簡単に見つかる）
。

・出力供給：ファイバ出力の 94%

属融合は完ぺきである。

同軸ワイヤ DED ソリューション
現在利用可能な「同軸」ワイヤ DED

・ワイヤ：ステンレス鋼製、直径 1.6mm
・ワイヤ供給速度：855ipm

まとめ

・溶融速度性能：46lb/hr

・EWI 社のレーザワイヤ DED 積層造

ソリューションのほとんどが、複数の

・溶融効率：36mm /kJ

形ソリューションは、積層造形にお

個別のレーザ集光素子を使って、ワイ

ワイヤ外周上に「円筒形」のレーザ光

いて最も高いレベルの造形速度を達

ヤと作業面の加熱と溶融を行う。一般

を供給するための最初の光学設計は、

成する。

的に 3 本のビームを、ワイヤ外径上に

ワイヤに沿って意図的に長い照射ゾー

・この同軸設計の光学的コンセプトは、

それぞれ正確に配置する必要があり、

ン（図 3a ）を生成するもので、ワイヤ

幅広い範囲のワイヤ照射オプション

ワイヤはまっすぐで緩みがあってはな

の直線性に一貫性がなく変動があるた

を提供する。

らない。EWI 社の設計では、レーザビ

めに、望ましくない積層造形堆積感度

・このレーザ DED コンセプトの堆積速

ームは完全に同軸方式でワイヤ外周に

が生じた（「投影」や「らせん形状」が

度は、最終的に 100lb/hr を超える可

供給される
（図 2 ）。

生成された）
。
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能性がある。

このレーザワイヤ DED のコンセプト

この最初のワイヤ照射ソリューショ

は、非常に高出力のレーザを使用する

ンで遭遇した、堆積プロセスの不安定

クスの数値モデリングが必要である。

ことが可能で、EWI 社の最新レーザ出

性の問題に格闘した後、集光光学部品

・他の多くのワイヤ材料、ワイヤ構成、

力機能である 20kW までテスト済みで

の改良版を設計し、搭載した。改良版

レーザ波長、レーザ出力を、今後調

ある。2 つの反射型のビーム成形光学

は、はるかに短くて放射照度が高い円

査及び実装する必要がある。

部品が、クレイグ・ウォルター博士に
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（ IIVI ）によって製造されている。こ
れらの光学部品は水冷式で、作業ゾー
ンからは離れているため、カバー窓を
追加することなく空気窓で保護するこ
とができる。この初期設計により、以
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・加熱／溶融速度と堆積フローダイナミ
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