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概要

製品 / アプリケーション概要

製品  DirectPhotonics Industries 社製 DirectProcess 900-500-200-01
適用  ダイレクト・ダイオード・レーザーによる 500 W での材料プロセス

処理  切断

材質  軟鋼; ステンレス鋼
表 1

DirectProcess 900 レーザーシステムは超高輝度で、要件の厳しい工業環境下におけるダイレクト・
ダイオード・レーザーを用いた材料プロセスに最適である。
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平坦なシート状金属の切削加工における 500 W DirectProcess 900 ダイレクト・ダイオード・レー
ザーの性能について、特に鋼鉄への適用を例に述べる。切削結果は、6.4 mm 厚の軟鋼と 3.4 mm 
厚のステンレス鋼サンプルで分析した。切削の速度と品質は、現在流通しているファイバレーザー
に匹敵する。
DirectProcess 900 は、軟鋼・ステンレス鋼いずれでも、一般的なファイバレーザーと全く同等の
高速切削を達成している。切断の品質については、1.5 kW 検査用ファイバレーザーに比べて、500 
W DirectProcess 900 では切断面に若干の粗さが見られたものの、軟鋼のエッジ角精度においては
ファイバレーザーを上回った。これらの結果は、このような切削用途において、ダイレクト・ダイ
オード・レーザーがファイバレーザーの十分な代替になることを示すものである。同時にダイレク
ト・ダイオード・レーザーは概して、コンパクトさ、高効率、高い操作性、簡便なメンテナンスと
いった特長を備えている。
DirectProcess 900 レーザーはまた、アルミニウム、銅、真鍮など他の金属の切削加工にも利用で
きる。ただしこれら金属は鋼に比べて熱伝導率が高く、加工のためのパワーロスが大きくなるため
、ある厚み以上の切断を実行するには、このパワー損失を補うより高いレーザーパワー1) が必要と
なる。これら材料の切断については、別のアプリケーションノートを参照のこと。

1) 波長分割多重 (WDM) 技術を用いると、DirectProcess 900 でビーム品質を損なうことなく
　より高い出力パワーを得ることができる [1]。



切断パラメータ
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軟鋼 ステンレス鋼

出力パワー, ファイバ出力 500 W

伝送ファイバ・コア径 200 µm

コリメータ f = 100 mm

切断レンズ (平凸) f = 160 mm f = 125 mm

焦点サイズ 320 µm 250 µm

サンプル厚み (mm 単位) 0.9 - 6.4 0.6 - 3.4

アシスト・ガス 酸素 窒素

切断速度
軟鋼

セットアップ
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DirectProcess 900 で達成した軟鋼の切断速度は、0.9 mm 厚で 7 m/min、6.4 mm 厚で 0.7 
m/min であった。これらの値は 500 W ファイバレーザーを用いた場合と全く同様である (厚い
サンプルに対する両レーザーの結果を下図に示す)。

テスト用ファイバレーザーは、一連の測定中 500 W、1.5 kW で発振させた。このファイバレ
ーザーと共に、200 μm 伝送ファイバ、f = 100 mm コリメータ、f = 160 mm 集光レンズを使
用した。

切断テストは全て ISO9013:2002(E) に沿って行った。DirectProcess 900 ダイレクト・ダイオー
ド・レーザーを以下の設定で使用した：

表 2: DirectProcess 900 による切断加工の条件

図1: 厚みの異なる軟鋼サ
ンプルに対する切断速度



ステンレス鋼
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切断加工品質

軟鋼

2) 軟鋼、ステンレス鋼の加工に際してファイバレーザーのセットアップは固定
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ステンレス鋼の切断加工では、焦点サイズを最適化するため、DirectProcess 900 に代替の集
光レンズを用いた (表 2 参照)。この方法でも切断速度はファイバレーザーを用いた場合と同等
であった2)。必要であれば、より強力なコリメータ・システム(焦点サイズが小さくなる)を用
いることで、切断速度はより速くなる。

切断エッジ品質を ISO 9013:2002(E) で定義される品質許容差に対して判定した。主な切断加工
品質:
• 垂直性または角度特性の許容差 u はエッジの角度特性に関連する可能性がある。
• 垂直性または角度特性の許容差 u は形状高低差 Rz5、または表面粗さを意味する。
1.5 kW ファイバレーザーと比較した結果を下図に示す。DirectProcess 900 を比較的低出力パ
ワー (500 W) で発振した場合には、切断速度を低減することで補正し、2つのレーザーによる
最適な切断速度を比較できるようにしている。

図2: 厚みの異なるステン
レス鋼サンプルに対する
切断速度

図3: 軟鋼切断でのエッジ
角特性。実線は角度許容
差の ISO 値範囲を示す。
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ステンレス鋼
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図4: 軟鋼切断での表面粗
さ。実線は ISO 許容差を
示す。

図5: ステンレス鋼切断で
のエッジ角特性。実線は
角度許容差の ISO 値範囲
を示す。

図6: ステンレス鋼切断で
の表面粗さ。実線は ISO 
許容差を示す。
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DirectPhotonics Industries GmbH 社製品の特性は、予告なく変更される場合がございます。最新の特性や詳細は、
ウェブサイト www.directphotonics.com をご参照、または（株）日本レーザーまでお問い合わせください。
注意：本製品はクラス 4 の不可視レーザーです ー  直接光及び散乱光を目や肌にさらさないようにしてください。

株式会社日本レーザー E-Mail: lase@japanlaser.jpURL: www.japanlaser.co.jp
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DirectPhotonics社は、マイクロ・マクロの両材料加工のための超高輝度ダイレクト・ダイオ
ード・レーザーの開発・製造の専門メーカーである。設立は2011年、独国ベルリンに本社を
構える。
フラウンホーファー研究所の特許技術を活用し、ファイバ結合ダイレクト・ダイオード・レー
ザー・システムの大幅な高輝度化を実現。今や同社のダイレクト・ダイオード・レーザは、切
断・溶接加工における新しい主力システムである。

全ての軟鋼サンプルについて、DirectProcess 900 ダイレクト・ダイオード・レーザーは 1.5 
kW ファイバ・レーザーと比べて優れたエッジ角特性を示した。DirectProcess 900 の角度偏差
は ISO の角度許容差 1 範囲内に収まっている。5 mm 厚未満の軟鋼を切断する際、切断面の表
面粗さは ISO 範囲 1 または範囲 2 内に収まり、良質なレーザー切断に相当する品質を得る。し
かしながら軟鋼やステンレス鋼サンプルの表面粗さはt概して、1.5 kW ファイバ・レーザーに
劣る。この効果は DirectProcess 900 をより高出力で発振させることで相殺することができる 
[1]。

上: 軟鋼の切断サンプル。厚み 0.9, 1.5, 2, 3.5, 4.8, 6.4 mm
下: ステンレス鋼の切断サンプル。厚み 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.9, 2.6  mm

切断加工サンプルを重ねた様子。


