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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設計後の自由形式の堆積プロセス又は設計後の接合プロセスのリアルタイム適応制御の
ための方法であって、前記方法は：
　（ａ）物体に関する入力設計幾何学的形状を提供する工程と；
　（ｂ）トレーニングデータセットを提供する工程であって、ここで、前記トレーニング
データセットは、
　　（ｉ）工程（ａ）で提供される物理的に製造される物体とは異なる少なくとも１つの
物体を含む複数の物体に関する、過去のプロセスシュミレーションデータ、過去のプロセ
ス特性評価データ、過去のインプロセス検査データ、あるいは過去の構築後検査データと
；
　　（ｉｉ）１つ以上の入力プロセス制御パラメータの各々に関する値を無作為に選択し
、および、好ましくないまたは望ましい結果をもたらすものとして入力プロセス制御パラ
メータに対する調整をスコア付けする反復プロセスを介して生成されたトレーニングデー
タであって、前記結果がそれぞれ、プロセス制御パラメータ調整から生じる製造された物
体において検出された欠陥の有無に基づく、トレーニングデータとを
含む、工程と；
　ｃ）１つ以上のセンサを提供する工程であって、前記物体が物理的に製造されている際
に１つ以上の物体の特性に関するリアルタイムデータを提供する工程と；
　ｄ）プロセッサを提供する工程であって、前記プロセッサは：
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　　（ｉ）自由形式の堆積プロセス又は接合プロセスを開始するための１つ以上のプロセ
ス制御パラメータの最適なセットを予測するようにプログラムされ、１つ以上のプロセス
制御パラメータの予測された最適なセットは、工程（ｂ）のトレーニングデータセットを
用いてトレーニングされた機械学習アルゴリズムを使用して得られ；
　前記プロセッサは：
　　（ｉｉ）機械学習アルゴリズムに提供される前に、１つ以上のセンサによって提供さ
れる物体の特性データからノイズを除去するようにプログラムされ、前記ノイズは、信号
平均化アルゴリズム、カルマンフィルタアルゴリズム、非線形フィルタアルゴリズム、全
変動最小化アルゴリズム、あるいは任意のそれらの組み合わせを使用して除去され；
　前記プロセッサは：
　　（ｉｉｉ）工程（ｂ）のトレーニングデータセットを用いてトレーニングされた機械
学習アルゴリズムを使用して、検出された物体欠陥のリアルタイム分類を提供するように
プログラムされ、１つ以上のセンサからのリアルタイムデータが、入力として機械学習ア
ルゴリズムに提供され、および、検出された物体欠陥のリアルタイム分類は機械学習アル
ゴリズムから出力され、
　前記プロセッサは：
　　（ｉｖ）物体を製造するために設計後の自由形式の堆積プロセス又は設計後の接合プ
ロセスを実行する命令を提供するようにプログラムされ、機械学習アルゴリズムは、自由
形式の堆積プロセス又は接合プロセスを物理的に実行する間に、リアルタイムで１つ以上
のプロセス制御パラメータを調整する、
工程、
を含む、方法。
【請求項２】
　工程（ｂ）－（ｄ）は反復して実行され、各反復に関するプロセス特性評価データ、イ
ンプロセス検査データ、あるいは構築後検査データがトレーニングデータセットに組み込
まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記自由形式の堆積プロセス又は接合プロセスは、ステレオリソグラフィ（ＳＬＡ）、
デジタル光処理法（ＤＬＰ）、熱溶解積層法（ＦＤＭ）、選択的レーザー焼結法（ＳＬＳ
）、選択的レーザー溶融法（ＳＬＭ）、電子ビーム溶解法（ＥＢＭ）、あるいは溶接プロ
セスである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記機械学習アルゴリズムは、人工ニューラルネットワークアルゴリズム、ガウスプロ
セス回帰アルゴリズム、ロジスティックスモデルツリーアルゴリズム、ランダムフォレス
トアルゴリズム、ファジィクラシファイアアルゴリズム、デシジョンツリーアルゴリズム
、階層的クラスタリングアルゴリズム、Ｋ平均法アルゴリズム、ファジィクラスタリング
アルゴリズム、ディープボルツマン機械学習アルゴリズム、ディープ畳み込みニューラル
ネットワークアルゴリズム、ディープ再帰ニューラルネットワーク、あるいは任意のそれ
らの組み合わせを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法は、（ｉ）堆積装置又は接合装置、センサ、及びプロセッサを含む単一の統合
システム；あるいは、（ｉｉ）第１の堆積装置又は接合装置、第１のセンサ、及び第１の
プロセッサを含む分散型モジュラーシステムのいずれかを使用して実施され、ここで、前
記第１の堆積装置又は接合装置、前記第１のセンサ、及び前記第１のプロセッサは、ロー
カルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、イントラネット、エクストラネット、あるいはイン
ターネットを介して、トレーニングデータならびにリアルタイムプロセス特性評価データ
を共有するように構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記トレーニングデータセットは、入力プロセス制御パラメータを手動で調整する間に
オペレータによって生成される、プロセス特性評価データ、インプロセス検査データ、あ
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るいは構築後検査データをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　設計後の自由形式の堆積プロセス又は設計後の接合プロセスを制御するためのシステム
であって、前記システムは：
　ａ）入力設計幾何学的形状に基づいて物体を物理的に製造するための第１の堆積装置又
は接合装置と；
　ｂ）１つ以上のプロセスパラメータあるいは物体の特性に関するリアルタイムデータを
提供する、１つ以上のプロセス特性評価センサと；
　ｃ）プロセッサであって、
　前記プロセッサは：
　　（ｉ）機械学習アルゴリズムを使用して自由形式の堆積プロセスあるいは接合プロセ
スを開始するための１つ以上のプロセス制御パラメータの予測された最適なセットを提供
するようにプログラムされ、
　前記プロセッサは：
　　（ｉｉ）機械学習アルゴリズムに提供される前に、１つ以上のプロセス特性評価セン
サによって提供されるリアルタイムの物体の特性データからノイズを除去するようにプロ
グラムされ、前記ノイズは、信号平均化アルゴリズム、カルマンフィルタアルゴリズム、
非線形フィルタアルゴリズム、全変動最小化アルゴリズム、あるいは任意のそれらの組み
合わせを使用して除去され；
　前記プロセッサは：
　　（ｉｉｉ）機械学習アルゴリズムを使用して、物体欠陥のリアルタイム分類を提供す
るようにプログラムされ、１つ以上のプロセス特性評価センサからのリアルタイム物体特
性データが、入力として機械学習アルゴリズムに提供され、および、検出された物体欠陥
のリアルタイム分類は機械学習アルゴリズムから出力され、
　前記プロセッサは：
　　（ｉｖ）物体を製造するために設計後の自由形式の堆積プロセス又は設計後の接合プ
ロセスを実行する命令を提供するようにプログラムされ、機械学習アルゴリズムは、自由
形式の堆積プロセス又は接合プロセスを物理的に実行する間に、リアルタイムで１つ以上
のプロセス制御パラメータを調整し、機械学習アルゴリズムはトレーニングデータセット
を用いてトレーニングされており、前記トレーニングデータセットは、
　　　　ｉ）工程（ａ）で提供される物理的に製造される物体とは異なる少なくとも１つ
の物体を含む複数の物体に関する、過去のプロセスシュミレーションデータ、過去のプロ
セス特性評価データ、過去のインプロセス物理的検査データ、あるいは過去の構築後物理
的検査データと；
　　　　ｉｉ）１つ以上の入力プロセス制御パラメータの各々に関する値を無作為に選択
し、および、好ましくないまたは望ましい結果をもたらすものとして入力プロセス制御パ
ラメータに対する調整をスコア付けする反復プロセスを介して生成されたトレーニングデ
ータであって、前記結果がそれぞれ、プロセス制御パラメータ調整から生じる製造された
物体において検出された欠陥の有無に基づく、トレーニングデータと、
を含む、プロセッサと、
を含む、システム。
【請求項８】
　前記第１の堆積装置又は接合装置、前記１つ以上のプロセス特性評価センサ、及び前記
プロセッサは：（ｉ）単一の統合システム；又は、（ｉｉ）ローカルエリアネットワーク
（ＬＡＮ）、イントラネット、エクストラネット、あるいはインターネットを介して、ト
レーニングデータならびにリアルタイムプロセス特性評価データを共有する分散型システ
ムモジュールとして構成される、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記１つ以上のプロセス特性評価センサは、少なくとも１つのレーザー干渉計、マシン
ビジョンシステム、あるいは、前記物体によって反射、散乱、吸収、透過、又は放出され
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る電磁放射線を検出するセンサを含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記１つ以上のプロセス特性評価センサは、物体により反射され、散乱され、吸収され
、透過され、又は放たれる音響エネルギー又は力学的エネルギーに関するデータを提供す
る、請求項７に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記物体欠陥は、指定された閾値よりも大きい物体特性データと基準データセットとの
間の差として検出され、１クラスサポートベクターマシン（ＳＶＭ）あるいは自動エンコ
ーダアルゴリズムを使用して分類される、請求項７に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記物体欠陥は、教師なし１クラスサポートベクターマシン（ＳＶＭ）、自動エンコー
ダ、クラスタリング、あるいは最近傍（ｋＮＮ）機械学習アルゴリズム、及び欠陥がある
物体と欠陥がない物体に関する物体特性データを含むトレーニングデータセットを使用し
て、検出ならびに分類される、請求項７に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記１つ以上のセンサは、少なくとも１つのレーザー干渉計、マシンビジョンシステム
、あるいは、前記物体によって反射、散乱、吸収、透過、又は放出される電磁放射線を検
出するセンサを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記１つ以上のセンサは、物体により反射され、散乱され、吸収され、透過され、又は
放たれる音響エネルギー又は力学的エネルギーに関するデータを提供する、請求項１に記
載の方法。
【請求項１５】
　前記物体欠陥は、指定された閾値よりも大きい物体特性データと基準データセットとの
間の差として検出され、１クラスサポートベクターマシン（ＳＶＭ）あるいは自動エンコ
ーダアルゴリズムを使用して分類される、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記物体欠陥は、教師なし１クラスサポートベクターマシン（ＳＶＭ）、自動エンコー
ダ、クラスタリング、あるいは最近傍（ｋＮＮ）機械学習アルゴリズム、及び欠陥がある
物体と欠陥がない物体に関する物体特性データを含むトレーニングデータセットを使用し
て、検出ならびに分類される、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　第１の堆積装置又は接合装置は、ステレオリソグラフィ（ＳＬＡ）装置、デジタル光処
理（ＤＬＰ）装置、熱溶解積層（ＦＤＭ）装置、選択的レーザー焼結（ＳＬＳ）装置、選
択的レーザー溶融（ＳＬＭ）装置、あるいは電子ビーム溶解（ＥＢＭ）装置、又は溶接装
置である、請求項７に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記機械学習アルゴリズムは、人工ニューラルネットワークアルゴリズム、ガウスプロ
セス回帰アルゴリズム、ロジスティックスモデルツリーアルゴリズム、ランダムフォレス
トアルゴリズム、ファジィクラシファイアアルゴリズム、デシジョンツリーアルゴリズム
、階層的クラスタリングアルゴリズム、Ｋ平均法アルゴリズム、ファジィクラスタリング
アルゴリズム、ディープボルツマン機械学習アルゴリズム、ディープ畳み込みニューラル
ネットワークアルゴリズム、ディープ再帰ニューラルネットワーク、あるいは任意のそれ
らの組み合わせを含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記トレーニングデータセットは、入力プロセス制御パラメータを手動で調整する間に
オペレータによって生成される、プロセス特性評価データ、インプロセス検査データ、あ
るいは構築後検査データをさらに含む、請求項７に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
＜相互参照＞
　本出願は、２０１７年５月２４日に出願された米国特許出願第１５／６０４，４７３号
の利益を主張するものであり、これは、参照によってその全体が本明細書に組み込まれる
。
【背景技術】
【０００２】
　付加製造プロセスは、鋳型又はダイスを使用することなく、機能的な複雑部品を層ごと
に生成することを可能にする製造技術である。様々なタイプの付加製造に使用される方法
及び装置の最近の進歩にもかかわらず、プロセス又は環境パラメータの変化に応じて使用
されるプロセス制御パラメータの迅速な最適化及び調整を可能にし、かつ生成される部品
の品質を改善するための方法に対するニーズが存在する。機械学習アルゴリズムを使用し
て、物体欠陥の自動分類を実施するための方法及びシステムが開示される。さらに、プロ
セスの歩留まり、スループット、及び品質を改善するために、付加製造あるいは溶接プロ
セスを含む自由形式の堆積又は接合プロセスのリアルタイム適応制御を実施するための方
法及びシステムが開示される。
【発明の概要】
【０００３】
　自由形式の堆積プロセス又は接合プロセスのリアルタイム適応制御のための方法が本明
細書に開示され、上記方法は：ａ）物体に関する入力設計幾何学的形状を提供する工程と
；ｂ）トレーニングデータセットを提供する工程であって、ここで、該トレーニングデー
タセットは、工程（ａ）の入力設計幾何学的形状と同じ又は異なる複数の設計幾何学的形
状あるいはそれらの一部に関するプロセスシュミレーションデータ、プロセス特性評価デ
ータ、インプロセス検査データ、構築後検査データ、又は任意のそれらの組み合わせを含
む、工程と；ｃ）上記物体を製造するための１つ以上のプロセス制御パラメータの予測さ
れた最適なセット又はシーケンスを提供する工程であって、ここで、１つ以上のプロセス
制御パラメータの予測された最適なセットは、工程（ｂ）のトレーニングデータセットを
用いてトレーニングされた機械学習アルゴリズムを使用して得られる、工程と；ｄ）上記
物体を製造するために自由形式の堆積プロセス又は接合プロセスを実施する工程であって
、ここで、上記１つ以上のプロセス制御パラメータをリアルタイムで調整するためのリア
ルタイムプロセス特性評価データが、入力として機械学習アルゴリズムに提供される、工
程とを含む。
【０００４】
　幾つかの実施形態では、工程（ｂ）－（ｄ）は反復して実行され、各反復に関するプロ
セス特性評価データ、インプロセス検査データ、構築後検査データ、又はそれらの任意の
組み合わせは、トレーニングデータセットに組み込まれる。幾つかの実施形態では、上記
自由形式の堆積プロセス又は接合プロセスは、ステレオリソグラフィ（ＳＬＡ）、デジタ
ル光処理法（ＤＬＰ）、熱溶解積層法（ＦＤＭ）、選択的レーザー焼結法（ＳＬＳ）、選
択的レーザー溶融法（ＳＬＭ）、あるいは電子ビーム溶解法（ＥＢＭ）、又は溶接プロセ
スである。幾つかの実施形態では、上記自由形式の堆積プロセスは液体－個体自由形式の
堆積プロセスである。幾つかの実施形態では、液体－個体自由形式の堆積プロセスはレー
ザー金属ワイヤー積層プロセスである。幾つかの実施形態では、プロセスシュミレーショ
ンデータは、有限要素解析（ＦＥＡ）、有限体積解析（ＦＶＡ）、有限差分解析（ＦＤＡ
）、数値流体力学（ＣＦＤ）計算、又は任意のそれらの組み合わせの実行によって提供さ
れる。幾つかの実施形態では、予測又は制御される１つ以上のプロセス制御パラメータは
、物質堆積のレート、堆積装置の変異のレート、堆積装置の加速率、堆積装置の変異の方
向、時間に応じた堆積装置の位置（ツールパス）、堆積方向に対する堆積装置の角度、意
図した幾何学的形状におけるオーバーハングの角度、堆積中の物質への熱流束の強度、熱
流束表面のサイズ及び形状、シールドガス流の流量及び角度、ベースプレートの温度、堆
積プロセス間の周囲温度制御、堆積前の堆積物質の温度、抵抗加熱装置の電流又は電圧の
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設定、誘導加熱装置の電圧周波数又は振幅、堆積物質の選択、１つを超える堆積材料が使
用される場合の堆積材料の体積比率あるいは重量比、又は任意のそれらの組み合わせを含
む。幾つかの実施形態では、プロセスシュミレーションデータは、指定された入力処理制
御パラメータのセットに応じて、堆積物の容積又は頂点温度、堆積物の冷却速度、堆積物
の化学組成、堆積物中の成分の分離状態、堆積物の幾何学的特性、堆積中の物質から出る
熱流束の強度、堆積物からの電磁放射、堆積物からのアコースティックエミッション、又
は任意のそれらの組み合わせの予測を含む。幾つかの実施形態では、プロセス特性評価デ
ータは、堆積物の容積又は頂点温度、堆積物の冷却速度、堆積物の化学組成、堆積物中の
成分の分離状態、堆積物の幾何学的特性、物質堆積のレート、堆積装置の変異のレート、
堆積装置の位置（ツールパス）、堆積方向に対する堆積装置の角度、堆積装置の状態標識
、堆積した幾何学的形状におけるオーバーハングの角度、意図した幾何学的形状における
オーバーハングの角度、堆積中の物質への熱流束の強度、堆積中の物質から出る熱流束の
強度、堆積物からの電磁放射、堆積材料からのアコースティックエミッション、堆積材料
の電気伝導率、堆積物質の熱伝導率、製造されている物体の幾何学的形状における欠陥、
又は任意のそれらの組み合わせを含む。幾つかの実施形態では、インプロセス又は構築後
検査データは、表面仕上げの視覚的又はマシンビジョンベースの検査、表面の亀裂あるい
は気孔の視覚的又はマシンビジョンベースの検査、強度、硬度、延性、疲労などの機械的
特性のテスト、組成などの化学的特性のテスト、構成物質の分離、Ｘ線回折又は画像化、
ＣＴスキャン、超音波映像、渦電流センサアレイ測定、あるいはサーモグラフィーなどの
欠陥の特性評価方法、又は任意のそれらの組み合わせからのデータを含む。幾つかの実施
形態では、機械学習アルゴリズムは、教師あり学習アルゴリズム、教師なし学習アルゴリ
ズム、半教師あり学習アルゴリズム、強化学習アルゴリズム、ディープ学習アルゴリズム
、又は任意のそれらの組み合わせを含む。幾つかの実施形態では、機械学習アルゴリズム
は、人工ニューラルネットワークアルゴリズム、ガウスプロセス回帰アルゴリズム、ロジ
スティックモデルツリーアルゴリズム、ランダムフォレストアルゴリズム、ファジィクラ
シファイアアルゴリズム、デシジョンツリーアルゴリズム、階層的クラスタリングアルゴ
リズム、Ｋ平均法アルゴリズム、ファジィクラスタリングアルゴリズム、ディープボルツ
マン機械学習アルゴリズム、ディープ畳み込みニューラルネットワークアルゴリズム、デ
ィープ再帰ニューラルネットワーク、又は任意のそれらの組み合わせを含む。幾つかの実
施形態では、機械学習アルゴリズムは人工ニューラルネットワークを含む。幾つかの実施
形態では、人工ニューラルネットワークは、入力層、出力層、及び少なくとも１つの隠れ
た層を含む。幾つかの実施形態では、人工ニューラルネットワークは、入力層、出力層、
及び少なくとも５つの隠れた層を含む。幾つかの実施形態では、人工ニューラルネットワ
ークは、入力層、出力層、及び少なくとも１０の隠れた層を含む。幾つかの実施形態では
、入力層におけるノードの数は少なくとも１０である。幾つかの実施形態では、入力層に
おけるノードの数は少なくとも１００である。幾つかの実施形態では、入力層におけるノ
ードの数は少なくとも１，０００である。幾つかの実施形態では、プロセス特性評価デー
タの少なくとも１つのストリームは、少なくとも１０Ｈｚのレートで機械学習アルゴリズ
ムに提供される。幾つかの実施形態では、プロセス特性評価データの少なくとも１つのス
トリームは、少なくとも１００Ｈｚのレートで機械学習アルゴリズムに提供される。幾つ
かの実施形態では、プロセス特性評価データの少なくとも１つのストリームは、少なくと
も１，０００Ｈｚのレートで機械学習アルゴリズムに提供される。幾つかの実施形態では
、１つ以上のプロセス制御パラメータは、少なくとも１０Ｈｚのレートで調整される。幾
つかの実施形態では、１つ以上のプロセス制御パラメータは、少なくとも１００Ｈｚのレ
ートで調整される。幾つかの実施形態では、１つ以上のプロセス制御パラメータは、少な
くとも１，０００Ｈｚのレートで調整される。幾つかの実施形態では、上記方法は、堆積
装置、センサ、及びプロセッサを有する単一の統合システムを使用して実施される。幾つ
かの実施形態では、上記方法は、第１の堆積装置、第１のセンサ、及び第１のプロセッサ
を含む分散型モジュラーシステムを使用して実施され、ここで、第１の堆積装置、第１の
センサ、及び第１のプロセッサは、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、イントラネ
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ット、エクストラネット、あるいはインターネットを介して、トレーニングデータ及び／
又はリアルタイムプロセス特性評価データを共有するように構成される。幾つかの実施形
態では、トレーニングデータセットはインターネットクラウド内に存在する。幾つかの実
施形態では、第１の堆積装置、第１のセンサ、及び第１のプロセッサ間のデータの共有は
、データ圧縮アルゴリズム、データ特徴抽出アルゴリズム、あるいはデータ次元削減アル
ゴリズムの使用により促進される。幾つかの実施形態では、トレーニングデータセットは
、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、イントラネット、エクストラネット、あるい
はインターネットを介してデータを共有するように構成される複数の堆積装置及びセンサ
間で共有され、上記複数の堆積装置及びセンサからのデータを用いて更新される。幾つか
の実施形態では、トレーニングデータセットは、入力プロセス制御パラメータを手動で調
整する間に熟練オペレータによって生成される、プロセス特性評価データ、インプロセス
検査データ、構築後検査データ、あるいは任意のそれらの組み合わせをさらに含む。幾つ
かの実施形態では、機械学習アルゴリズムのトレーニングの一部として、機械学習アルゴ
リズムは、１つ以上のプロセス制御パラメータのセットの各々について指定された範囲内
の値を無作為に選択し、結果として生じるプロセスシュミレーションデータ、プロセス特
性評価データ、インプロセス検査データ、構築後検査データ、あるいは任意のそれらの組
み合わせをトレーニングデータセットへと組み込み、プロセス結果に対して、プロセス制
御パラメータ値をマッピングする学習されたモデルを改善する。
【０００５】
　さらに、自由形式の堆積プロセスあるいは接合プロセスを制御するためのシステムが本
明細書において開示され、上記システムは：ａ）入力設計幾何学的形状に基づいて物体を
製造することができる第１の堆積装置と；ｂ）１つ以上のプロセスパラメータあるいは物
体の特性に関するリアルタイムデータを提供する、１つ以上のプロセス特性評価センサと
；ｃ）（ｉ）１つ以上の入力プロセス制御パラメータの予測された最適なセットを提供し
、（ｉｉ）１つ以上のプロセス特性評価センサによって提供されるリアルタイムプロセス
特性評価データのストリームに基づいて、１つ以上のプロセス制御パラメータをリアルタ
イムで調整するようにプログラムされるプロセッサと、を含み、ここで、予測及び調整は
、トレーニングデータセットを使用してトレーニングされた機械学習アルゴリズムを使用
して得られる。
【０００６】
　幾つかの実施形態では、システムは、コンピュータメモリーデバイスを機械学習アルゴ
リズムソフトウェア内に含み、１つ以上のプロセス特性評価センサからのセンサデータ、
１つ以上のプロセス制御パラメータの予測又は調整された値、トレーニングデータセット
、あるいはそれらの任意の組み合わせが記憶される。幾つかの実施形態では、第１の堆積
装置、１つ以上のプロセス特性評価センサ、及びプロセッサは、単一の統合システムに組
み込まれる。幾つかの実施形態では、第１の堆積装置、１つ以上のプロセス特性評価セン
サ、及びプロセッサは、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、イントラネット、エク
ストラネット、あるいはインターネットを介して、トレーニングデータ及び／又はリアル
タイムプロセス特性評価データを共有する分散型システムモジュールとして構成される。
幾つかの実施形態では、トレーニングデータセットは、インターネットクラウド内に存在
し、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、イントラネット、エクストラネット、ある
いはインターネットを介してデータを共有するように構成される複数の堆積装置及びセン
サ間で共有され、上記複数の堆積装置及びセンサからのデータを用いて更新される。幾つ
かの実施形態では、工程（ａ）の物体と同じ又は異なる複数の物体に関するプロセスシュ
ミレーションデータ、プロセス特性評価データ、インプロセス検査データ、構築後検査デ
ータ、あるいは任意のそれらの組み合わせを含む。幾つかの実施形態では、１つ以上のプ
ロセス特性評価センサは、温度センサ、位置センサ、運動センサ、タッチ／近接センサ、
加速度計、プロフィルメータ、ゴニオメーター、イメージセンサ及びマシンビジョンシス
テム、電気伝導率センサ、熱伝導率センサ、ストレインゲージ、ジュロメーター、Ｘ線回
折、イメージング　デバイス、ＣＴスキャン装置、超音波映像装置、渦電流センサアレイ
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、サーモグラフ、堆積装置の状態標識、あるいは任意のそれらの組み合わせを含む。幾つ
かの実施形態では、１つ以上のプロセス特性評価センサは、少なくとも１つのレーザー干
渉計、マシンビジョンシステム、あるいは、物体によって反射、散乱、吸収、透過、又は
放出される電磁放射線を検出するセンサを含む。幾つかの実施形態では、マシンビジョン
システムは、物体寸法の測定に使用される可視光ベースのシステムとして構成される。幾
つかの実施形態では、マシンビジョンシステムは、物体表面仕上げの測定に使用される可
視光ベースのシステムとして構成される。幾つかの実施形態では、マシンビジョンシステ
ムは、物体内の物体温度あるいは熱流束の測定に使用される赤外線ベースのシステムとし
て構成される。幾つかの実施形態では、マシンビジョンシステムは、物体の物質特性の測
定に使用されるＸ線回折ベースのシステムとして構成される。幾つかの実施形態では、予
測あるいは調整される１つ以上のプロセス制御パラメータは、物質堆積のレート、堆積装
置の変異のレート、堆積装置の加速率、堆積装置の変異の方向、堆積方向に対する堆積装
置の角度、堆積中の物質への熱流束の強度、熱流束表面のサイズ及び形状、シールドガス
流の流量及び角度、堆積装置の温度、堆積プロセス間の周囲温度制御、堆積前の堆積物質
の温度、抵抗加熱装置の電流又は電圧の設定、誘導加熱装置の電圧周波数又は振幅、堆積
物質の選択、１つを超える堆積材料が使用される場合の堆積材料の体積比率あるいは重量
比、あるいはそれらの任意の組み合わせを含む。幾つかの実施形態では、機械学習アルゴ
リズムは、教師あり学習アルゴリズム、教師なし学習アルゴリズム、半教師あり学習アル
ゴリズム、強化学習アルゴリズム、ディープ学習アルゴリズム、又は任意のそれらの組み
合わせを含む。幾つかの実施形態では、機械学習アルゴリズムは人工ニューラルネットワ
ークを含む。幾つかの実施形態では、人工ニューラルネットワークは、入力層、出力層、
及び少なくとも５つの隠れた層を含む。幾つかの実施形態では、入力層におけるノードの
数は少なくとも１００である。幾つかの実施形態では、リアルタイムプロセス特性評価デ
ータの少なくとも１つのストリームは、少なくとも１００Ｈｚのレートで機械学習アルゴ
リズムに提供される。幾つかの実施形態では、１つ以上のプロセス制御パラメータは、少
なくとも１００Ｈｚのレートで調整される。
【０００７】
　物体欠陥の自動分類のための方法が本明細書において開示され、上記方法は：ｂ）トレ
ーニングデータセットを提供する工程であって、ここで、該トレーニングデータセットは
、物体の設計幾何学的形状と同じ又は異なる複数の設計幾何学的形状に関する製造プロセ
スシュミレーションデータ、製造プロセス特性評価データ、インプロセス検査データ、構
築後検査データ、又は任意のそれらの組み合わせを含む、工程と；ｂ）１つ以上のプロセ
スパラメータあるいは物体の特性に関するリアルタイムデータを提供する、１つ以上のセ
ンサを提供する工程と；ｃ）工程（ａ）のトレーニングデータセットを用いてトレーニン
グされた機械学習アルゴリズムを使用して、検出された物体欠陥の分類を提供するように
プログラムされるプロセッサを提供する工程であって、ここで、１つ以上のセンサからの
リアルタイムデータが、入力として機械学習アルゴリズムに提供され、検出された物体欠
陥の分類をリアルタイムで調整することを可能にする、工程とを含む。
【０００８】
　幾つかの実施形態では、上記方法は、機械学習アルゴリズムに提供される前に、１つ以
上のセンサによって提供される物体の特性データからノイズを除去する工程をさらに含む
。幾つかの実施形態では、ノイズは、信号平均化アルゴリズム、平滑化フィルタアルゴリ
ズム、カルマンフィルタアルゴリズム、非線形フィルタアルゴリズム、全変動最小化アル
ゴリズム、あるいは任意のそれらの組み合わせを使用して、物体特性データから除去され
る。幾つかの実施形態では、１つ以上のセンサは、物体によって反射、散乱、吸収、透過
、あるいは放出される電磁放射線に関するデータを提供する。幾つかの実施形態では、１
つ以上のセンサは、イメージセンサあるいはマシンビジョンシステムを含む。幾つかの実
施形態では、電磁放射線は、紫外線、可視光、あるいは赤外線である。幾つかの実施形態
では、１つ以上のセンサは、物体によって反射、散乱、吸収、透過、あるいは放出される
音響エネルギー又は力学的エネルギーに関するデータを提供する。幾つかの実施形態では
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、基準データセットの減算は、物体の正常な特徴と欠陥のある特徴と間の対比を増加させ
るために使用される。幾つかの実施例では、１つ以上のセンサは、電気伝導率あるいは物
体の熱伝導率に関するデータを提供する。幾つかの実施形態では、機械学習アルゴリズム
は、教師あり学習アルゴリズム、教師なし学習アルゴリズム、半教師あり学習アルゴリズ
ム、強化学習アルゴリズム、ディープラーニングアルゴリズム、又は任意のそれらの組み
合わせを含む。幾つかの実施形態では、１つ以上のセンサの少なくとも１つは、少なくと
も１００Ｈｚのレートで機械学習アルゴリズムに入力として提供される。幾つかの実施形
態では、検出された物体欠陥の分類は、少なくとも１００Ｈｚのレートで調整される。幾
つかの実施形態では、検出された物体欠陥は、サポートベクターマシン（ＳＶＭ）、人工
ニューラルネットワーク（ＡＮＮ）、あるいは決定木ベースのエキスパート学習システム
を使用して分類される。幾つかの実施形態では、物体欠陥は、指定された閾値より大きい
物体特性データと基準データセットの間の差として検出され、１クラスサポートベクター
マシン（ＳＶＭ）あるいは自動エンコーダアルゴリズムを使用して分類される。幾つかの
実施形態では、物体欠陥は、教師なし１クラスサポートベクターマシン（ＳＶＭ）、自動
エンコーダ、クラスタリング、あるいは最近傍（ｋＮＮ）機械学習アルゴリズム、及び欠
陥がある物体と欠陥がない物体に関する物体特性データを含むトレーニングデータセット
を使用して、検出及び分類される。
【０００９】
　自由形式の堆積プロセス又は接合プロセスのリアルタイム適応制御のための方法が本明
細書に開示され、上記方法は：ａ）物体に関する入力設計幾何学的形状を提供する工程と
；ｂ）トレーニングデータセットを提供する工程であって、ここで、上記トレーニングデ
ータセットは、工程（ａ）の入力設計幾何学的形状と同じ又は異なる複数の設計幾何学的
形状あるいはそれらの一部に関するプロセスシュミレーションデータ、特性評価データ、
インプロセス検査データ、構築後検査データ、又は任意のそれらの組み合わせを含む、工
程と；ｃ）物体を製造するために、自由形式の堆積プロセス又は接合プロセスを開始する
ための１つ以上のプロセス制御パラメータの１セット又はシーケンスを提供する工程と；
ｄ）上記物体を製造するために自由形式の堆積プロセス又は接合プロセスを実施する工程
であって、ここで、上記１つ以上のプロセス制御パラメータをリアルタイムで調整するた
めのリアルタイムプロセス特性評価データが、入力として、工程（ｂ）のトレーニングデ
ータセットを使用してトレーニングされている機械学習アルゴリズムに提供される、工程
とを含む。幾つかの実施形態では、自由形式の堆積プロセスあるいは接合プロセスを開始
するための１つ以上のプロセス制御パラメータの予測された最適なセットあるいはシーケ
ンスはさらに、機械学習アルゴリズムを使用して得られる。
【００１０】
＜引用による組み込み＞
　本明細書で言及されるすべての出版物、特許、及び、特許出願は、各々の出版物、特許
、又は、特許出願が、具体的かつ個別に参照することによってその全体が組み込まれると
意図されるのと同じ程度まで、参照によってその全体が本明細書に組み込まれる。本明細
書の用語と組み込まれた参照の用語との間に矛盾がある場合には、本明細書の用語が支配
する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本発明の新しい特徴は、特に、添付の特許請求の範囲内に明記される。本発明の特徴及
び利点のより良い理解は、本発明の原理が用いられる実施形態を説明する以下の詳細な説
明と、以下の添付図面とを引用することによって得られるであろう。
【００１２】
【図１】自由形式の堆積プロセス（例えば、付加製造プロセス）のリアルタイム適応制御
を提供するための機械学習ベースシステムの概略図を提供する。
【図２】本開示の幾つかの実施形態にかかる、物質堆積プロセス（例えば、レーザー金属
ワイヤー積層プロセス）のための例示的セットアップの概略図である。
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【図３】Ａ－Ｃは、付加製造プロセスを使用した材料堆積のための、連続的な渦巻形の「
二次元」層（有限厚）及び関連する螺旋形のツールパス（図３のＡ）、あるいは積み重ね
られた一連の「二次元」層及び関連する円形の層ごとのツールパス（図３のＢ）への、三
次元物体に対するＣＡＤ設計の変換の概略図を提供する。Ｃは、ロボット操作された堆積
ツールのためのツールパス、及び付加製造プロセスを使用して製造された結果としてもた
らされる物体のシミュレーションを例証する。
【図４Ａ】レーザー金属ワイヤー積層の溶融プールのモデリングのＦＥＡシミュレーショ
ンデータの例を提供する。レーザー金属ワイヤー積層プロセスによって堆積されている溶
融プール中の材料の液体画分について、色分けされた三次元のＦＥＡシミュレーションデ
ータの等角図である。
【図４Ｂ】レーザー金属ワイヤー積層の溶融プールのモデリングのＦＥＡシミュレーショ
ンデータの例を提供する。溶融プール中の材料の液体画分についてのＦＥＡシミュレーシ
ョンデータの断面図である。
【図４Ｃ】レーザー金属ワイヤー積層の溶融プールのモデリングのＦＥＡシミュレーショ
ンデータの例を提供する。溶融プール中の材料の静温度について色分けされた三次元のＦ
ＥＡシミュレーションデータの断面図である。
【図５】付加製造システム（つまり、レーザー金属ワイヤー積層システム）の特定のタイ
プの非限定的例の図である。
【図６】Ａ－Ｂは、干渉計使用法を使用して、製造過程の特徴監視の１つの非限定的な例
を示す。Ａは、ワイヤー供給及びレーザー金属ワイヤー積層プロセスの光で覆われた溶融
プールの幾何学的形状を調査するために使用されるレーザービームの概略図を示す。Ｂは
、ワイヤー供給（実線；ピーク）及び以前に堆積した層（実線；肩）ならびに結果として
もたらされる溶融プール（破線）の断面プロファイル（つまり、堆積の幅にわたる高さプ
ロファイル）を示す。Ｘ軸（幅）次元は任意単位でプロットされる。Ｙ軸（高さ）次元は
、堆積層より下の固定基準点に関してミリメートルの単位でプロットされる。
【図７】Ａ－Ｃは、マシンビジョンシステムを使用して得られたレーザー金属ワイヤー積
層プロセスの画像からのインプロセス特徴抽出の１つの非限定的な例を示す。Ａは、マシ
ンビジョンシステムから得た生の画像ストリームである。Ｂは、ノイズ除去、フィルタリ
ング、及びエッジ検出アルゴリズムが適用された後の処理画像である。Ｃは、特徴抽出ア
ルゴリズムを適用した後の処理画像である。
【図８】本開示の幾つかの実施形態にかかる、強化学習アルゴリズムの行動予測－報酬ル
ープを例示する。
【図９】手動で制御された堆積プロセス中に人間オペレータが選択する行動の監視に基づ
く報酬関数の構築を例示する。
【図１０】本開示の幾つかの実施形態にかかる人工ニューラルネットワーク、及び付加製
造の堆積プロセスのリアルタイム適応制御を提供するために使用されるニューラルネット
ワークの入力と出力の例の概略図を提供する。
【図１１】人工ニューラルネットワークの層内におけるノードの機能の概略図を提供する
。
【図１２】付加製造の堆積装置、マシンビジョンシステム及び／又は、他のプロセス監視
ツール、プロセスシュミレーションツール、構築後検査ツール、ならびに機械学習アルゴ
リズムを実行するためのプロセッサを含む統合システムの概略図を提供し、ここで、上記
プロセッサは、堆積プロセスのリアルタイム適応制御を提供するために、マシンビジョン
及び／又はプロセス監視ツール、プロセスシュミレーションツール、構築後検査ツール、
あるいはそれらの任意の組み合わせからのデータを利用する。
【図１３】付加製造の堆積装置、マシンビジョンシステム及び／又は、他のプロセス監視
ツール、プロセスシュミレーションツール、構築後検査ツール、ならびに機械学習アルゴ
リズムを実行するためのプロセッサを含む分散型システムの概略図を提供し、ここで、上
記プロセッサは、堆積プロセスのリアルタイム適応制御を提供するために、マシンビジョ
ン及び／又はプロセス監視ツール、プロセスシュミレーションツール、構築後検査ツール
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、あるいはそれらの任意の組み合わせからのデータを利用する。幾つかの実施形態では、
システムの異なるコンポーネントあるいはモジュールは、異なるワークスペース及び／又
はワークサイトに物理的に置かれ、及び、プロセスデータ（例えば、トレーニングデータ
、プロセスシュミレーションデータ、プロセス制御データ、及び構築後検査データ）なら
びにプロセス制御命令が、様々なモジュール間で共有及び交換され得るように、ローカル
エリアネットワーク（ＬＡＮ）、イントラネット、エクストラネット、あるいはインター
ネットを介して関連づけられてもよい。
【図１４】教師なし特徴抽出及びデータ圧縮プロセスの非限定的な例を示す。
【図１５】物体欠陥の分類のための教師なし機械学習プロセスの非限定的な例について、
予測された結果を例示する。
【図１６】Ａ－Ｃは、処理後画像の特徴抽出、及び構築時の動作との相関の例を提供する
。Ａは、構築プロセスが完了した後の部品の画像である。Ｂは、構築後検査の出力（ＣＴ
スキャン）である。Ｃは、自動特徴抽出後のＢのＣＴスキャン画像であり；自動特徴抽出
は、部品特徴と構築時の動作を相関させることを可能にする。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　物体、例えば、付加製造プロセス又は溶接プロセスを用いて製造された物体欠陥の自動
分類のための方法が本明細書に開示され、上記方法は：ｂ）トレーニングデータセットを
提供する工程であって、ここで、上記トレーニングデータセットは、上記物体と同じ又は
異なる複数の物体の設計幾何学的形状に関する、製造プロセスシュミレーションデータ、
製造プロセス特性評価データ、インプロセス検査データ、構築後検査データ、又は任意の
それらの組み合わせを含む、工程と；ｂ）１つ以上のプロセスパラメータあるいは物体の
特性に関するリアルタイムデータを提供する、１つ以上のセンサを提供する工程と；ｃ）
工程（ａ）のトレーニングデータセットを用いてトレーニングされた機械学習アルゴリズ
ムを使用して、検出された物体欠陥の分類を提供するようにプログラムされるプロセッサ
を提供する工程であって、ここで、１つ以上のセンサからのリアルタイムデータが、入力
として機械学習アルゴリズムに提供され、検出された物体欠陥の分類をリアルタイムで調
整することを可能にする、工程とを含む。さらに、物体欠陥の自動分類を実施するように
設計されたシステムが開示される。
【００１４】
　付加製造あるいは溶接プロセスのリアルタイム適応制御のための方法が本明細書におい
て開示され、上記方法は：ａ）物体に関する入力設計幾何学的形状を提供する工程と；ｂ
）トレーニングデータセットを提供する工程であって、ここで、上記トレーニングデータ
セットは、工程（ａ）又はその任意の一部の入力設計幾何学的形状と同じ又は異なる複数
の設計幾何学的形状に関するプロセスシュミレーションデータ、プロセス特性評価データ
、インプロセス検査データ、構築後検査データ、又は任意のそれらの組み合わせを含む、
工程と；ｃ）上記物体を製造するための１つ以上のプロセス制御パラメータの予測された
最適なセット／シーケンスを提供する工程であって、ここで、上記１つ以上のプロセス制
御パラメータの予測された最適なセットは、工程（ｂ）のトレーニングデータセットを用
いてトレーニングされた機械学習アルゴリズムを使用して得られる、工程と；ｄ）上記物
体を製造するために付加製造あるいは溶接プロセスを実施する工程であって、ここで、上
記１つ以上のプロセス制御パラメータをリアルタイムで調整するためのリアルタイムプロ
セス特性評価データが、入力として機械学習アルゴリズムに提供される工程と、を含む。
さらに、図１で概略的に例示されるように、これらの方法を実施するように設計されたシ
ステムが開示される。図１に示されるように、幾つかの実施形態では、付加製造あるいは
溶接プロセスの適応リアルタイム制御のための開示される方法は、例えば、システムの異
なるコンポーネント又はモジュールが異なるワークスペース、異なるワークサイト、ある
いは異なる地理的位置に物理的に置かれ、ならびに、プロセスシュミレーションデータ、
プロセス特性評価データ、インプロセス検査データ、構築後検査データを処理し、及び／
又は適応プロセス制御命令が電気通信ネットワークあるいはインターネットを用いて場所



(12) JP 6741883 B1 2020.8.19

10

20

30

40

50

間で共有及び交換される、分散型システムを使用して実施され得る。
【００１５】
　本明細書で使用されるように、用語「堆積プロセス」及び「自由形式の堆積プロセス」
は、様々な液体－個体の自由形式の堆積プロセス、個体－個体の自由形式の堆積プロセス
、付加製造プロセス、溶接プロセスなどのいずれかを指し得る。幾つかの実施形態では、
以下により詳細に記載されるように、開示される方法及びシステムは、限定されないが、
熱溶解積層法（ＦＤＭ）、選択的レーザー焼結法（ＳＬＳ）、あるいは選択的レーザー溶
融法（ＳＬＭ）を含む、様々な付加製造プロセスのいずれかを指し得る。幾つかの好まし
い実施形態では、付加製造プロセスは、液体－個体の自由形式の堆積プロセス（例えば、
レーザー金属ワイヤー堆積プロセス）あるいは溶接プロセス（例えば、レーザ溶接プロセ
ス）を含み得る。
【００１６】
　幾つかの実施形態では、プロセスシュミレーションデータは、物体欠陥の自動分類、プ
ロセス制御パラメータの最適なセット又はシーケンスの予測、プロセス制御パラメータの
リアルタイムでの調整、あるいはそれらの任意の組み合わせを可能にする機械学習アルゴ
リズムによって使用されるトレーニングデータセットに組み込まれてもよい。例えば、有
限要素解析（ＦＥＡ）などのプロセスシュミレーションツールは、プロセス制御パラメー
タの指定されたセットの機能として様々な製造材料のいずれかから、物体あるいはその特
定の部分（例えば、特徴）を製造するプロセスをシミュレートするために使用されてもよ
い。幾つかの実施形態では、プロセスシュミレーションツールは、指定された物体あるい
は物体の特徴を製造するためのプロセス制御パラメータの最適なセット又はシーケンスを
予測するために使用されてもよい。
【００１７】
　幾つかの実施形態では、プロセス特性評価データは、物体欠陥の自動分類、プロセス制
御パラメータの最適なセット又はシーケンスの予測、プロセス制御パラメータのリアルタ
イムでの調整、あるいはそれらの任意の組み合わせを可能にする機械学習アルゴリズムに
よって使用されるトレーニングデータセットに組み込まれてもよい。例えば、以下でより
詳細に記載されるように、プロセス特性評価データは、様々なセンサあるいはマシンビジ
ョンシステムのいずれかによって提供され得る。幾つかの実施形態では、プロセス特性評
価データは、付加製造装置のプロセス制御パラメータをリアルタイムで更新するために、
機械学習アルゴリズムに供給され得る。
【００１８】
　幾つかの実施形態では、インプロセスあるいは構築後検査データは、物体欠陥の自動分
類、プロセス制御パラメータの最適なセット又はシーケンスの予測、プロセス制御パラメ
ータのリアルタイム調整、あるいはそれらの任意の組み合わせを可能にする機械学習アル
ゴリズムによって使用されるトレーニングデータセットに組み込まれても良い。例えば、
インプロセスあるいは構築後検査データは、以下により詳細に記載されるように、物体の
寸法、表面仕上げ、表面亀裂又は気孔の数などの視覚的あるいはマシンビジョンベースの
測定からのデータを含み得る。幾つかの実施形態では、インプロセス検査データ（例えば
、自動欠陥分類データ）は、例えば、最初に検出された時に欠陥を是正するように、是正
処置を実行するプロセス制御パラメータ調整のセット又はシーケンスを決定する、例えば
、層の寸法又は厚さを調整するための機械学習アルゴリズムによって使用されてもよい。
幾つかの実施形態では、インプロセス検査データ（例えば、自動欠陥分類データ）は、警
告又はエラー信号をオペレータに送るために、あるいは随意に、堆積プロセス（例えば、
付加製造プロセス）を自動的にアボートするために、機械学習アルゴリズムによって使用
されてもよい。
【００１９】
　幾つかの実施形態では、トレーニングデータセットは、反復して実施される付加製造プ
ロセスの各反復後に、追加のプロセスシュミレーションデータ、プロセス特性評価データ
、インプロセス検査データ、構築後検査データ、あるいはそれらの任意の組み合わせを用
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いて更新される。幾つかの実施形態では、トレーニングデータセットは、プロセス特性評
価データ、インプロセス検査データ、構築後検査データ、あるいはそれらの任意の組み合
わせをさらに含み、それは、指定された物体又は部品のセットを生成するために、付加製
造プロセスの入力プロセス制御パラメータを手動で設定しながら、あるいは、生成されて
いる物体又は部品の指定された質を維持するために、プロセスパラメータ又は環境変数の
変化に応じてプロセス制御パラメータを手動で調整する間に熟練オペレータによって生成
される。幾つかの実施形態では、トレーニングデータセットは、連続的にあるいは並行し
て動作する複数の付加製造装置から収集されるプロセスシュミレーションデータ、プロセ
ス特性評価データ、インプロセス検査データ、構築後検査データ、あるいはそれらの任意
の組み合わせを含み得る。
【００２０】
　当業者に既知の様々な機械学習アルゴリズムが、付加製造あるいは溶接プロセスの自動
物体欠陥分類及び適応制御のための開示された方法を実施するために使用されてもよい。
以下により詳細に記載されるように、例としては、限定されないが、人工ニューラルネッ
トワークアルゴリズム、ガウス過程による回帰アルゴリズム、ファジイ論理ベースのアル
ゴリズム、デシジョンツリーアルゴリズムなどが挙げられる。幾つかの実施形態では、１
つを超える機械学習アルゴリズムが使用される場合もある。例えば、物体欠陥の自動分類
は、あるタイプの機械学習アルゴリズムを使用して実施されてもよく、適応リアルタイム
プロセス制御は、異なるタイプの機械学習アルゴリズムを使用して実施されてもよい。幾
つかの実施形態では、２、３、４、あるいは５つ以上の異なるタイプの機械学習アルゴリ
ズムから引き出された特徴及び特性を含むハイブリッド機械学習アルゴリズムが、開示さ
れる方法ならびにシステムを実施するために使用され得る。
【００２１】
　幾つかの実施形態では、物体欠陥の自動分類及び適応リアルタイム制御のための開示さ
れる方法は、特定のワークスペースにおいて共存し、ならびに、スタンドアローンの自己
内蔵型システムを形成するために統合されるコンポーネント（例えば、付加製造装置及び
／又は溶接装置、プロセス制御モニターあるいはセンサ、マシンビジョンシステム、及び
／又は構築後検査ツール）を使用して実施されてもよい。幾つかの実施形態では、開示さ
れる方法は、プロセスデータ（例えば、トレーニングデータ、プロセスシュミレーション
データ、プロセス制御データ、ならびに構築後検査データ）及びプロセス制御命令が、異
なるモジュール間で共有及び交換され得るように、異なるワークスペース及び／又は異な
るワークサイトに分配され、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、イントラネット、
エクストラネット、あるいはインターネットを介して関連づけられるモジュラーコンポー
ネント（例えば、付加製造装置及び／又は溶接装置、プロセス制御モニターあるいはセン
サ、マシンビジョンシステム、及び／又は構築後検査ツール）を使用して実施されてもよ
い。幾つかの実施形態では、プロセスデータが２つ以上の付加製造及び／又は溶接装置制
御システム間で共有され、かつ分散型システム全体に関するトレーニングデータセットを
更新するために使用されるように、複数の付加製造装置及び／又は溶接装置が同じ分散型
システムに関連づけられる。
【００２２】
　付加製造装置及び／又は溶接装置の自動物体欠陥分類及び適応リアルタイム制御用シス
テムのための開示される方法は、プロセスの歩留まり、プロセススループット、ならびに
生成される部品の質の改善と同様に、プロセス又は環境パラメータの変化に応じて使用さ
れるプロセス制御パラメータの迅速な最適化及び調整のために提供され得る。方法及びシ
ステムは、様々な技術分野、及び、限定されないが、自動車産業、航空機産業、医療機器
産業、家電業界などを含む産業の部品製造に適用可能である。
【００２３】
　別段の定めのない限り、本明細書で使用されるすべての技術用語は、本開示が属する技
術分野の当業者によって一般に理解されるのと同じ意味を持つ。本明細書及び添付の請求
項で使用されるように、単数形の「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」は、文脈上明確に指示
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されない限り、複数の言及も含む。本明細書の「又は」へのあらゆる言及は、特に他に明
記のない限り、「及び／又は」を包含することを意図している。
【００２４】
　本明細書において使用されるように、用語「自由形式の堆積プロセス」は、様々な液体
－個体の自由形式の堆積プロセス、個体－個体の自由形式の堆積プロセス、付加製造プロ
セス、溶接プロセスなどのいずれかを指し得る。
【００２５】
　本明細書において使用されるように、用語「接合プロセス」は、様々な溶接プロセスの
いずれかを指し得る。
【００２６】
　本明細書において使用されるように、用語「データストリーム」は、情報を送信あるい
は受信するために使用される連続的又は不連続的あるいは一連のアナログ又はデジタルコ
ードされた信号（例えば、電圧信号、電流信号、空間的にコードされた光強度及び／又は
波長データを含む画像データなど）を指す。
【００２７】
　本明細書において使用されるように、用語「プロセスウインドウ」は、特定の製造プロ
セスが定義された結果をもたらすプロセス制御パラメータ値の範囲を指す。幾つかの例に
おいて、プロセスウインドウは、複数のプロセス制御パラメータに応じてプロットされる
プロセス出力のグラフによって例示することができ、それは、プロセスがうまく作動する
パラメータ値の範囲を示す中央領域と、プロセスが不安定になるか、又は好ましくない結
果をもたらす領域を定義する外側の境界とを含む。
【００２８】
　本明細書において使用されるように、用語「機械学習」は、教師あり学習、教師なし学
習、強化学習、あるいはそれらの任意の組み合わせを実施するために使用される、様々な
人工知能又はソフトウェアアルゴリズムのいずれかを指す。
【００２９】
　本明細書において使用されるように、用語「リアルタイム」は、物体欠陥の分類を更新
するか、あるいは、プロセスシュミレーションデータ、プロセス特性評価データ、インプ
ロセス検査データ、構築後検査データ、あるいはそれらの任意の組み合わせを含む１つ以
上の入力プロセスデータストリームの変化に応じて、プロセス制御パラメータのセット又
はシーケンスを更新するために、センサデータが、機械学習アルゴリズムを用いたフィー
ドバックループにおいて取得、処理、及び／又は使用される速度を指す。
【００３０】
＜付加製造プロセス＞
　用語「付加製造」は、一連の二次元の断面堆積マップに従って、材料の多数の薄い層を
堆積することにより、三次元デジタルモデル（ＣＡＤ設計）を三次元物体に変換すること
を可能にする、部品のラピッドプロトタイピング及びマニュファクチャリング（ｒａｐｉ
ｄ　ｐｒｏｔｏｔｙｐｉｎｇ　ａｎｄ　ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ）のための汎用的な
製造技術の集合を指す。付加製造は、「ダイレクト・デジタル・マニュファクチュアリン
グ」「固体自由形式製造」、「液固体自由形式製造」、あるいは「３Ｄプリンティング」
とも呼ばれ、液体、粉体、及び溶融物を含む様々な状態の材料の堆積を含み得る。金属、
合金、セラミック、ポリマー、複合材、風通しのよい構造物、多相材料を含む様々な物質
が、付加製造を使用して処理され得る。付加製造プロセスの主な利点の１つは、仮想設計
をすぐに使える（あるいは、ほとんどすぐに使える）部品に変換するのに必要な製造工程
数が少ないことである。他の主な利点は、従来の機械加工、押出、あるいは成形技術を使
用して製造するのが容易でない複雑な形状を処理できることである。
【００３１】
　開示される物体欠陥の分類及び適応プロセス制御の方法が適用され得る付加製造技術の
特定の例としては、限定されないが、ステレオリソグラフィ（ＳＬＡ）、デジタル光処理
法（ＤＬＰ）、熱溶解積層法（ＦＤＭ）、選択的レーザー焼結法（ＳＬＳ）、選択的レー



(15) JP 6741883 B1 2020.8.19

10

20

30

40

50

ザー溶融法（ＳＬＭ）、あるいは電子ビーム溶解法（ＥＢＭ）が挙げられる。
【００３２】
　ステレオリソグラフィ（ＳＬＡ）：ステレオリソグラフィでは、液体紫外線硬化性樹脂
のタンクを、スキャンされたレーザービームと組み合わせて使用して、二次元露光パター
ンに従って、樹脂の１つの薄層を一度に硬化させる。１層が完了すると、硬化したベッド
又はベースがわずかにタンクへと下がり、別の層が硬化する。部品が完成するまで、構築
プラットフォームは層を硬化し、下降する工程のサイクルを繰り返す。プロセスの各サイ
クルに必要な時間は、部品の断面積及び必要な空間分解能に依存する。部品が完成するま
でに、部品は未硬化樹脂に完全に沈められる。その後、それはタンクから引き出され、紫
外線オーブンにおいて随意にさらに硬化され得る。
【００３３】
　デジタル光処理法（ＤＬＰ）：デジタル光処理法は、液体のポリマーのバットが、セー
フライト状況下で、ＤＬＰプロジェクタ（例えば、１つ以上のデジタマイクロミラーアレ
イデバイスを使用する）からの光にさらされる、ステレオリソグラフィの変形である。Ｄ
ＬＰプロジェクタは、３Ｄモデルの画像を液体ポリマーに投影する。露光した液体ポリマ
ーは硬化し、構築プレートは下へと移動し、液体ポリマーはもう一度光にさらされる。上
記プロセスは、３Ｄ物体が完成し、バットから液体が排出されて、固形化したモデルを明
らかにするまで繰り返される。ＤＬＰの３Ｄプリンティングは高速であり、かつ他の技術
よりも高い分解能で物体をプリントすることができる。
【００３４】
　熱溶解積層法（ＦＤＭ）：熱溶解積層法は、３Ｄプリンティングの最も一般的な形態の
１つであり、熱溶解フィラメント製法（ＦＦＦ）とも呼ばれることもある。ＦＤＭプリン
タは、様々なプラスチックあるいはポリマーでプリントすることができ、典型的には、支
持材を用いてプリントすることができる。ＦＤＭプリンタは、入力プラスチックフィラメ
ントが液体になるように過熱し、その後、材料を薄い層に押し出して、層ごとのプロセス
で物体をゆっくりと製造する押出機ヘッドを使用する。
【００３５】
　選択的レーザー焼結法（ＳＬＳ）：選択的レーザー焼結法は、レーザーを使用して、層
ごとに材料を一緒に融合する。粉体の層が構築プラットフォームに押し出され、それが液
体状態を通過することなく融合するように、レーザーによって加熱される（場合によって
は、圧縮もされる）。それが完了すると、粉体の別の層が適用され、再び加熱される。残
りの材料がそれを真っ直ぐに保持するため、上記プロセスは支持材を必要としない。部品
の完成後、部品をパウダーベッドから取り除き、余分な材料を落とす。
【００３６】
　選択的レーザー溶融法（ＳＬＭ）：選択的レーザー溶融法は、選択的レーザー焼結法及
び直接金属レーザー焼結法（ＤＭＬＳ）（Ｙａｐ，　ｅｔ　ａｌ．　（２０１５），　“
Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｌａｓｅｒ　Ｍｅｌｔｉｎｇ：　Ｍａｔｅｒ
ｉａｌｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ”，　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　
Ｒｅｖｉｅｗｓ　２：０４１１０１）の変形である。高出力レーザーを使用して、金属粉
末を融解及び融合する。層内ならびに層間で粉末を選択的に融解及び融合させることによ
って、部品が構築される。上記技術は直接書き込み技術（ｄｉｒｅｃｔ　ｗｒｉｔｅ　ｔ
ｅｃｈｎｉｑｕｅ）であり、最大９９．９％の相対密度でニアネットシェイプ部品（つま
り、最終（ネット）シェイプに非常に近い製造された部品であるため、表面処理の必要性
を減少させ、生産コストを大幅に減少させる）を生産することが証明されている。これに
より、上記プロセスは、ほぼ完全な密度の機能部品を構築することができる。光ファイバ
ー及び高出力レーザーの分野における最近の発展により、ＳＬＭが、銅、アルミニウム、
及びタングステンなどの様々な金属材料を処理することをさらに可能にし、セラミック及
び複合材料のＳＬＭにおける研究の機会を開いた。
【００３７】
　電子ビーム溶解法（ＥＢＭ）：電子ビーム溶解法は、選択的レーザー溶融法と類似する
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付加製造技術である。ＥＢＭ技術は、高真空下で、電子ビームで金属粉末を層ごとに溶解
することによって、部品を製造する。焼結技術とは対照的に、ＥＢＭ及びＳＬＭの両方は
、金属粉末の完全な溶解を達成する。このパウダーベッド方法は、ターゲット材の特徴を
有する金属粉末から直接、高密度の金属部品を生成する。ＥＢＭ堆積装置は、３ＤのＣＡ
Ｄモデルからデータを読み取り、粉末材料の連続する層を配置する。これらの層は、コン
ピュータ制御の電子ビームを利用して一緒に溶解され、部品を層ごとに構築する。上記プ
ロセスは真空下で行なわれ、酸素への高い親和性を有する反応性物質（例えば、チタン）
を使用した部品の製造に適している。上記プロセスは、多くの他の技術（最大１０００℃
）よりも高い温度で動作し、それは、固化及び固相移転による相形成の相違へとつながる
こともある。粉末原料は混合物ではなく、典型的に、あらかじめ合金化される。ＳＬＭ及
びＤＭＬＳと比較して、ＥＢＭは、そのより高いエネルギー密度ならびに走査法のため、
一般に、より速い形成速度を有する。
【００３８】
　レーザー金属ワイヤー積層：ある好ましい実施形態において、開示される欠陥分類なら
びに適応制御方法が適用され得る付加製造プロセス及びシステムは、レーザー金属ワイヤ
ー堆積である。レーザー金属ワイヤー堆積の中心的なプロセスは、高出力レーザーソース
と金属ワイヤーの形態の添加材とを使用して、堆積材料のビーズ（単一の層を形成するた
めに複数の堆積材料のビーズが必要とされる場合もある）を生成することである（Ｈｅｒ
ａｌｉｃ　（２０１２），　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　Ｒ
ｏｂｏｔｉｚｅｄ　Ｌａｓｅｒ　Ｍｅｔａｌ－Ｗｉｒｅ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ，　Ｐｈ
．Ｄ．　Ｔｈｅｓｉｓ，　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｓｉｇｎａｌｓ　ａｎｄ　Ｓｙ
ｓｔｅｍｓ，　Ｃｈａｌｍｅｒｓ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
，　Ｇｏｔｅｂｏｒｇ，　Ｓｗｅｄｅｎ）。レーザーは、基板材料上に溶融プールを生成
し、そこに、金属ワイヤーが供給されて溶解され、上記基板との冶金学的境界（ｍｅｔａ
ｌｌｕｒｇｉｃａｌ　ｂｏｕｎｄ）を形成する。レーザー加工ヘッド及びワイヤー供給装
置、つまり、堆積（又は、溶接）ツールを基板に対して移動させることによって、固化中
にビーズが形成される。上記堆積ツール及び基板の相対運動は、例えば、６軸産業用ロボ
ットアームを使用して制御され得る。以下により詳細に記載されるように、堆積層の形成
が図２に例示される。
【００３９】
　堆積を始める前に、典型的に、プロセスパラメータのセットが選択される必要があり、
それに応じて機器を調整する必要がある。レーザー金属ワイヤー堆積のための重要なプロ
セス制御パラメータは、レーザー出力設定、ワイヤー供給速度、及び移動速度を含む。こ
れらは、エネルギー入力、堆積レート、及び堆積される層の断面プロファイル、つまり層
の高さ及び幅を制御する。堆積層の高さ（又は厚さ）は、移動速度及びレーザー出力に関
連して、溶融プールに供給されるワイヤーの量によって決定される。名目上のレーザー出
力、移動速度、及びワイヤー供給速度が指定されると、例えば、所与の移動速度のための
レーザービーム及び基板に対するワイヤー供給の相対的な方向を設定するための追加のパ
ラメータが存在する場合もある。平坦面上の安定した堆積を達成するために、これらのパ
ラメータの注意深い調整が必要である。
【００４０】
　平坦面上の材料の均一ビーズの安定した堆積を達成するために考慮される必要があり得
る、プロセス制御パラメータの例としては、制限されないが、以下のものが挙げられる。
【００４１】
　レーザー出力：主要なプロセス制御パラメータの１つであり、レーザー出力設定は最大
エネルギー入力を決定する。レーザービームのサイズ及び移動速度に応じて、レーザー出
力は溶融プールのサイズも制御し、結果的に堆積ビーズの幅を制御する。
【００４２】
　レーザー出力分布：溶融プールのダイナミクスに影響する。様々なレーザー出力（又は
、ビームプロファイル）分布の非限定的な例は、階段関数及びガウス分布を含む。
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【００４３】
　レーザー／ワイヤー又はレーザー／基板の角度：プロセスウインドウ及び正確なエネル
ギー入力に影響する。レーザービームとワイヤー供給との間の角度は、ワイヤー供給速度
の変化、及びワイヤーノズルと基板との間の距離の変動に対する堆積プロセスの感度に影
響を与える。レーザービームと基板との間の角度は、基板表面からのレーザービームの反
射に影響を与え、したがって、吸収されるエネルギーの量に影響を与える。
【００４４】
　レーザービームのサイズ及び形状：溶融プールのサイズ及び形状を（レーザパワーなら
びに移動速度と一緒に）制御する。円形のビーム形状の使用が一般的であるが、長方形の
形状も同様に使用されている（例えば、ダイオードレーザーとともに）。上記サイズは、
所望のビーズ幅を反射するために選択される。
【００４５】
　レーザービームの焦点距離：レーザービームが基板表面でどの程度コリメートされるか
を制御する。結果的に、それは、焦点レンズと基板との間の距離変動に対する堆積プロセ
スの感度に影響を与える。
【００４６】
　レーザー波長：堆積材料によるレーザービームの吸光度を制御する。金属について、レ
ーザー光の吸光度は波長（及び、特定の材料）により変わる。
【００４７】
　ワイヤー供給速度：主要なプロセス制御パラメータの１つであり、ワイヤー供給速度は
、単位時間当たりの堆積した質量に影響を与える。ワイヤー供給速度は、主にビーズの高
さに影響を与え、レーザー出力と移動速度に関連して選択される必要がある。
【００４８】
　ワイヤー径：適切な溶解及び柔軟なプロセスを保証するために、レーザービームのサイ
ズに関連して選択されるべきである。
【００４９】
　ワイヤー／基板の角度：ワイヤーの溶解に影響し、それによって堆積プロセスの安定性
にも影響する。適切な条件下で、ワイヤーと溶融プールとの間の金属の移行はスムーズで
連続的である。不適切なワイヤー／基板の角度の使用は、金属移行プロセスが、結果とし
て、（例えば、基板表面上の一連の溶滴として）球状の堆積を生じさせるか、あるいは、
ワイヤーは、溶融プールに入る際に固体のままである場合がある。より大きい角度の使用
は、堆積方向の感度を減少させるが、同時に、許容されるワイヤー供給速度のより小さな
プロセスウインドウを結果としてもたらす。
【００５０】
　溶融プールに対するワイヤー先端位置：ワイヤーの溶融速度に影響し、したがって、プ
ロセスの安定性に影響する。
【００５１】
　ワイヤーの突き出し：典型的に、ワイヤー角度あるいはワイヤー先端位置ほど重要では
でないが、突き出し距離は予想される堆積条件に応じて調整される必要があり得る。それ
は、主に、ワイヤーノズルと基板との間の高さの変動に対するプロセスの感度に影響する
。
【００５２】
　シールドガス：シールドガスの使用は、汚染物質及び／又は欠陥が堆積層に導入される
程度に影響を与ええ得る。幾つかの実施形態では、組成、流量、及び／又は入射角は調整
されてもよい。
【００５３】
　供給方向：どの方向からワイヤーが溶融プールに入るかを決定し、それによってワイヤ
ーの溶解に影響し、したがって金属移行プロセスに影響する。供給方向の様々な選択は、
使用され得る許容されるワイヤー供給速度の範囲を変更する。場合によっては、それは、
堆積ビーズの形状にも影響する場合もある。
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【００５４】
　移動速度：主要プロセス制御パラメータの１つであり、移動速度は、単位長当たりの堆
積材料の量及び単位長当たりの入力エネルギーに影響を与える。より低い移動速度では、
堆積材料の温度が高すぎない限り、堆積プロセスは典型的により安定している。速い移動
速度では、単位長当たりの同じ量の堆積材料について、より低いエネルギー入力が得られ
ることもある。しかし、モーション制御システムの加速及びパスの精度がより重要になる
。
【００５５】
　プロセスの安定性：上記のプロセス制御パラメータの適切な調製は、ソリッドワイヤー
と溶融プールとの間の金属の移行速度に影響を与え、これは、堆積プロセスの安定性にと
って重要である。一般的に：グロビュール（小滴状）移行、スムーズな移行、あるいは突
入（つまり、溶融プールに入る前のワイヤーの不完全な溶解）によって金属ワイヤーを堆
積することができる３つの方法がある。スムーズな移行だけが、安定した堆積プロセスを
結果としてもたらす。
【００５６】
　ワイヤー先端がレーザービーム中で長時間費やすように堆積装置がセットアップされる
場合（例えば、他のプロセス制御パラメータに対して高すぎる供給角度を選択することに
よって）、溶融プールに入る前に溶解温度に達するだろう。その後、ソリッドワイヤーと
溶融プールとの間の金属の移行は、表面張力がもはや金属の流れを維持できないポイント
にまで引き伸ばされ、表面張力により引き起こされた球状の溶滴の形成及び分離を結果と
してもたらすことができる。このタイプの堆積は、非常に不規則なビーズ形状及び不十分
な堆積プロセスを引き起こす。一旦、グロビュール移行が開始すると、典型的にアボート
するのが困難である。溶融ワイヤー先端と溶融プールとの間の物理的な接触は再確立され
なければならず、プロセス制御パラメータは適切な値に調整されなければならない。
【００５７】
　あるいは、ワイヤーが溶融プールとの交差点近くで溶解されるようにワイヤー供給角度
が注意深く調整される場合、ソリッドワイヤーから溶融プールの液体金属への金属のスム
ーズな移行があるだろう。結果としてもたらされる堆積金属のビーズは、滑面及び基板に
対して安定した冶金的結合を有するだろう。
【００５８】
　ワイヤーを融解する別の方法は、溶融プールからの熱伝導、つまり、溶融プールへとワ
イヤーを突入することによる。ワイヤーを完全に溶解する溶融プール中の熱エネルギーに
よって提供される溶解速度に比べて、十分に低い値にワイヤー供給速度を調整するための
予防措置を講じなければならない。不完全な溶解は、例えば、融合不良（ＬＯＦ）欠陥を
結果としてもたらし得る。ＬＯＦ欠陥は、結果としてもたらされるビーズが通常のビーズ
堆積と多かれ少なかれ区別ができない低いワイヤー供給速度であっても、生じ得ることに
留意しなければならない。
【００５９】
　プロセスパラメータの調整：上記のプロセス制御パラメータは、材料の選択及び上記材
料を溶解するのに必要なエネルギー入力に応じて調整され、これは、順に、所望の堆積レ
ート、変形制限、材料の粘性、及び利用可能なレーザー出力ならびにビームスポットのサ
イズに基づいて決定される。これらの要因は、レーザー出力、移動速度、及びワイヤー供
給速度の設定を必要とする。レーザービームは、光学システムへの後方反射を回避しなが
ら反射を最小化するために、好ましくは、溶融プールにできるだけ直交でなければならな
い。溶融プールに対するワイヤー先端位置は、時間単位当たりの堆積材料の選択された量
に関して調整されなければならない。前方供給（ｆｒｏｎｔ　ｆｅｅｄ）構成が使用され
、及び堆積レートが低い場合、ワイヤーは先端に近い溶融プールに入らなければならない
。このパラメータの変更は、主に、選択されたレーザー出力ならびに移動速度について最
大及び最小のワイヤー供給速度に影響する。ワイヤー先端位置に密接に関連するパラメー
タは、ワイヤー／基板の角度である。角度が低い場合、突入をより良い方法で利用するこ
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とができるため、高いワイヤー供給速度が可能となるかもしれない。しかし、極端なワイ
ヤー供給速度については、前方供給のみが実行可能である。その後、これは、ジグザグ又
は螺旋パターンなどの複雑な堆積パスの選択を制限する。供給方向に対する堆積プロセス
の感度を減少させ、それによって、任意の堆積パターンを可能にするために、ワイヤーと
基板との間の角度が増加されなければならない。しかし、許容される堆積パターンに関す
る柔軟性の増加は、より小さなプロセスウインドウを犠牲にしてしばしば達成される。
【００６０】
　多層の堆積：上で議論されるように、平らな基板上に材料の単一のビーズを安定して堆
積させるには、プロセス制御パラメータの注意深い調整を必要とする。しかし結局、ゴー
ルは三次元部品を堆積すること、つまり、層内に幾つかの隣接するビーズを堆積させ、層
の数に対して堆積を繰り返すことである。単一のビーズの堆積から三次元部品の堆積への
移行は、しばしば簡単ではない。個々の層の正確な形状、幾つかの追加の要因、例えば、
堆積パターン、隣接するビーズ間の距離、及びモーション制御システムの速度ならびにパ
スの精度によって影響を受ける。これらの要因と結果としてもたらされる層のそれらの影
響との間の関係は、複雑で予測が難しく、所与の堆積設計特微（例えば、層の高さ）を達
成するのに必要なプロセス制御パラメータの調整を複雑にする。三次元部品の堆積を複雑
にする要因の別の例は、熱の蓄積による部品の局所温度の潜在的な上昇であり、これは、
多層の堆積中に考慮される必要がある。熱は、例えば、隣接する層の堆積間の過度に短い
休止の使用により、堆積された部品に蓄積されることもある。
【００６１】
　三次元の堆積中に生じる追加の不確実性は、プロセス安定性の視点から見て、問題を引
き起こす可能性がある。例えば、達成されるべき層の高さの推定が正しくなければ、ワイ
ヤー先端と基板との関係は、元々設定されたプロセスパラメータについて予想されたもの
とは異なるだろう。その結果、堆積プロセスは、溶融ワイヤーのスムーズな移行から、球
状の堆積モードあるいはワイヤー突入モードのいずれかへと変更するかもしれない。結果
的に、堆積プロセスが、個々の層の寸法が正確に予測できるほど十分に理解されている及
び／又は厳密に制御されていない限り、三次元の堆積が連続的なオンライン監視及び／又
はプロセス制御パラメータ調整を必要とすることもある。
【００６２】
　付加製造プロセスを最適化する困難：さらに、レーザー金属ワイヤー堆積の文脈におい
て議論された困難の幾つかは、他の付加製造プロセス（Ｇｕｅｓｓａｓｍａ，　ｅｔ　ａ
ｌ．，　（２０１５）　“Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ　ｏｆ　Ａｄｄｉｔｉｖｅ　Ｍａｎｕｆ
ａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　ｆｒｏｍ　ａｎ　Ｏｐｔｉｍｉｓａｔｉ
ｏｎ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ”，　Ｉｎｔ．　Ｊ．　Ｓｉｍｕｌ．　Ｍｕｌｔｉｓｃｉ
．　Ｄｅｓ．　Ｏｐｔｉｍ．　６，　Ａ９）にも適用可能である。三次元のＣＡＤモデル
からのツールパスの生成は、第１の課題を表す。ほとんどの付加製造技術は、連続した層
ごとの製造プロセスに依存し、したがって、部品の三次元表現（つまり、部品の実際の表
面のモザイク模様のバージョン）から始まり、二次元構築戦略で終わることは、エラーを
引き起こす可能性がある。その問題は、溶滴ベースの三次元プリンティングのアプローチ
において特に多く見られる。なぜなら、融合した材料の不連続性が、層ごとの堆積プロセ
スの結果、すべての構築方角に現われ、ならびに、寸法の不正確さ、許容できない仕上が
り状態、及び構造的ならびに機械的な異方性に結びつく可能性があるためである。異方性
は、特定の粒質の発達（ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ）、例えば、金属レーザー溶融堆積ある
いはアーク溶接で生じる場合もある。異方性の減少は、仮想設計の適切な構築方向の選択
により達成される場合がある。
【００６３】
　加えて、仮想設計と製造されたまま状態の物体との間の差異は、使用される付加製造ツ
ーリングで利用可能な有限の空間分解能により、あるいは堆積材料の固化中の部品の収縮
により時々大きくなり、それは、部品の寸法ならびに変形の両方の変化を引き起こす場合
がある。例えば、ツールパスが有限次元のフィラメントパスの集合を含む熱溶解積層法を



(20) JP 6741883 B1 2020.8.19

10

20

30

40

50

検討する。これは、製造された物体に３つの主な結果をもたらす：（ｉ）内部構造的特徴
は、それらのサイズに応じてうまく捕捉されない場合があり；（ｉｉ）局所的な曲率に応
じて不連続性が現われる場合があり；及び、（ｉｉｉ）表面の仕上がり状態は、多数のフ
ィラメントの融合から生じる粗いプロファイルによって制限される場合がある。
【００６４】
　不連続の製造プロセス及び付加製造プロセスエラーに関連する他の問題の１つの結果は
、多孔性である。多くの技術刊行物が、プリントされた部品における多孔性の影響の評価
に関連している。特定の１つの結果は、例えば、多孔度レベルの増加に伴う剛性の低下に
より、あるいはマイクロクラックの形態の多孔度強化損傷の発生による張力下での機械的
強度の低下により、多孔性が部品の機械的性能を低下させる場合があることである。多孔
性は、例えば、幾つかの用途で透過性を向上させるために使用することができるため、付
加製造プロセスのマイナスの結果として必ずしも見られるとは限らないことに留意すべき
である。
【００６５】
　幾つかの付加製造プロセスで遭遇する別のタイプの欠陥は、内部表面間で捕捉された支
持材の存在である。支持材は、プリントプロセス中に、壊れやすいプリント構造を強化す
るために時々必要とされる。これらの物質は、堆積材料への制限された粘着を示すために
典型的に選択されるが、部品の支持材の残量を結果としてもたらす不完全な除去は、例え
ば、部品の重量の増加及び耐荷重性分布の修正の一因となり得、それは、元の設計に基づ
いて予想される性能に対して部品の性能を変更することができる。加えて、最適化されな
い支持堆積は、部品の仕上がり状態、材料消費、製造時間などに影響することもある。支
持材の使用に対する付加製造プロセスの依存を減少させるための様々な戦略が文献に記載
されている。上記戦略は、部品の幾何学的形状及び堆積される材料の選択に応じて変わり
得る。
【００６６】
　溶接プロセス：幾つかの実施形態では、開示される欠陥分類とプロセス制御方法ならび
にシステムは、付加製造プロセス及び装置の代わりに、あるいは付加製造プロセス及び装
置と組み合わせて、溶接プロセス及び装置に適用されさてもよい。開示されるプロセス制
御方法及びシステムと共に使用され得る溶接プロセス及び装置の例としては、限定されな
いが、レーザービーム溶接プロセス及び装置、ＭＩＧ（金属不活性ガス）溶接プロセス及
び装置（ガスメタルアーク溶接とも呼ばれる）、ＴＩＧ（タングステン不活性ガス）溶接
プロセス及び装置などが挙げられる。
【００６７】
　レーザービーム溶接（ＬＢＷ）：速い溶接速度、薄くて小さな接合線、及び低い熱変形
で接合する必要のある金属部品を接合するために使用される溶接技術である。レーザービ
ームは、集束した熱源を提供し、狭くて深い溶接及び高い溶接レートを可能にする。速い
溶接速度、自動化された操作、及びプロセス中の接合品質のフィードバック制御を実行す
る機能により、レーザー溶接は、現代の工業生産において一般的な接合方法となっている
。自動化された多くの用途の例は、車体の溶接のための自動車産業での使用を含む。他の
用途は、医療技術における微細な非多孔性のシームの溶接、電子機器又は宝石産業におけ
る精密なスポット溶接、ならびに工具及び金型の製造における溶接を含む。
【００６８】
　ＭＩＧ溶接：連続的なソリッドワイヤー電極が溶接ガンによって溶接プールへと供給さ
れ、２つの母材をともに接合するアーク溶接プロセスである。シールドガスも溶接ガンに
よって送られ、汚染から溶接プールを保護し、したがって「金属不活性ガス」（ＭＩＧ）
溶接と呼ばれる。ＭＩＧ溶接は、薄い～中間の厚さの金属のシートを接合するために典型
的に使用される。
【００６９】
　ＴＩＧ溶接：ＴＩＧ溶接（技術的には、ガスタングステンアーク溶接（ＧＴＡＷ）と呼
ばれる）は、非消耗タングステン電極を使用して、溶接アークに電流を送達するプロセス
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である。タングステン及び溶接パドルは保護され、不活性ガス、典型的にアルゴンで冷却
される。ＴＩＧ溶接は、典型的には、ＭＩＧ溶接よりも多少きれいで、制御された溶接を
生成する。
【００７０】
＜３ＤのＣＡＤファイルの層への変換及びツールパス＞
　コンピュータ支援設計：付加製造プロセスなどの典型的な自由形式の堆積プロセスの第
一の工程は、コンピュータ支援設計（ＣＡＤ）ソフトウェアパッケージを使用して、製造
される物体の三次元モデルを作成することである。様々な市販のＣＡＤソフトウェアパッ
ケージのいずれかを使用してもよく、それは、限定されないが、ソリッドワークス（Ｄａ
ｓｓａｕｌｔ　Ｓｙｓｔｅｍｅｓ　ＳｏｌｉｄＷｏｒｋｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，　
Ｗａｌｔｈａｍ，　ＭＡ）、オートデスク　フュージョン３６０（Ａｕｔｏｄｅｓｋ，　
Ｉｎｃ．，　Ｓａｎ　Ｒａｆａｅｌ，　ＣＡ）、オートデスク　インベンター（Ａｕｔｏ
ｄｅｓｋ，　Ｉｎｃ．，　Ｓａｎ　Ｒａｆａｅｌ，　ＣＡ）ＰＴＣ　クリオ　パラメトリ
ック（Ｎｅｅｄｈａｍ，　ＭＡ）などを含む。
【００７１】
　ＳＴＬファイル形式への変換：一旦、ＣＡＤモデルが完成すると、それは、３Ｄシステ
ム（Ｒｏｃｋ　Ｈｉｌｌ，　ＳＣ）によって元々開発された標準のＳＴＬ（ステレオリソ
グラフィ）ファイル形式（「スタンダード　トライアングル　ランゲージ（ｓｔａｎｄａ
ｒｄ　ｔｒｉａｎｇｌｅ　ｌａｎｇｕａｇｅ）」あるいは「スタンダード　テセレーショ
ン　ランゲージ（ｓｔａｎｄａｒｄ　ｔｅｓｓｅｌｌａｔｉｏｎ　ｌａｎｇｕａｇｅ）」
のファイル形式としても知られている）に典型的に変換される。このファイル形式は、他
の多くのソフトウェアパッケージによりサポートされ、ラピットプロトタイピング、３Ｄ
プリンティング、及びコンピュータ支援製造に広く使用される。ＳＴＬファイルは、色、
質感、あるいは他の一般的なＣＡＤモデル属性を示さずに、三次元の物体の表面の幾何学
的形状だけを記載する。ＡＳＣＩＩ　ＳＴＬファイルでは、ＣＡＤモデルは、３つの頂点
のｘ座標、ｙ座標、及びＺ座標（右手の法則に従って順序づけられる）及び単位ベクトル
によって記載される三角形のファセットを使用して表わされ、ファセットの外側を示す法
線方向を示す（Ｄｉｎｇ，　ｅｔ　ａｌ．　（２０１６），　“Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｄｅ
ｓｉｇｎ　ｆｏｒ　Ａｄｄｉｔｉｖｅ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ：　３Ｄ　Ｓｌｉｃ
ｉｎｇ　ａｎｄ　２Ｄ　Ｐａｔｈ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ”，　Ｃｈａｐｔｅｒ　１ｉｎ　Ｎ
ｅｗ　Ｔｒｅｎｄｓ　ｉｎ　３Ｄ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ，　Ｉ．　Ｓｈｉｓｈｋｏｖｓｋｙ
，　Ｅｄ．，　Ｉｎｔｅｃｈ　Ｏｐｅｎ）。
【００７２】
　層を作成するためにＳＴＬ型をスライスすること：一旦、ＳＴＬファイルが作成される
と、一方向あるいは多方面のスライスアルゴリズムを使用して、構築方向に従って一連の
層へとＳＴＬモデルをスライスする。均一スライス方法は、一定の厚さを有する切断層を
作成する。付加製造された部品の精度は、層の厚みを変更することにより時々改善され得
る。典型的には、層の厚みが薄いほど、達成される精度はより高くなるだろう。さらに、
材料堆積のレートは、スライスされた層の厚みと非常に関連する。したがって、適応スラ
イスアプローチは、可変厚さでＳＴＬ型をスライスする。モデルの表面の幾何学的形状に
基づいて、このアプローチは自動的に層の厚みを調整して、製造された部品の精度を改善
するか、あるいは構築時間を改善する。
【００７３】
　上記のように、多くの付加製造プロセスが、３ＤのＣＡＤモデルを、一定の厚さ又は適
応厚さのいずれかを有する二次元の層のセットへとスライスすることを利用し、ここで、
上記層は単一の構築方角に積み重ねられる。しかし、複雑な形状を有する部品を製造する
場合、一方向のスライス戦略は、オーバーハング特徴の製造のために支持構造を含む必要
があるため一般に制限される。支持構造を堆積させる必要性は、より長い構築時間、材料
廃棄物の増加、及び支持物を除去するための後処理の増加（及び、時々高価である）を結
果としてもたらす。幾つかの付加製造技術は、複数の構築方向に沿って材料を堆積するこ
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とができる。多方向の堆積の使用は、複雑な物体の製造において支持構造の要件を排除す
るか、あるいは著しく減少させるのに役立つ。多方向の付加製造での重要な課題は、より
支援が少なく（ｓｕｐｐｏｒｔ－ｌｅｓｓ）、衝突のない（ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ－ｆｒｅ
ｅ）層堆積の要件を満たすあらゆる３Ｄモデルを層のセットへと自動的にスライスするこ
とができる、頑丈なアルゴリズムを開発することである。これを達成するための多くの戦
略が技術文献に記載されている　（Ｄｉｎｇ，　ｅｔ　ａｌ．　（２０１６），　“Ａｄ
ｖａｎｃｅｄ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｆｏｒ　Ａｄｄｉｔｉｖｅ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ
：　３Ｄ　Ｓｌｉｃｉｎｇ　ａｎｄ　２Ｄ　Ｐａｔｈ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ”，　Ｃｈａｐ
ｔｅｒ　１ｉｎ　Ｎｅｗ　Ｔｒｅｎｄｓ　ｉｎ　３Ｄ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ，　Ｉ．　Ｓｈ
ｉｓｈｋｏｖｓｋｙ，　Ｅｄ．，　Ｉｎｔｅｃｈ　Ｏｐｅｎ）。
【００７４】
　ツールパス計画：自由形式の堆積あるいは付加製造の別の重要な工程は、スライスアル
ゴリズムにより識別された層に基づいたツールパス戦略の開発である。微細な統計的に分
布した粒子を利用する粉末ベースの付加製造プロセスのためのツールパス計画は、幾何学
的な複雑さからある程度独立している。しかし、堆積材料のより大きくて時々粗いビーズ
を利用する付加製造プロセスのためのツールパス計画は、幾何学的な複雑さによって直接
影響を受けることもある。加えて、堆積材料の特性（ビーズの高さと幅、表面仕上げなど
）は、堆積ツールパスの軌跡によって影響を受けることもある。様々なツールパス計画の
戦略が技術文献に述べられており、限定されないが、ラスタツールパス、ジグザグツール
パス、輪郭ツールパス、ツールパス、ハイブリッドツールパス、連続ツールパス、ハイブ
リッド及び連続ツールパス、中心軸変換（ＭＡＴ）ツールパス、及び適応ＭＡＴツールパ
スの使用を含む。
【００７５】
　ラスタツールパス：ラスター走査ツールパス技術は、一方向に沿った平面のレイキャス
ティングに基づく。このツールパスアプローチを使用して、所与の層の二次元領域は、有
限幅を有する材料ビーズのセットを堆積させることによって埋められる。それは、市販の
付加製造システムにおいて一般的に使用され、簡易な実装を特徴とし、ほとんどあらゆる
境界の使用に適している。
【００７６】
　ジグザグツールパス：ラスタアプローチに由来するジグザグツールパスの生成は、市販
の付加製造システムで使用される最も一般的な方法である。ラスタアプローチと比較して
、ジグザグアプローチは、別々の平行線を単一の連続したジグザグ通路に組み合わせるこ
とにより、幾何学的形状を線ごとに埋めるために必要なツールパスの通路の数（したがっ
て、構築時間）を有意に減少させる。ラスタツールパスのアプローチのように、部品の輪
郭精度は、ツール運動方向と平行ではない任意の端部における離散化誤差により、時々不
十分である。
【００７７】
　輪郭ツールパス：別の頻繁に用いられているツールパス方法である輪郭ツールパスは、
部品の境界輪郭に従うことによって、上記の幾何学的な輪郭精度の問題に対処するのに役
立つ。開口部あるいは「島」（所与の層内でモデルの単離セクション）をさらに有し得る
、主に、凸形状を含む部品のための最適なツールパスパターンを開発するための、様々な
等高線地図のパターンが文献に記載されている。
【００７８】
　螺旋ツールパス：螺旋ツールパスは、コンピュータ数値制御された（ＣＮＣ）加工にお
いて広く適用されてきており、例えば、二次元ポケットミリング（つまり、指定された深
さに対するワークピースの平面上の任意に閉じた境界内部の材料の除去）に関する。この
方法は、付加製造プロセスと共に使用してジグザグツールパスの境界問題を克服すること
もできるが、典型的には、ある特別な幾何学的モデルのみに適している。
【００７９】
　ハイブリッドツールパス：ハイブリッドツールパスは、１つを超えるアプローチの特徴
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の幾つかを共有する。例えば、輪郭ツールパスパターンとジグザグツールパスパターンの
組み合わせは、部品の両方の幾何学的精度の要件を満たし、かつ全体的な構築効率を改善
するために開発され得る。
【００８０】
　連続ツールパス：連続ツールパスのアプローチのゴールは、１つの連続したパス（つま
り、それ自体と交差せずに、全体領域を埋めることができるツールパス）を使用して、堆
積層を埋めることである。このアプローチは、幾つかの付加製造プロセス中に収縮を減少
させるのに特に役立つことがわかっている。しかし、上記アプローチはパスの方角の頻繁
な変化をしばしば必要とし、これは、幾つかの堆積プロセスに適さない場合がある。さら
に、埋められるべき領域が大きく、精度要件が高い場合、要求される処理時間は容認でき
ないほど長い場合がある。加えて、非常に複雑なツールパスは、部品の特定の領域におい
て熱の過剰蓄積を結果としてもたらし、それによって、部品の許容できない歪みを引き起
こす。
【００８１】
　ハイブリッド連続ツールパス：ジグザグツールパスのパターンと連続ツールパスのパタ
ーンの長所を組み合わせるツールパス戦略が開発されている。これらのアプローチでは、
二次元の幾何学的形状は、単調多角形のセットへと最初に分解される。その後、各単調多
角形について、閉じたジグザグ曲線が生成される。最後に、閉じたジグザグ曲線のセット
が共に組み合わされて、統合された連続的な曲がりくねったパスになる。ジグザグツール
パスのパターン、輪郭ツールパスのパターン、連続ツールパスのパターンの利点を組み合
わせる別の連続パスのパターンが最近開発された。
【００８２】
　中心軸変換（ＭＡＴ）ツールパス：ツールパスを生成するための代替的な方法は、部品
の幾何学的形状の中心軸変換（ＭＡＴ）を使用して、層の境界から内側に向かって埋める
代わりに、内側から始まり外側に向かって埋めることによってオフセット曲線を生成する
。物体の中心軸は、物体の境界の上に１つを超える最も接近したポイントを有するすべて
のポイントのセットである。二次元において、例えば、平面曲線Ｃによって境界が画され
た円のサブセットＳの中心軸は、２つ以上のポイントで曲線Ｃと接線方向に交差するＳ内
のすべての円の中心の位置である。単純な多角形の中心軸は木のようなスケルトンであり
、その枝が多角形の頂点である。最大内接円の関連する半径関数を有する中心軸は中心軸
変換（ＭＡＴ）と呼ばれる。中心軸変換は、元のドメインの形状を再構成するために使用
することができる完全な形状記述子である。
【００８３】
　このアプローチは、層の幾何学的形状の内部領域を完全に埋めることができるツールパ
スを計算するのに役立ち、及び、後処理によってその後除去することができる境界の外側
に、余分な材料を堆積させることによって間隙を生まないようにする。外側から内側へと
走る従来の輪郭ツールパスのパターンが加工にしばしば使用されるのに対して、内側から
はじまり外側へと向かうＭＡＴツールパスは、多くの場合、ボイドフリー部品の付加製造
により適している。ＭＡＴベースのツールパスを生成するための主な工程は以下とおりで
ある：（ｉ）中心軸を計算すること；（ｉｉ）１以上の領域あるいはドメインへと幾何学
的形状を分解することであって、ここで、各ドメインは、中心軸の一部及び境界ループに
よって境界を画される、こと；（ｉｉｉ）適切なステップオーバー距離で、中心軸ループ
から対応する境界ループに向かってオフセットすることによって、各ドメインのためのツ
ールパスを生成すること。ドメインが完全にカバーされるまで、オフセットが繰り返され
；及び、（ｉｖ）閉ループパスのセットを、好ましくは、スタート／ストップシーケンス
を用いることなく生成するために、各ドメインについて工程（ｉｉｉ）を繰り返すこと。
ＭＡＴパス計画は、例えば、アーク溶接システムとともに頻繁に使用され、特に、ボイド
フリー付加製造に好ましい。
【００８４】
　適応ＭＡＴツールパス：従来の輪郭ツールパスはしばしば間隙又はボイドを生成する。
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ＭＡＴツールパス計画は、堆積中に内部ボイドの生成を回避するように導入され、複雑な
幾何学的形状に対処するために拡張される。上記のように、ＭＡＴツールパスは、幾何学
的形状の中心軸を中心から層の境界へと向かってオフセットすることによって生成される
。ＭＡＴツールパスは、内部ボイドの発生を減少させるが、これは、パスの不連続性及び
層境界での余分な材料堆積を作り出すことを犠牲にして達成される。余分な材料を除去し
、部品の寸法精度を改善するための後処理加工は、余分な時間を必要とし、コストを増加
させる。従来の輪郭ツールパス及びＭＡＴツールパスの両方について、ステップオーバー
距離（つまり、次の堆積パスと前の堆積パスとの間の距離）は、一定に保持される。一部
の部品の幾何学的形状については、一定のステップオーバー距離で、ツールパスを用いて
、高寸法精度及びボイドフリー堆積の両方を達成することは不可能である。しかし、ワイ
ヤー供給付加製造プロセスなどの幾つかの付加製造プロセスは、一定の堆積高さを維持し
ながら、移動速度及びワイヤー供給速度などのプロセス制御パラメータを変えることによ
って、層内に異なる堆積ビーズ幅を生成することができる。適応ＭＡＴツールパス計画は
、上記プロセスパラメータを調整することにより継続的に変化するステップオーバー距離
を使用して、所与のツールパス内の可変幅でビーズを堆積させる。適応ＭＡＴパス計画ア
ルゴリズムは、部品の幾何学的形状を分析することによって、変化するステップオーバー
距離でパスのパターンを自動的に生成することができ、より良い部品品質（ボイドフリー
堆積）、境界での精度、及び材料の効率的な使用を達成する。
【００８５】
　ツールパス生成ソフトウェア：ツールパス生成ソフトウェアの例は、Ｒｅｐｅｔｉｅｒ
（Ｈｏｔ－Ｗｏｒｌｄ，　ＧｍｂＨ，　Ｇｅｒｍａｎｙ）及びＣａｔａｌｙｓｔＥｘ（Ｓ
ｔｒａｔａｓｙｓ　Ｉｎｃ．　Ｅｄｅｎ　Ｐｒａｉｒｉｅ　ＭＮ，　ＵＳＡ）を含む。
【００８６】
　図３のＡ－Ｃは、付加製造プロセスを使用して材料を堆積するための連続的な渦巻形の
「二次元」層（有限厚さ）及び関連する螺旋形のツールパス（図３のＡ）、あるいは積み
重ねられた一連の「二次元」層及び関連する円形の層ごとのツールパス（図３のＢ）への
、三次元物体のＣＡＤ設計の変換の概略図を提供する。図３のＣは、ロボット操作された
堆積ツール、及び付加製造プロセスを使用して製造された結果としてもたらされる物体の
シミュレーションを例証する。Ｏｃｔｏｐｕｚ（Ｊｕｐｉｔｅｒ，　ＦＬ）などのソフト
ウェアパッケージを使用したツールパス及び部品のシミュレーションは、実際の堆積シス
テムで堆積プロセスを実行する前に実施される。幾つかの例において、予測される最適な
ツールパスは、閉ループフィードバック制御に応じて、堆積プロセス中に局所的に変更さ
れ得る。幾つかの例において、堆積プロセスが完了した後、ツールパスは、構築されたま
まの状態の部品の幾何学的形状に基づいて再構成されてもよい。
【００８７】
＜プロセスシュミレーションツール＞
　開示される適応プロセス制御方法及びシステムの幾つかの実施形態では、プロセスシュ
ミレーションツールは、自由形式の堆積プロセス（あるいは、接合プロセス）をシミュレ
ートするために、及び／又はプロセス制御パラメータ設定（及び、調整）の最適なセット
（及び／又はシーケンス）の推定を提供するために使用され得る。当業者に既知の様々な
プロセスシュミレーションツールのいずれかが使用されてもよく、限定されないが、有限
要素解析（ＦＥＡ）、有限体積解析（ＦＶＡ）、有限差分解析（ＦＤＡ）、数値流体力学
（ＣＦＤ）など、あるいは任意のそれらの組み合わせを含む。開示される方法及びシステ
ムの幾つかの実施形態では、過去の製造実行からのプロセスシュミレーションデータが、
プロセス制御を実行するために使用される機械学習アルゴリズムに「教える」ために使用
されるトレーニングデータセットの一部として使用される。
【００８８】
　有限要素解析（ＦＥＡ）：有限要素解析（有限要素法（ＦＥＭ）とも呼ばれる）は、例
えば、構造分析、あるいは熱伝達、流体の流れ、質量輸送、及び電磁ポテンシャルに関す
る研究に使用するためのエンジニアリング及び数理物理学の問題を解決するための数値法
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である。これらのタイプの問題の分析的解決は、解決可能あるいは解決不可能な偏微分方
程式を含む境界値問題の解決を一般に必要とする。コンピュータ化された有限要素アプロ
ーチは、その問題を代数方程式のシステムとして定式化することを可能にし、その解は、
対象の幾何学的形状又はドメイン上の離散数のポイントにおいて、未知のパラメータの近
似値をもたらす。解決される問題は、より小さく単純なコンポーネント（つまり、有限要
素）へと細分化（離散化）されて、システムの動作を管理する式を単純化する。その後、
個々の有限要素をモデル化する比較的単純な方程式は、全問題をモデル化するより大きな
連立方程式へと組み立てられる。変分法から引き出された数値解法は、関連する誤差関数
を最小化することにより、連立方程式の解決に接近するために使用される。ＦＥＡは、現
実世界の力、例えば、応力（１単位当たり、あるいは１単位長当たりの力）、振動、熱、
流体の流れ、あるいは他の物理的な影響を受けた時に、製品がどのように反応するかを予
測するためにしばしば使用される。
【００８９】
　上述のように、開示された適応プロセス制御方法の幾つかの実施形態において、ＦＥＡ
は、堆積プロセスをシミュレートするために、及び／又は、プロセス制御パラメータ設定
及びその調節の最適なセット及び／又はシーケンスの推定値を提供するために使用され得
る。ＦＥＡ分析（又は他のシミュレーション技術）を用いて推定され得る堆積プロセスパ
ラメータの例は、限定されないが、特定の入力プロセス制御パラメータに応じて、堆積さ
れた材料のバルク温度又はピーク温度、堆積された材料の冷却速度、堆積された材料の化
学組成、堆積された材料中の成分の分離状態、堆積された材料の幾何学的特性、堆積され
た幾何学的形状におけるオーバーハングの角度、堆積中の材料からの熱流束の強度、堆積
材料からの電磁気放射、堆積材料からのアコースティックエミッション、又はそれらの任
意の組み合わせの予測を含む。計算のために入力として使用されるプロセス制御パラメー
タが、それらがシミュレートされた堆積プロセスにどのように影響を与えるかを判定する
ように調整され得るので、プロセスシミュレーションの反復的な使用は、プロセス制御パ
ラメータ設定及びその調節の最適なセット及び／又はシーケンスの推定値を提供するため
に使用され得る。
【００９０】
　有限体積分析（ＦＶＡ）：有限体積分析（有限体積方法（ＦＶＭ）とも称される）は、
偏微分方程式、具体的に物理的な保存則から発生する方程式を解くために用いられる有限
要素分析に関連する別の数的技術である。ＦＶＭは、本来の問題を表わす方程式を離散化
するために分割体積（ｐａｒｔｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｖｏｌｕｍｅｓ）の有限集合に関する
問題の体積積分定式を用いる。ＦＶＡは、例えば、一般的に計算流体力学方程式を離散化
するために用いられる。
【００９１】
　有限差分分析（ＦＤＡ）：有限差分分析（有限差分方法（ＦＤＭ）とも称される）は、
有限差分が導関数に近似する差分方程式に近似させることにより微分方程式を解くための
別の数的方法である。
【００９２】
　計算流体力学（ＣＦＤ）：計算流体力学は、気体又は液体が加圧力に応じてどのように
流れるのか、或いは、気体又は液体が通過した際に物体にどのように影響を与えるかを視
覚化するための、応用数学、物理学、及び計算のソフトウェア（例えば、有限体積分析ソ
フトウェア）の使用を指す。計算流体力学は、ナビエ－ストークス方程式の解法に基づい
ており、これは、動く流体の速度、圧力、温度、及び密度がどのように関連づけられるか
を説明するものである。例えば、ＣＦＤに基づく分析は様々な産業及び用途で使用され、
例えば、計算流体力学は、プラスチック射出成形における融解温度の制御のためのモデル
予測制御に使用されている。
【００９３】
　図４Ａ－Ｃは、レーザー金属ワイヤー堆積溶融プールのモデリングのためのＦＥＡシミ
ュレーションデータの例を提供する。図４Ａ：レーザー金属ワイヤー堆積プロセスにより
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堆積されている溶融プールにおける材料の液体分画に関する、色分けされた三次元ＦＥＡ
シミュレーションデータの等角図である。金属は、ワイヤー先端が溶融プールに溶け込む
場所で、完全に液体状態であり、且つ、ワイヤーの位置から下流に凝固するにつれて液体
画分が徐々に少なくなるように移行する。図４Ｂ：溶融プールにおける材料の液体分画に
関するＦＥＡシミュレーションデータの断面図である。図４Ｃ：溶融プールにおける材料
の静温度に関する色分けされた三次元ＦＥＡシミュレーションデータの断面図である。温
度は、レーザービームがワイヤー先端に当たり、且つ、ワイヤー先端から直下流の材料に
より示される高温度を伴う堆積装置の動作経路に沿って非対称的に分散される点で、最大
値（この例においておよそ２，９００°Ｋ）である。
【００９４】
＜プロセス制御パラメータ＞
　開示された適応プロセス制御方法の幾つかの実施形態において、１つ以上の自由形式の
堆積プロセス制御パラメータ（又は接合プロセス制御パラメータ）は、機械学習アルゴリ
ズムの使用を介してリアルタイムで設定及び／又は調節され、前記機械学習アルゴリズム
は、リアルタイムの堆積又は溶接プロセス監視データ、例えばマシンビジョンシステム又
はレーザー干渉法測定システムからのデータを処理し、及び、プロセスの効率及び／又は
製造されている部品の品質を改善するべく１つ以上のプロセス制御パラメータを調整する
ためにその情報を使用する。
【００９５】
　一般的に、適応プロセス制御システムにより設定及び／又は調整され得るプロセス制御
パラメータのタイプは、使用されている自由形式堆積、付加製造、又は溶接プロセスの特
定種類に応じて変動する。設定及び／又は調製され得るプロセス制御パラメータの例は、
限定されないが、材料堆積の割合、堆積装置に対する変位の割合、堆積装置に対する加速
度の割合、堆積装置に対する変位の方向、時間に応じた堆積装置の位置（即ち、パスツー
ル）、堆積方向に対する堆積装置の角度、意図した幾可学的形状でのオーバーハングの角
度、堆積中の材料への熱流束の強度、熱流束表面のサイズ及び形状、シールドガス流の流
量及び角度、材料が堆積されるベースプレートの温度、堆積プロセス中の周囲温度、堆積
前の堆積材料の温度、抵抗加熱法装置における電流又は電圧の設定、誘導加熱装置中の電
圧周波数又は振幅、堆積材料の選択、１より多くの堆積材料が用いられる場合の体積材料
の体積比又は重量比、或いはそれらの組み合わせを含む。
【００９６】
　上記に示されるように、本開示の適応プロセス制御システムによって設定及び／又は調
整され得るレーザー金属ワイヤー堆積プロセスのためのプロセス制御パラメータの例は、
限定されないが、レーザー出力、レーザー出力分散（又はビームプロフィール）、レーザ
ー／ワイヤー又はレーザー／基板の角度、レーザービームのサイズ及び形状、レーザービ
ーム焦点距離、レーザー波長、ワイヤー供給、ワイヤー直径、ワイヤー／基板の角度、溶
融プールに対するワイヤー先端位置、ワイヤー突出（ｓｔｉｃｋ－ｏｕｔ）、シールドガ
ス設定、補給方向、及び移動速度を含む。
【００９７】
　開示された適応プロセス制御方法及びシステムの幾つかの実施形態において、１つ以上
のプロセス制御パラメータは、制御プロセスを実行するために使用される機械学習アルゴ
リズムによって設定及び／又は調整され得る。幾つかの実施形態において、設定及び／又
は調整されるべき様々なプロセス制御パラメータの数は、少なくとも１、少なくとも２、
少なくとも３、少なくとも４、少なくとも５、少なくとも１０、少なくとも１５、又は少
なくとも２０であり得る。当業者は、開示されたプロセス制御方法及びシステムによって
設定及び／又は調整されるべき様々なプロセス制御パラメータの数が、この範囲、例えば
１２のプロセス制御パラメータ内の任意の値を有し得ることを認識する。
【００９８】
＜プロセス監視ツール＞
　開示された適応プロセス制御方法及びシステムの幾つかの実施形態において、１つ以上
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のプロセス監視ツールが、本明細書で「プロセス特性評価データ」と称される、製造され
ている物体のプロセスパラメータ又は特性に関するリアルタイムデータを提供するために
使用され得る。開示された方法及びシステムの幾つかの実施形態において、過去の製造の
実行からのプロセス特性評価データは、プロセス制御を実行するために使用される機械学
習アルゴリズムを「教育する」ために使用されるトレーニングデータセットの一部として
使用される。幾つかの実施形態において、リアルタイム（又は「インプロセス」）のプロ
セス特性評価データは、リアルタイムで１つ以上のプロセス制御パラメータを適応的に調
整するように機械学習アルゴリズムへ供給される。
【００９９】
　温度センサ、位置センサ、運動センサ、タッチセンサ／近接センサ、加速度計、プロフ
ィルメータ、ゴニオメーター、画像センサ及びマシンビジョンシステム、電気伝導率セン
サ、熱伝導率センサ、歪みゲージ、ジュロメーター、Ｘ線回折装置又は撮像装置、ＣＴス
キャニング装置、超音波撮像装置、渦電流センサアレイ、サーモグラフ、堆積装置状態標
識、又はそれらの任意の組み合わせを含むがこれらに限定されない、当業者に既知の様々
なプロセス監視ツールの何れかが使用され得る。幾つかの実施形態において、プロセス特
性評価センサは、物体により反射され、散乱され、吸収され、透過され、又は放たれる電
磁放射線を検出する、１つ以上のセンサを含み得る。幾つかの実施形態において、プロセ
ス特性評価センサは、物体により反射され、散乱され、吸収され、透過され、又は放たれ
る音響エネルギー又は力学的エネルギーに関するデータを提供する、１つ以上のセンサを
含み得る。
【０１００】
　堆積された材料のバルク温度又はピーク温度、堆積された材料の冷却速度、堆積された
材料の化学組成、堆積された材料中の成分の分離状態、堆積された材料の幾何学的特性（
例えば、プリント部分の局所的な曲率）、材料堆積のレート、堆積装置に対する変位のレ
ート、堆積装置の位置（パスツール）、堆積方向に対する堆積装置の角度、堆積装置状態
標識、堆積された幾何学的形状におけるオーバーハングの角度、意図した幾何学的形状に
おけるオーバーハングの角度、堆積中の材料への熱流束の強度、堆積中の材料からの熱流
束の強度、堆積材料からの電磁気放射、堆積材料からのアコースティックエミッション、
堆積材料の電気伝導率、堆積材料の熱伝導率、製造されている物体の幾可学的形状におけ
る欠陥、又はそれらの任意の組み合わせを含むがこれらに限定されない、様々なプロセス
パラメータの何れかが、適切なセンサ、測定ツール、及び／又はマシンビジョンシステム
を使用して（即ち、プロセス特性評価データを生成するために）監視され得る。
【０１０１】
　適応プロセス制御のための開示された方法及びシステムは、任意の数の使用及び組み合
わせのセンサ又はプロセス監視ツールの使用を含み得る。例えば、幾つかの実施形態にお
いて、本開示の適応堆積プロセス制御システムは、少なくとも１、少なくとも２、少なく
とも３、少なくとも４つ、少なくとも５、少なくとも６、少なくとも７、少なくとも８、
少なくとも９、又は少なくとも１０のセンサ又はプロセス監視ツールを含み得る。幾つか
の実施形態において、１つ以上のセンサ又はプロセス監視ツールは、少なくとも０．１Ｈ
ｚ、１Ｈｚ、５Ｈｚ、１０Ｈｚ、２０Ｈｚ、３０Ｈｚ、４０Ｈｚ、５０Ｈｚ、６０Ｈｚ、
７０Ｈｚ、８０Ｈｚ、９０Ｈｚ、１００ＨＺ、２５０Ｈｚ、５００Ｈｚ、７５０Ｈｚ、１
，０００Ｈｚ、２，５００Ｈｚ、５，０００Ｈｚ、１０，０００Ｈｚ、又はそれ以上の更
新レートでプロセス制御アルゴリズムにデータを提供する。当業者は、１つ以上のセンサ
又はプロセス監視ツールが、この範囲、例えば約２２５Ｈｚ内の任意の値を有する更新レ
ートでデータを提供し得ることを認識する。
【０１０２】
　レーザー干渉法：例えば、レーザー金属ワイヤー堆積システムと共に使用され得る自由
形式堆積又は接合プロセス監視ツールの特異的な１つの例は、部品寸法、屈折率変化、及
び／又は表面異常の正確なインプロセス測定のためのレーザー干渉計である。単一源から
のレーザー光線は、干渉を引き起こすために、サンプル、例えば製造されている部品によ
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るビームの１つの透過又は反射後に再度組み合わせられるまで、別個の光学経路に従い２
つのビームへと分割される。結果としてもたらされる干渉縞は、２つのビームに対する光
路長の差異に関する正確な情報を提供し、従って、部品寸法、変位、表面異常などの正確
な測定を提供する。干渉計はナノメートル精度で寸法又は変位を測定することができる。
【０１０３】
　図５は、レーザー金属ワイヤー堆積システムの１つの非限定的な例を例示し、該システ
ムは、ロボット制御装置、レーザー出力ユニット、ワイヤー供給及びシールドガスモジュ
ール、ワイヤー予熱器、及び環境制御装置、テレメトリデータベース（堆積システムに送
信されるプロセス制御命令及び堆積システムから読み取られるプロセス監視データの送信
と記録用）、及びプログラマブルロジックコントローラ（システムコンポーネントの全体
動作を調整する）の他、レーザー干渉計を含む。レーザー干渉計は、溶融プール特性に関
するリアルタイムフィードバックを提供する。幾つかの実施形態において、堆積システム
は更に、金属堆積プロセスのリアルタイムの適応制御のために、機械学習アルゴリズム、
例えば人工ニューラルネットワークを利用するためのプロセッサプログラマーを含む。幾
つかの実施形態において、堆積システムはまた、プロセスパラメータを監視し及び／又は
物体の欠陥（構築後、又はインプロセス）の自動分類を提供するための、マシンビジョン
システム又は他の検査ツールを含み、且つ、堆積プロセスによる次の動作の予測における
機械アルゴリズムによる使用に対して、そのようなプロセス監視又は欠陥分類を組み込む
ことができる。
【０１０４】
　図２は、本開示の幾つかの実施形態に係る、材料堆積プロセス、例えばレーザー金属ワ
イヤー堆積プロセスに対するセットアップの例の概略図を提供する。レーザービームは、
交点に溶融プールを作成し且つ基板に材料を堆積させるために、金属ワイヤーに当たる。
溶融プール材料はその後、レーザー及びワイヤー供給部（即ち、プリントヘッド）が基板
に対して動かされると、新たな層を形成するべく硬化する。ワイヤーは、シールドガスの
シースの使用により空気伝達される汚染物質から遮蔽される。図４Ｃに示されるＦＥＡシ
ミュレーションデータ（ｄａｔｅ）の例により示されるように、熱は、基板に対するプリ
ントヘッドの並進運動により、非対称的な様式で基礎となる基板（又は以前に堆積された
層）を通って溶融プールの位置から伝播する。新たに堆積された層は、融合部と称される
領域に基板（又は以前に堆積された層）との冶金的接合を形成する。新たに堆積された層
を介した基板（又は以前に堆積された層）への熱の伝播は、幾つかの例において、熱影響
部と称される領域内の物質特性に影響を与える場合がある。固化プロセスも、穴及びクラ
ックなどの冶金的欠陥を堆積された層に形成しかねない。発生する欠陥の量及び種類は、
熱量入力、高温で消費される時間、プリント部分の幾可学的形状、及び溶融プールに近い
汚染物質の存在に依存する。
【０１０５】
　図６のＡ－Ｂは、レーザー金属ワイヤー堆積プロセスにおける溶融プール及び堆積層特
性を監視するためのレーザー干渉法の使用を例示する。図６のＡは、レーザービームが金
属ワイヤーに当たる位置での堆積プロセスの顕微鏡写真図を示す。垂線は、ワイヤー供給
部、以前に堆積された層、及び結果としてもたらされる溶融プールの高さプロファイルを
監視するために使用されるときの、干渉計プローブビームの位置を示す。図６のＢは、ワ
イヤー供給部（実線；ピークはワイヤーを示し、一方で肩部は以前に堆積された層の高さ
を示す）及び溶融プール（破線）の位置でレーザー干渉法を用いて測定されるようなワイ
ヤー供給部、以前に堆積された層、及び溶融プールの断面プロファイル（即ち、堆積の幅
にわたる高さプロファイル）の例を提供する。Ｘ軸（幅）寸法は任意単位でプロットされ
る。Ｙ軸（高さ）寸法は、堆積層未満の固定基準点に対してミリメートルの単位でプロッ
トされる。開示された適応プロセス制御方法の幾つかの実施形態において、そのようなリ
アルタイムのプロセス監視データは、例えば、層の寸法精度、層の表面仕上げ及び／又は
接着特性、及び／又は堆積プロセスの全体効率を改善するために、１つ以上のプロセス制
御パラメータの調節を行うための機械学習アルゴリズムを実行するプロセッサによって、
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使用され得る。
【０１０６】
　幾つかの実施形態において、レーザー干渉法は、溶融プールの寸法及び／又は特性、溶
融プールから下流の堆積された層、又は１つ以上の位置で製造されている部品の他の特徴
を監視するために使用され得る。幾つかの実施形態において、レーザー干渉法は、少なく
とも１、少なくとも２、少なくとも３、少なくとも４、少なくとも５、少なくとも６、少
なくとも７、少なくとも８、少なくとも９、又は少なくとも１０の異なる位置で製造され
ている部品の寸法及び／又は特性を監視するために使用され得る。幾つかの実施形態にお
いて、部品の寸法及び／又は他の特性に関するレーザー干渉法データは、少なくとも０．
１Ｈｚ、１Ｈｚ、５Ｈｚ、１０Ｈｚ、２０Ｈｚ、３０Ｈｚ、４０Ｈｚ、５０Ｈｚ、６０Ｈ
ｚ、７０Ｈｚ、８０Ｈｚ、９０Ｈｚ、１００ＨＺ、２５０Ｈｚ、５００Ｈｚ、７５０Ｈｚ
、１，０００Ｈｚ、２，５００Ｈｚ、５，０００Ｈｚ、１０，０００Ｈｚ、２５，０００
Ｈｚ、５０，０００Ｈｚ、１００，０００Ｈｚ、１５０，０００Ｈｚ、２００，０００Ｈ
ｚ、２５０，０００Ｈｚ、又はそれ以上のレートで更新され得る。当業者は、干渉法デー
タが更新され得るレートはこの範囲内の任意の値、例えば約８００Ｈｚを有し得ることを
認識する。
【０１０７】
　マシンビジョンシステム：例えばレーザー金属ワイヤー堆積システムと共に使用され得
る自由形式堆積又は接合プロセス監視ツールの別の特異的な例は、マシンビジョンである
。マシンビジョンシステムは、様々な工業検査、プロセス制御、及びロボットガイダンス
アプリケーション用の撮像ベースの自動検査及び分析を提供し、且つ、様々な画像センサ
又はカメラ、光源又は照射システム、及び追加の撮像光学コンポーネントの他、プロセッ
サ及び画像処理ソフトウェアの何れかを含み得る。
【０１０８】
　図７のＡ－Ｃは、マシンビジョンシステムを用いて得られたレーザー金属ワイヤー堆積
プロセスの画像からの、インプロセスの特徴抽出を例示する。図７のＡは、ワイヤーの先
端に隣接する溶融プールの生の画像（例えば、ビデオレートデータストリームから捕らえ
られた１つの画像フレーム）を示す。図７のＢは、ノイズ除去、フィルタリング、及びエ
ッジ検出アルゴリズムの適用後に処理された画像を示す。図７のＣは、例えば構造プレー
トに対するワイヤーの角度及び新たな層の高さ（厚み）を識別するために使用される特徴
抽出アルゴリズムの適用後に処理された画像を示す。マシンビジョンシステム及び関連す
る画像処理能力により、リアルタイムで堆積プロセスの詳細を監視できる。
【０１０９】
　幾つかの実施形態において、１つ以上のマシンビジョンシステムは、単一画像を獲得且
つ処理するために、開示された適応プロセス制御方法及びシステムと共に使用され得る。
幾つかの実施形態において、１つ以上のマシンビジョンシステムは、定められた時間間隔
で一連の１つ以上の画像を獲得且つ処理するために、開示された適応プロセス制御方法及
びシステムと共に使用され得る。多数の実施形態において、１つ以上のマシンビジョンシ
ステムは、ビデオレート画像データを獲得且つ処理するために、開示された適応プロセス
制御方法及びシステムと共に使用され得る。通常、１つ以上のマシンビジョンシステムに
より供給される画像データは、少なくとも０．１Ｈｚ、１Ｈｚ、５Ｈｚ、１０Ｈｚ、２０
Ｈｚ、３０Ｈｚ、４０Ｈｚ、５０Ｈｚ、６０Ｈｚ、７０Ｈｚ、８０Ｈｚ、９０Ｈｚ、１０
０ＨＺ、２５０Ｈｚ、５００Ｈｚ、７５０Ｈｚ、１，０００Ｈｚ、２，５００Ｈｚ、５，
０００Ｈｚ、又はそれ以上のレートで獲得及び／又は処理され得る。当業者は、画像デー
タが獲得及び／又は処理され得るレートはこの範囲内の任意の値、例えば９５Ｈｚを有し
得ることを認識する。
【０１１０】
　幾つかの実施形態において、開示された適応プロセス制御方法及びシステムと共に使用
される１つ以上のマシンビジョンシステムは、特定の波長（又は特定の波長帯内）で、又
は異なる画像化モードで画像を獲得するように構成され得る。例えば、幾つかの実施形態
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において、１つ以上のマシンビジョンシステムは、Ｘ線領域、紫外領域、可視領域、近赤
外領域、赤外領域、テラヘルツ領域、マイクロウェーブ領域、又は電磁気的スペクトルの
無線周波領域、又はそれらの任意の組み合わせにおいて画像を獲得するように構成され得
る。幾つかの実施形態において、１つ以上のマシンビジョンシステムは、蛍光画像を獲得
するように構成され得る（例えばそこでは、励起光に対する波長帯は集められた蛍光放射
光に対するものと異なる）。幾つかの実施形態において、１つ以上のマシンビジョンシス
テムは、堆積層又は製造されている部品のラベルなしの化学的撮像を提供するために、凝
集ラマン散乱（ＣＲＳ）画像（例えば、誘導ラマン効果（ＳＲＳ）又は抗ストークラマン
散乱（ＣＡＲＳ）画像）を獲得するように構成され得る。
【０１１１】
＜構築後検査ツール及び自動欠陥分類＞
　本明細書には、製造部品における欠陥を識別し且つ特性評価するために使用される、自
動物体欠陥分類の方法及びシステムが開示される。この手法は、欠陥の検出及び分類のた
めの機械学習アルゴリズムの使用に基づくものであり、そこでは、機械学習アルゴリズム
は、熟練の操作者により提供される構築後検査データ及び／又は当業者に既知の様々な自
動検査ツールの何れかより提供される検査データを含む、トレーニングデータセットを用
いてトレーニングされる。開示された自動物体欠陥分類の方法及びシステムは、当業者に
既知の様々な自由形式の堆積又は接合プロセスの何れかに適用され得る。幾つかの実施形
態において、開示された自動物体欠陥分類の方法及びシステムは、新たな部品の構築後検
査のために厳密に使用され得る。幾つかの実施形態において、これらは、１つ以上のプロ
セス制御パラメータがリアルタイムで調整され得るように、プロセス制御の実行に使用さ
れる機械学習アルゴリズムにリアルタイムのプロセス特性評価データを提供するために、
インプロセスで使用され得る。幾つかの実施形態において、開示された自動物体欠陥分類
の方法及びシステムは共に、リアルタイムのプロセス特性評価データを提供するために、
及び構築後検査のために、インプロセスで使用され得る。幾つかの実施形態において、イ
ンプロセスの自動欠陥分類データは、最初の検出時の欠陥を是正するように、是正措置を
実施するプロセス制御パラメータ調節のセット又はシーケンスを決定するための、例えば
、層の寸法又は厚みを調整するための機械学習アルゴリズムによって使用され得る。幾つ
かの実施形態において、インプロセスの自動欠陥分類は、操作者に警告又はエラー信号を
送信するための、又は随意に、堆積プロセス、例えば付加製造プロセスを自動的にアボー
トするための機械学習アルゴリズムによって使用され得る。幾つかの実施形態において、
一旦トレーニングされると、自動欠陥分類システムは、インプロセスで及び／又は構築後
に欠陥を検出且つ分類するために、更なるユーザー入力（例えば、熟練した操作者又は検
査員からの更なる入力）を必要としない。
【０１１２】
　自動物体欠陥分類方法は一般的に、ａ）トレーニングデータセットを提供する工程であ
って、トレーニングデータセットは、物体と同じ又は異なる複数の設計幾何学的形状に関
する、製造プロセスシミュレーションデータ、製造プロセス特性評価データ、及び／又は
構築後検査データ、又はそれらの任意の組み合わせを含む、工程；ｂ）１つ以上のセンサ
を提供する工程であって、１つ以上のセンサは１つ以上の物体特性に関するリアルタイム
データを提供する、工程；ｃ）工程（ａ）のトレーニングデータセットを用いてトレーニ
ングされた機械学習アルゴリズムを使用して検出された物体欠陥の分類を提供するように
プログラムされたプロセッサを提供する工程であって、１つ以上のセンサからのリアルタ
イムデータは機械学習アルゴリズムへの入力として提供され、検出された物体欠陥の分類
がリアルタイムで調整されるのを可能とする、工程を含む。
【０１１３】
　トレーニングデータセット：上述のように、トレーニングデータセットは、現在製造さ
れている物体と同じ又は異なる複数の設計幾何学的形状の過去の製造に関する、製造プロ
セスシミュレーションデータ、製造プロセス特性評価データ、構築後検査データ（熟練し
た操作者により提供される検査データ及び／又は様々な自動検査ツールの何れかにより提
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供される検査データを含む）、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。１つ以上のト
レーニングデータセットは、物体欠陥の検出及び分類のために使用される機械学習アルゴ
リズムをトレーニングするために使用されてもよい。場合によっては、以下でより詳細に
説明されるように、トレーニングデータセットに含まれるデータのタイプは、利用される
特定のタイプの機械学習アルゴリズムに応じて変動し得る。例えば、専門家システム（又
は専門家学習システム）の場合、トレーニングデータセットは、同じタイプの部品、又は
幾つかの共通の特徴のセットを共有する様々な異なる部品に関する物体欠陥を視覚的に識
別及び分類する際に熟練した操作者又は技術者により提供される、主な欠陥分類データを
含み得る。幾つかの例において、トレーニングデータセットは、所定のシステムで実行さ
れると、物体欠陥及び物体欠陥の日付と共にリアルタイムで更新され得る。幾つかの例に
おいて、トレーニングデータは、複数の自動欠陥分類システムから取り出された物体欠陥
データ及び物体分類データと共に更新され得る。
【０１１４】
　幾つかの実施形態において、トレーニングデータセットは、プロセスシミュレーション
データ、プロセス特性評価データ、インプロセス検査データ、構築後検査データ、又はそ
れらの任意の組み合わせを含み得る。幾つかの実施形態において、トレーニングデータセ
ットは、プロセスシミュレーションデータ、プロセス特性評価データ、インプロセス検査
データ、及び構築後検査データから成る群から選択されたデータの１つのタイプを含み得
る。幾つかの実施形態において、トレーニングデータセットは、プロセスシミュレーショ
ンデータ、プロセス特性評価データ、インプロセス検査データ、及び構築後検査データか
ら成る群から選択されたデータの何れか２つ又は３つのタイプの組み合わせを含み得る。
幾つかの実施形態において、トレーニングデータセットは、これらのタイプのデータ全て
、即ち、プロセスシミュレーションデータ、プロセス特性評価データ、インプロセス検査
データ、及び構築後検査データを含み得る。
【０１１５】
　物体特性測定：一般的にプロセス監視のための上記に列挙されるものの幾つかを含む、
様々なセンサ又は他の検査ツールの何れかが使用され得る。幾つかの実施形態において、
１つ以上のセンサ（例えば、画像センサ又はマシンビジョンシステム）は、物体によって
反射され、散乱され、吸収され、透過され、又は放たれる電磁放射線に関するデータを提
供する。幾つかの実施形態において、電磁放射線は、Ｘ線、紫外線、可視光線、近赤外線
、又は赤外線である。幾つかの実施形態において、１つ以上のセンサは、物体により反射
され、散乱され、吸収され、透過され、又は放たれる音響エネルギーに関するデータを提
供する。幾つかの実施形態において、１つ以上のセンサは、物体の電気伝導率又は熱伝導
率に関するデータを提供する。幾つかの実施形態において、１つ以上のセンサは、少なく
とも０．１Ｈｚ、１Ｈｚ、５Ｈｚ、１０Ｈｚ、２０Ｈｚ、３０Ｈｚ、４０Ｈｚ、５０Ｈｚ
、６０Ｈｚ、７０Ｈｚ、８０Ｈｚ、９０Ｈｚ、１００ＨＺ、２５０Ｈｚ、５００Ｈｚ、７
５０Ｈｚ、１，０００Ｈｚ、２，５００Ｈｚ、５，０００Ｈｚ、１０，０００Ｈｚ、又は
それ以上の更新レートで、機械学習アルゴリズムを使用して検出された物体欠陥の分類を
提供するようにプログラムされたプロセッサにデータを提供することができる。当業者は
、１つ以上のセンサ又はプロセス監視ツールが、この範囲内の任意の値、例えば約４００
Ｈｚを有する更新レートでデータを提供し得ることを認識する。
【０１１６】
　好ましい実施形態において、本開示の自動物体欠陥分類の方法及びシステムは、画像セ
ンサ及び／又はマシンビジョンシステムを用いて実施され得る。その後、キャプチャした
画像の自動画像処理が、様々な物体特性、例えば、寸法（全体寸法、又は特定特徴の寸法
）、特徴角度、特徴領域、表面仕上げ（例えば、光反射率の程度、単位面積ごとのピット
及び／又はスクラッチの数）の何れかを監視するために使用され得る。幾つかの実施形態
において、欠陥を是正される局所の過剰な温度、或いはプリント部分又は溶接部分におけ
る欠陥生成などの物体特性は、赤外線又は可視波長のカメラを用いて監視され得る。
【０１１７】
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　センサデータからのノイズ除去：幾つかの実施形態において、自動欠陥分類方法は更に
、機械学習アルゴリズムへの提供の前に１つ以上のセンサによって提供される物体特性デ
ータからノイズを除去する工程を含み得る。１つ以上のセンサによって提供される物体特
性データからノイズを除去する際に使用するのに適したデータ処理アルゴリズムの例は、
限定されないが、信号平均化アルゴリズム、平滑化フィルタアルゴリズム、カルマンフィ
ルタアルゴリズム、非線形フィルタアルゴリズム、全変動最小化アルゴリズム、又はそれ
らの任意の組み合わせを含む。
【０１１８】
　基準データセットの控除：開示された自動欠陥分類方法の幾つかの実施形態において、
センサデータからの基準データの控除は、物体の正常な特徴と欠陥のある特徴との対比を
増大させ、それにより欠陥の検出及び分類を容易にするために使用され得る。例えば、基
準データセットは、製造される物体の理想的な欠陥のない例に関する、１つ以上のセンサ
によって記録されたセンサデータを含み得る。画像センサ又はマシンビジョンシステムが
欠陥検出のために使用される場合、基準データセットは、理想的な欠陥のない物体の画像
（又は、例えば異なる視野を表す画像のセット）を含み得る。
【０１１９】
　欠陥の検出及び分類のための機械学習アルゴリズム：様々な機械学習アルゴリズムの何
れかが、開示された自動物体欠陥の検出及び分類の方法の実施に使用され得る。利用され
る機械学習アルゴリズムは、教師付き学習アルゴリズム、教師なし学習アルゴリズム、半
教師付き学習アルゴリズム、強化学習アルゴリズム、ディープラーニングアルゴリズム、
又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。好ましい実施形態において、欠陥の識別及び
分類のために利用される機械学習アルゴリズムは、サポートベクターマシン（ＳＶＭ）、
人工ニューラルネットワーク（ＡＮＮ）、又はデシジョンツリーベースの専門学習システ
ムを含み、そのうちの幾つかは以下に詳述される。幾つかの好ましい実施形態において、
物体欠陥は、物体特性データセットと特定の閾値よりも大きい基準データセットとの差と
して検出され、且つ、１クラスサポートベクターマシン（ＳＶＭ）又は自動エンコーダア
ルゴリズムを用いて分類され得る。幾つかの好ましい実施形態において、物体欠陥は、教
師なしの１クラスサポートベクターマシン（ＳＶＭ）、自動エンコーダ、クラスタリング
、又は最近傍（例えばｋＮＮ）の機械学習アルゴリズム、及び、欠陥のある物体及び欠陥
のない物体の両方に関する物体特性データを含むトレーニングデータセットを用いて、検
出且つ分類され得る。
【０１２０】
＜機械学習アルゴリズムを用いた適応リアルタイム堆積プロセス制御＞
　本明細書には、堆積プロセス、例えば付加製造又は溶接プロセスのリアルタイムの適応
制御を提供するための方法及びシステムが開示される。一般的に、開示された方法は、ａ
）物体（例えば３ＤのＣＡＤモデル）に関する入力設計幾可学的形状を提供する工程；ｂ
）トレーニングデータセットを提供する工程であって、トレーニングデータセットは、工
程（ａ）の入力設計幾何学的形状と同じ又は異なる複数の設計幾何学的形状又はその部品
に関する、プロセスシミュレーションデータ、製造プロセス特性評価データ、構築後検査
データ、又はそれらの任意の組み合わせを含む、工程；ｃ）物体を製造するための１つ以
上のプロセス制御パラメータの予測された最適なセット又はシーケンスを提供する工程で
あって、１つ以上のプロセス制御パラメータの予測された最適なセットは、工程（ｂ）の
トレーニングデータセットを用いてトレーニングされた機械学習アルゴリズムを使用して
導かれる、工程；及びｄ）物体を製造するための堆積プロセス、例えば付加製造プロセス
を実行する工程であって、リアルタイムのプロセス特性評価データは、リアルタイムで１
つ以上のプロセス制御パラメータを調整するために機械学習アルゴリズムへの入力として
１つ以上のセンサにより提供される、工程を含む。幾つかの実施形態において、工程（ｂ
）－（ｄ）は繰り返し実行され、各繰り返しに関するプロセス特性評価データ、構築後検
査データ、又はそれらの任意の組み合わせは、トレーニングデータセットへと組み込まれ
る。開示されたプロセス制御方法は、当業者に既知の付加製造プロセス、例えば、ステレ
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オリソグラフィ（ＳＬＡ）、デジタル光処理法（ＤＬＰ）、熱溶解積層法（ＦＤＭ）、選
択的レーザー焼結法（ＳＬＳ）、選択的レーザー融解法（ＳＬＭ）、電子ビーム溶解（Ｅ
ＢＭ）プロセス、レーザービーム溶接、ＭＩＧ（金属不活性ガス）溶接、ＴＩＧ（タング
ステン不活性ガス）溶接などを含む様々な堆積プロセスの何れかに対して使用され得る。
好ましい実施形態において、開示されたプロセス制御方法は、液体－固体自由形式堆積プ
ロセス、例えばレーザー金属ワイヤー堆積プロセスに適用される。
【０１２１】
　トレーニングデータセット：上述の自動欠陥分類方法と同様に、プロセス制御機械学習
アルゴリズムの教育に使用されるトレーニングデータセットは、現在製造されている物体
と同じ又は異なる複数の設計幾何学的形状の過去の製造に関する、製造プロセスシミュレ
ーションデータ、製造プロセス特性評価データ、構築後検査データ（熟練した操作者によ
り提供される検査データ及び／又は様々な自動検査ツールの何れかにより提供される検査
データを含む）、又はそれらの任意の組み合わせを含み得る。１つ以上のトレーニングデ
ータセットは、適応リアルタイム堆積プロセス制御のために使用される機械学習アルゴリ
ズムをトレーニングするために使用され得る。場合によっては、以下でより詳細に説明さ
れるように、トレーニングデータセットに含まれるデータのタイプは、利用される特定の
タイプの機械学習アルゴリズムに応じて変動し得る。例えば、場合によっては、トレーニ
ングデータセットは主に、多くの同じタイプの部品、又は幾つかの共通の特徴のセットを
共有する様々な異なる部品を成功裡に製造する際の、熟練した操作者又は技術者によって
提供されるプロセス制御設定を含み得る。幾つかの例において、トレーニングデータセッ
トは、製造が所定のシステムで実行されると、プロセスシミュレーションデータ、プロセ
ス制御データ、プロセス特性評価データ、インプロセス検査データ、及び／又は構築後検
査データを用いてリアルタイムで更新され得る。幾つかの例において、トレーニングデー
タは、製造が複数の堆積及び／又は溶接システムで実行されると、プロセスシミュレーシ
ョンデータ、プロセス制御データ、プロセス特性評価データ、インプロセス検査データ、
及び／又は構築後検査データを用いて更新され得る。
【０１２２】
　幾つかの実施形態において、トレーニングデータセットは、プロセスシミュレーション
データ、プロセス特性評価データ、インプロセス検査データ、構築後検査データ、又はそ
れらの任意の組み合わせを含み得る。幾つかの実施形態において、トレーニングデータセ
ットは、プロセスシミュレーションデータ、プロセス特性評価データ、インプロセス検査
データ、及び構築後検査データから成る群から選択されたデータの１つのタイプを含み得
る。幾つかの実施形態において、トレーニングデータセットは、プロセスシミュレーショ
ンデータ、プロセス特性評価データ、インプロセス検査データ、及び構築後検査データか
ら成る群から選択されたデータの何れか２つ又は３つのタイプの組み合わせを含み得る。
幾つかの実施形態において、トレーニングデータセットは、これらのタイプのデータ全て
、即ち、プロセスシミュレーションデータ、プロセス特性評価データ、インプロセス検査
データ、及び構築後検査データを含み得る。
【０１２３】
　プロセス特性評価データ：様々なセンサ、測定ツール、又は検査ツールの何れかは、上
記に列挙されるものを含む、様々なプロセスパラメータをリアルタイムで監視するために
使用され得る。幾つかの実施形態において、例えば、レーザー干渉計が、部品が製造され
ているときに溶融プールの寸法（レーザー金属ワイヤー堆積の場合）又は他の部品寸法を
監視するために使用され得る。幾つかの実施形態において、１つ以上のセンサ（例えば、
画像センサ又はマシンビジョンシステム）は、物体によって反射され、散乱され、吸収さ
れ、透過され、又は放たれる電磁放射線に関するデータを提供する。幾つかの実施形態に
おいて、電磁放射線は、Ｘ線、紫外線、可視光線、近赤外線、又は赤外線である。幾つか
の実施形態において、リアルタイム画像取得及び処理は、例えば、ベースプレート又は以
前に堆積された層に対するワイヤー供給部の角度、又は堆積された層の厚みを監視するた
めに使用される。幾つかの実施形態において、１つ以上のセンサは、物体により反射され
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、散乱され、吸収され、透過され、又は放たれる音響エネルギーに関するデータを提供す
る。幾つかの実施形態において、１つ以上のセンサは、物体の電気伝導率又は熱伝導率に
関するデータを提供する。幾つかの実施形態において、１つ以上のセンサは、少なくとも
０．１Ｈｚ、１Ｈｚ、５Ｈｚ、１０Ｈｚ、２０Ｈｚ、３０Ｈｚ、４０Ｈｚ、５０Ｈｚ、６
０Ｈｚ、７０Ｈｚ、８０Ｈｚ、９０Ｈｚ、１００ＨＺ、２５０Ｈｚ、５００Ｈｚ、７５０
Ｈｚ、１，０００Ｈｚ、２，５００Ｈｚ、５，０００Ｈｚ、１０，０００Ｈｚ、又はそれ
以上のレートで、更新され得る機械学習アルゴリズムを実行するようにプログラムされた
プロセッサにプロセス特性評価データを提供することができる。当業者は、１つ以上のプ
ロセス特性評価センサが、この範囲内の任意の値、例えば約８０００Ｈｚを有する更新レ
ートでデータを提供し得ることを認識する。
【０１２４】
　好ましい実施形態において、プロセス制御を実行するために使用される機械学習アルゴ
リズムに供給されるリアルタイムのプロセス特性評価データは、堆積プロセス制御パラメ
ータが、欠陥が構築プロセス中に生じる部品欠陥を補償又は是正するためにリアルタイム
で調整され得るように、上述のような自動物体欠陥分類システムにより供給されるデータ
を含み得る。自動プロセス制御を実行するために使用される機械学習アルゴリズムは、以
下に詳述されるように、報酬関数を最大化する（又は損失関数を最小化する）のに必要な
ものとして、リアルタイムでプロセス制御パラメータを調整するように構成され得る。
【０１２５】
　自動堆積プロセス制御のための機械学習アルゴリズム：様々な機械学習アルゴリズムの
何れかが、開示されたプロセス制御方法の実施に使用され、且つ、上述の自動物体欠陥分
類方法を実施するために用いられるアルゴリズムと同じ又は異なるものであり得る。利用
される機械学習アルゴリズムは、教師付きアルゴリズム、教師なしアルゴリズム、半教師
付きアルゴリズム、強化アルゴリズム、ディープラーニングアルゴリズム、又はそれらの
任意の組み合わせを含み得る。好ましい実施形態において、利用される機械学習アルゴリ
ズムは、人工ニューラルネットワークアルゴリズム、ガウスプロセス回帰アルゴリズム、
ロジスティックスモデルツリーアルゴリズム、ランダムフォレストアルゴリズム、ファジ
イクラシファイヤーアルゴリズム、デシジョンツリーアルゴリズム、階層クラスタリング
アルゴリズム、ｋ平均法アルゴリズム、ファジイクラスタリングアルゴリズム、ディープ
ボルツマン機械学習アルゴリズム、ディープ畳み込みニューラルネットワークアルゴリズ
ム、ディープ再帰ニューラルネットワーク、又はそれらの任意の組み合わせを含み、その
うちの幾つかは以下に詳述される。
【０１２６】
　報酬関数及び損失関数：上述のように、幾つかの実施形態において、自動プロセス制御
を実行するために使用される機械学習アルゴリズムは、堆積プロセスを最適化するために
、報酬関数を最大化する（又は損失関数を最小化する）のに必要なものとして、リアルタ
イムでプロセス制御パラメータを調整するように構成され得る。本明細書で使用されるよ
うに、報酬関数（又は反対に、費用関数又は誤差関数とも称される損失関数）は、所定の
製造事象に関連付けられる「報酬」（又は損失関数の場合には「費用」）を表わす実数に
、１つ以上の付加製造プロセス変数及び／又は製造事象結果の値をマッピングする、関数
を指す。報酬（又は損失）関数を定める際に使用され得るプロセスパラメータ及び製造事
象結果の例は、限定されないが、プロセス処理量（例えば、単位時間ごとの製造された部
品の数）、プロセス収率（例えば、特定のセットの品質基準を満たす、生産された部品の
パーセンテージ）、生産品質（例えば、生産された部品と理想的な欠陥のない基準部品と
の間の部品寸法の平均二乗偏差、又は生産された部品ごとに検出された欠陥の平均数）、
生産コスト（例えば、生産された部品ごとのコスト）などを含む。場合によっては、最大
化される（又は最小化される）べき報酬関数（又は損失関数）の定義は、プロセス制御方
法を実行するために使用される機械学習アルゴリズムの選択に依存する場合があり、又は
その逆の場合もある。例えば、目的が報酬／価値関数の合計を最大化することである場合
、強化学習アルゴリズムが選択され得る。目的が平均二乗誤差費用（又は損失）関数を最
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小化することである場合、デシジョンツリー回帰アルゴリズム又は線形回帰アルゴリズム
が選択され得る。一般的に、プロセス制御方法を実行するために使用される機械学習アル
ゴリズムは、（ｉ）製造時に部品の現在の「状態」を識別すること（例えば、１つ以上の
センサによって供給されたプロセス特性評価データのリアルタイムストリームに基づく）
、（ｉｉ）現行の「状態」を設計対象（又は基準「状態」）と比較すること、及び（ｉｉ
ｉ）２つの状態間の差を最小化するために１つ以上のプロセス制御パラメータを調整する
こと（例えば、トレーニングデータセットによって提供された過去の「学習」に基づく）
により、報酬関数を最適化（又は損失関数を最小化）を最適化しようと努める。
【０１２７】
　図８は、開示された堆積又は溶接プロセス制御方法の幾つかの実施形態に係る強化学習
アルゴリズムに対する行動予測－報酬のループを説明する。堆積プロセスの場合、例えば
、層堆積（行動ａｊ）の間に又はその完了後の任意の時点で、製造されている部品は、部
品の現行の構築「状態」（状態ｓｊ）を判定するために、上述のような様々なセンサ、測
定ツール、検査ツール、及び／又はマシンビジョンシステムの何れかを使用して監視され
る。好ましい実施形態において、部品は、本明細書に開示されるような自動物体欠陥分類
システムを用いてリアルタイムで監視される。一旦、部品の現行の構築状態が判定される
と、強化学習アルゴリズムは、現行状態の情報ｓｊ、及び過去のトレーニングデータを用
いて発達されたモデルを使用し、報酬関数を最大化する提唱された行動ａｊ＋１（例えば
、プロセス制御パラメータのセット又はシーケンスの調整）を予測する。現行の構築状態
ｓｊが比較的乏しい場合（即ち、低い値の報酬関数に関連付けられる）、次の構築状態ｓ

ｊ＋１における最高の報酬をもたらす行動のセットを単に講ずることは望ましくない場合
があり、なぜならばそれが長期的に最大の報酬をもたらさない場合があるためである。場
合によっては、即時の次の構築状態ｓｊ＋１に対する報酬の最大化は、後に次の少数の構
造状態、例えばｓｊ＋２、ｓｊ＋３、ｓｊ＋４に対する非常に低い報酬状態間の決定を強
制し得る。少し先へと検討するために学習されたプロセスモデルを使用することにより、
単に即時の次の状態と対照的に次のＮ構築状態に対するプロセス制御パラメータ調節を最
適化することができる。状態ｓｉから始まる「次のＮ状態」の各セットには、動作とその
結果として生じる状態との相関を予測する以前にトレーニングされたモデルを用いて予測
可能である、対応する報酬（即ち、次のＮ行動に対する報酬スペース）がある。故に、学
習されたモデルは、次のＮ状態に対する報酬値の合計（又は重み付きの合計）を最適化す
る、行動のシーケンスを判定するために使用され得る。ループは部品が完成するまで繰り
返され、且つ、堆積プロセスの付加制御を提供して、プロセス又は環境のパラメータに応
じて使用されるプロセス制御パラメータの急速な最適化及び調整の他、プロセス収率、プ
ロセス処理量、及び部品の品質の改善を提供する。
【０１２８】
　図９は報酬関数の構築を例示しており、そこでは、報酬関数に基づく状態予測モデルを
生成するために使用されるトレーニングデータが、手動制御の堆積プロセス中に人間の操
作者が選択する行動を監視することにより獲得される。幾つかの実施形態において、機械
学習アルゴリズムは、全体的又は部分的に自己トレーニングされ得る。例えば、幾つかの
実施形態において、機械学習アルゴリズムのトレーニングの一部として、機械学習アルゴ
リズムは、１つ以上のプロセス制御パラメータのセットの各々に対して特定の範囲内の値
を無作為に選択し、結果として生じるプロセスシミュレーションデータ、プロセス特性評
価データ、インプロセス検査データ、構築後検査データ、又はそれらの任意の組み合わせ
をトレーニングデータセットに組み込んで、プロセス制御パラメータ値をプロセス結果に
マッピングする学習されたモデルを改善する。
【０１２９】
　一般的に、本明細書に開示される堆積プロセスの適応リアルタイム制御のための方法及
びシステムは、静的データの探索操作（例えば、以前の実行からのプロセス制御パラメー
タ又はプロセス特性評価データの探索）に依存しない。むしろ、機械学習アルゴリズムは
、プロセスシミュレーション及び／又は実際の部品製造中に１つ以上のプロセス制御パラ
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メータに対する入力値の範囲を探索するために使用され、様々な異なるプロセス及び環境
条件の下でプロセス結果に入力プロセス制御パラメータをマッピングする学習されたモデ
ルを生成する。
【０１３０】
　プロセス制御パラメータの更新レート：幾つかの実施形態において、１つ以上のセンサ
は、１つ以上のプロセス制御パラメータが少なくとも０．１Ｈｚ、１Ｈｚ、５Ｈｚ、１０
Ｈｚ、２０Ｈｚ、３０Ｈｚ、４０Ｈｚ、５０Ｈｚ、６０Ｈｚ、７０Ｈｚ、８０Ｈｚ、９０
Ｈｚ、１００ＨＺ、２５０Ｈｚ、５００Ｈｚ、７５０Ｈｚ、１，０００Ｈｚ、２，５００
Ｈｚ、５，０００Ｈｚ、１０，０００Ｈｚ、又はそれ以上の更新レートで調整できるよう
に、機械学習アルゴリズムを実行するようにプログラムされたプロセッサにデータを提供
することができる。当業者は、１つ以上のプロセス制御パラメータが、この範囲内の任意
の値、例えば約８０００Ｈｚを有するレートで調整又は更新され得ることを認識する。
【０１３１】
＜適応プロセス制御のための機械学習アルゴリズム＞
　上述のように、開示された自動欠陥分類及び付加製造のプロセス制御方法に利用される
機械学習アルゴリズムは、教師付き学習アルゴリズム、教師なし学習アルゴリズム、半教
師付き学習アルゴリズム、強化学習アルゴリズム、ディープラーニングアルゴリズム、又
はそれらの任意の組み合わせを含み得る。
【０１３２】
　教師付き学習アルゴリズム：本開示の状況下で、教師付き学習アルゴリズムは、所定の
物体に対して識別される１つ以上の欠陥のセットと特定のセットの品質基準に従う物体の
分類との間の関係を推測するために、或いは、付加製造プロセス制御パラメータのセット
と所望の製造結果のセットとの間の関係を推測するために、標識されたトレーニングデー
タのセットの使用に依存するアルゴリズムである。トレーニングデータは、対になったト
レーニング例のセットを含んでおり、例えば、各例は、所定の物体に対して検出された欠
陥及び所定の物体の結果として生じる分類のセットを含み、或いは、各例は、製造プロセ
スの既知の結果と対になった製造プロセスに使用されたプロセス制御パラメータのセット
を含む。
【０１３３】
　教師なし学習アルゴリズム：本開示の状況下で、教師なし学習アルゴリズムは、標識さ
れた物体分類データと対にならない物体欠陥データセット、又は標識された製造結果と対
にならない入力付加製造プロセス制御パラメータデータから成るトレーニングデータセッ
トから推測を導くために使用されるアルゴリズムである。最も一般的に使用される教師な
し学習アルゴリズムはクラスター分析であり、これは多くの場合、プロセスデータの隠れ
たパターン又はグループ分けを見出すための探究データ分析に対して使用される。
【０１３４】
　半教師付き学習アルゴリズム：本開示の状況下で、半教師付き学習アルゴリズムは、（
典型的に大量の未標識データを伴う比較的少量の標識データを用いる）トレーニングのた
めに標識された及び未標識の物体分類又は付加製造のプロセスデータを使用するアルゴリ
ズムである。
【０１３５】
　強化学習アルゴリズム：本開示の状況下で、強化学習アルゴリズムは、例えば、特定の
製造プロセス報酬関数を最大化するように取られるべき付加製造プロセス工程（又は行動
）のセットを判定するために使用されるアルゴリズムである。機械学習環境において、強
化学習アルゴリズムは多くの場合、マルコフ決定過程として公式化される。強化学習アル
ゴリズムは、正確なトレーニングデータの入力／出力の対が提示されず、且つ最適以下の
行動が明確に是正されていないという点で、教師付き学習アルゴリズムと相違する。これ
らアルゴリズムは、更新された入力データに基づく起こりうる結果の探索と過去のトレー
ニングの探索との平衡を見出すことを通じて、リアルタイムのパフォーマンスに焦点をお
いて実施される傾向がある。
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【０１３６】
　ディープラーニングアルゴリズム：本開示の状況下で、ディープラーニングアルゴリズ
ムは、物体分類決定に欠陥データをマッピングする、又は所望の製造結果に入力付加製造
プロセス制御パラメータをマッピングするために使用される、人工ニューラルネットワー
ク（ＡＮＮ）、具体的には多くの層を含む大きなニューラルネットワークと呼ばれる人間
の脳の構造及び機能によって引き出されたアルゴリズムである。人工ニューラルネットワ
ークは以下に詳述される。
【０１３７】
　デシジョンツリーに基づく専門家システム：本開示の状況下で、専門家システムは、一
連のｉｆ－ｔｈｅｎの規則の適用によって物体欠陥分類の問題又は付加製造プロセス制御
の問題を解決するように設計される、教師付き学習アルゴリズムの一例である。専門家シ
ステムは典型的に２つのサブシステムを含む：推測エンジン及び知識ベース。知識ベース
は、事実（例えば、一連の製造された部品に関する物体欠陥データ、及び熟練したオペレ
ータ、技術者、又は検査員により提供される関連する物体分類データを含むトレーニング
データセット）及び派生規則（例えば、派生した物体分類規則）のセットを含む。その後
、推測エンジンは、物体の分類又は次のプロセス制御調整のセットを判定するために、現
行の物体分類の問題又はプロセス制御の問題に関するデータに規則を適用する。
【０１３８】
　サポートベクターマシン（ＳＶＭ）：本開示の状況下で、サポートベクターマシンは、
物体欠陥分類データの分類及び回帰分析又は付加製造プロセス制御のために使用される、
教師付き学習アルゴリズムである。トレーニングデータ例のセット（例えば物体欠陥デー
タ）を考慮すると、各々は２つのカテゴリー（例えば、良好又は悪い、合格又は失敗）の
何れか属するように印付けられ、ＳＶＭトレーニングアルゴリズムは、何れかのカテゴリ
ーに新たな例（例えば、新たに製造された物体に関する欠陥データ）を割り当てるモデル
を構築する。
【０１３９】
　自動エンコーダ：本開示の状況下で、自動エンコーダ（時折、自動アソシエータ（ａｕ
ｔｏａｓｓｏｃｉａｔｏｒ）又はディアボロネットワークとも呼ばれる）は、入力データ
、例えば物体欠陥データの、出力値、例えば物体分類への教師なしの効率的なマッピング
のために使用される、人工ニューラルネットワークである。自動エンコーダは多くの場合
、寸法縮小、即ち、主なコンポーネントの変数のセットを推定することにより検討中の確
率変数の数を減少させるプロセスの目的のために使用される。寸法縮小は、例えば、特徴
選択（即ち、元の変数の部分集合）又は特徴抽出（即ち、高次元空間におけるデータの、
より少ない次元の空間への変換）の目的のために実行され得る。
【０１４０】
　人工ニューラルネットワーク（ＡＮＮ）：場合によっては、開示された自動物体欠陥分
類又は適応プロセス制御の方法のために使用される機械学習アルゴリズムは、人工ニュー
ラルネットワーク（ＡＮＮ）、例えばディープマシンラーニングアルゴリズムを含み得る
。本開示の自動物体分類方法は、例えば、物体分類データに物体欠陥データをマッピング
するために人工ニューラルネットワークを利用することができる。本開示の付加製造プロ
セス制御システムは、例えば、１つ以上のセンサによって提供されるプロセス監視データ
及び／又は物体欠陥分類データのストリームに基づいて、リアルタイムでの付加製造プロ
セスの適応制御に対するプロセス制御パラメータ設定の最適なセット又はシーケンスを判
定するための人工ニューラルネットワーク（ＡＮＮ）を利用することができる。人工ニュ
ーラルネットワークは、フィードフォワードニューラルネットワーク、放射基底関数ネッ
トワーク、再帰ニューラルネットワーク、又は畳み込みニューラルネットワークなどの任
意のタイプのニューラルネットワークモデルを含み得る。幾つかの実施形態において、本
開示の自動物体欠陥分類及び付加製造プロセス制御の方法及びシステムは、予めトレーニ
ングされたＡＮＮアーキテクチャを利用することができる。幾つかの実施形態において、
本開示の自動物体欠陥分類及び付加製造プロセス制御の方法及びシステムはＡＮＮアーキ
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テクチャを利用することができ、ここで、トレーニングデータセットは、単一のローカル
システム、複数のローカルシステム、或いは複数の地理的分散システムからの、リアルタ
イムの物体分類データ又はリアルタイムの堆積プロセス制御及び監視データと共に絶えず
更新される。
【０１４１】
　本開示の全体にわたり使用されるように、用語「リアルタイム」は、センサデータ（例
えば、プロセス制御データ、プロセス監視データ、及び／又は物体欠陥識別及び分類のデ
ータ）が、入力センサデータストリームの１つ以上における変化に応じて物体分類の予測
、又は最適なプロセス制御パラメータの予測を更新するために、機械学習アルゴリズム、
例えば人工ニューラルネットワーク又はディープマシンラーニングアルゴリズムにより獲
得され、処理され、及び／又は使用されるレートを指す。一般的に、開示された物体欠陥
分類及び付加製造プロセス制御の方法及びシステムにより提供される物体分類又はプロセ
ス制御のパラメータに関する更新レートは、約０．１Ｈｚ～約１０，０００Ｈｚに及び得
る。幾つかの実施形態において、更新レートは、少なくとも０．１Ｈｚ、少なくとも１Ｈ
Ｚ、少なくとも１０Ｈｚ、少なくとも５０Ｈｚ、少なくとも１００Ｈｚ、少なくとも２５
０Ｈｚ、少なくとも５００Ｈｚ、少なくとも７５０Ｈｚ、少なくとも１，０００Ｈｚ、少
なくとも２，０００Ｈｚ、少なくとも３，０００Ｈｚ、少なくとも４，０００Ｈｚ、少な
くとも５，０００Ｈｚ、又は少なくとも１０，０００Ｈｚであり得る。幾つかの実施形態
において、更新レートは、多くとも１０，０００Ｈｚ、多くとも５，０００Ｈｚ、多くと
も４，０００Ｈｚ、多くとも３，０００Ｈｚ、多くとも２，０００Ｈｚ、多くとも１，０
００Ｈｚ、多くとも７５０Ｈｚ、多くとも５００Ｈｚ、多くとも２５０Ｈｚ、多くとも１
００Ｈｚ、多くとも５０Ｈｚ、多くとも１０Ｈｚ、多くとも１Ｈｚ、又は多くとも０．１
Ｈｚであり得る。当業者は、更新レートがこの範囲内の任意の値、例えば約８，０００Ｈ
ｚを有し得ることを認識する。
【０１４２】
　人工ニューラルネットワークは一般的に、ノードの多層へと組織化されたノードの相互
連結群を含む（図１０を参照）。例えば、ＡＮＮアーキテクチャは、少なくとも１つの入
力層、１つ以上の隠された層、及び出力層を含み得る。ＡＮＮは、任意の総数の層、及び
任意数の隠された層を含み、隠された層は、好ましい出力値又は出力値のセットへの入力
データのマッピングを可能にする、トレーニング可能な特徴抽出器として機能する。ニュ
ーラルネットワークの各層は多数のノード（又はニューロン）を含む。ノードは、入力デ
ータ（例えば、本開示の方法の場合、センサデータ、画像データ、物体欠陥データなど）
、又は先の層のノードの出力から直接生じる入力を受け取り、特定の操作、例えば要約操
作を実行する。場合によっては、入力からノードへの接続は、重み（又は重み計数）に関
連付けられる。場合によっては、ノードは、全ての対の入力ｘｉ、及びそれらの関連する
重みｗｉの積を要約することができる（図１１）。場合によっては、加重合計は、図１１
に例示されるようにバイアスｂで補われる。場合によっては、ニューロンの出力は、線形
又は非線形の関数であり得る、閾値又は活性化関数ｆを用いてゲート制御され得る。活性
化関数は、例えば、正規化線形ユニット（ＲｅＬＵ）活性化関数、又は、飽和双曲線正接
、同一性、二進法工程、記号論理学、ａｒｃＴａｎ、ソフトサイン、パラメトリック正規
化線形ユニット、指数関数的線形ユニット、ｓｏｆｔＰｌｕｓ、湾曲同一性（ｂｅｎｔ　
ｉｄｅｎｔｉｔｙ）、ｓｏｆｔＥｘｐｏｎｅｎｔｉａｌ、シヌソイド、Ｓｉｎｃ、ガウス
、又はシグモイド関数、又はそれらの任意の組み合わせなどの他の関数であり得る。
【０１４３】
　重み係数、バイアス値、及び閾値、又は、ニューラルネットワークの他の計算パラメー
タは、トレーニングデータの１つ以上のセットを用いてトレーニングフェーズにおいて「
教示」又は「学習」され得る。例えば、パラメータは、ＡＮＮが算出する出力値（例えば
、プロセス制御パラメータ設定に対する予測された調整のセット）がトレーニングデータ
セットに含まれる例に一致するように、トレーニングデータセットからの入力データ、及
び勾配降下又はバックプロパゲーションの方法を使用してトレーニングされ得る。パラメ
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ータは、自動物体欠陥分類又は適応リアルタイム堆積プロセス制御のために使用されるも
のと同じハードウェアを用いて実行される、又は実行されない場合がある、バックプロパ
ゲーションニューラルネットワークトレーニングプロセスから得られ得る。
【０１４４】
　ディープマシンラーニングアルゴリズムの他の特定のタイプ、例えば、畳み込みニュー
ラルネットワーク（ＣＮＮ）（例えば、マシンビジョンシステムから画像データを処理す
るためのもの）も、開示された方法及びシステムにより使用され得る。ＣＮＮは一般的に
、異なるタイプの層：畳み込み、プーリング、アップスケーリング、及び完全に接続され
たノードの層で構成される。場合によっては、正規化線形ユニットなどの活性化関数は、
層の一部に使用され得る。ＣＮＮアーキテクチャにおいて、実行される操作の各タイプに
対して１つ以上の層が存在し得る。ＣＮＮアーキテクチャは、合計で任意数の層、及び実
行される操作の異なるタイプに対する任意数の層を含み得る。最も単純な畳み込みニュー
ラルネットワークアーキテクチャは、畳み込み層及びプーリング層のシーケンスが後続す
る入力層から始まり、完全に接続された層で終わる。各畳み込み層は、畳み込み操作の実
行のために使用される複数のパラメータを含み得る。各畳み込み層はまた、次いで１つ以
上の重み係数又は他の調整可能なパラメータを含み得る１つ以上のフィルタを含む場合が
ある。幾つかの例において、パラメータは、バイアス（即ち、活性化関数の推移を許容す
るパラメータ）を含み得る。場合によっては、畳み込み層は、ＲｅＬＵ活性化関数の層に
後続する。他の活性化関数、例えば、飽和双曲線正接、同一性、二進法工程、記号論理学
、ａｒｃＴａｎ、ソフトサイン、パラメトリック正規化線形ユニット、指数関数的線形ユ
ニット、ｓｏｆｔＰｌｕｓ、湾曲同一性（ｂｅｎｔ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）、ｓｏｆｔＥｘ
ｐｏｎｅｎｔｉａｌ、シヌソイド、Ｓｉｎｃ、ガウス、シグモイド関数なども使用され得
る。畳み込み、プーリング、及びＲｅＬＵの層は学習可能な特徴抽出器として機能し、一
方で完全に接続された層は機械学習クラシファイヤーとして機能し得る。
【０１４５】
　他の人工ニューラルネットワークと同様に、ＣＮＮアーキテクチャの畳み込み層及び完
全に接続された層は典型的に、上述のようなトレーニングフェーズにおいてトレーニング
される、様々な計算パラメータ、例えば重み、バイアス値、及び閾値を含む。
【０１４６】
　一般的に、（多数のセンサデータストリームからのデータの入力、及び／又は、例えば
画像フレームのサブサンプリングを可能にする）ＡＮＮの入力層に使用されるノードの数
は、約１０～約１０，０００のノードに及ぶ場合がある。幾つかの例において、入力層に
使用されるノードの数は、少なくとも１０、少なくとも５０、少なくとも１００、少なく
とも２００、少なくとも３００、少なくとも４００、少なくとも５００、少なくとも６０
０、少なくとも７００、少なくとも８００、少なくとも９００、少なくとも１０００、少
なくとも２０００、少なくとも３０００、少なくとも４０００、少なくとも５０００、少
なくとも６０００、少なくとも７０００、少なくとも８０００、少なくとも９０００、又
は少なくとも１０，０００であり得る。幾つかの例において、入力層に使用されるノード
の数は、多くとも１０，０００、多くとも９０００、多くとも８０００、多くとも７００
０、多くとも６０００、多くとも５０００、多くとも４０００、多くとも３０００、多く
とも２０００、多くとも１０００、多くとも９００、多くとも８００、多くとも７００、
多くとも６００、多くとも５００、多くとも４００、多くとも３００、多くとも２００、
多くとも１００、多くとも５０、又は多くとも１０であり得る。当業者は、入力層に使用
されるノードの数がこの範囲内の任意の値、例えば約５１２のノードを有し得ることを認
識する。
【０１４７】
　幾つかの例において、（入出力層を含む）ＡＮＮに使用される層の合計数は、約３～約
２０に及び得る。幾つかの例において、層の合計数は、少なくとも３、少なくとも４、少
なくとも５、少なくとも１０、少なくとも１５、又は少なくとも２０であり得る。幾つか
の例において、層の合計数は、多くとも２０、多くとも１５、多くとも１０、多くとも５
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、多くとも４、又は多くとも３であり得る。当業者は、ＡＮＮに使用される層の合計数が
この範囲内の任意の値、例えば８の層を有し得ることを認識する。
【０１４８】
　幾つかの例において、ＡＮＮに使用される学習可能又はトレーニング可能なパラメータ
、例えば重み係数、バイアス、又は閾値の合計数は、約１～約１０，０００に及び得る。
幾つかの例において、学習可能なパラメータの合計数は、少なくとも１、少なくとも１０
、少なくとも１００、少なくとも５００、少なくとも１，０００、少なくとも２，０００
、少なくとも３，０００、少なくとも４，０００、少なくとも５，０００、少なくとも６
，０００、少なくとも７，０００、少なくとも８，０００、少なくとも９，０００、又は
少なくとも１０，０００であり得る。代替的に、学習可能なパラメータの合計数は、１０
０未満の任意数、１００～１０，０００の間の任意数、又は１０，０００を超える数であ
り得る。幾つかの例において、学習可能なパラメータの合計数は、多くとも１０，０００
、多くとも９，０００、多くとも８，０００、多くとも７，０００、多くとも６，０００
、多くとも５，０００、多くとも４，０００、多くとも３，０００、多くとも２，０００
、多くとも１，０００、多くとも５００、多くとも１００、多くとも１０、又は多くとも
１であり得る。当業者は、使用される学習可能なパラメータの合計数がこの範囲内の任意
の値、例えば約２，２００のパラメータを有し得ることを認識する。
【０１４９】
＜統合及び分散型付加製造システム＞
　幾つかの実施形態において、本開示の適応リアルタイムプロセス制御方法は、単一の物
理的／地理的位置に存在する、統合された付加製造及び／又は溶接システム（即ち、自由
形式の堆積又は接合システム）に対して使用され得る。図１２は、堆積プロセスのリアル
タイム適応制御を提供するための、堆積装置、１つ以上のマシンビジョンシステム、及び
／又は他のプロセス監視ツール、プロセスシミュレーションツール、構築後検査ツール、
及び、プロセスシミュレーションツール、マシンビジョン及び／又はプロセス監視ツール
（インプロセス検査及び／又は欠陥分類ツールを含む）、構築後検査ツール、又はそれら
の任意の組み合わせからデータを利用する機械学習アルゴリズムを実行するための１つ以
上のプロセッサを含む、統合された付加製造システムの概略図を提供し、ここでシステム
のコンポーネントは同じ物理的／地理的位置に位置する。これらの実施形態において、プ
ロセッサは、直接のハードワイヤード接続を介して、及び／又はｂｌｕｅ　ｔｏｏｔｈ又
はｗｉｆｉ接続などの近距離通信リンクを介して、個々のシステムコンポーネントと通信
することができる。幾つかの実施形態において、システムコンポーネントの２つ以上は、
温度、圧力、大気の組成などの製造環境パラメータのより厳格な制御を可能とする筐体又
はハウジング（破線）内に収容され得る。
【０１５０】
　図１３は、堆積プロセスのリアルタイム適応制御を提供するための、分散型自由形式堆
積システム、例えば付加製造システムの概略図を提供し、該システムは、１つ以上の堆積
装置、プロセスシミュレーションツール、マシンビジョンシステム、及び／又は他のプロ
セス監視ツール、インプロセス検査ツール、構築後検査ツール、及び、マシンビジョン及
び／又はプロセス監視ツール、プロセスシミュレーションツール、構築後検査ツール、又
はそれらの任意の組み合わせからデータを利用する機械学習アルゴリズムを実行するため
の１つ以上のプロセッサを含み、ここで、システムの異なるコンポーネント又はモジュー
ルは、異なるワークスペース及び／又はワークサイト（即ち、異なる物理的／地理的位置
）に物理的に位置し、且つ、プロセスデータ（例えば、トレーニングデータ、プロセスシ
ミュレーションデータ、プロセス制御データ、インプロセス検査データ、及び／又は構築
後検査データ）及びプロセス制御命令が異なるモジュール間で共有され且つ交換できるよ
うに、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、イントラネット、エクストラネット、又
はインターネットを介して接続され得る。幾つかの実施形態において、共局在化システム
コンポーネントの幾つか（例えば、堆積装置及びプロセス監視ツール）は、温度、圧力、
大気の組成などの製造環境パラメータのより厳格な制御を可能とする、局所の筐体又はハ
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ウジング（図示せず）内に収容され得る。
【０１５１】
　分散システムについて、１つ以上の堆積装置、１つ以上のプロセス監視センサ、マシン
ビジョンシステム、及び／又はインプロセス検査ツール間のデータの共有は、データ圧縮
アルゴリズム、データ特徴抽出アルゴリズム、又はデータ寸法縮小アルゴリズムの使用を
介して容易にされ得る。図１４は、特徴抽出及びデータ圧縮を画像化するための教師なし
ＡＮＮベースの手法の１つの非限定的な例であり、これにより画像データは、データが獲
得される異なる物理的／地理的位置において都合よく圧縮され、送信され、且つ再構成さ
れる。
【０１５２】
＜プロセッサ＆コンピュータシステム＞
　１つ以上のプロセッサが、本明細書に開示される機械学習アルゴリズム、自動物体欠陥
分類方法、及び付加製造プロセス制御方法を実施するために利用され得る。１つ以上のプ
ロセッサは、中央処理装置（ＣＰＵ）、映像処理装置（ＧＰＵ）、汎用処理装置、又はコ
ンピューティングプラットフォームなどのハードウェアプロセッサを含み得る。１つ以上
のプロセッサは、様々な適切な集積回路、マイクロプロセッサ、論理回路などの何れかで
構成され得る。本開示はプロセッサに対する言及と共に記載されるが、他のタイプの集積
回路及び論理回路も適用可能であり得る。プロセッサは任意の適切なデータ演算能力を有
し得る。例えば、プロセッサは、５１２ビット、２５６ビット、１２８ビット、６４ビッ
ト、３２ビット、又は１６のビットのデータ演算を実行することができる。１つ以上のプ
ロセッサは、シングルコア又はマルチコアプロセッサ、或いは並列処理用に構成された複
数のプロセッサでもよい。
【０１５３】
　１つ以上のプロセッサ、或いは自動付加製造堆積装置及び制御システム自体は、より大
きなコンピュータシステムの一部であり、及び／又は、データ及び予測結果の送信と共有
を容易にするために通信インターフェースの補助によりコンピュータネットワーク（「ネ
ットワーク」）に動作可能に接続され得る。ネットワークは、ローカルエリアネットワー
ク、イントラネット、及び／又はエクストラネット、インターネットと通信するイントラ
ネット及び／又はエクストラネット、或いはインターネットであり得る。場合によっては
、ネットワークは、電気通信及び／又はデータのネットワークである。ネットワークは、
場合によってはクラウドコンピューティングなどの分散コンピューティングを可能にする
、１つ以上のコンピュータサーバーを含み得る。ネットワークは、場合によってはコンピ
ュータシステムの補助により、ピアツーピア・ネットワークを実施することができ、この
ネットワークは、コンピュータシステムに連結されたデバイスが、クライアント又はサー
バーとして作動することを可能にし得る。
【０１５４】
　コンピュータシステムはまた、メモリ又はメモリ位置（例えばランダムアクセスメモリ
、読み取り専用メモリ、フラッシュメモリ）、電子記憶装置（例えばハードディスク）、
１つ以上の他のシステムと通信するための通信インターフェース（例えばネットワークア
ダプタ）、及び、キャッシュ、他のメモリ、データ記憶装置、及び／又は電子ディスプレ
イアダプタなどの周辺機器も含み得る。メモリ、記憶装置、インターフェース、及び周辺
機器は、例えば、マザーボード上で見出されるように、通信バスを介して、１つ以上のプ
ロセッサ、例えばＣＰＵと通信することができる。記憶装置は、データを記憶するための
データ記憶ユニット（又はデータリポジトリ）であり得る。
【０１５５】
　１つ以上のプロセッサ、例えばＣＰＵは、一連の機械可読命令を実行し、この命令はプ
ログラム（又はソフトウェア）で具体化される。この命令はメモリ位置に記憶される。命
令は、本開示の方法を実行するようにＣＰＵを引き続きプログラムする或いはそのように
構成する、ＣＰＵに向けられる。ＣＰＵによって実行される操作の例は、フェッチ、デコ
ード、実行、及びライトバックを含む。ＣＰＵは集積回路などの回路の一部であり得る。
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システムの１つ以上の他のコンポーネントを回路に含めてもよい。場合によっては、回路
は特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）である。
【０１５６】
　記憶装置は、ドライバ、ライブラリ、及び保存されたプログラムなどのファイルを記憶
する。記憶装置は、ユーザーデータ、例えばユーザー指定の嗜好性、及びユーザー指定の
プログラムを記憶する。コンピュータシステムは、場合によっては、イントラネット又は
インターネットを通じてコンピュータシステムと通信状態にあるリモートサーバー上に位
置付けられるなど、コンピュータシステムの外部にある１つ以上の追加のデータ記憶ユニ
ットを含み得る。
【０１５７】
　開示された物体欠陥分類又は付加製造プロセス制御のアルゴリズムなどの、本明細書に
提供される方法及びシステムの幾つかの態様は、例えばメモリ又は電子記憶ユニットなど
、コンピュータシステムの電子記憶場所に記憶された機械（例えばプロセッサ）実行可能
なコードとして実施される。機械実行可能又は機械可読コードは、ソフトウェアの形で提
供される。使用中に、コードは１つ以上のプロセッサによって実行される。場合によって
は、コードは記憶装置から検索され、１つ以上のプロセッサによる即時のアクセスのため
にメモリに記憶される。場合によっては、電子記憶ユニットは排除され、機械実行可能な
命令がメモリに記憶される。コードは、コードを実行するように適合された１つ以上のプ
ロセッサを有する機械との使用のために事前にコンパイルされ且つ構成され、或いは実行
時にコンパイルされ得る。コードは、事前にコンパイルされた又はアズコンパイルされた
（ａｓ－ｃｏｍｐｉｌｅｄ）様式でのコードの実行を可能にするために選択される、プロ
グラミング言語で供給され得る。
【０１５８】
　この技術の様々な態様が、典型的に一種の機械可読媒体に記憶される機械（又はプロセ
ッサ）実行可能コード及び／又は関連データの形で、「製品」又は「製造用品」として考
慮され得る。機械実行可能コードは、光ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、又はブルーレ
イディスクなどの光学的に読み取り可能な媒体を含む光記憶ユニットに記憶され得る。機
械実行可能コードは、メモリ（例えば、読み取り専用メモリ、ランダムアクセスメモリ、
フラッシュメモリ）などの電子記憶ユニットに、又はハードディスクに記憶され得る。「
記憶」型の媒体は、様々な半導体メモリチップ、光学ドライブ、テープドライブ、ディス
クドライブなどの、コンピュータやプロセッサなどの有形メモリ、或いはその関連するモ
ジュールの何れか又は全てを含み、これらは、本明細書に開示される方法及びアルゴリズ
ムをコードするソフトウェアに対して任意の時点で非一時的な記憶を提供することができ
る。
【０１５９】
　ソフトウェアコードの全て又は一部が時折、インターネット又は様々な他の電気通信ネ
ットワークを介して通信され得る。そのような通信は、例えば、１つのコンピュータ又は
プロセッサから別のものへのソフトウェアのローディング、例えば、管理サーバー又はホ
ストコンピュータからアプリケーションサーバーのコンピュータプラットフォームへのソ
フトウェアのローディングを可能にする。故に、ソフトウェアでコードされた命令を伝え
るために使用される媒体の他のタイプは、有線及び光地上通信線ネットワークを介した、
及び様々な大気リンク（ａｔｍｏｓｐｈｅｒｉｃ　ｌｉｎｋ）上での、ローカルデバイス
間の物理インターフェースにわたって使用されるものなどの、光波、電波、及び電磁波を
含む。有線又は無線リンク、光リンクなどの、前記波を運ぶ物理要素も、本明細書に開示
される方法を実行するためのソフトウェアでコードされた命令を伝える媒体として考慮さ
れる。本明細書で使用されるように、非一時的で有形の「記憶」媒体に制限されない限り
、コンピュータ又は機械「可読媒体」などの用語は、実行のためにプロセッサに命令を提
供することに関与する媒体を指す。
【０１６０】
　コンピュータシステムは典型的に、例えばマシンビジョンシステムによりキャプチャさ
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れた画像を提供するための電子ディスプレイを含むか、或いはそれと通信状態にあっても
よい。ディスプレイは典型的に、ユーザーインターフェース（ＵＩ）を提供することもで
きる。ＵＩの例は、限定されないが、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）、
ウェブベースユーザーインターフェースなどを含む。
【０１６１】
＜用途＞
　開示された自動物体欠陥分類及び適応リアルタイム自由形式堆積又は接合（付加製造及
び溶接を含む）プロセス制御の方法及びシステムは、自動車産業、航空産業、医療機器産
業、家電業界などにおける部品及びアセンブリの製造を含むがこれらに限定されない、様
々な工業用の用途の何れかに使用され得る。例えば、溶接プロセスに対する高容量の用途
は、車体の溶接のための自動車産業における使用の他、井戸及び精油所の構築のためのオ
イル及びガス産業における、及び船舶（造船）産業における使用も含む。
【実施例】
【０１６２】
　これら実施例は例示目的のためだけに提供され、本明細書に提供される請求の範囲を制
限するように意図したものではない。
【０１６３】
予測的な実施例１－自動物体欠陥分類
　本明細書に開示される機械学習アルゴリズムベースの自動物体欠陥分類の方法及びシス
テムは、適応リアルタイム付加製造（又は溶接）プロセス制御を可能とするための主要な
コンポーネントを提供する。前記方法は、物体欠陥を識別し且つ特定のセットの製造品質
基準に従い欠陥を分類する目的でインプロセス又は構築後の検査データを分析するための
機械学習アルゴリズムの使用を含み、及び、幾つかの実施形態において、リアルタイム適
応プロセス制御に関する入力データを更に提供する。
【０１６４】
　図１５は、物体欠陥の分類のための教師なし機械学習プロセスに対して予想される結果
の概略図を提供する。１つ以上の自動検査ツール、例えば自動画像処理アルゴリズムと連
結されるマシンビジョンシステムは、特徴寸法、角度、表面仕上げ、及び／又は、インプ
ロセス及び構築後の製造された部品の他の特性を監視及び測定するために使用される。欠
陥は、例えば、検査データからノイズを除去し且つ基準データセット（例えば、マシンビ
ジョンツールが検査のために利用されている場合の欠陥のない部品の基準画像）を控除す
ることによって識別され、且つ、クラスター分析又は人工ニューラルネットワークなどの
教師なし機械学習アルゴリズムを使用して分類され、それにより、個々の物体を、欠陥が
監視されている特徴スペースにおける決定基準（例えば決定境界）の特定のセットを満た
すもの又は満たすことができないものとして分類する。（決定基準を満たす物体及び満た
さない物体の両方を含む）物体のセットを製造するために使用されたプロセス制御パラメ
ータ及びプロセス監視データの追跡は、製造プロセス制御の実行に使用される機械学習ア
ルゴリズムに関するトレーニングデータを提供する。
【０１６５】
予測的な実施例２－適応リアルタイム付加製造プロセス制御
　図１０は、付加製造（又は溶接）プロセスのリアルタイム適応プロセス制御のために使
用されるＡＮＮアーキテクチャの１つの非限定的な例を示す。図１０において、入力層は
、製造プロセス及び／又は製造されている部品の現在状況の指標を提供するプロセス及び
／又は物体特性データの、１つ以上のリアルタイムストリームを含む。適切な入力データ
ストリームの例は、限定されないが、プロセスシミュレーションデータ（例えば、ＦＥＡ
シミュレーションデータ）、プロセス監視又は特性評価データ、インプロセス検査データ
、構築後検査データ、又はそれらの任意の組み合わせの他、標的（又は将来の）製造状態
を達成するために次の工程動作を実行するように調整され得るプロセス制御パラメータの
リストも含む。このデータは、同じ又は異なるタイプの部品の以前の製造の実行からのプ
ロセスシミュレーションデータ、プロセス監視又は特性評価データ、インプロセス検査デ
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ータ、構築後検査データ、又はそれらの任意の組み合わせを含む１つ以上のトレーニング
データセットを使用して、多くの場合に以前にトレーニングされた、ＡＮＮに供給される
。ＡＮＮの隠された又は中間の層は、トレーニングされた特徴抽出器として作用し、一方
で図１０の例における出力層は、予測された将来の構築状態の判定を提供する。上述のよ
うに、ＡＮＮモデルは、現行の構築状態及び動作のセットに基づいて将来の構築状態を予
測するようにトレーニングされる。一旦、ＡＮＮモデルが開発されると（即ち、モデルは
将来の状態へと現行の状態及びプロセスパラメータをマッピングすることができる）、そ
の使用は、次のＮ状態に対するプロセス制御パラメータ調節のセットの判定へと拡張され
得る。ＡＮＮモデルは動作値関数の作成における第１の工程であり、（図８に図示される
ような）所定の構築工程に対する動作の次のシーケンスの判定は、適応リアルタイムプロ
セス制御を進行における第２の工程である。
【０１６６】
　幾つかの実施形態において、ニューラルネットワークモデルは、プロセス制御パラメー
タへの調節を判定するために直接使用され得る。これは典型的に、より困難な「トレーニ
ング」又は「学習」プロセスに関与する。最初に、マシンは、各入力処理制御パラメータ
又は動作に関する値の範囲から無作為に選択されることが可能となる。プロセス制御パラ
メータの調節又は動作のシーケンスは、不具合又は欠陥をもたらす場合、好ましくない（
又は負の）結果をもたらすものとしてスコア付けされる。各プロセス制御パラメータ又は
動作に関して無作為に選択された値の異なるセットを使用したプロセスの繰り返しは、望
ましい（又は正の）結果をもたらすそれらのシーケンスの強化をもたらす。最終的に、ニ
ューラルネットワークモデルは、標的の結果、即ち欠陥なしのプリント部分を達成するた
めに、堆積プロセス制御パラメータ又は動作のセット又はシーケンスに対しどのような調
整が行われるのかを「学習する」。
【０１６７】
実施例３－製造後画像特徴抽出、及び構築時間動作との相関
　図１６Ａ－Ｃは、インプロセス及び製造後の画像特徴抽出、及び部品特徴の構造時間動
作との相関の例を提供する。図１６Ａ：構築プロセス後の部品の画像が完成している。図
１６Ｂ：構築後検査出力の例（この場合、部品のコンピュータ断層撮影装置（ＣＴ）スキ
ャン）。図１６Ｃ：図１６Ｂに示されるＣＴスキャンを処理するために特徴抽出アルゴリ
ズムを用いて得られた画像。幾つかの実施形態において、自動特徴抽出により、部品特徴
を構造時間動作と相関させることが可能となる。構造中（例えば、プリント時）、プロセ
ス制御パラメータ（例えば、レーザー出力、供給速度、移動速度など）及び堆積プロセス
の結果（例えば、溶融プールの形状、溶融プールにおける欠陥など）を相関させる機械学
習モデルの構築に加えて、プロセス制御パラメータと部品の特定位置との間にマッピング
を作成することもできる。これにより、部品に対し構築後検査データを引き続きインデク
シングし、且つ、構築後検査からの所見を対象の領域に特異的なプロセス制御パラメータ
に相関させ、それにより、構築後検査データを含むように機械学習モデルを拡張すること
ができる。
【０１６８】
　本発明の好ましい実施形態が本明細書中で示され且つ記載されてきたが、このような実
施形態はほんの一例として提供されるものであることは、当業者に明らかであろう。多数
の変形、変更、及び置き換えは、本発明から逸脱することなく、当業者によって現在想到
されるものである。本明細書に記載される本発明の実施形態の様々な代案が、本発明の実
施において任意の組み合わせで利用される得ることを理解されたい。以下の特許請求の範
囲は本発明の範囲を定義するものであり、この特許請求の範囲及びその同等物の範囲内の
方法及び構造は、それにより包含されることが、意図されている。
【要約】
　付加製造プロセス及び／又は溶接プロセスの自動物体欠陥分類ならびに適応リアルタイ
ム制御のための機械学習ベースの方法及びシステムが本明細書に開示される。
【選択図】図８
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