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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　造形プレート(40)上に、造形材として、
　　最終的な造形物となるモデル材(MA)と、
　　前記モデル材(MA)が張り出した張り出し部分を支え、最終的に除去されるサポート材
(SA)と、
を少なくとも一方向に走査しながら吐出させ、かつこれを硬化させる動作を繰り返すこと
で、高さ方向に所定の厚みを有するスライスを層状に生成し、該スライスを高さ方向に積
層していくことにより造形を行う三次元造形装置であって、
　造形物を載置するための前記造形プレート(40)と、
　前記モデル材(MA)を吐出するためのモデル材吐出ノズル(21)、及び前記サポート材(SA)
を吐出するためのサポート材吐出ノズル(22)を、それぞれ一方向に複数個配列させた造形
材吐出手段と、
　回転自在に支承され、前記モデル材(MA)又はサポート材(SA)が流動可能な状態でこれを
上面から回転しながら押圧して、該モデル材(MA)又はサポート材(SA)の余剰分を掻き取る
ためのローラ部(25)と、
　前記造形材吐出手段及びローラ部(25)を備えるヘッド部(20)と、
　前記ヘッド部(20)を水平方向に往復走査させるための水平駆動手段と、
　前記ヘッド部(20)と造形プレート(40)との高さ方向の相対位置を移動させるための垂直
駆動手段と、
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　前記水平駆動手段を駆動させて、一スライス分の造形材を前記造形材吐出手段で吐出さ
せ硬化させた上で、前記垂直駆動手段を制御させて吐出位置を該硬化後のスライス上に移
動させ、さらに次層のスライス分の造形材を吐出、硬化させてスライスを順次積層するよ
う制御する制御手段(10)と、
を備え、
　前記制御手段(10)は、造形物が積層時の高さ方向において前記モデル材(MA)又はサポー
ト材(SA)が一方の造形材から他方の造形材に変化する異種界面を含む場合に、該異種界面
に対応するスライス又はその近傍のスライスに、該一方の造形材又は他方の造形材のいず
れかの造形材を吐出しない又は吐出量を減少させた中空部(ES)が形成されるように、前記
造形材吐出手段を制御するよう構成しており、
　前記制御手段(10)は、前記造形物のスライス中に前記中空部(ES)が含まれ、該中空部(E
S)に対応する位置に前記造形材吐出手段から造形材を吐出しない、又は吐出量を減少する
ように制御して該スライスの造形を終えた後、次層のスライスの造形時において、前記中
空部(ES)に対応する位置に吐出された該他方の造形材の最上面と前記ローラ部(25)とが接
触しないように、前記垂直駆動手段により前記ヘッド部(20)と造形プレート(40)との高さ
方向の相対位置を移動させるように、前記造形材吐出手段及び前記垂直駆動手段を制御し
てなることを特徴とする三次元造形装置。
【請求項２】
　請求項１に記載される三次元造形装置であって、
　前記制御手段(10)は、さらに次層以降のスライスの造形時において、前記中空部(ES)に
対応する位置に吐出された該他方の造形材の最上面と、前記ローラ部(25)とを接触させて
、該位置に吐出された該他方の造形材の余剰分が前記ローラ部(25)により掻き取られるよ
うに、前記造形材吐出手段及び前記垂直駆動手段を制御してなることを特徴とする三次元
造形装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載される三次元造形装置であって、
　前記造形物中の中空部(ES)が、前記モデル材(MA)又はサポート材(SA)の内、他方の造形
材に設けられる場合、異種界面に接した直上のスライスに設けられてなることを特徴とす
る三次元造形装置。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載される三次元造形装置であって、
　前記造形物中の中空部(ES)が、前記モデル材(MA)又はサポート材(SA)の内、一方の造形
材に設けられる場合、異種界面に接した直下、又は該位置からさらに所定のスライス分だ
け下方に離間したスライスに設けられてなることを特徴とする三次元造形装置。
【請求項５】
　造形プレート(40)上に、造形材として、
　　最終的な造形物となるモデル材(MA)と、
　　前記モデル材(MA)が張り出した張り出し部分を支え、最終的に除去されるサポート材
(SA)と、
を少なくとも一方向に走査しながら吐出させ、かつこれを硬化させる動作を繰り返すこと
で、高さ方向に所定の厚みを有するスライスを層状に生成し、該スライスを高さ方向に積
層していくことにより造形を行う三次元造形装置であって、
　造形物を載置するための前記造形プレート(40)と、
　前記モデル材(MA)を吐出するためのモデル材吐出ノズル(21)、及び前記サポート材(SA)
を吐出するためのサポート材吐出ノズル(22)を、それぞれ一方向に複数個配列させた造形
材吐出手段と、
　回転自在に支承され、前記モデル材(MA)又はサポート材(SA)が流動可能な状態でこれを
上面から回転しながら押圧して、該モデル材(MA)又はサポート材(SA)の余剰分を掻き取る
ためのローラ部(25)と、
　前記造形材吐出手段及びローラ部(25)を備えるヘッド部(20)と、
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　前記ヘッド部(20)を水平方向に往復走査させるための水平駆動手段と、
　前記ヘッド部(20)と造形プレート(40)との高さ方向の相対位置を移動させるための垂直
駆動手段と、
　前記水平駆動手段を駆動させて、一スライス分の造形材を前記造形材吐出手段で吐出さ
せ硬化させた上で、前記垂直駆動手段を制御させて吐出位置を該硬化後のスライス上に移
動させ、さらに次層のスライス分の造形材を吐出、硬化させてスライスを順次積層するよ
う制御する制御手段(10)と、
　前記垂直駆動手段による垂直方向への移動後に、前記造形材吐出手段から吐出される造
形材の種類が、モデル材(MA)又はサポート材(SA)の一方から他方に変化する際に、いずれ
かの造形材を所定数のスライス分吐出しないよう前記造形材吐出手段を制御する吐出制御
手段(13)と、
を備えており、
　前記制御手段(10)は、該モデル材(MA)又はサポート材(SA)の一方から他方に変化するス
ライスの造形の次層のスライスの造形時において、前記いずれかの造形材を所定数のスラ
イス分吐出しなかった位置に吐出された該他方の造形材の最上面と前記ローラ部(25)とが
接触しないように、前記垂直駆動手段により前記ヘッド部(20)と造形プレート(40)との高
さ方向の相対位置を移動させるように、前記造形材吐出手段及び前記垂直駆動手段を制御
してなることを特徴とする三次元造形装置。
【請求項６】
　請求項５に記載される三次元造形装置であって、
　前記吐出制御手段(13)が、前記垂直駆動手段による垂直方向への移動後に、前記造形材
吐出手段から吐出される造形材の種類が、モデル材(MA)又はサポート材(SA)の一方から他
方に変化する際に、該変化後の造形材を所定数のスライス分吐出しないよう前記造形材吐
出手段を制御することを特徴とする三次元造形装置。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載される三次元造形装置であって、
　該いずれかの造形材を所定数のスライス分除去した中空部(ES)に、余剰分を回収しない
で該いずれかの造形材が少なくとも２層分以上積層されるまで、該いずれかの造形材が前
記ローラ部(25)に接触しないように、前記スライスの所定数が前記吐出制御手段(13)によ
って設定されてなることを特徴とする三次元造形装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一に記載される三次元造形装置であって、
　造形物の走査方向における前記モデル材(MA)とサポート材(SA)とが位置するラインにお
いて、同一の往復走査で、前記モデル材(MA)とサポート材(SA)を同時に吐出させず、いず
れか一方の造形材のみを吐出、硬化させてなることを特徴とする三次元造形装置。
【請求項９】
　請求項１から７のいずれか一に記載される三次元造形装置であって、
　造形物の走査方向における前記モデル材(MA)とサポート材(SA)とが位置するラインにお
いて、同一の往復走査で、前記モデル材(MA)とサポート材(SA)とを吐出させ、又は硬化さ
せてなることを特徴とする三次元造形装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一に記載される三次元造形装置であって、
　異なる種類の造形材が接合する界面において、該界面の上側に位置する造形材が吐出、
硬化された層の厚さが、他の層の厚さよりも厚く形成されてなることを特徴とする三次元
造形装置。
【請求項１１】
　造形物を載置するための造形プレート(40)上に、造形材として、
　　最終的な造形物となるモデル材(MA)と、
　　前記モデル材(MA)が張り出した張り出し部分を支え、最終的に除去されるサポート材
(SA)と、
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を水平駆動手段で造形材吐出手段を少なくとも一方向に走査しながら吐出させ、かつこれ
を硬化させ、垂直駆動手段で吐出位置を高さ方向に相対的に移動させる動作を繰り返すこ
とで、高さ方向に所定の厚みを有するスライスを生成しながら、該スライスを高さ方向に
積層していくことにより造形を行う三次元造形方法であって、
　前記モデル材(MA)又はサポート材(SA)のいずれか一方の造形材を、該造形材を吐出する
ための造形材吐出手段により前記造形プレート(40)上に吐出させる工程と、
　該吐出された一方の造形材を、流動可能な状態で該造形材の余剰分を回収するため回転
自在に支承されたローラ部(25)で所定速度にて回転させながら回収する工程と、
　該余剰分を回収された流動可能な状態にある造形材を硬化させる工程と、
　前記垂直駆動手段で前記造形材吐出手段と造形プレート(40)との高さ方向の相対位置を
移動させる工程と、
　前記造形材吐出手段による造形材の吐出、前記ローラ部(25)による造形材の余剰分の回
収、造形材の硬化、及び前記垂直駆動手段による高さ方向への移動を繰り返しつつ、
　　前記垂直駆動手段による移動後に、前記造形材吐出手段から吐出される造形材の種類
が、モデル材(MA)又はサポート材(SA)の一方から他方に変化する場合に、いずれかの造形
材を一以上のスライス分吐出しない、又は造形材の吐出量を減少するよう前記造形材吐出
手段を制御する工程と、
　次層のスライスの造形時において、前記いずれかの造形材を一以上のスライス分吐出し
ない、又は造形材の吐出量を減少させた位置に該他方の造形材を吐出させると共に、該吐
出された他方の造形材の最上面と前記ローラ部(25)とが接触しないように、前記垂直駆動
手段により前記造形材吐出手段及びローラ部(25)を備えるヘッド部(20)と造形プレート(4
0)との高さ方向の相対位置を移動させる工程と、
を含むことを特徴とする三次元造形方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載される三次元造形方法であって、さらに、
　積層時の高さ方向において、前記モデル材(MA)又はサポート材(SA)が一方の造形材から
他方の造形材に変化する異種界面にて、前記造形材吐出手段から造形材を吐出しない、又
は吐出量を減少するように制御して該スライスの造形を終えた後、
　前記垂直駆動手段により吐出位置を相対位置を、次層のスライスの造形位置に移動させ
、該異種界面と対応する位置に該他方の造形材を吐出させ、
　該吐出された造形材の最上面と、前記ローラ部(25)とを離間させる工程と、
　さらに次層以降のスライスの造形時において、前記異種界面と対応する位置に該他方の
造形材を吐出させ、
　該吐出された造形材の最上面と、前記ローラ部(25)とを接触させて、該吐出された該他
方の造形材の余剰分を、前記ローラ部(25)により掻き取る工程と、
を含むことを特徴とする三次元造形方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載される三次元造形方法であって、
　前記造形材吐出手段により、いずれかの造形材の吐出をしない又は吐出量を制限する位
置が、前記モデル材(MA)又はサポート材(SA)の内、他方の造形材の吐出位置であって、前
記異種界面に接した直上のスライスに設けられてなることを特徴とする三次元造形方法。
【請求項１４】
　請求項１２に記載される三次元造形方法であって、
　前記造形材吐出手段により、いずれかの造形材の吐出をしない又は吐出量を制限する位
置が、前記モデル材(MA)又はサポート材(SA)の内、一方の造形材の吐出位置であって、異
種界面に接した直下、又は該位置からさらに所定のスライス分だけ下方に離間したスライ
スに設けられてなることを特徴とする三次元造形方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載される三次元造形方法であって、
　前記垂直駆動手段による垂直方向への移動後に、前記造形材吐出手段から吐出される造
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形材の種類が、モデル材(MA)又はサポート材(SA)の一方から他方に変化する際に、該変化
後の造形材を所定数のスライス分を吐出しないよう前記造形材吐出手段を制御することを
特徴とする三次元造形方法。
【請求項１６】
　造形物を載置するための造形プレート(40)上に、造形材として、
　　最終的な造形物となるモデル材(MA)と、
　　前記モデル材(MA)が張り出した張り出し部分を支え、最終的に除去されるサポート材
(SA)と、
を水平駆動手段で造形材吐出手段を少なくとも一方向に走査しながら吐出させ、前記モデ
ル材(MA)又はサポート材(SA)が流動可能な状態でこれを上面からローラ部(25)で回転させ
ながら押圧して、該モデル材(MA)又はサポート材(SA)の余剰分を掻き取り、かつこれを硬
化させ、垂直駆動手段で吐出位置を高さ方向に相対的に移動させる動作を繰り返すことで
、高さ方向に所定の厚みを有するスライスを生成しながら、該スライスを高さ方向に積層
していくことにより造形を行う三次元造形装置用の設定データ作成装置であって、
　造形物の三次元データを取得するための入力手段と、
　造形物の垂直方向で、前記造形材吐出手段から吐出される造形材の種類が、モデル材(M
A)又はサポート材(SA)の一方から他方に変化する部位において、いずれかの造形材を所定
数のスライス分除去した、又は造形材の吐出量を減少させた中空部(ES)を生成する中空部
生成手段と、
を備え、
　前記中空部(ES)に対応する位置に吐出された該他方の造形材の最上面が、ローラ部(25)
とが接触しないように、垂直駆動手段により吐出位置と造形プレート(40)との高さ方向の
相対位置を移動させるように、前記造形材吐出手段及び前記垂直駆動手段を制御してなる
ことを特徴とする三次元造形装置用の設定データ作成装置。
【請求項１７】
　請求項１６に記載される三次元造形装置用の設定データ作成装置であって、
　前記中空部(ES)を生成する位置が、前記モデル材(MA)又はサポート材(SA)が一方の造形
材から他方の造形材に変化する異種界面に接した直上のスライスに設けられてなることを
特徴とする三次元造形装置用の設定データ作成装置。
【請求項１８】
　請求項１６に記載される三次元造形装置用の設定データ作成装置であって、
　前記中空部(ES)を生成する位置が、前記モデル材(MA)又はサポート材(SA)が一方の造形
材から他方の造形材に変化する異種界面に接した直下、又は該位置からさらに所定のスラ
イス分だけ下方に離間したスライスに設けられてなることを特徴とする三次元造形装置用
の設定データ作成装置。
【請求項１９】
　造形物を載置するための造形プレート(40)上に、造形材として、
　　最終的な造形物となるモデル材(MA)と、
　　前記モデル材(MA)が張り出した張り出し部分を支え、最終的に除去されるサポート材
(SA)と、
を水平駆動手段で造形材吐出手段を少なくとも一方向に走査しながら吐出させ、前記モデ
ル材(MA)又はサポート材(SA)が流動可能な状態でこれを上面からローラ部(25)で回転させ
ながら押圧して、該モデル材(MA)又はサポート材(SA)の余剰分を掻き取り、かつこれを硬
化させ、垂直駆動手段で吐出位置を高さ方向に相対的に移動させる動作を繰り返すことで
、高さ方向に所定の厚みを有するスライスを生成しながら、該スライスを高さ方向に積層
していくことにより造形を行う三次元造形装置用の設定データ作成プログラムであって、
　造形物の三次元データを取得するための入力機能と、
　造形物の垂直方向で、前記造形材吐出手段から吐出される造形材の種類が、モデル材(M
A)又はサポート材(SA)の一方から他方に変化する部位において、いずれかの造形材を所定
数のスライス分除去した、又は造形材の吐出量を減少させた中空部(ES)を生成する中空部
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生成機能と、
をコンピュータに実現させ、前記中空部(ES)に対応する位置に吐出された該他方の造形材
の最上面が、ローラ部(25)とが接触しないように、垂直駆動手段により吐出位置と造形プ
レート(40)との高さ方向の相対位置を移動させるように、前記造形材吐出手段及び前記垂
直駆動手段を制御してなることを特徴とする三次元造形装置用の設定データ作成プログラ
ム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載される三次元造形装置用の設定データ作成プログラムであって、
　前記中空部生成機能が、造形物の垂直方向で、前記造形材吐出手段から吐出される造形
材の種類が、モデル材(MA)又はサポート材(SA)の一方から他方に変化する際に、該変化後
の造形材を所定数のスライス分除去した中空部(ES)を生成してなることを特徴とする三次
元造形装置用の設定データ作成プログラム。
【請求項２１】
　請求項１９に記載される三次元造形装置用の設定データ作成プログラムであって、
　前記中空部(ES)を生成する位置が、前記モデル材(MA)又はサポート材(SA)が一方の造形
材から他方の造形材に変化する異種界面に接した直上のスライスに設けられてなることを
特徴とする三次元造形装置用の設定データ作成プログラム。
【請求項２２】
　請求項１９に記載される三次元造形装置用の設定データ作成プログラムであって、
　前記中空部(ES)を生成する位置が、前記モデル材(MA)又はサポート材(SA)が一方の造形
材から他方の造形材に変化する異種界面に接した直下、又は該位置からさらに所定のスラ
イス分だけ下方に離間したスライスに設けられてなることを特徴とする三次元造形装置用
の設定データ作成プログラム。
【請求項２３】
　請求項１９から２２のいずれか一に記載されるプログラムを格納したコンピュータで読
み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット方式で立体造形物を作製する三次元造形装置、三次元造形方
法、三次元造形装置用の設定データ作成装置、三次元造形装置用の設定データ作成プログ
ラム並びにコンピュータで読み取り可能な記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、造形物の基礎データである３次元データを、コンピュータの画面上で任意の
姿勢に設定し、設定された姿勢に基づいて高さ方向に平行な複数の面で切断した各断面毎
のデータを生成し、この各層に関する二次元データに基づいて、樹脂を順次積層すること
よって立体造形を行い、造形物の三次元モデルとなる造形物を生成する装置が知られてい
る。
【０００３】
　製品開発において試作等に用いられるラピッド・プロトタイピング（Rapid Prototypin
g：ＲＰ）の分野で、三次元造型が可能な積層造形法が利用されている。積層造形法とし
ては、積層造形法は、製品の三次元ＣＡＤデータをスライスし、薄板を重ね合わせたよう
なものを製造の元データとして作成し、それに粉体、樹脂、鋼板、紙などの材料を積層し
て試作品を作成する。このような積層造形法としては、インクジェット法、粉末法、光造
形法、シート積層法、押し出し法等が知られている。この内、インクジェット法は、液化
した材料を噴射した後、紫外光（ＵＶ）を照射したり、冷却するなどによって層を硬化さ
せて形成する。この方法によれば、インクジェットプリンタの原理を応用できることから
、高精細化が容易となる利点が得られる。
【０００４】
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　樹脂積層方式の三次元造形装置は、最終的な造形物となるモデル材と、モデルを支える
基礎部分並びにモデル材の張り出し部分を支え、最終的に除去されるサポート材を×Ｙ方
向に走査しながら造形プレート上に吐出し、高さ方向に積層していくことにより、造形を
行う。モデル材とサポート材は紫外光を照射することにより、硬化する特性を有する樹脂
からなり、紫外光を照射する紫外光ランプはモデル材とサポート材を吐出するノズルと共
に、×Ｙ方向に走査され、ノズルから吐出されたモデル材およびサポート材に紫外光を照
射し、硬化させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００３－５３５７１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このようなインクジェット方式の三次元造型機では、各スライスに対応した各層の厚み
を均一に保つことで、高さ方向の造形精度が維持される。しかし、各層の厚みを均一に保
つために、複数のノズルが同時に吐出する樹脂の量を常に一定に制御するのは困難である
ことから、各層の造形に必要な樹脂量よりも多くしたマージンを設けて、モデル材やサポ
ート材等の造形材料を余剰に吐出する。そして樹脂の吐出後には、ノズルから吐出された
樹脂の余剰分を、回収機構で回収しながら造形を行う。このような回収機構には、ローラ
部が用いられる。図３１～図３３に、ローラ部２５で造形材の余剰分を除去する状態の斜
視図を示す。この例では、造形プレート４０上に吐出された樹脂が流動可能な状態で、そ
の表面をローラ本体２６で均す状態を示している。ローラ部２５は、回転体であるローラ
本体２６と、ローラ本体２６の表面に対して突出するように配置されたブレード２７と、
ブレード２７で掻き取られた造形材を溜めるバス２８と、バス２８に溜まった造形材を排
出する吸引パイプ２９とを備えている。ローラ本体２６はヘッド部２０の進行方向に対し
て逆回転（図３３において時計回り）に回転され、流動可能な造形材を掻き上げる。掻き
上げられた造形材は、ローラ本体２６に付着してブレード２７まで運ばれた後、ブレード
２７で掻き取られてバス２８に案内される。このためブレード２７は、バス２８に向かっ
て下り勾配の姿勢で固定される。また吸引パイプ２９は廃液経路に接続されており、ポン
プ等を用いてバス２８に溜まった造形材を吸引して、廃液タンク（図示せず）に溜める。
【０００７】
　このようなローラ部２５を用いた回収機構によって、図３２に示すように樹脂の余剰分
を回収しながら造形を行っている。しかしながら、本来であれば接触しないはずの硬化済
みの樹脂にも、ローラ部２５など機械部品の精度や、駆動部分の振動等により、図３３に
示すようにローラ部２５が接触することがある。ローラ部２５が硬化済みの樹脂に接触し
ても、図３４に示すように該硬化済み樹脂が同種の硬化済みの樹脂と一体化しており、硬
化層が十分厚い場合は、この硬化層が剥離されることはない。
【０００８】
　しかしながら、図３５に示すように硬化層が薄い場合には、接触した部分からローラ部
２５に巻き取られてしまい、樹脂回収機構内に堆積し、廃液経路の詰まりなどにつながっ
てしまうことがあった。あるいは、樹脂がすべて回収されないとしても、図３６に示すよ
うにローラ部２５に接触して部分的に剥離されることにより、皺が生じてしまい、造形物
の質を低下させてしまうという問題があった。
【０００９】
　このような硬化層が薄い場合は、層が形成され始めた部位や、図３７において網目で示
すように異なる樹脂同士の接合界面、すなわち層が切り替わる部位において発生する。こ
こで、層の変わり目においてこのような剥離を防止するため、異なる樹脂同士の界面にお
いて、これら異なる樹脂間の接合を強くすることが考えられる。この構成によれば、ロー
ラ部２５が接触しても異なる樹脂間の界面で接合が強いことから、剥離を生じ難くできる
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。しかしながら、この場合はサポート材ＳＡとモデル材ＭＡの接着力が強くなる結果、造
形後に最終造形物からサポート材ＳＡを除去する作業が却って困難になるという問題があ
った。
【００１０】
　逆に、異なる樹脂層の界面で接合を弱くすれば、造形後にサポート材ＳＡを除去する作
業が容易となり、作業性が良くなるものの、この場合は上述したローラ部２５が接触する
ことで簡単に剥離されてしまうという問題が残る。このように、ローラ部の衝突により容
易に剥離される課題と、造形後のサポート材の除去し易さを確保しようとする課題とは、
互いに相反しており、両立させることは困難であった。
【００１１】
　本発明は、従来のこのような問題点に鑑みてなされたものである。本発明の主な目的は
、最終造形物からサポート材を容易に除去する作業性を損なうことなく、硬化後の樹脂に
ローラ部が接触して樹脂が掻き取られることを回避可能とした三次元造形装置、三次元造
形方法、三次元造形装置用の設定データ作成装置、三次元造形装置用の設定データ作成プ
ログラム並びにコンピュータで読み取り可能な記録媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【００１２】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の側面に係る三次元造形装置によれば、造
形プレート４０上に、造形材として、最終的な造形物となるモデル材ＭＡと、前記モデル
材ＭＡが張り出した張り出し部分を支え、最終的に除去されるサポート材ＳＡと、を少な
くとも一方向に走査しながら吐出させ、かつこれを硬化させる動作を繰り返すことで、高
さ方向に所定の厚みを有するスライスを層状に生成し、該スライスを高さ方向に積層して
いくことにより造形を行う三次元造形装置であって、造形物を載置するための前記造形プ
レート４０と、前記モデル材ＭＡを吐出するためのモデル材吐出ノズル２１、及び前記サ
ポート材ＳＡを吐出するためのサポート材吐出ノズル２２を、それぞれ一方向に複数個配
列させた造形材吐出手段と、回転自在に支承され、前記モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡ
が流動可能な状態でこれを上面から回転しながら押圧して、該モデル材ＭＡ又はサポート
材ＳＡの余剰分を掻き取るためのローラ部２５と、前記造形材吐出手段及びローラ部２５
を備えるヘッド部２０と、前記ヘッド部２０を水平方向に往復走査させるための水平駆動
手段と、前記ヘッド部２０と造形プレート４０との高さ方向の相対位置を移動させるため
の垂直駆動手段と、前記水平駆動手段を駆動させて、一スライス分の造形材を前記造形材
吐出手段で吐出させ硬化させた上で、前記垂直駆動手段を制御させて吐出位置を該硬化後
のスライス上に移動させ、さらに次層のスライス分の造形材を吐出、硬化させてスライス
を順次積層するよう制御する制御手段１０と、を備え、前記制御手段１０は、造形物が積
層時の高さ方向において前記モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡが一方の造形材から他方の
造形材に変化する異種界面を含む場合に、該異種界面に対応するスライス又はその近傍の
スライスに、該一方の造形材又は他方の造形材のいずれかの造形材を吐出しない又は吐出
量を減少させた中空部ＥＳが形成されるように、前記造形材吐出手段を制御するよう構成
できる。さらに前記制御手段１０は、前記造形物のスライス中に前記中空部ＥＳが含まれ
、該中空部ＥＳに対応する位置に前記造形材吐出手段から造形材を吐出しない、又は吐出
量を減少するように制御して該スライスの造形を終えた後、次層のスライスの造形時にお
いて、前記中空部ＥＳに対応する位置に吐出された該他方の造形材の最上面と前記ローラ
部２５とが接触しないように、前記垂直駆動手段により前記ヘッド部２０と造形プレート
４０との高さ方向の相対位置を移動させるように、前記造形材吐出手段及び前記垂直駆動
手段を制御できる。これにより、中空部に対応する位置に吐出された造形材は、ローラ部
により掻き取られないように最上面をローラ部よりも下方に離間させることができ、層の
剥離や誤回収等の問題を有効に回避できる。
【００１３】
　また第２の側面に係る三次元造形装置によれば、前記制御手段１０は、さらに次層以降
のスライスの造形時において、前記中空部ＥＳに対応する位置に吐出された該他方の造形
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材の最上面と、前記ローラ部２５とを接触させて、該位置に吐出された該他方の造形材の
余剰分が前記ローラ部２５により掻き取られるように、前記造形材吐出手段及び前記垂直
駆動手段を制御することができる。
【００１４】
　さらに第３の側面に係る三次元造形装置によれば、前記造形物中の中空部ＥＳが、前記
モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの内、他方の造形材に設けられる場合、異種界面に接し
た直上のスライスに設けることができる。
【００１５】
　さらにまた第４の側面に係る三次元造形装置によれば、前記造形物中の中空部ＥＳが、
前記モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの内、一方の造形材に設けられる場合、異種界面に
接した直下、又は該位置からさらに所定のスライス分だけ下方に離間したスライスに設け
ることができる。
【００１６】
　さらにまた第５の側面に係る三次元造形装置によれば、造形プレート４０上に、造形材
として、最終的な造形物となるモデル材ＭＡと、前記モデル材ＭＡが張り出した張り出し
部分を支え、最終的に除去されるサポート材ＳＡと、を少なくとも一方向に走査しながら
吐出させ、かつこれを硬化させる動作を繰り返すことで、高さ方向に所定の厚みを有する
スライスを層状に生成し、該スライスを高さ方向に積層していくことにより造形を行う三
次元造形装置であって、造形物を載置するための前記造形プレート４０と、前記モデル材
ＭＡを吐出するためのモデル材吐出ノズル２１、及び前記サポート材ＳＡを吐出するため
のサポート材吐出ノズル２２を、それぞれ一方向に複数個配列させた造形材吐出手段と、
回転自在に支承され、前記モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡが流動可能な状態でこれを上
面から回転しながら押圧して、該モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの余剰分を掻き取るた
めのローラ部２５と、前記造形材吐出手段及びローラ部２５を備えるヘッド部２０と、前
記ヘッド部２０を水平方向に往復走査させるための水平駆動手段と、前記ヘッド部２０と
造形プレート４０との高さ方向の相対位置を移動させるための垂直駆動手段と、前記水平
駆動手段を駆動させて、一スライス分の造形材を前記造形材吐出手段で吐出させ硬化させ
た上で、前記垂直駆動手段を制御させて吐出位置を該硬化後のスライス上に移動させ、さ
らに次層のスライス分の造形材を吐出、硬化させてスライスを順次積層するよう制御する
制御手段１０と、前記垂直駆動手段による垂直方向への移動後に、前記造形材吐出手段か
ら吐出される造形材の種類が、モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの一方から他方に変化す
る際に、いずれかの造形材を所定数のスライス分吐出しないよう前記造形材吐出手段を制
御する吐出制御手段１３とを備えることができる。さらに前記制御手段１０は、該モデル
材ＭＡ又はサポート材ＳＡの一方から他方に変化するスライスの造形の次層のスライスの
造形時において、前記いずれかの造形材を所定数のスライス分吐出しなかった位置に吐出
された該他方の造形材の最上面と前記ローラ部２５とが接触しないように、前記垂直駆動
手段により前記ヘッド部２０と造形プレート４０との高さ方向の相対位置を移動させるよ
うに、前記造形材吐出手段及び前記垂直駆動手段を制御できる。これにより、モデル材と
サポート材という異なる造形材同士の界面において、いずれかの造形材を所定数のスライ
ス分抜くことで、抜かれたスライス分の中空部分を高さ方向に生じさせて、ローラ部が造
形材の表面に接触しないようにでき、硬化した造形材をローラ部で回収してしまうことを
回避できる。
【００１７】
　さらにまた第６の側面に係る三次元造形装置によれば、前記吐出制御手段１３が、前記
垂直駆動手段による垂直方向への移動後に、前記造形材吐出手段から吐出される造形材の
種類が、モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの一方から他方に変化する際に、該変化後の造
形材を所定数のスライス分吐出しないよう前記造形材吐出手段を制御することができる。
これにより、モデル材とサポート材という異なる造形材同士の界面において、直後に積層
されるスライスを所定数分抜くことで、抜かれたスライス分の中空部分を高さ方向に生じ
させて、ローラ部が造形材の表面に接触しないようにでき、硬化した造形材をローラ部で
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回収してしまうことを回避できる。
【００１８】
　さらにまた第７の側面に係る三次元造形装置によれば、該いずれかの造形材を所定数の
スライス分除去した中空部ＥＳに、余剰分を回収しないで該いずれかの造形材が少なくと
も２層分以上積層されるまで、該いずれかの造形材が前記ローラ部に接触しないように、
前記スライスの所定数が前記吐出制御手段１３によって設定することができる。これによ
り、造形材が仮にローラ部に接触しても、最早造形材が層ごと剥離されたり、あるいは硬
化済みの造形材が誤回収されることがない程に、造形材の厚さが十分厚くなるまでは、造
形材がローラ部に接触しないように、中空部の高さが設定されているため、このような事
態を効果的に回避して安定的な造形が実現される。
　さらにまた実施の形態に係る三次元造形装置によれば、さらに前記モデル材ＭＡ及びサ
ポート材ＳＡを硬化させるための硬化手段２４を備え、前記制御手段１０が、前記水平駆
動手段で前記ヘッド部２０を一方向に往復走査させて、該往復走査の往路又は復路の少な
くともいずれか一方で、前記造形材吐出手段により前記モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡ
の一方を前記造形プレート４０上に吐出させ、該往復走査の復路又は往路の少なくともい
ずれか一方で、流動可能な状態にあるモデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの一方の余剰分を
、前記ローラ部２５により回収し、該往復走査の往路又は復路の少なくともいずれか一方
で、前記硬化手段２４により前記モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの一方を硬化させるこ
とにより、さらに該往復走査の復路又は往路の少なくともいずれか一方で、前記造形材吐
出手段により前記モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの他方を前記造形プレート４０上に吐
出させ、該往復走査の往路又は復路の少なくともいずれか一方で、流動可能な状態にある
モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの他方の余剰分を、前記ローラ部２５により回収し、該
往復走査の復路又は往路の少なくともいずれか一方で、前記硬化手段２４により前記モデ
ル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの他方を硬化させることにより、前記スライスを生成し、前
記垂直駆動手段で高さ方向に前記造形プレート４０とヘッド部２０の相対位置を移動させ
て、前記スライスの積層を繰り返すことにより造形を実行するよう制御することができる
。これにより、モデル材とサポート材とを個別に、余剰分の回収と硬化とを行わせること
ができ、これらの界面におけるモデル材とサポート材の混合を回避して、造形物の品質を
向上させることができる。
【００１９】
　さらにまた第８の側面に係る三次元造形装置によれば、造形物の走査方向における前記
モデル材ＭＡとサポート材ＳＡとが位置するラインにおいて、同一の往復走査で、前記モ
デル材ＭＡとサポート材ＳＡを同時に吐出させず、いずれか一方の造形材のみを吐出、硬
化させることができる。これにより、同一の往復走査で、モデル材とサポート材を同時に
吐出せず、いずれか一方のみを吐出、硬化させることで、同一ライン上で隣接するモデル
材とサポート材との界面が共に未硬化となって混合する事態を回避でき、界面を綺麗に成
形できる利点が得られる。
【００２０】
　さらにまた第９の側面に係る三次元造形装置によれば、造形物の走査方向における前記
モデル材ＭＡとサポート材ＳＡとが位置するラインにおいて、同一の往復走査で、前記モ
デル材ＭＡとサポート材ＳＡとを吐出させ、又は硬化させることができる。これにより、
同一の往復走査で、モデル材とサポート材を同時に形成でき、造形時間の短縮化を図るこ
とができる。
【００２１】
　さらにまた実施の形態に係る三次元造形装置によれば、前記モデル材ＭＡとサポート材
ＳＡとの界面における接合力を、前記モデル材ＭＡ同士又は前記サポート材ＳＡ同士の接
合力よりも弱くすることができる。これにより、モデル材とサポート材との界面の接合を
弱くして、最終造形物からサポート材を除去する作業を容易にする一方で、異種界面での
樹脂の剥離や誤回収を回避できる。
【００２２】
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　さらにまた第１０の側面に係る三次元造形装置によれば、異なる種類の造形材が接合す
る界面において、該界面の上側に位置する造形材が吐出、硬化された層の厚さが、他の層
の厚さよりも厚く形成させることができる。これによって、異なる樹脂同士の界面におい
ても、層を厚くすることでローラ部による誤回収の可能性を低減できる。
【００２３】
　さらにまた実施の形態に係る三次元造形装置によれば、該いずれかの造形材を所定数の
スライス分除去した中空部ＥＳに、余剰分を回収しないで該いずれかの造形材が少なくと
も２層分以上積層されるまで、該いずれかの造形材が前記ローラ部に接触しないように、
前記スライスの所定数が前記吐出制御手段１３によって設定することができる。これによ
り、造形材が仮にローラ部に接触しても、最早造形材が層ごと剥離されたり、あるいは硬
化済みの造形材が誤回収されることがない程に、造形材の厚さが十分厚くなるまでは、造
形材がローラ部に接触しないように、中空部の高さが設定されているため、このような事
態を効果的に回避して安定的な造形が実現される。
【００２４】
　さらにまた実施の形態に係る三次元造形装置によれば、前記吐出制御手段１３が、前記
造形材吐出手段から吐出される造形材がサポート材ＳＡからモデル材ＭＡに切り替わった
後の、モデル材ＭＡを少なくとも１層分又は２層分吐出しないよう、前記造形材吐出手段
を制御することができる。これにより、層を抜くことでローラが接触しないように高低差
を設けることができ、硬化したモデル材をローラ部で回収してしまうことを回避できる。
【００２５】
　さらにまた実施の形態に係る三次元造形装置によれば、前記吐出制御手段１３が、前記
造形材吐出手段から吐出される造形材がモデル材ＭＡからサポート材ＳＡに切り替わった
後の、サポート材ＳＡを少なくとも１層分又は２層分吐出しないよう、前記造形材吐出手
段を制御することができる。これにより、層を抜くことでローラが接触しないように高低
差を設けることができ、硬化したサポート材をローラ部で回収してしまうことを回避でき
る。
【００２６】
　さらにまた実施の形態に係る三次元造形装置によれば、前記吐出制御手段１３が、造形
材を吐出しないスライスを決定するため、各スライスにおける吐出の有無の論理積を取っ
て演算することができる。
【００２７】
　さらにまた第１１の側面に係る三次元造形方法によれば、造形物を載置するための造形
プレート４０上に、造形材として、最終的な造形物となるモデル材ＭＡと、前記モデル材
ＭＡが張り出した張り出し部分を支え、最終的に除去されるサポート材ＳＡと、を水平駆
動手段で造形材吐出手段を少なくとも一方向に走査しながら吐出させ、かつこれを硬化さ
せ、垂直駆動手段で吐出位置を高さ方向に相対的に移動させる動作を繰り返すことで、高
さ方向に所定の厚みを有するスライスを生成しながら、該スライスを高さ方向に積層して
いくことにより造形を行う三次元造形方法であって、前記モデル材ＭＡ又はサポート材Ｓ
Ａのいずれか一方の造形材を、該造形材を吐出するための造形材吐出手段により前記造形
プレート４０上に吐出させる工程と、該吐出された一方の造形材を、流動可能な状態で該
造形材の余剰分を回収するため回転自在に支承されたローラ部２５で所定速度にて回転さ
せながら回収する工程と、該余剰分を回収された流動可能な状態にある造形材を、硬化さ
せる工程と、前記垂直駆動手段で前記造形材吐出手段と造形プレート４０との高さ方向の
相対位置を移動させる工程と、前記造形材吐出手段による造形材の吐出、前記ローラ部２
５による造形材の余剰分の回収、造形材の硬化、及び前記垂直駆動手段による高さ方向へ
の移動を繰り返しつつ、前記垂直駆動手段による移動後に、前記造形材吐出手段から吐出
される造形材の種類が、モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの一方から他方に変化する場合
に、いずれかの造形材を一以上のスライス分吐出しない、又は造形材の吐出量を減少する
よう前記造形材吐出手段を制御する工程と、次層のスライスの造形時において、前記いず
れかの造形材を一以上のスライス分吐出しない、又は造形材の吐出量を減少させた位置に
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該他方の造形材を吐出させると共に、該吐出された他方の造形材の最上面と前記ローラ部
２５とが接触しないように、前記垂直駆動手段により前記造形材吐出手段及びローラ部２
５を備えるヘッド部２０と造形プレート４０との高さ方向の相対位置を移動させる工程と
を含むことができる。これにより、モデル材とサポート材という異なる造形材同士の界面
において、いずれかの造形材を所定数のスライス分を抜くことで、抜かれたスライス分の
中空部分を高さ方向に生じさせて、ローラ部が造形材の表面に接触しないようにでき、硬
化した造形材をローラ部で回収してしまうことを回避できる。特に、異種の造形材同士の
接合部付近で、同種の層が薄いところでは、ローラ部が接触しないように高低差を設ける
ことができ、ローラ部による誤回収や剥離を防止できる。また、このような誤回収や剥離
を効果的に阻止できることから、モデル材とサポート材の接合力を弱くすることができ、
造形後にサポート材を除去する作業を容易にできる利点も得られる。
【００２８】
　さらにまた第１２の側面に係る三次元造形方法によれば、さらに積層時の高さ方向にお
いて、前記モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡが一方の造形材から他方の造形材に変化する
異種界面にて、前記造形材吐出手段から造形材を吐出しない、又は吐出量を減少するよう
に制御して該スライスの造形を終えた後、前記垂直駆動手段により吐出位置を相対位置を
、次層のスライスの造形位置に移動させ、該異種界面と対応する位置に該他方の造形材を
吐出させ、該吐出された造形材の最上面と、前記ローラ部２５とを離間させる工程と、さ
らに次層以降のスライスの造形時において、前記異種界面と対応する位置に該他方の造形
材を吐出させ、該吐出された造形材の最上面と、前記ローラ部２５とを接触させて、該吐
出された該他方の造形材の余剰分を、前記ローラ部２５により掻き取る工程と、を含むこ
とができる。
【００２９】
　さらにまた第１３の側面に係る三次元造形方法によれば、前記造形材吐出手段により、
いずれかの造形材の吐出をしない又は吐出量を制限する位置が、前記モデル材ＭＡ又はサ
ポート材ＳＡの内、他方の造形材の吐出位置であって、前記異種界面に接した直上のスラ
イスに設けることができる。
【００３０】
　さらにまた第１４の側面に係る三次元造形方法によれば、前記造形材吐出手段により、
いずれかの造形材の吐出をしない又は吐出量を制限する位置が、前記モデル材ＭＡ又はサ
ポート材ＳＡの内、一方の造形材の吐出位置であって、異種界面に接した直下、又は該位
置からさらに所定のスライス分だけ下方に離間したスライスに設けることができる。
【００３１】
　さらにまた第１５の側面に係る三次元造形方法によれば、前記垂直駆動手段による垂直
方向への移動後に、前記造形材吐出手段から吐出される造形材の種類が、モデル材ＭＡ又
はサポート材ＳＡの一方から他方に変化する際に、該変化後の造形材を所定数のスライス
分を吐出しないよう前記造形材吐出手段を制御することができる。これにより、モデル材
とサポート材という異なる造形材同士の界面において、直後に積層されるスライスを所定
数分抜くことで、抜かれたスライス分の中空部分を高さ方向に生じさせて、ローラ部が造
形材の表面に接触しないようにでき、硬化した造形材をローラ部で回収してしまうことを
回避できる。
【００３２】
　さらにまた第１６の側面に係る三次元造形装置用の設定データ作成装置によれば、造形
物を載置するための造形プレート４０上に、造形材として、最終的な造形物となるモデル
材ＭＡと、前記モデル材ＭＡが張り出した張り出し部分を支え、最終的に除去されるサポ
ート材ＳＡと、を水平駆動手段で造形材吐出手段を少なくとも一方向に走査しながら吐出
させ、前記モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡが流動可能な状態でこれを上面からローラ部
２５で回転させながら押圧して、該モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの余剰分を掻き取り
、かつこれを硬化させ、垂直駆動手段で吐出位置を高さ方向に相対的に移動させる動作を
繰り返すことで、高さ方向に所定の厚みを有するスライスを生成しながら、該スライスを
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高さ方向に積層していくことにより造形を行う三次元造形装置用の設定データ作成装置で
あって、造形物の三次元データを取得するための入力手段と、造形物の垂直方向で、前記
造形材吐出手段から吐出される造形材の種類が、モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの一方
から他方に変化する部位において、いずれかの造形材を所定数のスライス分除去した、又
は造形材の吐出量を減少させた中空部ＥＳを生成する中空部生成手段とを備え、前記中空
部ＥＳに対応する位置に吐出された該他方の造形材の最上面が、ローラ部２５とが接触し
ないように、垂直駆動手段により吐出位置と造形プレート４０との高さ方向の相対位置を
移動させるように、前記造形材吐出手段及び前記垂直駆動手段を制御することができる。
これにより、モデル材とサポート材という異なる造形材同士の界面において、いずれかの
造形材を所定数のスライス分抜くことで、抜かれたスライス分の中空部分を高さ方向に生
じさせて、ローラ部が造形材の表面に接触しないようにでき、硬化した造形材をローラ部
で回収してしまうことを回避できる。
【００３３】
　さらにまた第１７の側面に係る三次元造形装置用の設定データ作成装置によれば、前記
中空部ＥＳを生成する位置を、前記モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡが一方の造形材から
他方の造形材に変化する異種界面に接した直上のスライスに設けることができる。
【００３４】
　さらにまた第１８の側面に係る三次元造形装置用の設定データ作成装置によれば、前記
中空部ＥＳを生成する位置を、前記モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡが一方の造形材から
他方の造形材に変化する異種界面に接した直下、又は該位置からさらに所定のスライス分
だけ下方に離間したスライスに設けることができる。
【００３５】
　さらにまた第１９の側面に係る三次元造形装置用の設定データ作成プログラムによれば
、造形物を載置するための造形プレート４０上に、造形材として、最終的な造形物となる
モデル材ＭＡと、前記モデル材ＭＡが張り出した張り出し部分を支え、最終的に除去され
るサポート材ＳＡと、を水平駆動手段で造形材吐出手段を少なくとも一方向に走査しなが
ら吐出させ、前記モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡが流動可能な状態でこれを上面からロ
ーラ部２５で回転させながら押圧して、該モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの余剰分を掻
き取り、かつこれを硬化させ、垂直駆動手段で吐出位置を高さ方向に相対的に移動させる
動作を繰り返すことで、高さ方向に所定の厚みを有するスライスを生成しながら、該スラ
イスを高さ方向に積層していくことにより造形を行う三次元造形装置用の設定データ作成
プログラムであって、造形物の三次元データを取得するための入力機能と、造形物の垂直
方向で、前記造形材吐出手段から吐出される造形材の種類が、モデル材ＭＡ又はサポート
材ＳＡの一方から他方に変化する部位において、いずれかの造形材を所定数のスライス分
除去した、又は造形材の吐出量を減少させた中空部ＥＳを生成する中空部生成機能と、を
コンピュータに実現させ、前記中空部ＥＳに対応する位置に吐出された該他方の造形材の
最上面が、ローラ部２５とが接触しないように、垂直駆動手段により吐出位置と造形プレ
ート４０との高さ方向の相対位置を移動させるように、前記造形材吐出手段及び前記垂直
駆動手段を制御することができる。これにより、モデル材とサポート材という異なる造形
材同士の界面において、いずれかの造形材を所定数のスライス分抜くことで、抜かれたス
ライス分の中空部分を高さ方向に生じさせて、ローラ部が造形材の表面に接触しないよう
にでき、硬化した造形材をローラ部で回収してしまうことを回避できる。
【００３６】
　さらにまた第２０の側面に係る三次元造形装置用の設定データ作成プログラムによれば
、前記中空部生成機能が、造形物の垂直方向で、前記造形材吐出手段から吐出される造形
材の種類が、モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの一方から他方に変化する際に、該変化後
の造形材を所定数のスライス分除去した中空部ＥＳを生成することができる。これにより
、モデル材とサポート材という異なる造形材同士の界面において、直後に積層されるスラ
イスを所定数分抜くことで、抜かれたスライス分の中空部分を高さ方向に生じさせて、ロ
ーラ部が造形材の表面に接触しないようにでき、硬化した造形材をローラ部で回収してし
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まうことを回避できる。
【００３７】
　さらにまた第２１の側面に係る三次元造形装置用の設定データ作成プログラムによれば
、前記中空部ＥＳを生成する位置を、前記モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡが一方の造形
材から他方の造形材に変化する異種界面に接した直上のスライスに設けることができる。
【００３８】
　さらにまた第２２の側面に係る三次元造形装置用の設定データ作成プログラムによれば
、前記中空部ＥＳを生成する位置を、前記モデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡが一方の造形
材から他方の造形材に変化する異種界面に接した直下、又は該位置からさらに所定のスラ
イス分だけ下方に離間したスライスに設けることができる。
【００３９】
　さらにまた第２３の側面に係るコンピュータで読み取り可能な記録媒体は、上記プログ
ラムを格納したものである。記録媒体には、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷやフレ
キシブルディスク、磁気テープ、ＭＯ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－Ｒ、
ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ、Ｂｌｕ－ｒａｙ、ＨＤ　ＤＶＤ（ＡＯＤ）等
の磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、半導体メモリその他のプログラムを格納
可能な媒体が含まれる。またプログラムには、上記記録媒体に格納されて配布されるもの
の他、インターネット等のネットワーク回線を通じてダウンロードによって配布される形
態のものも含まれる。さらに記録媒体にはプログラムを記録可能な機器、例えば上記プロ
グラムがソフトウエアやファームウエア等の形態で実行可能な状態に実装された汎用もし
くは専用機器を含む。さらにまたプログラムに含まれる各処理や機能は、コンピュータで
実行可能なプログラムソフトウエアにより実行してもよいし、各部の処理を所定のゲート
アレイ（ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣ）等のハードウエア、又はプログラムソフトウエアとハード
ウエアの一部の要素を実現する部分的ハードウエアモジュールとが混在する形式で実現し
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】実施例１に係る三次元造形装置を示すブロック図である。
【図２】変形例に係る三次元造形装置を示すブロック図である。
【図３】ヘッド部がＸＹ方向に移動される様子を示す平面図である。
【図４】ヘッド部の外観を示す斜視図である。
【図５】ローラ部で造形材の余剰分を除去する状態を示す斜視図である。
【図６】ローラ部の吐出ノズルとローラ本体の幅を示す模式平面図である。
【図７】造形物の同一層を複数の領域に分けて造形した状態を示す模式断面図である。
【図８】図８（ａ）はローラ部で樹脂の余剰分を回収した直後の理論上の形態、図８（ｂ
）は図８（ａ）の樹脂が自重で変形する様子を示す模式断面図である。
【図９】複数層を積層する状態を示す模式断面図である。
【図１０】モデル材とサポート材の界面の混ざりを軽減する様子を示す模式図である。
【図１１】図１０の手順を示すフローチャートである。ステップＳ１
【図１２】評価試験で造形した造形材を示す斜視図である。
【図１３】図１３（ａ）は造形物を示す模式断面図、図１３（ｂ）は仮想的に中空部を設
けた状態を示す模式断面図である。
【図１４】図１４（ａ）は、図１３（ａ）の各スライスを同時造形で造形する際の造形順
序を示す模式断面図、図１４（ｂ）は、図１３（ｂ）の造形物を実施例１に係る同時造形
で造形する際の造形順序を示す模式断面図である。
【図１５】図１４（ｂ）の造形物を、スライスＳ１～Ｓ５まで造形した様子を示す模式断
面図である。
【図１６】図１５の状態から、スライスＳ６を造形する様子を示す模式断面図である。
【図１７】図１６の状態から更にスライスＳ７及び８を造形する様子を示す模式断面図で
ある。
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【図１８】図１３（ｂ）の造形物を実施例２に係る個別造形で、スライスＳ１～Ｓ４まで
造形した様子を示す模式断面図である。
【図１９】図１８の状態から、モデル材とサポート材を個別に造形する様子を示す模式断
面図である。
【図２０】図１９の状態から更に、モデル材とサポート材を個別に造形する様子を示す模
式断面図である。
【図２１】図２１（ａ）は、図１３（ａ）の各スライスを個別造形でモデル材、サポート
材を造形する順序を示す模式断面図、図２１（ｂ）は、図１３（ｂ）を実際に造形する際
のモデル材、サポート材の造形順序を示す模式断面図である。
【図２２】図２２（ａ）は実施例３に係る、吐出量を制限した中空部を設けた造形物を示
す断面図、図２２（ｂ）は図２２（ａ）の造形物をスライスＳ１～Ｓ４まで積層した状態
を示す断面図、図２２（ｃ）は図２２（ｂ）に更にスライスＳ５を積層した状態を示す断
面図、図２２（ｄ）は図２２（ｃ）に更にスライスＳ６を積層した状態を示す断面図であ
る。
【図２３】図２３（ａ）は、造形物を示す断面図、図２３（ｂ）は図２３（ａ）の造形物
に実施例４に係るサポート材側に中空部を設ける例を示す断面図である。
【図２４】図２４（ａ）は、図２３（ｂ）に示す実施例４に係るサポート材側に中空部を
設けた造形物の断面図、図２４（ｂ）は図２４（ａ）の造形物のスライスＳ３を造形する
様子を示す断面図、図２４（ｃ）は図２４（ｂ）に更にスライスＳ４を積層する様子を示
す断面図、図２４（ｄ）は図２４（ｃ）に更にスライスＳ５を積層する様子を示す断面図
、図２４（ｅ）は図２４（ｄ）に更にスライスＳ６を積層する様子を示す断面図である。
【図２５】図２５（ａ）は、実施例５に係る中空部ＥＳを異種界面の下方に離間させて設
けた造形物を示す断面図、図２５（ｂ）は、図２５（ａ）の造形物のスライスＳ２を造形
する様子を示す断面図、図２５（ｃ）は図２５（ｂ）に更にスライスＳ３を積層する様子
を示す断面図、図２５（ｄ）は図２５（ｃ）に更にスライスＳ４を積層する様子を示す断
面図、図２５（ｅ）は図２５（ｄ）に更にスライスＳ５を積層する様子を示す断面図であ
る。
【図２６】造形物データから吐出データを生成する手順の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２７】中空部を演算するためスライスＳ３の吐出可否を演算する様子を示す模式断面
図である。
【図２８】中空部を演算するためスライスＳ４の吐出可否を演算する様子を示す模式断面
図である。
【図２９】中空部を演算するためスライスＳ５の吐出可否を演算する様子を示す模式断面
図である。
【図３０】造形材吐出手段が吐出可否を決定する手順を示すフローチャートである。
【図３１】ローラ部の構造を示す斜視図である。
【図３２】ローラ部で未硬化の樹脂の余剰分を回収する様子を示す模式図である。
【図３３】ローラ部が硬化済みの樹脂に意図せず接触する様子を示す模式図である。
【図３４】ローラ部が厚い既硬化層の樹脂に接触する様子を示す模式図である。
【図３５】硬化済みの薄い樹脂層がローラ部に接触して巻き取られる様子を示す模式図で
ある。
【図３６】硬化済みの薄い樹脂層がローラ部に接触して皺が生じる様子を示す模式図であ
る。
【図３７】造形物の、異なる樹脂の接合界面を示す斜視図である。
【図３８】三次元造形装置用の設定データ作成装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態
は、本発明の技術思想を具体化するための三次元造形装置、三次元造形方法、三次元造形
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装置用の設定データ作成装置、三次元造形装置用の設定データ作成プログラム並びにコン
ピュータで読み取り可能な記録媒体を例示するものであって、本発明は三次元造形装置、
三次元造形方法、三次元造形装置用の設定データ作成装置、三次元造形装置用の設定デー
タ作成プログラム並びにコンピュータで読み取り可能な記録媒体を以下のものに特定しな
い。また、本明細書は特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するも
のでは決してない。特に実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その
相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨
ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、
説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称
、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さら
に、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要
素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現する
こともできる。
（実施例１）
【００４２】
　図１に、本発明の実施例１に係る三次元造形システム１００のブロック図を示す。ここ
では、三次元造形装置の一例として、インクジェット方式の三次元造形装置に適用する例
を説明する。この三次元造形システム１００は、造形材を流動状態でインクジェット方式
によって吐出、硬化させ、これを積層することによって任意の造形物を製造するものであ
る。造形材には、最終的な造形物を構成するモデル材ＭＡと、このモデル材ＭＡが張り出
した張り出し部分を支えるために造形され、最終的に除去されるサポート材ＳＡとが利用
される。
【００４３】
　図１に示す三次元造形システム１００は、三次元造形装置２に造形物データならびに造
形条件である設定データを送出する設定データ作成装置１（図１ではコンピュータＰＣ）
と、三次元造形装置２で構成される。三次元造形装置２は、制御手段１０と、ヘッド部２
０と、造形プレート４０とを備える。ヘッド部２０は、造形材吐出手段として、モデル材
ＭＡを吐出するモデル材吐出ノズル２１と、サポート材ＳＡを吐出するサポート材吐出ノ
ズル２２を備えている。またこれらの吐出された造形材から余剰分を掻き取ることにより
、その時点での造形物の最上層の厚みの適正化を図ると共に、造形材の表面を平滑化する
ためのローラ部２５と、造形材を硬化させる硬化手段２４も、ヘッド部２０に備えられる
。さらにヘッド部２０を水平方向において、モデル材吐出ノズル２１とサポート材吐出ノ
ズル２２から造形材を液体又は流体状態でインクジェット方式によって、造形プレート４
０上の適切な位置に吐出させるために、往復走査するＸ方向と、このＸ方向に直交するＹ
方向に走査させるための水平駆動手段、及びヘッド部２０と造形プレート４０との高さ方
向の相対位置を移動させるための垂直駆動手段として、ＸＹ方向駆動部３１及びＺ方向駆
動部３２を備えている。ここで、Ｙ方向とはモデル材吐出ノズル２１及びサポート材吐出
ノズルが有する複数のオリフィスが配列した並び方向であり、Ｘ方向は水平面内において
このＹ方向と直交する方向である。
【００４４】
　コンピュータＰＣは、三次元形状の造形物の基礎データ、例えば三次元ＣＡＤ等で設計
されたモデルデータの入力を外部から受けると、まずこのＣＡＤデータを、例えばＳＴＬ
（Stereo Lithography Data）データに変換し、更にこのＳＴＬデータを複数の薄い断面
体にスライスして得られる断面データを生成し、そしてこのスライスデータを、一括又は
各スライス層単位にて三次元造形装置２に対して送信を行う設定データ作成装置１として
機能する。この際、三次元ＣＡＤ等で設計されたモデルデータ（実際は、変換後のＳＴＬ
データ）の造形プレート４０上における姿勢の決定に対応し、この姿勢におけるモデル材
ＭＡにて形成されるモデルを支持することが必要な空間又は箇所に対して、サポート材Ｓ
Ａを設ける位置の設定が行われ、これらのデータを元に各層に対応するスライスデータが
形成される。制御手段１０は、コンピュータＰＣからの断面データを取り込み、そのデー
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タに従ってヘッド部２０、ＸＹ方向駆動部３１及びＺ方向駆動部３２を制御する。この制
御手段１０の制御により、ＸＹ方向駆動部３１が作動すると共に、ヘッド部２０のモデル
材吐出ノズル２１及びサポート材吐出ノズル２２より造形材としてのモデル材ＭＡならび
にサポート材ＳＡを、小滴として造形プレート４０上の適切な位置に吐出することにより
、コンピュータＰＣから与えられた断面データに基づく断面形状が造形される。そして造
形プレート４０上に吐出された造形材の一であるモデル材ＭＡは少なくとも硬化されて液
体又は流体状態から固体に変化して硬化する。このような動作によって一層分の断面体す
なわちスライスが作り出される。なお、スライスデータは、三次元造形装置２側で生成し
てもよいが、その際においても、各スライス層の厚み等のオペレータが決定しなくてはな
らない造形パラメータはコンピュータＰＣ側から三次元造形装置２へ送信しなければなら
ない。
（スライス）
【００４５】
　ここで「スライス」とは、造形物のｚ方向の積層単位であり、スライス数は高さを積層
厚で除算した値となる。実際には、各スライスの厚みを決定する要件としては、各吐出ノ
ズルからの吐出可能な最小限の単位吐出量やローラ部２５のローラの上下方向における偏
心によるばらつき等によって、設定可能な最小の厚みが決定される。このような観点に基
づいて設定された値をスライスの最小値として、後は、ユーザが造形物に対して、求める
、例えば、造形精度や造形速度の観点から各スライス量を最終的に決定できる。つまり、
ユーザが造形精度を優先することを選択すれば、上述したスライス最小値又はその近傍の
値にて各スライス量を決定し、一方造形速度を優先すれば、最低限の造形精度を維持した
各スライス量を決定することができる。または、別の方法としては、造形精度と造形速度
の比率をユーザに感覚的に選択させる方法や、ユーザに許容可能な最大造形時間を入力さ
せることにより、いくつかの造形時間と造形精度の組み合わせを候補として表示し、その
中からユーザが好む条件を選択させることも可能である。
【００４６】
　また、一つのスライスデータに対する造形行為は、少なくともヘッド部２０をＸ方向（
ヘッド部２０の主走査方向）に往復動作する際の少なくとも往路又は復路にてモデル材吐
出ノズル２１とサポート材吐出ノズル２２から造形材を液体又は流体状態でインクジェッ
ト方式によって吐出させ、造形プレート４０上に吐出された造形物が流動可能な状態にて
、少なくとも往路又は復路にてその未硬化の造形物の表面を平滑化するためにローラ部２
５を作用させると共に、平滑化された造形物の表面に対して、硬化手段２４から特定波長
の光を照射することにより、造形物を硬化させる一連のステップを少なくとも一回行うこ
とで行われるが、この回数は、スライスデータの厚みや要求される造形精度によって自動
的に変更されることはいうまでもない。なお、造形に用いる造形材料が、所定の温度によ
って硬化するものであれば、本発明においては硬化手段２４を冷却または加熱手段とする
こともでき、また自然硬化できる場合には硬化手段を省略することもできる。
【００４７】
　一方、また少なくとも往路又は復路にてモデル材吐出ノズル２１とサポート材吐出ノズ
ル２２から吐出され、造形プレート上に形成される一回の最大の厚みは、吐出された液滴
の着弾後の断面形状が略円形を留めることが可能な単位吐出量によって決まる。
（造形プレート４０）
【００４８】
　造形プレート４０は、Ｚ方向駆動部３２によって昇降自在としている。一スライスが形
成されると、制御手段１０によってＺ方向駆動部３２が制御され、造形プレート４０は一
スライス分の厚さに相当する距離だけ降下する。そして上記と同様な動作を繰り返し行う
ことにより一スライス目の上側（上表面）に新たなスライスが積層される。このように連
続的に作り出された幾層もの薄いスライスが積層されて造形物が造形される。
【００４９】
　また、造形物がＺ方向（つまり高さ方向）において、高さ方向で下方に位置する造形部
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分よりＸ－Ｙ平面で張り出した、いわゆるオーバーハング形状を有するの場合には、コン
ピュータＰＣにおいて造形物をデータ化する際に必要に応じてオーバーハング支持部形状
が付加される。言い換えれば、オーバーハング形状を有する造形物とは、既に成形された
モデル材のスライスが存在しない部分の上表面に新たなモデル材のスライスが成形される
部分（オーバーハング部）を有する造形物である。そして制御手段１０は、最終造形物を
構成するモデル材ＭＡの造形と同時に、そのオーバーハング支持部形状に基づいて、オー
バーハング支持部ＳＢを造形する。具体的には、モデル材ＭＡとは別のサポート材ＳＡを
、サポート材吐出ノズル２２から小滴として吐出させることにより、オーバーハング支持
部ＳＢを形成する。造形後に、オーバーハング支持部ＳＢを構成するサポート材ＳＡを除
去することで、目的の三次元造形物を得ることができる。
【００５０】
　ヘッド部２０は、図３の平面図に示すように、ヘッド移動手段３０により水平方向、す
なわちＸＹ方向に移動される。ヘッド部２０は、図において上下にそれぞれ配置された一
対のＸ方向（主走査方向）ガイド機構であるＸ方向移動レール４３に支持される。ヘッド
部２０を支持する基台側には、Ｘ方向への駆動部（図示せず）が、一方のＸ方向移動レー
ル４３に沿って設けられている。また、ヘッド部２０をＸ方向移動レール４３上に載置す
る門型のフレームに、ヘッド部２０をＹ方向（副走査方向）に移動させるためのＹ方向移
動レール４４が設けられる。またヘッド部２０をＹ方向移動レール４４に沿って駆動する
ための駆動部（図示せず）が載置される。これらの駆動部によってヘッド部２０は、Ｘな
らびにＹ方向に移動することが可能となっている。
【００５１】
　さらに図４の例に示すヘッド部２０は、吐出ノズルを設けた吐出ヘッドユニット２０Ａ
と、ローラ部及び硬化手段を設けた回収硬化ヘッドユニット２０Ｂとに分割されている。
吐出ヘッドユニット２０Ａと回収硬化ヘッドユニット２０Ｂとの間には、ヘッド部２０を
移動させるためのＹ方向移動レール４４を通すレールガイド４５が設けられている。ヘッ
ド部２０は、図３の平面図に示すように、Ｙ方向移動レール４４に沿ってＹ方向に往復移
動する。さらにＹ方向移動レール４４の両端は、ヘッド移動手段３０で支承されている。
ヘッド移動手段３０は、造形プレート４０を上下方向に跨ぐように、造形プレートの上下
に沿って平行に設けた一対のＸ方向移動レール４３に沿ってＸ方向に往復移動する。これ
によってヘッド部２０は、造形プレート上でＸＹ平面上の任意の位置に移動できる。
【００５２】
　さらに造形プレート４０が、図１に示すようにプレート昇降手段（Ｚ方向駆動部３２）
によって高さ方向、すなわちＺ方向に移動される。これによって、ヘッド部２０と造形プ
レート４０の相対高さを変更でき、立体的な造形が可能となる。より詳細には、まずヘッ
ド部２０は、ヘッド移動手段３０によりモデル材吐出ノズル２１及びサポート材吐出ノズ
ル２２より造形材としてのモデル材ＭＡならびにサポート材ＳＡをスライスデータに基づ
いた適切な箇所に吐出するために、Ｘ方向に往復動作され、各吐出ノズル２１、２２に各
々設けられる複数のＹ方向に伸びるオリフィスから、モデル材ＭＡ及びサポート材ＳＡが
吐出される。さらに、図３に示すように、各吐出ノズル２１、２２のＹ方向の幅が、造形
プレート４０上の造形可能なＹ方向の幅より小さい場合で、且つ造形用のモデルデータの
Ｙ方向の幅が、Ｙ方向に伸びるオリフィスの全長より大きい場合は、各吐出ノズル２１、
２２の所定の位置におけるＸ方向の往復動作の後、Ｙ方向に各吐出ノズル２１、２２を所
定量シフトさせ、その位置でのＸ方向の往復走査と共に、モデル材ＭＡ及びサポート材Ｓ
Ａをスライスデータに基づいた適切な箇所に吐出させることを繰り返すことにより、設定
された全ての造形物データに対応した造形物の生成を行う。
【００５３】
　なお図１の例では、Ｚ方向駆動部３２として造形プレート４０を昇降させるプレート昇
降手段を用いているが、この例に限られず、図２に示す三次元造形装置２’のように、造
形プレート４０側を高さ方向に固定し、ヘッド部側をＺ方向に移動させるＺ方向駆動部３
２’を採用することもできる。また、ＸＹ方向への移動も、ヘッド部側を固定して、造形
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プレート側を移動させてもよい。また、上述したような、ヘッド部２０のＹ方向へのシフ
トは、各ノズルの幅を、実質的に造形プレート４０の造形可能なＹ方向の幅と同じにすれ
ば、その必要はないが、その際においても、例えばノズルに設けられるオリフィスの間隔
で決定される造形物のＹ方向の解像度を高める目的として、ヘッド部２０のＹ方向へのシ
フトにより、各オリフィスが、先の造形時におけるオリフィスとオリフィスの間に位置す
るようにシフトさせてもよい。
（制御手段１０）
【００５４】
　制御手段１０は、造形材の吐出パターンを制御する。すなわちモデル材ＭＡ及びサポー
ト材ＳＡを、Ｘ方向における往復走査の内、少なくとも往路又は復路の一方にて造形材吐
出手段により造形プレート４０上に吐出させながら、ヘッド部２０をＸ方向に往復走査さ
せて、造形材吐出手段により造形材が造形プレート上に吐出された後で、且つ往路又は復
路の少なくともいずれか一方で、モデル材ＭＡ及びサポート材ＳＡに対して硬化手段２４
で硬化させることにより、スライスを生成し、高さ方向に造形プレート４０とヘッド部２
０の相対位置を移動させて、スライスの積層を繰り返すことにより造形を実行する。なお
、詳細は後述するが、ローラ部２５による造形材表面の平滑化は、造形材吐出手段により
造形材が造形プレート上に吐出された後で、且つ硬化手段２４にて造形材の表面が硬化さ
せる前に、往路又は復路の少なくともいずれか一方で、行われる。
【００５５】
　この制御手段１０は、一回のＸ方向への往復走査でモデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの
いずれか一方の造形材を吐出して、ローラ部２５による造形材表面の平滑化と余剰分の除
去を行い、更に硬化手段２４により硬化させてから、次回以降の往復走査で、吐出されな
かった他方の造形材を吐出して、造形材表面の平滑化を行い、硬化させる。これら一連の
工程を少なくとも一回行うことにより、一枚のスライスの生成を行う。いうまでもなく、
一層のスライスデータに対応した上記一連の工程は、例えばユーザの求める最終的なモデ
ルの表面精度や造形時間に応じて、複数回繰り返すことが含まれる。これにより、モデル
材ＭＡ又はサポート材ＳＡのいずれか一方を未硬化の状態でその表面を平滑化し、そして
硬化させた後、他方を吐出することで個別に硬化でき、これらモデル材ＭＡとサポート材
ＳＡの界面における混合を効果的に回避できる利点が得られる。
【００５６】
　なお、この例では先にモデル材ＭＡを吐出し、次いでサポート材ＳＡを吐出させる例を
説明したが、逆にサポート材を先に吐出させ、次いでモデル材を吐出させてもよい。また
、この例ではいずれか一方の造形材をまず吐出して、これを硬化させた後に、他方の造形
材を吐出して硬化させるという、モデル材とサポート材を個別に吐出、硬化させて造形す
る方法を説明した。ただ、この方法に限られず、モデル材とサポート材を同時に吐出させ
ることも可能である。
（造形材）
【００５７】
　上述の通り、造形材には、最終的な造形物となるモデル材ＭＡと、このモデル材ＭＡが
張り出した張り出し部分を支え、最終的に除去されるサポート材ＳＡが用いられる。
（硬化手段２４）
【００５８】
　モデル材ＭＡには、光硬化樹脂、例えば紫外線硬化樹脂が使用できる。この場合、硬化
手段２４は少なくともモデル材ＭＡの材料が反応して硬化する特定波長を含む光を照射す
る光照射手段であり、例えば紫外線ランプ等の紫外線照射手段である。紫外光ランプには
、ハロゲンランプや水銀灯、ＬＥＤ等が利用できる。またこの例では、サポート材ＳＡも
紫外線硬化樹脂としている。同じ波長の紫外線で硬化する紫外線硬化樹脂を使用する場合
は、同じ紫外線照射手段を利用でき、光源を共通化できる利点が得られる。
（モデル材ＭＡ）
【００５９】
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　またモデル材ＭＡとして、熱可塑性樹脂を使用することもできる。この場合、硬化手段
２４は、冷却手段となる。なおモデル材とサポート材にいずれも熱可塑性樹脂を使用する
場合は、モデル材の融点をサポート材の融点よりも高いものを採用することにより、積層
完了後に造形物をサポート材の融点より高く、モデル材の融点より低い温度に加熱、保温
することにより、サポート材を溶融除去することができる。さらに、モデル材とサポート
材の一方を光硬化樹脂、他方を熱可塑性樹脂とすることもできる。
【００６０】
　あるいは、硬化材との化学反応により硬化可能な材料をモデル材に用いることもできる
。さらにモデル材は、粘度や表面張力等の噴射特性を調整するために、必要に応じて液体
改質剤を混合してもよい。また温度調整によって噴射特性を変更することもできる。モデ
ル材の他の例としては、紫外線フォトポリマー、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ウレタン
等が挙げられる。
（サポート材ＳＡ）
【００６１】
　サポート材ＳＡは、基本的には、上述したモデル材と同様な材料を用いることができる
。ただ、サポート材は最終的に容易に除去できる材料としたいとの観点から、モデル材と
類似した材料に更に除去可能な材料を添加することが望ましい。このため、具体的には水
膨潤ゲル、ワックス、熱可塑性樹脂、水溶性材料、溶解性材料等が使用できる。サポート
材ＳＡの除去には、サポート材の性質に応じて水溶、加熱、化学反応、水圧洗浄等の動力
洗浄や電磁波の照射により溶解させる、熱膨張差を利用した分離等の方法が適宜利用でき
る。
（ヘッド部２０）
【００６２】
　図４に、インクジェット方式の三次元造形装置のヘッド部２０の一例を示す。この図に
示すヘッド部２０は、造形材吐出手段として、モデル材ＭＡとサポート材ＳＡの吐出を個
別に行う専用の吐出ノズルを設けている。具体的には、モデル材ＭＡを吐出するためのモ
デル材吐出ノズル２１と、サポート材ＳＡを吐出するためのサポート材吐出ノズル２２を
、平行に離間させて備えている。各吐出ノズルは、２つのノズル列２３が設けられている
。
【００６３】
　ヘッド部２０では、左からサポート材吐出ノズル２２、モデル材吐出ノズル２１、ロー
ラ部２５、硬化手段２４が一体的に設けられている。各吐出ノズルは、圧電素子方式のイ
ンクジェットプリントヘッドの要領で、インク状の造形材を吐出する。また造形材は、吐
出ノズルから吐出可能な粘度に調整される。
【００６４】
　図４の例では、ヘッド部２０が先にモデル材ＭＡを吐出した後、サポート材ＳＡを吐出
している。またヘッド部２０は往路（図において左から右）で造形材を吐出し、復路（図
において右から左）では造形材の最表面からローラ部２５にて余剰樹脂を掻き取り、平滑
化を図った後、平滑化された樹脂を硬化手段２４で硬化させている。
（ローラ部２５）
【００６５】
　ヘッド部２０はさらに、吐出されたモデル材ＭＡ及びサポート材ＳＡの表面を未硬化の
状態で押圧し、造形材の余剰分を除去することにより、造形材表面を平滑化するためのロ
ーラ部２５を設けている。このようなローラ部２５の動作の様子を、図５の模式図に基づ
いて説明する。この例では、吐出されたモデル材ＭＡの表面を、未硬化の状態でローラ本
体２６で均す状態を示している。ローラ部２５は、回転体であるローラ本体２６と、ロー
ラ本体２６の表面に対して突出するように配置されたブレード２７と、ブレード２７で掻
き取られた造形材を溜めるバス２８と、バス２８に溜まった造形材を排出する吸引パイプ
２９とを備えている。ローラ本体２６は回転自在に支承されており、未硬化の樹脂を回転
しながら押圧することにより、樹脂の表面を均しつつ、余剰分を掻き取って回収する。こ
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のローラ本体２６はローラ本体２６で余剰な樹脂を掻き取る際のヘッド部２０の進行方向
に対して逆回転（図５において時計回り）に回転され、未硬化の造形材を掻き上げる。掻
き上げられた造形材は、ローラ本体２６に付着してブレード２７まで運ばれた後、ブレー
ド２７で掻き取られてバス２８に案内される。このためブレード２７は、ローラ本体２６
が樹脂表面に当接する際の進行方向に対して、ローラ本体２６の後方の位置に配置され、
バス２８に向かって下り勾配の姿勢で固定される。同様に、バス（槽）２８もローラ本体
２６に対してブレート２７と同様な側に配置され、且つブレード２７の下方に配置されて
いる。また吸引パイプ２９はポンプに接続されており、バス２８に溜まった造形材を吸引
して排出する。この例では、ローラ本体２６の外形をφ２０ｍｍ程度としている。
【００６６】
　このローラ部２５は、図においてヘッド部２０が右から左に進行する際に、掻き取りを
行う。換言すると、左から右にヘッド部２０が進行しつつ、スライスデータに基づいて、
適切な位置にモデル材吐出ノズル２１とサポート材吐出ノズル２２から各々モデル材ＭＡ
とサポート材ＳＡを吐出する際は、ローラ部２５は造形材に接触せず、同様に硬化手段２
４の光源からの照明も行われない。図においてヘッド部２０の左から右への主走査方向の
例えでは、往路にて少なくとも造形材の吐出が各ノズル２１、２２から実行された後の右
から左方向への復路としての主走査方向において、上述したローラ部２５の掻き取り動作
が実行されると共に、少なくともモデル材ＭＡを硬化するための光を照射する光源として
の硬化手段２４も動作することになる。
【００６７】
　なお硬化手段２４の光源は、モデル材吐出ノズル２１とサポート材吐出ノズル２２より
進行方向に対して前方に配置されるため、光源を点灯していても、吐出され、ローラ部２
５によって平滑化される前の流動可能な樹脂に照射を行うことはない。その一方で、硬化
手段２４の光源を積極的に必要なタイミング以外は消灯することはもちろん可能である。
また一方で、硬化手段を複数設ける構成としてもよい。例えば、硬化手段として第一硬化
手段と第二硬化手段とを設け、吐出後の樹脂に対して第一硬化手段で予備的に硬化を行い
、次いで第二硬化手段で樹脂をより一層硬化させる。このように硬化手段を多段構成とす
ることで、樹脂の硬化能力を十分に発揮させることができる。またこのような場合におい
て、第一硬化手段が予備的な硬化に留まり、第一硬化手段を経ても樹脂に未だ十分な流動
性が残っている場合は、第一硬化手段による予備硬化後に、ローラ部で樹脂余剰分の掻き
取りを行い、その後に第二硬化手段で硬化を行うように構成してもよい。すなわち、すべ
ての硬化手段がローラ部の次段側に配置されることを必ずしも要しない。
【００６８】
　図１、図４に示すように、ヘッド部２０の進行方向に対してローラ部２５は硬化手段２
４の前方、図において左側に配置されている。この結果、先に未硬化の造形材をローラ部
２５で掻き取った後、硬化手段２４が造形材を硬化させる。このような配置によって、同
一のパスで造形材の掻き取りと硬化を行うことができ、効率よく処理できる利点が得られ
る。
【００６９】
　なお、Ｘ軸方向に沿うサポート材吐出用ノズル２２、モデル材吐出ノズル２１、ローラ
部２５及び硬化手段２４の配列の基本的な考え方は、以下の通りである。ヘッド部２０の
主走査方向の往路方向をベースに考えると、サポート材吐出用ノズル２２、モデル材吐出
用ノズル２１は、いずれか一方が他方の前方に位置すればよい。このようなノズルのレイ
アウトに対して、ローラ部２５ならびに硬化手段２４は、ローラの作用を往路で行いたい
場合は、往路進行方向において、サポート材吐出用ノズル２２、モデル材吐出用ノズル２
１の後方にローラ部２５、硬化手段２４の順で配置し、ローラの作用を復路で行いたい場
合は、サポート材吐出用ノズル２２、モデル材吐出用ノズル２１の復路の進行方向におい
て後方にローラ部２５、硬化手段２４の順で配置すればよい。
【００７０】
　また、上記実施例においては、ヘッド部２０から新たな最上層となるための樹脂を吐出
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させた後、造形途中の未硬化状態の最上層の樹脂層に対して、ローラ部２５による余剰樹
脂の掻き取りを行った後、硬化手段２４によって少なくとも最上層の樹脂層に対する硬化
のためのＵＶ光を照射する方法を採用した。
【００７１】
　ただ、この構成以外にも、上述の通り硬化手段を多段で構成することもできる。例えば
ヘッド部２０から新たな最上層となるための樹脂を吐出させた後、余剰樹脂層を含む最上
層に対して、硬化手段２４によって一旦光を照射した後、造形途中の未硬化状態の最上層
の樹脂層に対して、ローラ部２５による余剰樹脂の掻き取りを行い、その後再度硬化手段
２４によって少なくとも最上層の樹脂層に対する硬化のためＵＶ光を照射する方法もある
。この場合、硬化手段２４は、ヘッド部２０において、Ｘ方向、つまりヘッド部２０の主
走査方向で、サポート材吐出用ノズル２２、モデル材吐出用ノズル２１を挟む前後方向に
一対の硬化手段を設けることにより、上述のような二度の照射を行うことができる。また
、この場合、一度目の照射と二度目の照射を合わせて、最終的に所望する樹脂の硬化の程
度を達成するようになるため、一度目の照射後の樹脂は硬化状態ではなく、まだその後の
ローラ部２５による掻き取り動作を可能とするために、流動可能な、半硬化状態である。
このため本明細書においては、ローラ部２５による樹脂の掻き取り前の最上層の状態は、
未硬化または流動可能な状態と表現する。
（ローラ部２５の幅）
【００７２】
　ここでローラ部２５の幅は、造形材吐出手段に設けられたモデル材吐出ノズル２１の幅
、及びサポート材吐出ノズル２２の幅よりも狭く形成している。なお、各ノズルには、ヘ
ッド部２０の主走査方向に直交する副走査方向と略平行となるように形成された複数の樹
脂吐出用のオリフィスが所定の間隔を持って配列されている。そして、上述した各ノズル
の幅とは、各ノズルにおける副走査方向における両端部に位置するオリフィス間の距離を
意味している。つまり、ローラ部２５の幅が、各ノズルにおける副走査方向における両端
部に位置するオリフィス間の距離より狭いことを意味する。
【００７３】
　なお、ここでのオリフィス間の距離とは、モデル材吐出ノズル２１とサポート材吐出ノ
ズル２２の各々に設けられる各々のオリフィスが、ヘッド部２０に対して、Ｘ方向、つま
りヘッド部２０の主走査方向において、一直線状に配置されるようになっていることを前
提とした定義である。言い換えると、モデル材吐出ノズル２１の一つ一つのオリフィスか
ら吐出される主走査方向における位置と、サポート材吐出ノズル２２の一つ一つのオリフ
ィスから吐出される主走査方向の位置が全て重なるように、ヘッド部２０に対して、モデ
ル材吐出ノズル２１とサポート材吐出ノズル２２が位置決めされ、配置されていることを
前提としている。
【００７４】
　また、図６に示すヘッド部２０の底面図のように、複数のモデル材吐出ノズル２１、図
では二つと複数のサポート材吐出ノズル２２を用いると共に、一つのモデル材吐出ノズル
２１やサポート材吐出ノズル２２に対して、他方のモデル材吐出ノズル２１やサポート材
吐出ノズル２２を副走査方向にオフセットし、ヘッド部２０に対して、位置決めして用い
られる場合がある。
【００７５】
　元々、このような複数のモデル材吐出ノズル２１、図では二つと複数のサポート材吐出
ノズル２２を用いる場合の基本的な狙いは、一方のモデル材吐出ノズル２１やサポート材
吐出ノズル２２に設けられるオリフィスの副走査方向の位置を、他方のモデル材吐出ノズ
ル２１やサポート材吐出ノズル２２に設けられるオリフィスの副走査方向の位置に対して
オフセットさせることにより、モデル材やサポート材のＹ方向における解像度を向上させ
ることである。つまり、一方のモデル材吐出ノズル２１やサポート材吐出ノズル２２に設
けられる二つの隣接するオリフィスの間に、他方のモデル材吐出ノズル２１やサポート材
吐出ノズル２２に設けられるオリフィスを副走査方向において配置するような位置決めを
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行うことである。このような場合、本件発明でのローラ部２５の幅を造形材吐出手段に設
けられたモデル材吐出ノズル２１の幅、及びサポート材吐出ノズル２２の幅よりも狭く形
成するという意味合いは以下のようになる。
【００７６】
　複数のモデル材吐出ノズル２１を副走査方向にオフセットして配置した場合におけるモ
デル材吐出ノズル２１の幅とは、複数のモデル材吐出ノズル２１の中で、副走査方向の一
端部において最も外側に配置されるオリフィスの位置から、副走査方向の他端部において
最も外側に配置されるオリフィスの位置までの距離より、ローラ部２５の幅を狭くすると
いう意味である。これは、同じシステムに採用される複数のサポート材吐出ノズル２２に
おいても同様である。また、上述した基本システムと同様に、このシステムにおいても、
モデル材吐出ノズル２１の一つ一つのオリフィスから吐出される主走査方向における位置
と、サポート材吐出ノズル２２の一つ一つのオリフィスから吐出される主走査方向の位置
が全て重なるように、ヘッド部２０に対して、モデル材吐出ノズル２１とサポート材吐出
ノズル２２が位置決めされ、配置されていることを前提としている。
【００７７】
　また、上述したローラ部２５の幅とは、ローラ部２５における軸方向、つまり副走査方
向においてローラ部２５が持つローラ表面において、余剰樹脂を掻き取る際に用いられる
実質的な幅を意味しており、見かけ上の幅がモデル材吐出ノズル２１の幅、及びサポート
材吐出ノズル２２の幅よりも大きくても、実質的にローラ部本来の機能である、掻き取り
機能を果たすローラの幅がモデル材吐出ノズル２１の幅、及びサポート材吐出ノズル２２
の幅より狭ければよい。
【００７８】
　更に、その際ローラの端部に形成される実質的に余剰樹脂を掻き取る機能のないローラ
部から実質的に余剰樹脂を掻き取るローラ部へは、段部をつけることによりローラの径を
変化させてもよく、またローラの端部に形成される実質的に余剰樹脂を掻き取る機能のな
いローラ部から実質的に余剰樹脂を掻き取るローラ部に向けて徐々にローラ部の径を連続
的に変化させたものであってもよい。
【００７９】
　図６に、ヘッド部２０の底面図の一例を示す。この図に示す例では、モデル材吐出ノズ
ル２１とサポート材吐出ノズル２２は、それぞれ吐出ノズルを２列並べてオフセット配置
している。各モデル材吐出ノズル２１の幅Ｄ1とサポート材吐出ノズル２２の幅Ｄ2は、ほ
ぼ等しくしており、またオフセット量もほぼ等しくしているため、吐出ノズル全体の吐出
幅ＤＮもモデル材吐出ノズル２１とサポート材吐出ノズル２２とでほぼ等しくなる。そし
てローラ部２５の幅ＤRは、吐出ノズルの吐出幅ＤＮよりも狭くしている。このようにロ
ーラ部２５の幅を吐出幅ＤＮよりも短くすることにより、図７に示すように同一層（スラ
イス）を複数の領域に分けて造形した場合でも（図７の例では領域Ｒ１、Ｒ２）、ローラ
部２５が右側の領域Ｒ２を押圧する際に、既に造形した部分（図７において左側の領域Ｒ
１）に接触せず、精度良く大面積の造形を可能とする。また硬化後の樹脂を誤って回収す
ることがないので、吸引パイプを詰まらせてしまう事態も回避できる。またローラ部の振
れ、傾きの調整量は１スライス分の厚み以下で良いことになり、ローラ部の作成、取り付
け時の調整の難度を低減させることができる。ここで、ローラ部２５の幅はモデル材吐出
ノズル及びサポート材吐出ノズルの両端部に位置するオリフィスよりも内側にオリフィス
間の間隔の半ピッチ分だけ短く形成される（０．５ｍｍ）。例えば、オリフィス間の間隔
が１ｍｍである場合は、ローラ部２５の幅はモデル材吐出ノズル及びサポート材吐出ノズ
ルの両端部に位置するオリフィスから各０．５ｍｍ分ずつ短く形成される。
【００８０】
　なお、ローラ部２５を吐出幅よりも短くすることにより、図７で示す破線で囲んだ部分
のように、ローラ部２５で樹脂を回収できない部分が存在することになる。ただ、ローラ
部２５が樹脂の余剰分を回収した直後では、樹脂は液体状であることから、図８（ａ）に
示すような状態には維持されず、自重によって形状を保てない結果、図８（ｂ）に示すよ
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うにたれる。この結果、ローラ部２５ですべて回収したときとほぼ変わらない造形となり
、実用上の問題は殆ど生じない。実際の例においては、造形物の最上表面から掻き取る余
剰樹脂の厚みは、例えば数十μｍ未満の厚み、より好ましくは５０μｍ以下であり、掻き
取り残した部分の樹脂の高さもそれと同様の高さとなることからも、実用上の問題がない
ことが言える。
【００８１】
　また、造形材吐出手段で任意の厚みを有するスライスデータに基づいた樹脂の吐出を行
う際、前回の副走査方向における樹脂吐出位置から副走査方向にオフセットさせて印字さ
せることもできる。このように、各スライス層毎にローラ部２５が印加されない部位を変
化させて、未回収の樹脂が残る影響を累積させず、均一にして抑制できる。より詳細には
、最初のスライス層を所定の副走査位置にて主走査方向に移動を行いながら樹脂の吐出を
行い、その副走査位置を維持してローラ部２５による余剰樹脂の掻き取りを行った後、次
のスライス層を上述した所定位置から副走査方向に一定距離移動した後、その副走査位置
において、主走査方向に移動を行いながら樹脂の吐出を行い、その副走査位置を維持して
ローラ部２５による余剰樹脂の掻き取りを行うこととなる。
【００８２】
　さらに、図６に示すように、モデル材吐出ノズル２１を、複数列、オフセット状に配置
した状態では、ローラ部２５の幅を、モデル材吐出ノズル２１の複数列の和集合の幅より
も狭く形成することが好ましい。これにより、モデル材吐出ノズル２１をオフセット配置
することで解像度を向上させると共に、オフセット配置されたモデル材吐出ノズル２１に
対してローラ部２５の幅を短くして、同一スライスを複数の領域に分けて造形した場合で
も、ローラ部２５を造形物に接触させず、精度の良い造形が可能となる。
【００８３】
　さらに、ローラ部が印加されない部位をスライスによって変化させることにより、未回
収の樹脂が残る影響を累積させないようにすることもできる。すなわち、スライス毎に領
域の境目の位置を変化させることで、境界部分のみが高くなる事態を抑制できる。例えば
、図９の例では、前段で吐出した領域同士の境界Ｐ1の中間に、次段の境界Ｐ2が位置する
よう、制御手段１０で樹脂の吐出位置をオフセットさせている。これにより、前回のスラ
イスの結果、若干高く造形されたとしても、次のスライスでは未硬化の樹脂が盛り上がっ
た分をローラ部２５で回収されるため、高さ方向への影響は累積せず、未回収の樹脂が残
る問題を回避、抑制できる。
【００８４】
　このように、上記実施例によれば造形物の吐出に際して同一スライスを複数の領域に分
けて造形した場合でも、ローラ部を硬化後の樹脂に衝突させることを回避して、造形物の
品質を向上させることができる。
（ローラ回転速度制御手段１２）
【００８５】
　図１及び図２に示す三次元造形装置は、制御手段１０がローラ回転速度制御手段１２を
備えている。ローラ回転速度制御手段１２は、ローラ本体２６がモデル材ＭＡ又はサポー
ト材ＳＡを個別に回収する際に、各吐出ノズルから吐出されるモデル材ＭＡ又はサポート
材ＳＡの物理的特性に応じて、ローラ本体２６の回転速度を変化させる。特に本実施例で
は、モデル材ＭＡ、サポート材ＳＡ各樹脂を同時ではなく、個別に吐出し、個別に回収し
て、個別に硬化させている。そのため、ローラ本体２６の回転速度を、それぞれの樹脂を
回収する際に、各樹脂の物理的特性に応じて変化させることができる。
【００８６】
　ここでの各樹脂の物理的特性の主なものとしては、ローラ本体２６によって掻き取られ
る前の、造形物の最上表面ならび近傍の樹脂の粘性ならびに表面張力が挙げられる。ただ
、実際の最適なローラ部の回転速度は、造形に用いる実際のモデル材とサポート材毎に、
実際の実験に基づき、造形物の最上表面及び近傍の樹脂の粘性ならびに表面張力による基
本的な最適な回転速度の検証に基づく設定に加え、ヘッド部のＸ方向への移動速度、ヘッ
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ド部からの単位時間当たりの樹脂吐出量などの造形条件パラメータを考慮した上で決定さ
れ、これに基づいたローラ部の回転速度決定用テーブルが作成され、記憶される。この場
合、このローラ部の回転速度決定用テーブルは、設定データ作成装置１または三次元造形
装置２のいずれに記憶されてもよい。
【００８７】
　実際は、オペレータが選択した造形条件により、上述した種々のパラメータが算出され
、その結果に基づいて上記テーブルからオペレータが選択した条件に基づき、ローラ部の
モデル材除去とサポート材除去の各々に対する最適回転速度を決定することができる。
【００８８】
　また、このようなテーブルとしてローラ本体２６の回転速度をモデル材回収用、サポー
ト材回収用に、別個の値（２値）を持つことにより、それぞれの樹脂に適した回転速度で
樹脂を回収し、モデル材ＭＡとサポート材ＳＡの界面の混入を軽減できる。
【００８９】
　なお図１、図２の例では、ローラ回転速度制御手段１２を制御手段１０と統合している
。このような制御手段１０は、ＭＰＵなどで構成できる。ただ、ローラ回転速度制御手段
と制御手段とを別部材としてもよいことは言うまでもない。
【００９０】
　以下、この手順を図１０（ａ）～（ｄ）の模式図及び図１１のフローチャートに基づい
て説明する。まずステップＳ１１０１で、図１０（ａ）に示すように、サポート材ＳＡを
吐出する。次にステップＳ１１０２で、図１０（ｂ）に示すようにサポート材ＳＡに適し
た回転速度ａでローラ本体２６を回転させて押圧する。その後、サポート材ＳＡを硬化さ
せる。さらにステップＳ１１０３で、図１０（ｃ）に示すようにモデル材ＭＡを吐出する
。そしてステップＳ１１０４で、図１０（ｄ）に示すようにモデル材ＭＡに適した回転速
度ｂでローラ部２５を回転させながら押圧する。このように、サポート材ＳＡ、モデル材
ＭＡとして利用する各樹脂の物理的特性に応じて、それぞれの樹脂を回収する際のローラ
部２５の回転速度を変えることで、造形物のモデル材ＭＡとサポート材ＳＡとの界面の混
ざりを軽減することができる。ここで樹脂の物理的特性としては、樹脂の粘度や表面張力
が利用できる。ただし、ローラ部２５の回転速度を変化させる別の要因としては、上述し
たように樹脂の物理的特性の他に、ヘッドの移動速度、単位時間当たりの樹脂の吐出量、
つまり1スライスの厚みが挙げられる。たとえば、本発明ではモデル材とサポート材の各
層の成形を別々の工程で行うことを前提としている。このような工程で造形を行う場合は
、単位時間当たりの吐出量を造形速度及び造形精度の観点から適切に定めることができる
。たとえば、サポート材は後工程において除去されるものであるため、モデル材ほど造形
精度が求められない。したがって、モデル材に対して、サポート材の単位時間当たりの吐
出量を増やして造形を行うことにより造形速度を高めることができる。ローラ部２５の回
転速度は、これら造形速度及び造形精度の観点から、モデル材およびサポート材を掻き取
る際に適切に設定されることが好ましい。
（評価試験）
【００９１】
　ここで、本実施例の有効性を確認するための評価試験として、図１２に示す造形物をロ
ーラ本体２６の回転速度（回転数）を変化させて作成し、サポート材除去後の造形物を比
較した。この結果を表１、表２に示す。表１は、モデル材ＭＡの回収を主眼として回転数
を４６９～１１２５ｐｐｓに変化させた状態を、また表２は、サポート材ＳＡの回収を主
眼として回転数を３７５～１１２５ｐｐｓに変化させた状態を、それぞれ示している。こ
こで用いたモデル材ＭＡの粘度は４５ｍＰａ・ｓ、表面張力は３０ｍＮ／ｍであり、また
サポート材ＳＡの粘度は８０ｍＰａ・ｓ、表面張力は３４ｍＮ／ｍである。また造形した
造形物は、図１２に示すように厚さが数百μｍの薄壁を離間させて４枚直立させており、
周囲にはサポート材ＳＡを配置している。このような薄壁を、ローラ本体２６の回転数を
変化させて造形した結果を表１、表２に示しており、これらの表において、薄壁が直立で
きているものは○、薄壁がやや曲がっているものは△、薄壁が大きく変形している、もし
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くは造形できていないものは×を示している。この結果から、モデル材、サポート材で最
適な回転数はそれぞれ異なっており、樹脂の特性に応じて回転速度を変化させることが有
効であることが確認された。
【表１】

【表２】

【００９２】
　このように、モデル材とサポート材という２種類の樹脂を、異なる時期に回収すると共
に、回収の際のローラ本体の回転速度をそれぞれの樹脂に合わせて最適化することで、造
形物のモデル材とサポート材との界面の混ざりを軽減できる。特にモデル材とサポート材
とを個別に硬化させることで、これらモデル材、サポート材の回収時に、ローラ本体の回
転数を変化させることが可能となり、各樹脂の物理的特性に応じて樹脂余剰分を回収する
ことで、樹脂界面の混合を抑制して高品質な造形物を得ることが可能となる。
（吐出制御手段１３）
【００９３】
　図１、図２に示す制御手段１０は、吐出制御手段１３を備えている。吐出制御手段１３
は、垂直駆動手段による移動後に、造形材吐出手段から吐出される造形材の種類が、モデ
ル材ＭＡ又はサポート材ＳＡの一方から他方に変化する際に、該変化後の造形材を所定数
のスライス分吐出しないよう造形材吐出手段を制御する。またこの吐出制御手段１３は、
後述する造形物データから吐出データを作成する際に、造形物の垂直方向において、造形
材吐出手段から吐出される造形材の種類が変化する部位に、変化後の造形材を所定数のス
ライス分除去した中空部ＥＳを生成する中空部生成手段としても機能する。このように、
モデル材ＭＡとサポート材ＳＡという異なる造形材同士の界面において、直後に積層され
るスライスを所定数分抜くことで、抜かれたスライス分の中空部分を高さ方向に生じさせ
て、ローラ部が造形材の表面に接触しないようにでき、硬化した造形材をローラ部で回収
してしまうことを回避できる。
【００９４】
　従来、ローラ部２５を用いた回収機構によって、図３２に示すように樹脂の余剰分を回
収しながら造形を行っているところ、ローラ部２５など機械部品の精度や、駆動部分の振
動等により、本来であれば接触しないはずの硬化済みの樹脂にも、図３３に示すようにロ
ーラ部２５が接触することがある。ローラ部２５が硬化済みの樹脂に接触しても、同種の
硬化済みの樹脂と一体化して厚くなっていれば、剥離は生じない。しかしながら、異なる
樹脂同士の接合界面のように、樹脂が薄い場合には、接触した部分がローラ部２５に巻き
取られて廃液経路を詰まらせたり、層ごと剥離されたり、表面に皺が生じる等の問題があ
った。このような剥離を防止するには、サポート材とモデル材の接合界面における接合力
を強くすることが考えられるが、この構成では、造形後に最終造形物からサポート材を除
去する作業が困難になってしまう。逆に、異なる樹脂間で接合を弱くすれば、ローラ部２
５に接触して剥離され易くなる。このように、ローラ部が接触して容易に剥離される問題
と、造形後のサポート材を除去する作業性とは、互いに相反しており、両立させることは
困難であった。
【００９５】
　これに対して本実施例では、樹脂同士の接合を弱くしてサポート材の除去作業の作業性
を高めつつも、異なる樹脂同士の接合部付近、すなわち同種類の層が薄い場合は、ローラ
部２５をかけないような構成とすることで、上記の相反する問題を解決している。具体的
には、樹脂層の薄い間はローラ部が接触しないように、樹脂に高低差を設けている。この
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ため、図１、図２のブロック図に示す吐出制御手段１３が、造形物データに誤回収防止処
理を行って吐出データを生成している。この方法によれば、モデル材ＭＡを吐出しない層
が生じるものの、最終的な造形物の精度には影響を与えず、品質は維持される（詳細は後
述）。なお造形物は、積層時の高さ方向においてモデル材ＭＡ又はサポート材ＳＡが一方
の造形材から他方の造形材に変化する異種界面に対応させて、この一方の造形材又は他方
の造形材のいずれかを、造形材吐出手段から吐出しない又は吐出量を減少させた中空部Ｅ
Ｓを、該当するスライス中に設けている。制御手段１０は、造形物のスライス中に中空部
ＥＳを含むことを検知し、この中空部ＥＳに対応する位置に造形材吐出手段から造形材を
吐出しない、又は吐出量を減少するように制御する。また制御手段１０は、造形物のスラ
イス中に中空部ＥＳが含まれ、この中空部ＥＳに対応する位置に造形材吐出手段から造形
材を吐出しない、又は吐出量を減少するように制御して該スライスの造形を終えた後、垂
直駆動手段によりヘッド部２０と造形プレート４０との高さ方向の相対位置を移動させ、
次層のスライスの造形時において、中空部ＥＳに対応する位置に吐出された該他方の造形
材の最上面と、ローラ部２５とを離間させる。さらに次層以降のスライスの造形時におい
て、中空部ＥＳに対応する位置に吐出された他方の造形材の最上面と、ローラ部２５とを
接触させて、この位置に吐出された該他方の造形材の余剰分がローラ部２５により掻き取
られるように、制御手段１０は造形材吐出手段及び垂直駆動手段を制御する。
（中空部ＥＳの形成）
【００９６】
　ここで図１３（ａ）に示すような造形物を造形することを考える。この造形物から、上
述した複数層分のスライスを抜いて中空部ＥＳを仮想的に形成した状態を、図１３（ｂ）
に示す。この例では、サポート材ＳＡからモデル材ＭＡに切り替わる界面でモデル材２層
分を抜き取って、中空部ＥＳを形成している。中空部ＥＳが形成されると、以降に積層さ
れる層は、中空部ＥＳの上から樹脂が埋められていくこととなる。以下、中空部ＥＳを設
けた図１３（ｂ）の造形物を造形する手順を、図１４～図１７の模式断面図に基づいて説
明する。
（実施例１：ＭＳ同時造形の場合）
【００９７】
　まず実施例１として、モデル材ＭＡとサポート材ＳＡを、同時に造形する同時造形の例
について説明する。同時造形の場合は、ヘッド部の一回の走査で、モデル材ＭＡとサポー
ト材ＳＡとが吐出される。ここでは、図１４（ａ）に示すような造形物データに対して、
データ処理を行い、図１４（ｂ）に示す順序で各層（スライスＳ１～６）を造形していく
。この例では、各層はヘッド部を一往復させて一スライス分が造形されるものと仮定して
いる。
【００９８】
　従来の同時造形では、図１４（ａ）に示すような順序で、各スライス毎にモデル材ＭＡ
、サポート材ＳＡが順次積層される。具体的に説明すると、スライスＳ１にて、ブロック
Ｂ１のサポート材ＳＡを吐出及び硬化させて、サポート材層（ブロックＢ１）を造形した
後、スライスＳ２にてサポート材層（ブロックＢ２）をサポート材層（ブロックＢ１）の
上面に造形する。続いて、スライスＳ３にてサポート材層Ｂ２の上面にモデル材層ＭＡ（
ブロックＢ３）とサポート材層ＳＡ（ブロックＢ３’）とを、それぞれ吐出して硬化させ
る。さらに続いて、モデル材層ＭＡ（ブロックＢ３）の上面にモデル材層（ブロックＢ４
）を、またブロックＢ３’のサポート材層ＳＡの上面にブロックＢ４’のサポート材層Ｓ
Ａを、それぞれ吐出して硬化させる。以後同様の動作を繰り返し、モデル材層をブロック
Ｂ６まで、サポート材層をブロックＢ６’まで、それぞれ同じスライスで造形する。この
方法では、ブロックＢ３のモデル材ＭＡを吐出後に、そのモデル材ＭＡの余剰分の樹脂を
回収する際、サポート材ＳＡからモデル材ＭＡに切り替わった直後であるためブロックＢ
３のモデル材層が未だ薄く、ブロックＢ３のモデル材全体がローラ本体によって剥ぎ取ら
れたり皺が生じる可能性がある。
【００９９】
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　そこで、図１３（ｂ）に示すように、サポート材ＳＡからモデル材ＭＡに切り替わる界
面において、モデル材ＭＡを２層分抜くように造形している。図１４（ｂ）の例では、ス
ライス１、２を図１４（ａ）と同様に造形した後、スライスＳ３、Ｓ４において、モデル
材ＭＡを吐出せず、サポート材ＳＡのみを吐出、造形する（ブロックＢ３、Ｂ４）。この
状態では、図１４に示すようサポート材ＳＡのみが造形される。
【０１００】
　このようにしてモデル材ＭＡの造形を２スライス分おいた後、スライスＳ５の造形の段
になって初めてモデル材ＭＡが吐出される（ブロックＢ５）。また同じスライス５におい
てサポート材ＳＡ（ブロックＢ５’）も吐出される。ここでローラ部により余剰樹脂分を
回収する際、スライスＳ５の造形時のローラ本体の高さは、図１５においてブロックＢ５
’の上面の位置となる。この位置は、ブロックＢ５の上面よりも高いため、この高さにて
ローラ本体２６が回転しても、ブロックＢ５の表面とは接触しない。すなわち、ブロック
Ｂ５’の高さにあるローラ本体２６はブロックＢ５の位置にあるモデル材ＭＡを回収しな
い。この結果、余剰分の樹脂が回収されないブロックＢ５は、他のブロックよりも若干厚
く造形される。その後、ヘッド部が垂直駆動手段でスライスＳ６の高さに移動されて、モ
デル材ＭＡ（ブロックＢ６）及びサポート材ＳＡ（ブロックＢ６’）が吐出される。この
ときも、ローラ本体２６の高さは、図１６において破線で示すようにブロックＢ６’の上
面の位置となるため、ローラ本体２６はモデル材ＭＡの表面に届かず、モデル材ＭＡは回
収されない。
【０１０１】
　以下、同様にしてモデル材ＭＡとサポート材ＳＡを順次造形する。そして図１７に示す
ように、スライスＳ８においてモデル材ＭＡ（ブロックＢ８）及びサポート材ＳＡ（ブロ
ックＢ８’）を吐出した状態では、ローラ本体２６の高さが、図１７においてブロックＢ
８’の上面の位置となるため、ローラ本体２６にモデル材ＭＡ（ブロックＢ８）が接触し
て、余剰樹脂分が回収される。このように、吐出されるモデル材ＭＡの樹脂が余剰分を含
むため、その厚さは積層されるサポート材ＳＡのスライスの厚さよりも厚くなり、スライ
スが積層されるにしたがって徐々にモデル材ＭＡとサポート材ＳＡの差が少なくなってい
く。そしてモデル材ＭＡが十分厚くなった時点で、ローラ本体２６がモデル材ＭＡに接触
して、余剰樹脂分の回収が始まる。図１７の例では、サポート材ＳＡをスライスＳ３～Ｓ
８の６スライス分積層することで、モデル材ＭＡを２層分抜き取った高低差が解消される
。この状態では、既にモデル材ＭＡは４層分（ブロックＢ５～Ｂ８）が積層されており、
十分な厚さを得ているため、ローラ本体２６に接触しても、上層部分のみが剥ぎ取られる
ことがない。すなわち、モデル材ＭＡ同士の界面は、同種の樹脂であるため十分な接合強
度が得られており、またモデル材ＭＡとサポート材ＳＡとの界面では、既に４層分のモデ
ル材ＭＡが積層され相応の重量を有しているため、ローラ本体２６でモデル材ＭＡ４層分
を纏めて剥ぎ取ることができず、異なる樹脂間の界面における樹脂の剥離が効果的に阻止
される。このように、モデル材ＭＡを吐出する開始時期を遅らせることで、中空部ＥＳを
形成して樹脂の上面とローラ本体との間に高低差を設け、樹脂が薄い状態でローラ本体に
接触することで生じる剥離や誤回収を効果的に回避できる。
【０１０２】
　このようにモデル材ＭＡとサポート材ＳＡとの同時造形に際して、異種の樹脂同士の接
触界面においていずれかの樹脂を数回分除去することで、ローラ部による誤回収や剥離を
回避できる。また同時造形によれば、モデル材ＭＡとサポート材ＳＡを同じ走査で同時に
造形できるため、造形時間の短縮化が図られる。
（実施例２：ＭＳ別造形）
【０１０３】
　以上は、モデル材とサポート材とを同時に造形する同時造形の例について説明したが、
本発明はこれに限定されるものでなく、モデル材とサポート材とをそれぞれ個別に造形す
る個別造形にも適用できる。以下、実施例２として個別造形を採用し、該個別造形におけ
る造形材の積層順を、図１８～図２１に基づいて説明する。ここでは、モデル材ＭＡとサ
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ポート材ＳＡを、個別造形で造形するため、図２１（ａ）に示すような造形物データに対
して、データ処理を行い、図２１（ｂ）に示す順序で各層（スライスＳ１～６）を造形し
ていく。またこの例では、各層はヘッド部を一往復させて一スライス分が造形されるもの
と仮定している。
【０１０４】
　通常の個別造形では、図２１（ａ）に示すような順序で、各スライス毎にモデル材ＭＡ
、サポート材ＳＡが順次積層される。具体的に説明すると、スライスＳ１にて、サポート
材ＳＡを吐出及び硬化させて、サポート材層（ブロックＢ１）を造形した後、スライスＳ
２にて新たなサポート材層（ブロックＢ２）をブロックＢ１の上面に造形する。続いてス
ライスＳ３において、モデル材ＭＡのみをサポート材層のブロックＢ２の上面に吐出して
硬化させ（ブロックＢ３）、続いてサポート材ＳＡのみをサポート材層Ｂ２の上面に吐出
して硬化させる（ブロックＢ４）。同様の動作を繰り返し、モデル材層をブロックＢ９ま
で、サポート材層をブロックＢ１０まで、それぞれ造形する。この方法では、上述した同
時造形と同様、ブロックＢ３のモデル材ＭＡを吐出後に、そのモデル材ＭＡの余剰分の樹
脂を回収する際、サポート材ＳＡからモデル材ＭＡに切り替わった直後であるためブロッ
クＢ３のモデル材層が未だ薄く、ブロックＢ３全体がローラ本体によって剥ぎ取られたり
皺が生じる可能性がある。
【０１０５】
　そこで、図２１（ｂ）に示すように、サポート材ＳＡからモデル材ＭＡに切り替わる界
面において、モデル材ＭＡを２層分抜くように造形している。図２１（ｂ）の例では、ス
ライス１、２を図２１（ａ）と同様に造形した後、スライス３、４において、モデル材Ｍ
Ａを吐出せず、サポート材ＳＡのみを吐出、造形する（ブロックＢ３、Ｂ４）。この状態
では、図１８に示すようサポート材ＳＡのみが造形される。
【０１０６】
　このようにしてモデル材ＭＡの造形を２スライス分おいた後、スライスＳ５の造形の段
になって初めてモデル材ＭＡが吐出され硬化される（ブロックＢ５）。ここでローラ部に
より余剰樹脂分を回収する際、スライスＳ５の造形時のローラ本体の高さは、図２１（ｂ
）においてブロックＢ６の上面の位置となる。この位置は、ブロックＢ５の上面よりも高
いため、この高さにてローラ本体が回転しても、ブロックＢ５の表面とは接触しない。す
なわち、ローラ本体はブロックＢ５の位置にあるモデル材ＭＡを回収しない。この結果、
余剰分の樹脂が回収されないブロックＢ５は、他のブロックよりも若干厚く造形される。
続いて同じ高さ（スライスＳ５）でサポート材ＳＡ（ブロックＢ６）が造形される。その
後、ヘッド部が垂直駆動手段でスライスＳ６の高さに移動されて、モデル材ＭＡ（ブロッ
クＢ７）が吐出される。このときも、ローラ本体の高さは、図１９において破線で示すよ
うにブロックＢ８の上面の位置となるため、ローラ本体はモデル材ＭＡの表面に届かず、
モデル材ＭＡは回収されない。さらに同じ高さ（スライスＳ６）でサポート材ＳＡ（ブロ
ックＢ８）が造形される。
【０１０７】
　以下、同様にしてモデル材ＭＡとサポート材ＳＡを順次造形する。そして図２０に示す
ように、スライスＳ８においてモデル材ＭＡ（ブロックＢ１１）を吐出した状態では、ロ
ーラ本体の高さが、図２０においてブロックＢ１２の上面の位置となるため、ローラ本体
にモデル材ＭＡが接触して、余剰樹脂分が回収される。このように、吐出されるモデル材
ＭＡの樹脂が余剰分を含むため、その厚さは積層されるスライスの厚さよりも厚くなり、
スライスが積層されるにしたがって徐々にモデル材ＭＡとサポート材ＳＡの差が少なくな
っていく。そしてモデル材ＭＡが十分厚くなった時点で、ローラ本体がモデル材ＭＡに接
触して、余剰樹脂分の回収が始まる。図２０の例では、サポート材ＳＡをスライスＳ３～
Ｓ８の６スライス分積層することで、モデル材ＭＡを２層分抜き取った高低差が解消され
る。この状態では、既にモデル材ＭＡは４層分が積層されており、十分な厚さを得ている
ため、ローラ本体に接触しても、上層部分のみが剥ぎ取られることがない。すなわち、モ
デル材ＭＡ同士の界面は、同種の樹脂であるため十分な接合強度が得られており、またモ
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デル材ＭＡとサポート材ＳＡとの界面では、既に４層分のモデル材ＭＡが積層され相応の
重量を有しているため、ローラ本体でモデル材ＭＡ４層分をまとめて剥ぎ取ることができ
ず、異なる樹脂間の界面における樹脂の剥離が効果的に阻止される。このように、モデル
材ＭＡを吐出する開始時期を遅らせることで、中空部ＥＳを形成して樹脂の上面とローラ
本体との間に高低差を設け、樹脂が薄い状態でローラ本体に接触することで生じる剥離や
誤回収を効果的に回避できる。
【０１０８】
　このようにモデル材ＭＡとサポート材ＳＡとの個別造形においても、異種の樹脂同士の
接触界面においていずれかの樹脂を数回分除去することで、ローラ部による誤回収や剥離
を回避できる。また個別造形によれば、モデル材ＭＡとサポート材ＳＡとが同一スライス
において隣接する垂直方向の界面において、未硬化又は流動性のある樹脂同士が混ざり合
って表面状態が悪くなる事態を回避できる利点も得られる。
（実施例３：吐出量制限）
【０１０９】
　上述した同時造形、個別造形の実施の形態では、中空部を設けることにより、高さ方向
において樹脂の種類が変化する界面に対して、最初に吐出された少なくとも一層の造形材
に対して、ローラが接触しないようにする構成とした。ただ、樹脂の吐出量を制御するこ
とができる吐出ノズルを用いれば、樹脂の種類が変化した界面に吐出される造形材の量を
制御することにより、該界面に吐出された直後に造形された層の造形材にローラが当たら
ないようにすることも可能である。
【０１１０】
　樹脂の吐出量の制御は、例えば吐出ノズルが圧電素子に印加される電圧により制御され
る場合は、当該圧電素子に印加される電圧の電圧値、パルス幅、周波数等を変化すること
により、単位時間当たりに吐出される樹脂量を調整することができる。この制御は、例え
ば吐出制御手段１３により実行される。
【０１１１】
　ここで、このような吐出制限を行いながら同時造形する方法を実施例３として図２２（
ａ）～図２２（ｄ）に示す。ここでは、図２２（ａ）に示すように、スライスＳ１～Ｓ７
の計７層の積層において、スライスＳ４中におけるモデル材ＭＡの吐出量を制限して中空
部ＥＳ’を形成している。換言すると、中空部ＥＳ’を完全に造形材を吐出しないブロッ
クとするのでなく、造形材の吐出量を少なくし、中空部ＥＳ’の容積を上記の中空部ＥＳ
の例よりも若干小さくしている。
【０１１２】
　まずスライスＳ１～Ｓ３までの３層については、サポート材ＳＡを順次吐出、硬化させ
る。そして図２２（ｂ）に示すようにスライスＳ４の吐出において、ブロックＢ３上に吐
出されるモデル材ＭＡの量が、通常のスライスよりも少なくなるように制限する（ブロッ
クＢ４’）。一方、ブロックＢ３上に吐出されるサポート材ＳＡについては、通常のスラ
イスと同様とする。この状態でローラ本体２６を印加すると、サポート材ＳＡのブロック
Ｂ４については余剰分の樹脂が回収される一方、モデル材ＭＡについてはローラ本体２６
がブロックＢ４’に接触しない結果、ブロックＢ４’全体が剥離されてしまう事態を回避
できる。
【０１１３】
　次にスライスＳ５の積層において、図２２（ｃ）に示すように、ブロックＢ４’上にモ
デル材ＭＡが、通常の量だけ吐出され（ブロックＢ５’）、またブロックＢ４上には同様
にサポート材ＳＡが吐出される（ブロックＢ５）。その後ローラ本体２６がブロックＢ５
に印加されるが、この状態でも未硬化のブロックＢ５’にローラ本体２６は接触せず、ブ
ロックＢ４’、Ｂ５’を合わせたモデル材層全体が巻き取られる事態を回避できる。ただ
、ブロックＢ５’のモデル材ＭＡの余剰分が掻き取られない結果、ブロックＢ５’は通常
のスライスよりも厚く積層されて、サポート材ＳＡのブロックＢ５との高低差は小さくな
る。
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【０１１４】
　さらにスライスＳ６の積層においては、図２２（ｄ）に示すように、ブロックＢ５’上
にはモデル材ＭＡが、ブロックＢ５上にはサポート材ＳＡが、それぞれ通常の量吐出され
て、ブロックＢ６’、Ｂ６が積層される。ここでは、ローラ本体２６の掻き取り位置がブ
ロックＢ６の上面位置となり、サポート材ＳＡでは余剰樹脂が掻き取られる。一方モデル
材ＭＡを吐出したブロックＢ６’の上面は、ブロックＢ６の上面位置とほぼ一致する。こ
の例では、ブロックＢ６’の余剰分を含めた状態での高さをブロックＢ６の上面と一致さ
せているため、ローラ本体２６による掻き取りは生じないが、仮にローラ本体２６と接触
しても、モデル材層はブロックＢ４’、Ｂ５’、Ｂ６’が積層されて相当厚くなっている
ため、このモデル材層全体がローラ本体２６によって剥離されることを防止できる。
【０１１５】
　このように、中空部ＥＳ’は、一スライスにおいて吐出を完全に停止したものに限定さ
れず、吐出量を制限することでも形成できる。換言すると、吐出量を少なくして形成され
る中空部ＥＳ’であっても、未硬化又は流動性のある状態の樹脂をローラ本体と接触させ
ないように離間させることができれば足りる。したがって本発明においては、このような
吐出量を少なくしたブロックも中空部に包含する。
【０１１６】
　なお、上述した図２２（ａ）～図２２（ｄ）の例では同時造形を行う例を説明したが、
個別造形でも同様の効果が得られることはいうまでもない。
（実施例４：サポート材側の除去）
【０１１７】
　以上の例では、いずれもモデル材ＭＡを除去する例を説明したが、これに限らず、サポ
ート材側を除去することでも同様の効果が得られることは言うまでも無い。すなわち、モ
デル材を吐出しない制御に限らず、モデル材の吐出を維持して、サポート材側の吐出を制
限することでも、同様の効果を得ることができる。例えば図２３（ａ）に示すような造形
物を造形する場合、積層方向においてサポート材ＳＡとモデル材ＭＡが切り替わる界面に
おいて、図２３（ｂ）に示すように、下側のサポート材ＳＡを一層分吐出しないように制
御する。この場合は、モデル材ＭＡのスライス数が変更されない一方で、サポート材ＳＡ
側を抜き取ることで、その上面に積層されるモデル材が本来の位置よりも硬化する結果、
少なくとも高さ方向に一層分の造形精度の低下を生じる。ただ、実際の一スライス分の厚
みは極めて薄いため、このような造形精度の低下は無視できる程に小さく、また仮に中空
部を複数層設けたとしても造形精度の低下は殆ど生じない。
【０１１８】
　以下、サポート材側に中空部を設ける例を実施例４として図２４（ａ）～（ｅ）に示す
。ここでは図２４（ａ）に示すように、サポート材からモデル材に切り替わる界面に接し
た造形材の内、スライスＳ３に位置するサポート材を一層分除去して中空部ＥＳを形成し
ている。またこの例では、サポート材とモデル材とを同時造形で吐出、硬化させている。
【０１１９】
　まず図２４（ｂ）に示すように、スライスＳ１及びＳ２において、サポート材を積層さ
せる（ブロックＢ１、Ｂ２）。次にスライスＳ３において、サポート材ＳＡを吐出するも
のの（ブロックＢ３）、上面に積層されるモデル材ＭＡと接触する位置においては、本来
吐出されるべきサポート材を吐出せず、中空部ＥＳを設ける。この状態で、ローラ本体２
６を印加し、ブロックＢ３の上面（図において破線で示す位置）のみで樹脂の余剰分が掻
き取られる。
【０１２０】
　次にスライスＳ４においては、図２４（ｃ）に示すようにモデル材ＭＡとサポート材Ｓ
Ａが吐出され、ブロックＢ４”及びＢ４がそれぞれ積層される。ここでローラ本体２６が
印加されると、図において破線で示すブロックＢ４の上面位置において樹脂の余剰分が掻
き取られる。この状態では、モデル材ＭＡを吐出したブロックＢ４”の上面は、ローラ本
体２６の掻き取り位置から低い位置にあるため、モデル材ＭＡはローラ本体２６と接触せ
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ず、掻き取られない。この結果、ブロックＢ４”は厚く積層され、モデル材ＭＡとサポー
ト材ＳＡの最上面の高低差が縮まる。
【０１２１】
　さらに続いてスライスＳ５において、図２４（ｄ）に示すように同様にモデル材ＭＡと
サポート材ＳＡが吐出されると、ブロックＢ５”及びＢ５がそれぞれ積層される。ここで
もローラ本体２６が印加されると、図において破線で示すブロックＢ５の上面位置におい
て樹脂の余剰分が掻き取られるものの、同じくモデル材ＭＡを吐出したブロックＢ５”の
上面は未だローラ本体２６の掻き取り位置から低い位置にあるため、モデル材ＭＡはロー
ラ本体２６に掻き取られない。この結果、ブロックＢ５”は厚く積層された状態のままと
なり、高低差はさらに縮まる。
【０１２２】
　そしてスライスＳ６において、図２４（ｅ）に示すようにモデル材ＭＡとサポート材Ｓ
Ａが吐出されると、ブロックＢ６”及びＢ６がそれぞれ積層される。ここでは、ローラ本
体２６の掻き取り位置がブロックＢ６の上面位置となり、サポート材ＳＡでは余剰樹脂が
掻き取られる。一方モデル材ＭＡを吐出したブロックＢ６”の上面は、ブロックＢ６の上
面位置とほぼ一致する。この例では、ブロックＢ６”の余剰分を含めた状態での高さをブ
ロックＢ６の上面と一致させているため、ローラ本体２６による掻き取りは生じないが、
仮にローラ本体２６と接触しても、モデル材ＭＡ同士が３層分、厚く積層されているため
、その全体がローラ本体２６によって剥離される事態を回避できる。
【０１２３】
　この例では、余剰分を含めたモデル材ＭＡの３層分を、余剰分除去後のサポート材ＳＡ
４層分とほぼ一致させている。これによって、サポート材ＳＡを一層分抜き取った中空部
ＥＳを形成しても、スライス４層分で高低差を解消できる。中空部ＥＳの厚さをスライス
何層分とするかは、使用するローラ本体で何層分の造形材が剥離されるか、造形材の種類
や粘度、モデル材とサポート材の界面における結合力などに応じて設定される。
【０１２４】
　なお、上述した図２４（ａ）～図２４（ｅ）の例では同時造形を行う例を説明したが、
個別造形でも同様の効果が得られることはいうまでもない。また以上の例では、中空部を
設ける例を説明したが、樹脂の吐出量の制限も同様に適用可能である。さらに、以上の例
ではモデル材又はサポート材のいずれか一方に中空部を設ける構成を説明したが、モデル
材とサポート材の両方において中空部を設けてもよい。また、中空部の形成に吐出量の制
限を組み合わせてもよく、例えばモデル材とサポート材の両方において吐出量を制限する
他、一方では中空部を設け、他方では吐出量を制限することも可能である。
（実施例５：中空部ＥＳを異種界面の下方に離間させる例）
【０１２５】
　以上の例では、モデル材とサポート材の界面、すなわち一方の樹脂から他方の樹脂に変
化する異種界面において、いずれかの造形材を除去した中空部を設ける構成を説明した。
ただ、中空部は必ずしもこのような異種界面に面した位置に設ける必要は無く、異種界面
から下方に数層分離間させて設けることもできる。この場合、中空部ＥＳをスライス何層
分、異種界面から離間させるか、及び中空部ＥＳを何層設けるかによって、異種界面に対
して、最初に他方の樹脂が吐出された層にローラ本体が接触するか否かが左右される。し
たがって、少なくとも、異種界面に最初に吐出された最初のスライス層にローラ本体が接
触しないように、好ましくは、上述した実施例のように異種界面の後に吐出された複数の
スライス層にローラ本体が接触しないように、十分な中空部ＥＳを設ける必要がある。以
下、このような中空部を異種界面から離間させた例を実施例５として、図２５（ａ）～（
ｅ）に示す。ここでは図２５（ａ）に示すように、サポート材からモデル材に切り替わる
異種界面から一層分下方に離間させた位置に、サポート材を一層分除去した中空部ＥＳを
形成している。またこの例では、サポート材とモデル材とを同時造形で吐出、硬化させて
いる。
【０１２６】
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　まず図２５（ｂ）に示すように、スライスＳ１において、サポート材を積層させる（ブ
ロックＢ１）。次にスライスＳ２において、サポート材ＳＡを吐出するものの（ブロック
Ｂ２）、異種界面から１スライス分下方に離れた位置においては、サポート材を吐出せず
、中空部ＥＳとする。この状態で、ローラ本体２６を印加して、ブロックＢ２の上面（図
において破線で示す位置）で樹脂の余剰分が掻き取られる。
【０１２７】
　次にスライスＳ３において、図２５（ｃ）に示すようにサポート材ＳＡが吐出され、ブ
ロックＢ３’及びＢ３がそれぞれ積層される。ここでローラ本体２６が印加されると、図
において破線で示すブロックＢ３の上面位置においてサポート材ＳＡの余剰分が掻き取ら
れる。一方でブロックＢ３’の上面においては、ローラ本体２６の掻き取り位置から低い
位置にあるため、ブロックＢ３’のサポート材ＳＡはローラ本体２６と接触せず、掻き取
られない。この結果、ブロックＢ３’は厚く積層され、ブロックＢ３’とＢ３との最上面
の高低差が縮まる。
【０１２８】
　さらにスライスＳ４において、図２５（ｄ）に示すようにモデル材ＭＡとサポート材Ｓ
Ａが吐出されると、ブロックＢ４’及びＢ４がそれぞれ積層される。ここでもローラ本体
２６が印加されると、図において破線で示すブロックＢ４の上面位置において樹脂の余剰
分が掻き取られるものの、モデル材ＭＡを吐出したブロックＢ４’の上面は未だローラ本
体２６の掻き取り位置から低い位置にあるため、モデル材ＭＡはローラ本体２６に掻き取
られない。この結果、ブロックＢ４’は厚く積層された状態のままとなり、高低差はさら
に縮まる。
【０１２９】
　そしてスライスＳ５において、図２５（ｅ）に示すようにモデル材ＭＡとサポート材Ｓ
Ａが吐出されると、ブロックＢ５’及びＢ５がそれぞれ積層される。ここでは、ローラ本
体２６の掻き取り位置がブロックＢ５の上面位置となり、サポート材ＳＡでは余剰樹脂が
掻き取られる。その一方でモデル材ＭＡを吐出したブロックＢ５’の上面は、ブロックＢ
５の上面位置とほぼ一致する。この例では、ブロックＢ５’の余剰分を含めた状態での高
さをブロックＢ５の上面と一致させているため、ローラ本体２６による掻き取りは生じな
いが、仮にローラ本体２６と接触しても、モデル材ＭＡ同士がブロックＢ４’、Ｂ５’の
２層分で、しかも厚く積層されているため、その全体がローラ本体２６によって剥離され
る事態を回避できる。
【０１３０】
　このようにして、中空部ＥＳを異種界面から離間させても、誤回収による品質低下や樹
脂回収のトラブルを回避するという同様の効果を得ることができる。その一方で、この実
施例５によれば、一方の樹脂から他方の樹脂に変化した異種界面においてもローラ本体２
６を接触させない状態とできる。これにより、造形材の表面仕上げを綺麗にできる利点が
得られる。すなわち、ローラ本体の表面には凹凸が設けられているため、ローラ本体を押
し当てて余分な樹脂を掻き取ると、ローラ表面の凹凸に起因する波模様や、ローラ表面の
筋が造形材に転写されてしまう問題があった。これに対して実施例５では、樹脂の切り替
わる異種界面において、ローラ本体を接触させないように、異種界面の下方において中空
部ＥＳを設けることで、異種界面においては樹脂表面にローラ本体２６が接触しないよう
にしている。樹脂表面は、ローラ本体２６を接触させる前は平滑であることから、切り替
わり界面ではローラ本体２６と離間させることで、余剰樹脂の回収を行わせずに造形の精
度を維持し、造形物の表面状態を改善する表面状態改善機能を実現する。
【０１３１】
　なお、この例では異種界面の下方にサポート材が位置するため、サポート材側に中空部
を設ける例を説明した。ただ、異種界面の下方にモデル材でなくサポート材が位置する例
、すなわち図２５のようにサポート材からモデル材に切り替わる異種界面でなく、逆にモ
デル材からサポート材に切り替わる界面においては、モデル材側に中空部を設ける構成と
して、同様の効果が得られることはいうまでもない。さらに、この例では同時造形の例に
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ついて説明したが、個別造形においても同様の効果が得られることも同様である。
【０１３２】
　以上の実施の形態では、同一のスライス層において、樹脂の積層方向において樹脂の種
類が変化する部位と同一の樹脂が継続する部位が混在する例を示した。具体的には、図１
３の例では、積層方向にサポート材からモデル材に変化する部位とサポート材が継続する
部位の両方を含むスライス層を有している。いうまでもないが、造形物の形状によっては
、モデル材が継続する部位とモデル材からサポート材に変化する部位を同一のスライス層
に含むことも有りうる。換言すると、モデル材とサポート材の一方の樹脂を積層方向に連
続的に吐出する部位と、一方の樹脂から他方の樹脂、或いは他方の樹脂から一方の樹脂に
変化する部位を同一のスライス層に有することになる（図のスライス層は一部のみを示し
ており、実際のスライス層は水平方向に拡大され、水平面に広がる各部位において様々な
パターンにて積層されている）。このような場合は、同一のスライス層において、一部分
のみに中空部ＥＳが形成され、同一の樹脂の積層が継続する部位については、中空部ＥＳ
は形成されずに、同一の樹脂の積層が継続されることになる。
【０１３３】
　また、同一のスライス層において、樹脂の積層方向において一方の樹脂から他方の樹脂
に変化する部位のみを有し、同一の樹脂の積層が継続する部位を有さないケースも考えら
れる。例えば、一般的に造形開始直後は、造形プレート４０から造形物を容易に取り外す
ことができるように、まずは造形プレート上に少なくとも１スライス層に対応するサポー
ト材の層を形成し、そのサポート材の層の上に、モデル材を含むスライス層を形成してい
く。このとき、サポート材の層の上にサポート材を吐出する部位が存在しない場合は、サ
ポート材からモデル材に変化する部位のみを含むスライス層を造形することとなる。この
ような場合は、該当するスライス層は中空部ＥＳのみで構成され、造形材が全く吐出され
ることなく、造形プレート４０と吐出ノズルとの高さ方向の相対距離のみが少なくとも１
回変化し、少なくとも最初にモデル材が吐出されたスライス層にはローラ本体が接触しな
いように制御される。このようなケースは、１つの造形物の上に別の造形物を造形する場
合にもありうる。
【０１３４】
　また、モデル材とサポート材との界面は、積層方向において１面に限らず、複数面存在
することも考えられる。例えば、複数の造形物を縦方向に並べて造形する場合は、第一の
造形物にあたるモデル材の上方に、さらに第二造形物に当たるモデル材を造形する前に、
これらを分離しやすくするためにサポート材を介在させることが考えられる。このように
、モデル材の上に更にサポート材が形成される場合には、再度モデル材に中空部ＥＳを設
けることとなり、積層方向において複数の中空部が存在することもあり得る。
【０１３５】
　なお、図１３に示すようにサポート材が２層分抜き取られていても、図１７等に示すよ
うに余剰樹脂が回収されない層が厚く形成されるため、最終的に得られる造形物の厚さは
変化しておらず、最終造形物の精度は維持される。
【０１３６】
　また、サポート材を抜き取る層数は、一スライス分の厚さと、想定されるローラ本体の
振動量や製造公差、サポート材とモデル材との接合強度等に応じて設定される。例えば１
～４層、好ましくは１～３層、より好ましくは２～３層とする。
（造形物データの変形）
【０１３７】
　このような造形は、指定される造形物のデータを変形させて処理することができる。す
なわち、図１３（ａ）、（ｂ）に示すように、下段に積層される造形材と樹脂が切り替わ
るスライスから、切り替わった造形材の該当部分のブロックを一層分以上抜き取るように
、吐出制御手段１３等で造形物データを加工して、吐出データを生成する。
【０１３８】
　ここで、吐出制御手段１３が吐出データを生成する手順の一例を、図２６のフローチャ
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ートに示す。まずステップＳ２６０１において、造形物データを取得する。造形物データ
は、例えばＳＴＬファイル等で入力される。次にステップＳ２６０２において、造形物を
造形するために必要なサポート材の領域を演算する。さらにステップＳ２６０３において
、必要な補正処理等を行う。そしてステップＳ２６０４において、誤回収防止のための処
理を行う。ここで吐出制御手段１３は、上述の通りスライス間において造形材がサポート
材ＳＡ、モデル材ＭＡのいずれかに切り替わる界面を抽出し、これらの界面において上面
に積層される造形材を、所定の層数だけ排除する。最後にステップＳ２６０５において、
最終的な吐出データを生成する。このようにして生成された吐出データに従って、制御部
はヘッド部の造形物吐出手段を制御する。これによって、樹脂の変わり目において異なる
樹脂が１層以上吐出しないように、造形物の吐出が制御される。
（吐出データを生成する詳細手順）
【０１３９】
　ここで、造形物データに中空部ＥＳを設けて吐出データを生成する誤回収防止処理の詳
細を、図２７～図２９に基づいて説明する。ここでは、図１３（ａ）に示す造形物の造形
物データから、図１３（ｂ）に示すように、モデル材ＭＡに２層からなる中空部ＥＳを設
けた吐出データを生成することを考える。このように２層にわたって吐出を行わない場合
は、造形する層と、その１層下、及び２層下の、計３層のモデルデータで論理積を取る。
【０１４０】
　まずスライスＳ３のデータの作成について着目すると、図２７（ａ）に示すように、ス
ライスＳ３を含めた３層分（図中の枠内）のデータから、論理積を取って吐出領域を求め
る。論理積の計算は、モデル材ＭＡを吐出するドットを１、それ以外のドットを０として
行う。この結果、演算後のスライスＳ’３は、図２７（ｂ）に示すように、ドット０、す
なわちモデル材ＭＡを吐出しないスライスとなる。
【０１４１】
　次にスライスＳ４のデータは、図２８（ａ）に示すように、スライスＳ４を含めた３層
分（図中の枠内）のデータで論理積を取りことで、演算後のスライスＳ’４は、図２８（
ｂ）に示すように、ドット０、すなわちモデル材ＭＡを吐出しないスライスとなる。
【０１４２】
　さらにスライスＳ５のデータは、図２９（ａ）に示すように、スライスＳ５を含めた３
層分（図中の枠内）のデータで論理積を取りことで、演算後のスライスＳ’５は、図２８
（ｂ）に示すように、ドット１、すなわちモデル材ＭＡを吐出するスライスとなる。
【０１４３】
　なお、いずれのスライスＳにおいても、サポート材ＳＡについてはデータを変更しない
。この結果、生成されたスライスＳ３～５の各データが合成されて、図１３（ｂ）の吐出
データが作成される。このように、サポート材に中空部ＥＳを形成する誤回収防止処理で
は、スライス毎の吐出データを作成する際に、注目する層から２層下までのデータと論理
積を取ることで、吐出領域を演算できる。
【０１４４】
　このように、造形物のデータから積層方向において一方の種類の造形材から他方の種類
の造形材に変化する界面を抽出し、該抽出した界面に接するか、所定層離間した位置に少
なくともいずれか一方の樹脂を吐出しない、あるいは吐出量を制限した層を所定層設けた
吐出データを生成することにより、樹脂種別が変化する界面にローラーが当たらないよう
に造形を制御できる。この吐出データの生成は、設定データ作成装置１上で実行される。
すなわち、設定データ作成装置１は造形物データに基づいて、中空部ＥＳを含む吐出デー
タを生成し、三次元造形装置１００に送信する。なお、この吐出データの生成を、設定デ
ータ作成装置１から受信した造形物データに基づいて、三次元造形装置１００で実行する
構成とすることも可能である。いずれの場合も、造形物を構成するスライス毎の吐出パタ
ーンを記録した吐出データを記憶するための吐出データ記憶手段を備える。吐出データ記
憶手段は、一時メモリや不揮発性メモリ等の記憶素子が利用できる。
（三次元造形装置用の設定データ作成装置）
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【０１４５】
　次に、このような三次元造形装置に造形物のデータを指示する設定データ作成装置につ
いて、図３８のブロック図に基づいて説明する。この図に示す三次元造形装置用の設定デ
ータ作成装置１は、ＣＡＤデータ等の三次元データを取得するための入力手段６１と、取
得された三次元データを、例えばＳＴＬ（Stereo Lithography Data）データに変換した
三次元データにて規定される造形物を示すオブジェクトを三次元的に表示するための表示
手段６２と、造形パラメータを設定するためのパラメータ設定手段６３と、設定された造
形パラメータに従ってオブジェクトの最適な姿勢と配置位置を演算する演算手段６４と、
演算手段６４で演算された最適姿勢及び最適位置をユーザが微調整したり、あるいは所望
の位置、姿勢を手動で調整するための調整手段６５と、決定された姿勢及び位置に従って
三次元造形装置を駆動する設定データを、三次元造形装置が読み込めるデータ形式に変換
して、三次元造形装置側に出力するための出力手段６６とを備える。
【０１４６】
　また上述の通り、三次元造形装置の一例として、インクジェット方式の三次元造形装置
に対して、三次元状の造形物の設定データを送出する設定データ作成装置を説明するが、
この設定データ作成装置は、利用する三次元造形装置をインクジェット方式に特定するも
のでなく、他の方式でもＵＶ硬化型樹脂や熱可塑性樹脂を用いる三次元造形装置であれば
有効な手法である。
（吐出制御手順）
【０１４７】
　以上は、造形物データから吐出データを生成する手順を説明した。ただ、造形物のデー
タそのものは変更することなく、実際に造形を行う造形材吐出手段で造形材を吐出する際
に、吐出の可否を判別して部分的に造形材の吐出を禁止するよう制御することで、実質上
、部分的なブロックの抜き取りを実現してもよい。この場合は、吐出制御手段１３等の制
御手段において、造形材吐出手段の吐出動作を制限する。このような、樹脂の切り替わり
から所定の層数（ｎ層）分、樹脂を吐出しない吐出制御の手順を、図３０のフローチャー
トに基づいて説明する。ここでは、各座標、すなわち吐出位置で、樹脂を吐出するかどう
かを判断する手順を示している。まずステップＳ３００１において、一層下で異なる樹脂
を吐出するかどうかを判定し、Ｙｅｓの場合はステップＳ３００３－２に進み、吐出しな
いで制御を終了する。ステップＳ３００１においてＮｏの場合は、ステップＳ３００２に
進み、二層下で異なる樹脂を吐出するか否かを判定する。ここでＹｅｓの場合はステップ
Ｓ３００３－２に進み、吐出しないで制御を終了する。以下同様の手順を繰り返し、ステ
ップＳ３００ｎにおいてｎ層下で異なる樹脂を吐出するかどうかを判定し、Ｙｅｓの場合
はステップＳ３００３－２に進み、吐出しないで制御を終了する。またＮｏの場合はステ
ップＳ３００３－１に進み、樹脂を吐出して制御を終了する。このようにして、吐出デー
タを別途加工することなく、造形材吐出手段で直接吐出制御を行うことでも、造形材であ
る樹脂の切り替わりからｎ層分の樹脂を吐出しないようにして、樹脂の誤回収を回避でき
る。
（スライスの所定数）
【０１４８】
　中空部ＥＳは、スライスを所定数分除去することで形成される。ここで除去するスライ
スの所定数は、ローラ部による硬化済みの樹脂の誤回収や、樹脂が層ごと剥離されること
を阻止できる程度に、樹脂が厚く積層されるまでの間は、樹脂がローラ本体に接触しない
ように、十分な高低差が得られるように設定される。すなわち樹脂の種類が切り替わった
界面では、樹脂が新たに造形、積層されていくため、初期の段階では層厚が薄く、剥離な
どが生じ易い。そこで、所定数のスライス分を抜き取ることで、新たに造形される樹脂の
上面とローラ本体との間に高低差すなわち隙間を設けるように、中空部ＥＳが設定される
。例えば、余剰分を回収しない状態で、すなわち通常よりも厚く積層された樹脂が、少な
くとも２層分以上積層されるまでは、ローラ本体と接触しないように、抜き取るスライス
数が設定されている。図２０の例では、モデル材ＭＡが４層積層されて初めて、ローラ本
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体と接触、回収されている。このモデル材４層の膜厚は、通常のサポート材の６層分に該
当する。すなわち、モデル材ＭＡを２層分を抜いた分の高低差が、サポート材ＳＡの６層
分の造形によって回復されたこととなる。高低差を大きく取ると、すなわちスライスの所
定数を厚くすると、よりモデル材が厚くなることから、誤回収等の問題を回避できる一方
で、高低差の回復までに層数を要するために、ある程度の厚さが必須となる。すなわち、
薄い造形が困難となる。そこで、求められる造形物の精度などにも応じて、スライスの所
定数が決定される。
【０１４９】
　以上のように、本発明においては、与えられた造形物データを加工して中空部を形成す
るデータ処理に限られず、未加工の造形物データを利用しつつ、実際の造形の際に中空部
が存在するのと同様の制御を行う方法も利用できる。すなわち、データ設定装置側で生成
される、中空部を含まない造形物データに基づいて、三次元造形装置側で実際に造形する
際、三次元造形装置が、所定の条件に従って、仮想的に中空部を形成したのと同様な造形
材の吐出制限を行う。例えば、樹脂の種別が切り替わる異種界面において、いずれかの樹
脂の吐出を止める、または吐出量を制限する。この場合は、造形物データの加工は不要で
あり、既存の造形物データに従って造形を行いつつも、実際の造形時においては仮想的に
中空部を形成したのと同様のパターンで樹脂を吐出することによって、樹脂種別が切り替
わる際に薄い樹脂層がローラ部によって誤回収される事態を回避できる。このように、本
発明は中空部の形成を必ずしも造形物データ中に含める必要は無く、最終的に三次元造形
装置で造形する際に、造形材の種別の切り替わる異種界面又はその近傍で樹脂の吐出を止
める又は吐出量を少なくするように制御できれば足りる。よって本発明は、データ上で中
空部を生成するソフトウェア的な制御に加え、ハードウェア的に樹脂の吐出量を制限する
制御をも包含する。このように、造形物データから吐出データを作成する際のデータ処理
によって中空部ＥＳを形成する方法、又は造形物データを変更することなく、造形材吐出
手段等のハードウェアの動作を直接操作する方法のいずれにおいても、所定数のスライス
を除去した造形が可能となり、最終造形物として残るモデル材を維持しつつ、誤回収によ
る品質低下や樹脂回収のトラブルを回避できる。
【産業上の利用可能性】
【０１５０】
　本発明の三次元造形装置、三次元造形方法、三次元造形装置用の設定データ作成装置、
三次元造形装置用の設定データ作成プログラム並びにコンピュータで読み取り可能な記録
媒体は、インクジェット方式で紫外線硬化樹脂を積層した三次元造形に好適に利用できる
。
【符号の説明】
【０１５１】
１００…三次元造形システム
１…設定データ作成装置
２、２’…三次元造形装置
１０…制御手段
１２…ローラ回転速度制御手段
１３…吐出制御手段
２０…ヘッド部；２０Ａ…吐出ヘッドユニット；２０Ｂ…回収硬化ヘッドユニット
２１…モデル材吐出ノズル
２２…サポート材吐出ノズル
２３…ノズル列
２４…硬化手段
２５…ローラ部
２６…ローラ本体
２７…ブレード
２８…バス
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２９…吸引パイプ
３０…ヘッド移動手段
３１…ＸＹ方向駆動部
３２、３２’…Ｚ方向駆動部
４０…造形プレート
４３…Ｘ方向移動レール
４４…Ｙ方向移動レール
４５…レールガイド
６１…入力手段
６２…表示手段
６３…パラメータ設定手段
６４…演算手段
６５…調整手段
６６…出力手段
ＭＡ…モデル材
ＳＡ…サポート材
ＳＢ…オーバーハング支持部
ＥＳ、ＥＳ’…中空部
Ｄ1…モデル材吐出ノズルの幅
Ｄ2…サポート材吐出ノズルの幅
ＤR…ローラ部の幅
ＤＮ…吐出ノズル全体の吐出幅
Ｐ1…前段の境界；Ｐ2…次段の境界
ＰＣ…コンピュータ
Ｒ１、Ｒ２…領域
【図１】 【図２】
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