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(57)【要約】
本発明の様々な実施形態は、ワークピース（６６０）を
溶接する方法であって、ワークピース上の第１の位置に
第１の溶接部を高エネルギービーム（６０５）によって
作るステップと、高エネルギービームを少なくとも１つ
の偏向レンズ（６４０）により偏向させてワークピース
上の第２の位置に第２の溶接部を作るステップと、ワー
クピース上に、高エネルギービームを少なくとも１つの
集束レンズ（６３０）により集束させるステップと、ワ
ークピース上で高エネルギービームを、少なくとも１つ
の非点収差レンズ（６２０）により、ワークピース上の
高エネルギービームの形状が、高エネルギービームの偏
向方向に平行な方向において、高エネルギービームの偏
向方向に垂直な方向よりも長くなるように整形するステ
ップと、を含む方法に関する。本発明はまた、非点収差
レンズの使用法及び３次元物品を形成する方法に関する
。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークピースを溶接する方法であって、
　前記ワークピース上の第１の位置に第１の溶接部を高エネルギービームによって作るス
テップと、
　前記高エネルギービームを少なくとも１つの偏向レンズにより偏向させて前記ワークピ
ース上の第２の位置に第２の溶接部を作るステップと、
　前記ワークピース上に、前記高エネルギービームを少なくとも１つの集束レンズにより
集束させるステップと、
　前記ワークピース上の前記高エネルギービームの形状が、前記高エネルギービームの偏
向方向に平行な方向において、前記高エネルギービームの前記偏向方向に垂直な方向より
も長くなるように、前記ワークピース上で前記高エネルギービームを、少なくとも１つの
非点収差レンズにより、整形するステップと、
を含み、
　前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記垂直な方向とにおける長さの比は、前
記ワークピース上の前記高エネルギービームの出力の関数として変化する、
方法。
【請求項２】
　前記高エネルギービームは、電子ビーム又はレーザービームのうちの少なくとも１つで
ある、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　偏向源は、傾斜可能ミラー又は傾斜可能レンズのうちの少なくとも１つである、請求項
１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　偏向源は偏向コイルである、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ワークピースはアディティブマニュファクチャリングプロセスにおける粉末材料層
である、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記垂直な方向とにおける長さの比は、さ
らに、前記ワークピース上の前記高エネルギービームの位置の関数として変化する、請求
項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記高エネルギービームは、前記偏向方向に平行な方向において、前記偏向方向に垂直
な方向に比べて少なくとも５倍長い、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記高エネルギービームは、前記偏向方向に平行な方向において、前記偏向方向に垂直
な方向に比べて少なくとも１０倍長い、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　走査長全体、断面全体及び／又は３次元物品全体に関する、走査方向に垂直な方向にお
ける前記ワークピース上の平均スポットサイズは、前記走査方向に平行な方向における前
記ワークピース上の平均スポットサイズより小さい、請求項１～８のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項１０】
　前記高エネルギービームを偏向させるステップ、集束させるステップ及び整形するステ
ップのうちの１つ又はそれ以上は、１つ又はそれ以上のコンピュータプロセッサの実行を
介して実施される、請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　ワークテーブル上に設けられた粉末床の少なくとも１つの層の部分の、高エネルギービ
ームによる連続的融合によって３次元物品を形成するためのアディティブマニュファクチ
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ャリングにおける非点収差レンズの使用方法であって、前記部分は前記３次元物品の連続
する断面に対応し、
　前記非点収差レンズを使用して、前記粉末床の前記層の上の前記高エネルギービームの
サイズを、偏向方向に平行な方向において、前記偏向方向に垂直な方向におけるよりも長
くするステップを含み、
　前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記垂直な方向とにおける長さの比は、ワ
ークピース上の前記高エネルギービームの出力の関数として変化する、
方法。
【請求項１２】
　３次元物品を、前記３次元物品を形成するように融合する粉末材料の個々の層を連続的
に堆積させることによって、形成する方法であって、
　前記粉末材料を加熱すること又は融合することのうちの少なくとも１つのための高エネ
ルギービームを放射するための少なくとも１つの高エネルギービーム源を提供するステッ
プと、
　前記粉末材料の上に前記高エネルギービームを偏向させるための偏向源を提供するステ
ップと、
　前記粉末材料の上に前記高エネルギービームを集束させるための集束レンズを提供する
ステップと、
　粉末層上の前記高エネルギービームの形状が、前記高エネルギービームの偏向方向に平
行な方向において、前記高エネルギービームの前記偏向方向に垂直な方向よりも長くなる
ように、前記粉末層上の前記高エネルギービームを、少なくとも１つの非点収差レンズに
より、整形するステップと、
を含み、
　前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記垂直な方向とにおける長さの比は、ワ
ークピース上の前記高エネルギービームの出力の関数として変化する、
方法。
【請求項１３】
　前記高エネルギービームは電子ビーム又はレーザービームのうちの少なくとも１つであ
る、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記偏向源は傾斜可能ミラー又は傾斜可能レンズのうちの少なくとも１つである、請求
項１２又は１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記偏向源は偏向コイルである、請求項１２又は１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記垂直な方向とにおける長さの比は、さ
らに、前記ワークピース上の前記高エネルギービームの位置の関数として変化する、請求
項１２～１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記高エネルギービームは、前記偏向方向に平行な方向において、前記偏向方向に垂直
な方向に比べて少なくとも５倍長い、請求項１２～１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記高エネルギービームは、前記偏向方向に平行な方向において、前記偏向方向に垂直
な方向に比べて少なくとも１０倍長い、請求項１２～１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　走査長全体、断面全体及び／又は３次元物品全体に関する、走査方向に垂直な方向にお
ける前記ワークピース上の平均スポットサイズは、前記走査方向に平行な方向における前
記ワークピース上の平均スポットサイズより小さい、請求項１２～１８のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項２０】
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　１つ又はそれ以上のメモリ記憶領域内に、前記少なくとも１つの３次元物品のモデルを
受け取り及び格納するステップをさらに含み、
　少なくとも前記高エネルギービームを整形するステップは、１つ又はそれ以上のコンピ
ュータプロセッサの実行を介して実施される、
請求項１２～１９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２１】
　３次元物品を、前記３次元物品を形成するように融合する粉末材料の個々の層を連続的
に堆積させることによって、形成するための装置であって、
　前記粉末材料を加熱すること又は融合することのうちの１つのための高エネルギービー
ムを放射するための少なくとも１つの高エネルギービーム源と、
　前記粉末材料の上に前記高エネルギービームを偏向させるための偏向源と、
　前記粉末材料の上に前記高エネルギービームを集束させるための集束レンズと、
　少なくとも１つの非点収差レンズと、
　粉末層上の前記高エネルギービームの形状が、前記高エネルギービームの偏向方向に平
行な方向において、前記高エネルギービームの前記偏向方向に垂直な方向におけるよりも
長くなるように、前記粉末層上の前記高エネルギービームを整形するように、前記少なく
とも１つの非点収差レンズを制御するように構成された少なくとも１つのコントローラと
、
を備え、
　前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記垂直な方向とにおける長さの比は、ワ
ークピース上の前記高エネルギービームの出力の関数として変化する、
装置。
【請求項２２】
　前記高エネルギービームは電子ビーム又はレーザービームのうちの少なくとも１つであ
る、請求項２１記載の装置。
【請求項２３】
　前記偏向源は傾斜可能ミラー又は傾斜可能レンズ又は偏向コイルのうちの少なくとも１
つである、請求項２１又は２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記垂直な方向とにおける長さの比は、さ
らに、前記ワークピース上の前記高エネルギービームの位置の関数として変化する、請求
項２１～２３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２５】
　前記高エネルギービームは、前記偏向方向に平行な方向において、前記偏向方向に垂直
な方向に比べて少なくとも５倍長い、請求項２１～２４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２６】
　前記高エネルギービームは、前記偏向方向に平行な方向において、前記偏向方向に垂直
な方向に比べて少なくとも１０倍長い、請求項２１～２４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２７】
　走査長全体、断面全体及び／又は３次元物品全体に関する、走査方向に垂直な方向にお
ける前記ワークピース上の平均スポットサイズは、前記走査方向に平行な方向における前
記ワークピース上の平均スポットサイズよりも小さい、請求項２１～２６のいずれか１項
に記載の装置。
【請求項２８】
　ワークピースを溶接するための装置であって、
　前記ワークピース上の第１の位置に第１の溶接部を作るように構成された高エネルギー
ビームと、
　前記高エネルギービームが前記ワークピース上の第２の位置に第２の溶接部を作るよう
に、前記高エネルギービームを偏向させるように構成された少なくとも１つの偏向レンズ
と、
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　前記高エネルギービームを前記ワークピース上に集束させるように構成された少なくと
も１つの集束レンズと、
　少なくとも１つの非点収差レンズと、
　　前記ワークピース上の前記高エネルギービームの形状が、前記高エネルギービームの
偏向方向に平行な方向において、前記高エネルギービームの前記偏向方向に垂直な方向よ
りも長くなるように、前記ワークピース上の前記高エネルギービームを、前記少なくとも
１つの非点収差レンズにより、整形するように構成された少なくとも１つのコントローラ
であって、
　　前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記垂直な方向とにおける長さの比は、
前記ワークピース上の前記高エネルギービームの出力の関数として変化する、
　少なくとも１つのコントローラと、
を備える装置。
【請求項２９】
　３次元物品を、前記３次元物品を形成するように融合する粉末材料の個々の層を連続的
に堆積させることによって形成するためのコンピュータプログラム製品であって、内部に
格納されたコンピュータ可読プログラムコード部分を有する少なくとも１つの非一時的コ
ンピュータ可読記憶媒体を備え、前記コンピュータ可読プログラムコード部分は、
　前記粉末材料を加熱すること又は融合することのうちの少なくとも１つのための高エネ
ルギービームを放射するための少なくとも１つの高エネルギービーム源を提供するように
構成された実行可能部分と、
　前記高エネルギービームを前記粉末材料の上に偏向させるための偏向源を提供するよう
に構成された実行可能部分と、
　前記高エネルギービームを前記粉末材料の上に集束させるための集束レンズを提供する
ように構成された実行可能部分と、
　粉末層上の前記高エネルギービームを、少なくとも１つの非点収差レンズにより、前記
粉末層上の前記高エネルギービームの形状が、前記高エネルギービームの偏向方向に平行
な方向において、前記高エネルギービームの前記偏向方向に垂直な方向におけるよりも長
くなるように整形する、ように構成された実行可能部分と、
を備え、
　前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記垂直な方向とにおける長さの比は、ワ
ークピースの上の前記高エネルギービームの出力の関数として変化する、
コンピュータプログラム製品。
【請求項３０】
　ワークピースを溶接するためのコンピュータプログラム製品であって、内部に格納され
たコンピュータ可読プログラムコード部分を有する少なくとも１つの非一時的コンピュー
タ可読記憶媒体を備え、前記コンピュータ可読プログラムコード部分は、
　前記ワークピース上の第１の位置に第１の溶接部を高エネルギービームによって作るよ
うに構成された実行可能部分と、
　前記高エネルギービームを少なくとも１つの偏向レンズによって偏向させ、前記ワーク
ピース上の第２の位置に第２の溶接部を作るように構成された実行可能部分と、
　前記ワークピース上に前記高エネルギービームを、少なくとも１つの集束レンズによっ
て集束させるように構成された実行可能部分と、
　前記ワークピース上の前記高エネルギービームを、少なくとも１つの非点収差レンズに
より、前記ワークピース上の前記高エネルギービームの形状が、前記高エネルギービーム
の偏向方向に平行な方向において、前記高エネルギービームの前記偏向方向に垂直な方向
におけるよりも長くなるように、整形するように構成された実行可能部分と、
を備え、
　前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記垂直な方向とにおける長さの比が、前
記ワークピース上の前記高エネルギービームの出力の関数として変化する、
コンピュータプログラム製品。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の様々な実施形態は、ワークピースを溶接する方法及び３次元物品を形成する方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自由形状製作又はアディティブマニュファクチャリング（付加製造技術）は、ワークテ
ーブルに塗布された粉末層の選択部分の連続的な融合によって３次元物品を形成する方法
である。この技術による方法及び装置は特許文献１に開示されている。
【０００３】
　そのような装置は、３次元物品がその上に形成されるワークテーブルと、粉末床を形成
するための粉末の薄層をワークテーブル上に付着させるように配置された粉末ディスペン
サと、粉末に、粉末の融合を起こすエネルギーを供給するための光線銃と、光線銃から発
せられる光線を、粉末床の部分の融合による３次元物品の断面の形成のために粉末床全域
にわたって制御するための要素と、３次元物品の連続的な断面に関する情報が格納される
制御コンピュータとを備えることができる。３次元物品は、粉末ディスペンサによって連
続的に付着される粉末層の連続的に形成された断面の連続的な融合によって形成される。
【０００４】
　アディティブマニュファクチャリングにおいて粉末材料を融合させるための、又はピー
スを溶接するときの時間を減らすか又は最小限にする必要性が常に存在する。ＡＭにおけ
る又は一般に溶接するときの効率及び速度を増加させる１つの方法は、エネルギービーム
の出力を増加させると同時に前記エネルギービームの偏向速度を増加させることである。
それにより表面単位面積当りに加えられる出力は一定に保たれるが、融合又は溶接される
表面にわたってより速く分布できる。しかし、これは、エネルギービームの所定の出力及
び偏向速度になるまで機能するだけである。出力を所定の値を越えて増加させる場合、偏
向速度が速くなり過ぎ、その結果、エネルギービームからの熱が、融合又は溶接される材
料に浸透するのに十分な時間を有しないことになる。出力が高くなり過ぎ、それにより前
記エネルギービームの偏向速度が速くなり過ぎると、表面温度が高くなり過ぎるので、融
合又は溶接される材料がその代わりに蒸発することになる。
【０００５】
　当技術分野には、融合又は溶接される材料を蒸発させることなく、溶接における所定の
出力及び偏向速度を越える必要性が存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／０１５２７７１号明細書
【発明の概要】
【０００７】
　この背景を有して、本発明の目的は、効率を向上させた溶接又はアディティブマニュフ
ァクチャリングの方法を提供することである。上記の目的は、本明細書に含まれる特許請
求の範囲による特徴によって達成される。
【０００８】
　様々な実施形態により、ワークピースを溶接する方法が提供される。この方法は、前記
ワークピース上の第１の位置に第１の溶接部を高エネルギービームによって作るステップ
と、高エネルギービームを少なくとも１つの偏向レンズによって、前記ワークピース上の
第２の位置に第２の溶接部を作るように偏向させるステップと、前記ワークピース上に、
高エネルギービームを少なくとも１つの集束レンズにより集束させるステップと、前記ワ
ークピース上の高エネルギービームの形状が前記高エネルギービームの偏向方向に平行な
方向において、前記高エネルギービームの前記偏向方向に垂直な方向よりも長くなるよう
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に、前記ワークピース上で高エネルギービームを、少なくとも１つの非点収差レンズによ
り、整形するステップと、を含み、前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記垂直
な方向とにおける長さの比は、ワークピース上の前記高エネルギービームの出力の関数と
して変化する。
【０００９】
　本発明の利点は、非点収差及び走査速度を増加させるにつれて大幅に又は非常に大幅に
ビーム出力を増加させることができる一方で、過大温度による蒸発を防ぎながら十分な深
さまで粉末を融合させるか又はピースを溶接することができることである。これはまた、
構築時間の短縮をもたらすことができる。本発明の別の利点は、走査方向に垂直な融合精
度又は融解幅を、使用するビーム出力及び走査速度に無関係に、一定に保つことができる
ことである。
【００１０】
　本発明の例示的な一実施形態において、前記高エネルギービームはレーザービーム又は
電子ビームである。少なくともこの実施形態の非限定的な利点は、本発明が、使用される
エネルギービーム源には依存しないことである。
【００１１】
　本発明のさらに別の例示的な実施形態において、前記高エネルギービームの前記平行な
方向と前記垂直な方向とにおける長さの比を、前記ワークピース上の前記高エネルギービ
ームの位置の関数としても変えることができる。少なくともこの実施形態の非限定的な利
点は、ビームスポットの引き伸ばしを、ビーム出力依存性にすることができるばかりでな
く、融合されるパターンに依存するようにすることができることである。
【００１２】
　本発明の別の態様により、ワークテーブル上に設けられた粉末床の少なくとも１つの層
の、高エネルギービームによる連続的融合によって３次元物品を形成するためのアディテ
ィブマニュファクチャリングにおける非点収差レンズの使用法が提供され、前記部分は３
次元物品の連続する断面に対応し、前記非点収差レンズは、前記粉末床の層の上の高エネ
ルギービームのサイズを、偏向方向に平行な方向において、前記偏向方向に垂直な方向に
おけるよりも長くするために使用でき、前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記
垂直な方向とにおける長さの比は、ワークピース上の前記高エネルギービームの出力の関
数として変化する。
【００１３】
　少なくともこの実施形態の非限定的な利点は、非点収差レンズの使用法を、ビームスポ
ット形が、レンズシステム内に導入されるエネルギービーム源と標的表面との間の歪曲の
ために、その原形に戻るように修正される通常の使用法から拡大することができることで
ある。本発明により、非点収差レンズシステムは、レーザービームの場合には実際のレン
ズシステムとし、電子ビームの場合には電気コイルシステムとすることができるもので、
偏向方向に平行な方向にビームサイズを引き伸ばすようにビームを整形し、走査方向に平
行な方向において、前記走査方向に垂直な方向に比べて、より長いビーム形状を与えるよ
うに使用することができる。前記引き伸ばしの程度は、少なくとも、前記エネルギービー
ムの出力の関数として変化する。
【００１４】
　本発明のさらに別の態様において、３次元物品を、３次元物品を形成するように融合す
る粉末材料の個々の層を連続的に堆積させることによって形成する方法が提供され、前記
方法は、前記粉末材料を加熱すること又は融合することのうちの少なくとも１つのための
高エネルギービームを放射するための少なくとも１つの高エネルギービーム源を提供する
ステップと、前記粉末材料の上に高エネルギービームを偏向させるための偏向源を提供す
るステップと、前記粉末材料の上に前記高エネルギービームを集束させるための集束レン
ズを提供するステップと、前記粉末層上の高エネルギービームの形状が、前記高エネルギ
ービームの偏向方向に平行な方向において、前記高エネルギービームの前記偏向方向に垂
直な方向よりも長くなるように、前記粉末層上の高エネルギービームを、少なくとも１つ
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の非点収差レンズを用いて、整形するステップと、を含み、前記高エネルギービームの前
記平行な方向と前記垂直な方向とにおける長さの比は、ワークピース上の前記高エネルギ
ービームの出力の関数として変化する。
【００１５】
　本発明の様々な実施形態の非限定的な利点は、出力を大幅に又は非常に大幅に増加させ
ることができ、出力が大きいほど非点収差を大きくし走査速度を速くすることである。こ
れはまた、加法的に製造される部分に対する構築時間の短縮をもたらす。本発明の別の利
点は、走査方向に垂直な融合精度又は融解幅を、使用する出力及び走査速度に無関係に一
定に保つことができることであり、これは、本発明により加法的に製造される部分の構築
時間を短縮するときにも精度が影響を受けないことを意味する。
【００１６】
　本発明の例示的な一実施形態において、前記高エネルギービームはレーザービーム又は
電子ビームである。少なくともこの実施形態の非限定的な利点は、本発明が使用するエネ
ルギービーム源に依存しないことである。
【００１７】
　本発明のさらに別の例示的な実施形態において、前記高エネルギービームの、前記平行
な方向と前記垂直な方向とにおける長さの比がまた、前記ワークピース上の前記高エネル
ギービームの位置の関数としても変化する。少なくともこの実施形態の非限定的な利点は
、ビームスポットの引き伸ばしがビーム出力に依存するばかりでなく、融合されるパター
ンにも依存することである。
【００１８】
　本発明のさらに別の例示的な実施形態において、走査長全体、断面全体及び／又は３次
元物品全体に対して、前記ワークピース上の走査方向に垂直な方向における平均スポット
サイズが、前記ワークピース上の走査方向に平行な方向における平均スポットサイズより
も小さい。少なくともこの実施形態の非限定的な利点は、構造のどの部分に対して、走査
方向に平行な方向における平均スポットサイズを走査方向に垂直な方向における平均スポ
ットサイズよりも長くするか、を選択することができることである。
【００１９】
　本発明のさらに別の例示的な実施形態において、説明した方法のいずれも、少なくとも
部分的に、１つ又はそれ以上のコンピュータプロセッサの実行を介して、実施することが
できる。
【００２０】
　本発明のさらに別の例示的な実施形態において、３次元物品を、３次元物品を形成する
ように融合する粉末材料の個々の層を連続的に堆積させることによって、形成するための
装置が提供される。この装置は、前記粉末材料を加熱すること又は融合することのうちの
少なくとも１つのための高エネルギービームを放射するための少なくとも１つの高エネル
ギービーム源と、前記粉末材料の上に高エネルギービームを偏向させるための偏向源と、
前記粉末材料の上に前記高エネルギービームを集束させるための集束レンズと、少なくと
も１つの非点収差レンズと、前記粉末層上の高エネルギービームを、前記粉末層上の高エ
ネルギービームの形状が前記高エネルギービームの偏向方向に平行な方向において、前記
高エネルギービームの前記偏向方向に垂直な方向におけるよりも長くなるように、整形す
るように、前記少なくとも１つの非点収差レンズを制御するように構成された少なくとも
１つのコントローラと、を備え、前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記垂直な
方向とにおける長さの比は、前記ワークピース上の前記高エネルギービームの出力の関数
として変化する。
【００２１】
　本発明のさらに別の例示的な実施形態において、ワークピースを溶接するための装置が
提供される。この装置は、特定の実施形態において、前記ワークピース上の第１の位置に
第１の溶接部を作るように構成された高エネルギービームと、高エネルギービームが前記
ワークピース上の第２の位置に第２の溶接部を作るように、高エネルギービームを偏向さ
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せるように構成された少なくとも１つの偏向レンズと、高エネルギービームを前記ワーク
ピース上に集束させるように構成された少なくとも１つの集束レンズと、少なくとも１つ
の非点収差レンズと、前記ワークピース上の高エネルギービームを、前記少なくとも１つ
の非点収差レンズにより、前記ワークピース上の高エネルギービームの形状が、前記高エ
ネルギービームの偏向方向に平行な方向において前記高エネルギービームの前記偏向方向
に垂直な方向におけるよりも長くなるように、整形するように構成された少なくとも１つ
のコントローラであって、前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記垂直な方向と
における長さの比が、前記ワークピース上の前記高エネルギービームの出力の関数として
変化する、少なくとも１つのコントローラと、を備える。
【００２２】
　本発明のさらに別の例示的な実施形態において、３次元物品を、物品を形成するように
融合する粉末材料の個々の層を連続的に堆積させることによって形成するためのコンピュ
ータプログラム製品が提供される。このコンピュータプログラム製品は、内部に格納され
たコンピュータ可読プログラムコード部分を有する、少なくとも１つの非一時的なコンピ
ュータ可読記憶媒体を備える。コンピュータ可読プログラムコード部分は、前記粉末材料
を加熱すること又は溶融することのうちの少なくとも１つのための高エネルギービームを
放射するための少なくとも１つの高エネルギービーム源を提供するように構成された実行
可能部分と、高エネルギービームを前記粉末材料の上に偏向させるための偏向源を提供す
るように構成された実行可能部分と、前記高エネルギービームを前記粉末材料の上に集束
させるための集束レンズを提供するように構成された実行可能部分と、前記粉末層の上の
高エネルギービームを、少なくとも１つの非点収差レンズにより、前記粉末層上の高エネ
ルギービームの形状が、前記高エネルギービームの偏向方向に平行な方向において、前記
高エネルギービームの前記偏向方向に垂直な方向におけるよりも長くなるように整形する
ように構成された実行可能部分と、を備え、前記高エネルギービームの前記平行な方向と
前記垂直な方向とにおける長さの比が、ワークピースの上の前記高エネルギービームの出
力の関数として変化する。
【００２３】
　本発明のさらに別の例示的な実施形態において、ワークピースを溶接するためのコンピ
ュータプログラム製品が提供される。このコンピュータプログラム製品は、内部に格納さ
れたコンピュータ可読プログラムコード部分を有する少なくとも１つの非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体を備える。コンピュータ可読プログラムコード部分は、前記ワークピー
ス上の第１の位置に第１の溶接部を高エネルギービームによって作るように構成された実
行可能部分と、高エネルギービームを少なくとも１つの偏向レンズによって偏向させ、前
記ワークピース上の第２の位置に第２の溶接部を作るように構成された実行可能部分と、
前記ワークピース上に高エネルギービームを、少なくとも１つの集束レンズによって集束
させるように構成された実行可能部分と、前記ワークピース上の高エネルギービームを、
少なくとも１つの非点収差レンズにより、前記ワークピース上の高エネルギービームの形
状が、前記高エネルギービームの偏向方向に平行な方向において、前記高エネルギービー
ムの前記偏向方向に垂直な方向におけるよりも長くなるように、整形するように構成され
た実行可能部分と、を備え、前記高エネルギービームの前記平行な方向と前記垂直な方向
とにおける長さの比は、ワークピース上の前記高エネルギービームの出力の関数として変
化する。
【００２４】
　本発明を一般論として説明したので、次に、必ずしも一定の尺度で描かれてはいない添
付の図面を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】走査速度の関数としてのビーム出力の概略のグラフを示す。
【図２】アディティブマニュファクチャリングプロセスの上からの図及びビームスポット
構造の拡大図を示す。
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【図３】本発明の方法を実施することができる自由形状製作又はアディティブマニュファ
クチャリング装置の例示的な一実施形態を示す。
【図４Ａ】従来技術によるビームスポット構造を示す。
【図４Ｂ】本発明によるビームスポット構造の例示的な一実施形態を示す。
【図５Ａ】異なるビーム出力に対する３つの異なるビームスポット構造のうちの１つを示
す。
【図５Ｂ】異なるビーム出力に対する３つの異なるビームスポット構造のうちの１つを示
す。
【図５Ｃ】異なるビーム出力に対する３つの異なるビームスポット構造のうちの１つを示
す。
【図６】レーザービームに基づくシステムにおいて適切なビームスポット形状を達成する
ための例示的な一実施形態を示す。
【図７】電子ビームに基づくシステムにおいて適切なビームスポット形状を達成するため
の例示的な一実施形態を示す。
【図８】本発明による方法の概略のフローチャートを示す。
【図９】様々な実施形態による例示的なシステム１０２０のブロック図である。
【図１０Ａ】様々な実施形態によるサーバ１２００の概略のブロック図である。
【図１０Ｂ】様々な実施形態による例示的なモバイルデバイス１３００の概略のブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　次に、本発明の様々な実施形態を、以下で、本発明の全てではないが幾つかの実施形態
を示す添付の図面を参照しながら、より完全に説明することになる。実際に、本発明の実
施形態は、多くの異なる形で具体化することができ、本明細書で説明する実施形態に限定
されるものと理解されるべきではない。むしろ、これらの実施形態は、本開示が適切な法
的必要条件を満たすことになるように与えられたものである。特に別に定義されない限り
、本明細書において使用される全ての技術的及び科学的用語は、本発明が関係する技術の
当業者によって一般に知られ理解されるのと同じ意味を有する。用語「又は（ｏｒ）」は
、本明細書においては、特に別に示されない限り、代替及び接続の両方の意味で用いられ
る。全体を通して、類似の数字は類似の要素を指す。
【００２７】
　本発明の理解をさらに容易にするために、多くの用語を以下で定義する。本明細書にお
いて定義される用語は、本発明に関連する分野の当業者によって一般に理解されるのと同
じ意味を有する。「１つの（ａ）、（ａｎ）」及び「その（ｔｈｅ）」などの用語は、単
数のエンティティのみを指すことを意図したものではなく、説明のために特定の例を使用
することができる一般的クラスを含む。本明細書において専門用語は、本発明の特定の実
施形態を説明するために使用されるが、それらの使用は、特許請求の範囲において説明さ
れる場合を除いて、本発明を限定するものではない。
【００２８】
　本明細書で使用される用語「３次元構造体」などは、特定の目的のために使用されるこ
とが意図された、目的の又は実際に作製される３次元構造（例えば、構造材料又は複数の
構造材料の）を一般的に指す。そのような構造体などは、例えば、３次元ＣＡＤシステム
を利用して設計することができる。
【００２９】
　本明細書で使用される用語「電子ビーム」は様々な実施形態において、いずれかの荷電
粒子ビームを指す。荷電粒子ビームの源としては、電子銃、線形加速器などを挙げること
ができる。
【００３０】
　図３は、本発明の方法を実施することができる自由形状製作又はアディティブマニュフ
ァクチャリング装置３００を示す。装置３００は、電子銃３０２、２つの粉末ホッパ３０
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６、３０７、スタート板３１６、ビルドタンク３１２、粉末分布器３１０、ビルドプラッ
トフォーム３１４、ビーム管理光学系３０５、及び真空チャンバ３２０を備える。
【００３１】
　真空チャンバ３２０は、真空システムを用いて真空環境を維持することができ、この真
空システムはターボ分子ポンプ、スクロールポンプ、イオンポンプ及び１つ又はそれ以上
のバルブを備えることができ、これらは当業者には周知のものであるので、これに関連す
るさらなる説明は不要である。真空システムは制御ユニット３４０によって制御される。
【００３２】
　電子銃３０２は、スタート板３１６の上に提供された粉末材料３１８を融解又は融合さ
せるのに用いられる電子ビームを生成している。電子銃３０２は、真空チャンバ３２０の
内部に又はそれに接続するように備えることができる。制御ユニット３４０は、電子ビー
ム銃３０２から発せられた電子ビームを制御及び管理するのに使用することができる。ビ
ーム管理光学系は、少なくとも１つの集束コイル、少なくとも１つの偏向コイル、及び少
なくとも１つの非点収差コイルを備えることができ、これらは制御ユニット３４０に電気
的に接続することができる。本発明の例示的な一実施形態において、電子銃は、約６０ｋ
Ｖの加速電圧及び０～１０ｋＷの範囲のビーム出力により、集束可能電子ビームを発生す
ることができる。真空チャンバ内の圧力は、エネルギービームで粉末層ごとに融合させる
ことによって３次元物品を構築するとき、１×１０－３～１×１０－６ｍＢａｒの範囲に
することができる。
【００３３】
　１つ又は複数の電子ビーム源を使用する代わりに１つ又は複数のレーザービーム源を使
用して、本発明により、粉末材料を融解させるため又はピースを溶接するための１つ又は
複数のレーザービームを発生することができる。
【００３４】
　粉末ホッパ３０６、３０７は、ビルドタンク３１２内のスタート板３１６の上に供給さ
れる粉末材料を備える。粉末材料は、例えば、純金属又は金属合金、例えば、チタン、チ
タン合金、アルミニウム、アルミニウム合金、ステンレス鋼、Ｃｏ－Ｃｒ－Ｗ合金などと
することができる。２つの粉末ホッパを使用する代わりに１つの粉末ホッパを使用するこ
とができる。別の例示的な実施形態においては、別の既知のタイプの粉末供給装置及び／
又は粉末貯蔵装置を使用することができる。
【００３５】
　粉末分布器３１０はスタート板３１６の上に粉末材料の薄層を付着させるように配置さ
れる。作業サイクル中、ビルドプラットフォーム３１４は、粉末材料の層がそれぞれ加え
られた後、電子ビームに基づく又はレーザービームに基づく光線銃に対して逐次的に降下
されることになる。この移動を可能にするために、ビルドプラットフォーム３１４は、本
発明の一実施形態において、垂直方向、即ち、矢印Ｐで示される方向に移動可能に配置さ
れる。これは、ビルドプラットフォーム３１４が、必要な厚さの第１の粉末材料層がスタ
ート板３１６の上に付着する初期位置から出発することを意味する。その後、ビルドプラ
ットフォームは、３次元物品の新しい断面の形成のための新しい粉末材料層の付着に関連
して降下される。ビルドプラットフォーム３１４を降下させるための手段は、例えば、歯
車、調節ネジなどを備え付けたサーボエンジンによるものとすることができる。
【００３６】
　３次元物品の連続した断面に対応する部分である、粉末床の部分の連続的な融合によっ
て形成される３次元物品は、３次元物品のモデルを与えるための段階を含む。モデルはＣ
ＡＤ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｄｅｓｉｇｎ、コンピュータ支援設計）ツールを
介して生成することができる。
【００３７】
　第１の粉末層は、ワークテーブル３１６上に、幾つかの方法により、ワークテーブルの
上に粉末を均一に分布させることによって設けることができる。粉末を分布させるための
１つの方法は、ホッパ３０６、３０７から落下する材料をレーキシステムによって集める
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ことである。レーキはビルドタンク上で動かされ、それにより、スタート板の上に粉末を
分布させる。レーキの下部と、スタート板又は前の粉末層の上部との間の距離は、スター
ト板の上に分布される粉末の厚さを定める。粉末層の厚さは、ビルドプラットフォーム３
１４の高さを調節することによって簡単に調節することができる。
【００３８】
　エネルギービームがワークテーブル３１６の上に向けられ、第１の粉末層を選択された
位置で融合させ、３次元物品の第１の断面を形成する。エネルギービームは電子ビーム又
はレーザービームとすることができる。ビームは、制御ユニット３４０によって与えられ
る指示によりワークテーブル３１６の上に向けられる。制御ユニット内には、３次元物品
の各層に対してビーム銃をいかに制御するかに関する指示が格納される。
【００３９】
　第１の層が完成した後、即ち、３次元物品の第１の層を作製するための粉末材料の融合
が完了した後、第２の粉末層がワークテーブル３１６の上に設けられる。第２の粉末層は
、前の層と同じ方法で分布されることが好ましい。単一レーキシステムの形態の、即ち、
１つのレーキが左粉末ホッパ３０６及び右粉末ホッパ３０７の両方から落下する粉末を捕
獲する形態の粉末分布器は、そのようなレーキの設計を変えることができる。
【００４０】
　ワークテーブル３１６上に第２の粉末層を分布させた後、エネルギービームがワークテ
ーブル上に向けられ、第２の粉末層を選択された位置で融合させて３次元物品の第２の断
面を形成する。第２の層の中の融合部分は第１の層の融合部分に結合することができる。
第１の層及び第２の層の融合部分は、最上層内の粉末の融解だけでなく、最上層の直ぐ下
の層の厚さの少なくとも一部分の再融解によって溶け合うことができる。
【００４１】
　図１は、走査速度の関数としてのビーム出力の概略のグラフ１７５を示す。所定値より
低いビーム出力に対しては、粉末材料を融合させるため又はピースを互いに溶接するため
に基本的に円形のビームスポットを用いることができる。ビーム出力が所定値を越えて増
加し、それにより走査速度が所定値を越えて増加する場合、材料は融解する代わりに沸騰
し始めることになる。材料のこの沸騰の原因は、エネルギービームの偏向又は走査速度が
速過ぎて、エネルギービームからの熱が、融合又は溶接される材料に浸透するのに十分な
時間を有しないことである。前記エネルギービームの出力が高過ぎ、それにより偏向速度
が速過ぎると、表面温度が高くなり過ぎて、融合又は溶接されるべき材料が代わりに蒸発
することになる。
【００４２】
　本発明は、この問題を、スポットを引き伸ばすことにより、即ち、走査方向に平行なス
ポット寸法を伸ばし、走査方向に垂直な寸法を基本的に保持することによって解決する。
図１において、それぞれＰ１及びＳ１未満のビーム出力及び走査速度に対しては基本的に
円形のスポットを用いることができる。それぞれＰ１及びＳ１を越えるビーム出力及び走
査速度に対しては、ビームスポットは走査方向に平行に引き伸ばされる。ビームスポット
を走査方向に平行に引き伸ばすことにより、前記ビーム内の出力がより大きい面積にわた
って分布するので、表面温度を下げることができる。ビームスポットからの熱は、より大
きい面積にわたるこのビーム出力分布のために、材料の中に浸透するのに十分な時間を有
し、それにより融解プールから放射されるエネルギーが最小限になり、それにより材料の
沸騰又は蒸発が最小限になる。ビームスポットを走査方向に平行に引き伸ばすことにより
、融合又は溶接の解像度を維持するのに、円形スポットが使用される場合に比べてより大
きいビーム出力を用いることができる。引き伸ばされたビームスポットは、目的の走査経
路を進むことができ、その結果、前記ビームスポットのより長い寸法がビーム経路を進む
、即ち、目的のビーム経路の方向に無関係に、走査方向に垂直な寸法が走査方向に平行な
寸法よりも小さくなる。
【００４３】
　図２はアディティブマニュファクチャリングプロセスの上からの図及びビームスポット
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構造の拡大図２００を示す。図２において、３次元物品の断面２７０がビルドチャンバ２
９０の内部にある粉末材料をエネルギービーム２１０で融解させることによって構築され
る。エネルギービーム２１０は、制御ユニット内に格納された所定の指示に従って、材料
を融解させる。図２において走査方向は矢印２４０によって示される。３次元物品の断面
を構築するために、既に多数の走査線２５０が粉末材料の上に与えられている。１つの走
査線２２０が粉末材料の上に与えられ、ビームスポット２３０の拡大図２００は、ビーム
スポット２３０の走査方向２４０に平行な実長Ｌが、走査方向に垂直なビームスポット２
３０のＨで示される寸法より大きいことを示す。
【００４４】
　図４Ａは、所定値より低いビーム出力を用いるときのビームスポット形状を示す。図４
Ａにおいて、ビームスポットの走査方向に平行な水平方向サイズＬ１は、ビームスポット
の走査方向に垂直な垂直方向サイズＨ１に基本的に等しい。
【００４５】
　図４Ｂは、前記所定値より高いビーム出力を用いるときのビームスポット形状を示す。
図４Ｂにおいて、ビームスポットの走査方向に平行な水平方向サイズＬ２は、ビームスポ
ットの走査方向に垂直な垂直方向サイズＨ１より大幅に大きい。図から分かるように、ビ
ームスポットの走査方向に垂直な垂直方向サイズＨ１は、図４Ａと図４Ｂにおいて等しい
。任意の走査方向、即ち、図に示した水平走査方向ばかりでなく、任意の走査方向を用い
ることができる。所定値より大きいビーム出力に対するビームスポットサイズは、任意の
走査方向に対して、走査方向に平行な方向において走査方向に垂直な方向におけるよりも
大きくすることができる。
【００４６】
　図５Ａ～５Ｃは、３つの異なるビーム出力に対する３つの異なるビームスポット構造を
示す。図５Ａの第１のビームスポット５１０は、第１のビーム出力を有する。図５Ｂの第
２のビームスポット５２０は、第１のビーム出力より高い第２のビーム出力を有する。図
５Ｃの第３のビームスポット５３０は、第２のビーム出力より高い第３のビーム出力を有
する。第１のビームスポット５１０の第１の長さＬ３は、第３のビームスポット５３０の
第３の長さＬ５より短い第２のビームスポット５２０の第２の長さＬ４より短い。第１、
第２及び第３のビームスポットは全て、走査方向に垂直な同じサイズＨ１を有する。図５
Ａ～５Ｃにおいて、ビームスポットの形は楕円形であるように示されている。しかし、ビ
ームスポットの任意の引き伸ばされた形状、例えば、ビームスポットのサイズが、走査方
向に垂直なサイズに比べて走査方向に引き伸ばされた長方形又は多角形、或いは任意の他
の適切な数学関数を用いることができる。
【００４７】
　図６は、レーザービームに基づくシステムにおけるビーム管理光学系の例示的な一実施
形態を示す。レーザービーム６０５がレーザービーム源６１０から発せられる。層に基づ
くアディティブマニュファクチャリングプロセスにおける粉末層又は溶接される直前の固
体ピースとすることができる標的表面６６０に達する前に、レーザービーム６０５は、非
点収差レンズシステム６２０、集束レンズシステム６３０、偏向レンズシステム６４０、
及びオプションの反射面６５０を通過する。制御ユニット６８０は、レーザービーム源６
１０及びレンズシステム６２０、６３０、６４０を制御することができる。集束レンズシ
ステム６３０は、光軸に対して回転可能及び／又は傾斜可能及び／又は並進可能（光軸に
沿って移動可能）とすることができる１つ又は複数のレンズを備えることができる。集束
レンズシステム６３０は、標的表面６６０の上に所定のビームスポットサイズを生成する
ことができる。集束レンズシステム６３０内のレンズは、完全に又は部分的に透明にする
ことができる。偏向レンズシステム６４０は、光軸に対して回転可能及び／又は傾斜可能
及び／又は並進可能（光軸に沿って移動可能）とすることができる１つ又は複数のレンズ
を備えることができる。偏向レンズシステム６４０は、標的表面６６０におけるビームス
ポットの最大偏向によって定められる所与の限界内の任意の所定位置にビームスポットを
配置することができる。
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【００４８】
　非点収差レンズシステム６２０は、光軸に対して回転可能及び／又は傾斜可能及び／又
は並進可能（光軸に沿って移動可能）とすることができる１つ又は複数のレンズを備える
ことができる。ビームが偏向されるとき、偏向の程度に応じた特定の収差がビームスポッ
トに導入される。ビームは偏向の程度に応じて多少歪む場合もあり、これを非点収差レン
ズシステム６２０によって補償することができる。本発明により、ビームスポットは、他
のレンズシステムによって導入され得る歪みが補償され得るばかりでなく、非点収差レン
ズシステム６２０はまた、ビームスポットをビーム偏向の方向に平行な方向に引き伸ばす
ように、ビームスポットの形状を意図的に歪ませることができる。偏向方向に平行な方向
における歪みの程度は、少なくとも、エネルギービームのビーム出力に依存するようにす
ることができる。例示的な一実施形態において、ビームスポットの形状は、所定のビーム
出力を越えるビーム出力の線形関数として、偏向方向に平行に引き伸ばされる。別の例示
的な実施形態において、ビームスポットの形状は、所定のビーム出力を越えるビーム出力
の多項式関数として、偏向方向に平行に引き伸ばされる。
【００４９】
　図７は、電子ビームに基づくシステムにおけるビーム管理光学系の例示的な一実施形態
を示す。電子ビーム７５０が電子ビーム源７１０から発する。層に基づくアディティブマ
ニュファクチャリングプロセスにおける粉末層又は溶接される直前の固体ピースとするこ
とができる標的表面７６０に達する前に、前記電子ビーム７５０は、非点収差レンズシス
テム７２０、集束レンズシステム７３０、偏向レンズシステム７４０を通過することがで
きる。制御ユニット６８０は、電子ビーム源及びビーム整形光学系を制御することができ
る。集束レンズシステム７３０は、１つ又は複数の集束コイルを備えることができる。集
束レンズシステム７３０は、標的表面７６０の上に所定のビームスポットサイズを生成す
ることができる。
【００５０】
　偏向レンズシステム７４０は、１つ又は複数の偏向コイルを備えることができる。偏向
レンズシステム７４０は、標的表面７６０におけるビームスポットの最大偏向によって定
められる所与の限界内の任意の所定位置にビームスポットを配置することができる。
【００５１】
　非点収差レンズシステム７２０は、１つ又は複数の非点収差コイルを備えることができ
る。ビームが偏向されるとき、偏向の程度に応じた特定の収差がビームスポットに導入さ
れる。ビームは偏向の程度に応じて多少歪む場合もあり、これを非点収差レンズシステム
７２０によって補償することができる。本発明により、ビームスポットは、他のレンズシ
ステムによって導入され得る歪みが補償されるばかりでなく、非点収差レンズシステム７
２０はまた、ビームスポットをビーム偏向の方向に平行な方向に引き伸ばすように、ビー
ムスポットの形状を意図的に歪ませることができる。偏向方向に平行な方向における歪み
の程度は、少なくとも、エネルギービームのビーム出力に依存するようにすることができ
る。例示的な一実施形態において、ビームスポットの形状は、所定のビーム出力を越える
ビーム出力の線形関数として、偏向方向に平行に引き伸ばすことができる。別の例示的な
実施形態において、ビームスポットの形状は、所定のビーム出力を越えるビーム出力の多
項式関数として、偏向方向に平行に引き伸ばすことができる。例示的な一実施形態におい
て、複数の非点収差レンズを使用して、ワークピースの任意の位置において引き伸ばされ
たビームの任意の配向を生成することができる。
【００５２】
　レーザービームに基づくシステム及び電子ビームに基づくシステムにおいて、偏向方向
に平行な引き伸ばしは、エネルギービームの出力によるばかりでなく、標的表面の位置に
よることができる。より具体的には、エネルギービームの引き伸ばしは、エネルギービー
ム出力に加えて、標的表面上のエネルギービームスポットの実際の融合又は溶接位置によ
ることができる。アディティブマニュファクチャリングプロセスにおいて、引き伸ばしは
、融合されるパターンに対するエネルギービームスポットの実際の位置によることができ
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、即ち、走査長の中央部分において、走査線の開始及び停止位置に比べてより引き伸ばさ
れたビームスポットを用いることができる。輪郭を融解させる場合、輪郭の融解中に、輪
郭の派生物及び輪郭派生物までの距離に応じて、引き伸ばしを変更することができる。例
示的な一実施形態において、ワークピース上のビームスポットの引き伸ばし、出力及び走
査速度は、ビルド時間を最適にするように選択することができる。
【００５３】
　図８は、ワークピースを溶接するため、又は３次元物品を層ごとに構築するための所定
のスキームに従って粉末材料を融合するための、本発明による方法の概略のフローチャー
トを示す。８１０で示される第１のステップにおいて、ワークピース又は粉末表面上の第
１に位置に、高エネルギービームによって第１の溶接部が作られる。８２０で示される第
２のステップにおいて、高エネルギービームが、少なくとも１つの偏向レンズにより、ワ
ークピース又は粉末表面上の第２の位置に第２の溶接部を作るように、偏向される。８３
０で示される第３のステップにおいて、高エネルギービームが、少なくとも１つの集束レ
ンズにより、ワークピース上に集束される。８４０で示される第４のステップにおいて、
高エネルギービームが少なくとも１つの非点収差レンズにより、ワークピース又は粉末表
面上で、ワークピース上の高エネルギービームの形状が高エネルギービームの偏向方向に
平行な方向において、高エネルギービームの偏向方向に垂直な方向におけるよりも大きく
なるように整形され、ここで、高エネルギービームの平行方向と垂直方向とにおける長さ
の比は、ワークピース上のエネルギービームの出力の関数として変化する。ワークピース
上のビームスポットの出力の増加は、ワークピース上のビームスポットのより高い走査速
度を要求することになる。
【００５４】
　エネルギービームの偏向方向に対する平行方向における長さと垂直方向における長さと
の比は、５、１０、１５又は２０の群のうちの１つにすることができる。例示的な一実施
形態において、平行方向と垂直方向とにおける長さは、材料の蒸発を引き起さずに所定の
溶接又は融合幅で融合することになる所定値より低いビーム出力に対しては、基本的に等
しく、その理由は、ワークピース上のビームスポットの速度及び出力がワークピース材料
の蒸発を引き起さないからである。
【００５５】
　本発明の例示的な一実施形態において、走査長全体、断面全体に関する及び／又は３次
元物品全体に関する、ワークピース上の走査方向に垂直な方向の平均スポットサイズは、
ワークピース上の走査方向に平行な方向の平均スポットサイズより小さい。
【００５６】
　引き伸ばされたビームスポットによる融合又は溶接は、より高いビームスポット出力及
びより高いビーム走査速度を使用することの効果を有することができる。引き伸ばされた
ビームスポットは、同じ出力及び引き伸ばされたビームスポットの小さい方の寸法に等し
い直径を有する円形スポットと比べて、所与の走査速度に対して表面温度を下げることが
できる。引き伸ばされたビームスポットは、引き伸ばされたビームスポットの小さい方の
寸法に等しい直径を有する円形スポットと比べて、走査方向に垂直な方向における解像度
を維持する、より高い走査速度を可能にすることができる。引き伸ばされたビームスポッ
トは、円形スポットの場合に起こり得る材料の蒸発の代わりに、熱が材料の中に浸透する
のを可能にすることができる。引き伸ばされたビームスポットは、同じ出力及び引き伸ば
されたビームスポットの小さい方の寸法と等しい直径を有する円形スポットと比べて、加
法的に製造される３次元物品の製造時間を短縮することができる。
【００５７】
　本発明の別の態様において、コンピュータ上で実行されるとき、３次元物品の連続する
断面に対応する部分である粉末床の部分の連続的な融合により、少なくとも１つの３次元
物品を形成する方法であって、少なくとも１つの３次元物品のモデルを提供するステップ
と、第１の粉末層をワークテーブル上に塗布するステップと、第１のエネルギービーム源
からの第１のエネルギービームをワークテーブルの上に向け、第１の粉末層を対応するモ
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デルにより第１の選択された位置で融合させて３次元物品の第１の断面を形成するステッ
プであって、第１のエネルギービームが、第１の方向における２つ又はそれ以上の平行な
走査線により第１の断面の少なくとも第１の領域を融合させるように構成される、第１の
断面を形成するステップと、粉末層を融合させるのに用いられた２つ又はそれ以上の平行
な走査線のうちの２つの隣接する走査線の間の距離を、２つの隣接する走査線のうちの少
なくとも１つの長さの関数として決定するステップと、を含む方法を実施するように構成
され配置されたプログラム要素が提供される。このプログラム要素は、コンピュータ可読
記憶媒体内にインストールすることができる。コンピュータ可読記憶媒体は、本明細書の
他箇所で説明したいずれかの制御ユニット、又は別の分離した別個の制御ユニットとする
ことができる。コンピュータ可読記憶媒体、及び内部に具体化されたコンピュータ可読プ
ログラムコード部分を備えることができるプログラム要素は、さらに、非一時的コンピュ
ータプログラム製品に含めることができる。次に、これらの特徴及び構成に関するさらな
る詳細を以下に与える。
【００５８】
　上述のように、本発明の様々な実施形態は、非一時的コンピュータプログラム製品を含
む様々な手段で実施することができる。コンピュータプログラム製品は、アプリケーショ
ン、プログラム、プログラムモジュール、スクリプト、ソースコード、プログラムコード
、オブジェクトコード、バイトコード、コンパイル済みコード、解釈済みコード、機械コ
ード、実行可能命令など（本明細書においては、本明細書では交換可能に用いられる実行
可能命令、実行用命令、プログラムコード、などと呼ばれる）を格納する非一時的コンピ
ュータ可読記憶媒体を含むことができる。そのような非一時的コンピュータ可読記憶媒体
には、あらゆるコンピュータ可読媒体（揮発性及び不揮発性媒体を含む）が含まれる。
【００５９】
　一実施形態において、不揮発性コンピュータ可読記憶媒体としては、フロッピーディス
ク、フレキシブルディスク、ハードディスク、ソリッドステート記憶装置（ＳＳＳ：ｓｏ
ｌｉｄ－ｓｔａｔｅ　ｓｔｒａｇｅ）（例えば、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ：ｓ
ｏｌｉｄ　ｓｔａｔｅ　ｄｒｉｖｅ）、ソリッドステートカード（ＳＳＣ：ｓｏｌｉｄ　
ｓｔａｔｅ　ｃａｒｄ）、ソリッドステートモジュール（ＳＳＭ：ｓｏｌｉｄ　ｓｔａｔ
ｅ　ｍｏｄｕｌｅ））、エンタプライズフラッシュドライブ、磁気テープ、又は任意の他
の非一時的磁気媒体など、を挙げることができる。不揮発性コンピュータ可読記憶媒体と
しては、さらに、パンチカード、紙テープ、光学マークシート（又は、孔若しくは他の光
学的認識可能な印のパターンを有する任意の他の物理的媒体）、コンパクトディスク読取
り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ：ｃｏｍｐａｃｔ　ｄｉｓｃ　ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍ
ｏｒｙ）、再書込み可能コンパクトディスク（ＣＤ－ＲＷ：ｃｏｍｐａｃｔ　ｄｉｓｃ　
ｃｏｍｐａｃｔ　ｄｉｓｃ－ｒｅｗｒｉｔａｂｌｅ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ
：ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　ｄｉｓｃ）、ブルーレイディスク（ＢＤ：Ｂｌ
ｕ－ｒａｙ（登録商標）　ｄｉｓｃ）、任意の他の非一時的光学媒体などを挙げることが
できる。そのような不揮発性コンピュータ可読記憶媒体としては、さらに、読取り専用メ
モリ（ＲＯＭ：ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、プログラム可能読取り専用メモリ
（ＰＲＯＭ：ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、消去可
能プログラム可能読取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ：ｅｒａｓａｂｌｅ　ｐｒｏｇｒａｍｍ
ａｂｌｅ　ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、電気的消去可能プログラム可能読取り
専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ：ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　ｅｒａｓａｂｌｅ　ｐｒｏｇｒ
ａｍｍａｂｌｅ　ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ（例えば、シ
リアル、ＮＡＮＤ、ＮＯＲなど）、マルチメディアメモリカード（ＭＭＣ：ｍｕｌｔｉｍ
ｅｄｉａ　ｍｅｍｏｒｙ　ｃａｒｄ）、セキュアデジタル（ＳＤ：ｓｅｃｕｒｅ　ｄｉｇ
ｉｔａｌ）メモリカード、スマートメディアカード、コンパクトフラッシュ（ＣＦ：Ｃｏ
ｍｐａｃｔＦｌａｓｈ）カード、メモリスティックなどを挙げることができる。さらに、
不揮発性コンピュータ可読記憶媒体としては、導電性ブリッジランダムアクセスメモリ（
ＣＢＲＡＭ：ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ－ｂｒｉｄｇｉｎｇ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　
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ｍｅｍｏｒｙ）、相変化ランダムアクセスメモリ（ＰＲＡＭ：ｐｈａｓｅ－ｃｈａｎｇｅ
　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フェロエレクトリックランダムアクセ
スメモリ（ＦｅＲＡＭ：ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｒａｎｄｏｍ－ａｃｃｅｓｓ　ｍ
ｅｍｏｒｙ）、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ：ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌ
ｅ　ｒａｎｄｏｍ－ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、磁気抵抗ランダムアクセスメモリ（
ＭＲＡＭ：ｍａｇｎｅｔｏｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ｒａｎｄｏｍ－ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏ
ｒｙ）、抵抗ランダムアクセスメモリ（ＲＲＡＭ：ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ｒａｎｄｏｍ－
ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、シリコン－酸化膜－窒化膜－酸化膜－シリコンメモリ（
ＳＯＮＯＳ：Ｓｉｌｉｃｏｎ－Ｏｘｉｄｅ－Ｎｉｔｒｉｄｅ－Ｏｘｉｄｅ－Ｓｉｌｉｃｏ
ｎ）、浮遊接合ゲートランダムアクセスメモリ（ＦＪＧ　ＲＡＭ：ｆｌｏａｔｉｎｇ　ｊ
ｕｎｃｔｉｏｎ　ｇａｔｅ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、ミリピード
メモリ、レーストラックメモリなどをさらに挙げることができる。
【００６０】
　一実施形態において、揮発性コンピュータ可読記憶媒体としては、ランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ：ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、ダイナミックランダムア
クセスメモリ（ＤＲＡＭ：ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ
）、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ：ｓｔａｔｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａ
ｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、ファーストページモードダイナミックランダムアクセスメ
モリ（ＦＰＭ　ＤＲＡＭ：ｆａｓｔ　ｐａｇｅ　ｍｏｄｅ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｄｏ
ｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、拡張データ出力ダイナミックランダムアクセスメモ
リ（ＥＤＯ　ＤＲＡＭ：ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｄａｔａ－ｏｕｔ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎ
ｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、同期ダイナミックランダムアクセスメモリ（Ｓ
ＤＲＡＭ：ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍ
ｅｍｏｒｙ）、ダブルデータレート同期ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＤＲ　
ＳＤＲＡＭ：ｄｏｕｂｌｅ　ｄａｔａ　ｒａｔｅ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ｄｙｎａｍ
ｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、ダブルデータレートタイプ２同期
ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＤＲ２　ＳＤＲＡＭ：ｄｏｕｂｌｅ　ｄａｔａ
　ｒａｔｅ　ｔｙｐｅ　ｔｗｏ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｄｏ
ｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、ダブルデータレートタイプ３同期ダイナミックラン
ダムアクセスメモリ（ＤＤＲ３　ＳＤＲＡＭ：ｄｏｕｂｌｅ　ｄａｔａ　ｒａｔｅ　ｔｙ
ｐｅ　ｔｈｒｅｅ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅ
ｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、ランバスダイナミックランダムアクセスメモリ（ＲＤＲＡＭ：Ｒ
ａｍｂｕｓ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、ツイント
ランジスタＲＡＭ（ＴＴＲＡＭ：Ｔｗｉｎ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ　Ｒａｍ）、サイリス
タＲＡＭ（Ｔ－ＲＡＭ：Ｔｈｙｒｉｓｔｏｒ　ＲＡＭ）、ゼロキャパシタ（Ｚ－ＲＡＭ：
Ｚｅｒｏ－ｃａｐａｃｉｔｏｒ）、ランバスインラインメモリモジュール（ＲＩＭＭ：Ｒ
ａｍｂｕｓ　ｉｎ－ｌｉｎｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｍｏｄｕｌｅ）、デュアルインラインメモ
リモジュール（ＤＩＭＭ：ｄｕａｌ　ｉｎ－ｌｉｎｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｍｏｄｕｌｅ）、
シングルインラインメモリモジュール（ＳＩＭＭ：ｓｉｎｇｌｅ　ｉｎ－ｌｉｎｅ　ｍｅ
ｍｏｒｙ　ｍｏｄｕｌｅ）、ビデオランダムアクセスメモリ（ＶＲＡＭ：ｖｉｄｅｏ　ｒ
ａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、キャッシュメモリ（種々のレベルを含む）
、フラッシュメモリ、レジスタメモリ、などを挙げることができる。実施形態がコンピュ
ータ可読記憶媒体を使用するように説明される場合、前述のコンピュータ可読記憶媒体の
代わりに、又はそれに加えて、他のタイプのコンピュータ可読記憶媒体を用いることがで
きることを認識されたい。
【００６１】
　本発明の様々な実施形態はまた、本明細書の他箇所で説明したように、方法、装置、シ
ステム、コンピューティングデバイス、コンピューティングエンティティなどとして実施
することができることを認識されたい。従って、本発明の実施形態は、コンピュータ可読
記憶媒体上に格納された命令を実行して特定のステップ又は操作を行う装置、システム、
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コンピューティングデバイス、コンピューティングエンティティなどの形態を取ることが
できる。しかし、本発明の実施形態はまた、特定のステップ又は操作を行う完全にハード
ウェアの実施形態を取ることもできる。
【００６２】
　以下で、装置、方法、システム、及びコンピュータプログラム製品のブロック図及びフ
ローチャート説明図を参照しながら様々な実施形態が説明される。ブロック図及びフロー
チャート説明図のいずれかの各ブロックは、それぞれ、部分的にコンピュータプログラム
命令により、例えば、コンピューティングシステム内のプロセッサ上で実行される論理ス
テップ又は動作として実施することができる。これらのコンピュータプログラム命令は、
専用コンピュータ又は他のプログラム可能データ処理装置などのコンピュータにロードし
て、コンピュータ又は他のプログラム可能データ処理装置上で実行される命令がフローチ
ャートのブロック又は複数のブロック内で指定された機能を実施するような特別に構成さ
れた機械を生成することができる。
【００６３】
　これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータ又は他のプログラム可能デ
ータ処理装置に特定の仕方で機能するように指示することができるコンピュータ可読メモ
リ内に格納することができ、その結果、フローチャートのブロック又は複数のブロック内
で指定された機能を実施するためのコンピュータ可読命令を含むコンピュータ可読メモリ
内に格納された命令が、製造物品を生産する。コンピュータプログラム命令はまた、コン
ピュータ又は他のプログラム可能データ処理装置上にロードし、一連の動作ステップがコ
ンピュータ又は他のプログラム可能データ処理装置上で実行されるようにしてコンピュー
タ実施プロセスを生成し、その結果、コンピュータ又は他のプログラム可能装置の上で実
行される命令がフローチャートのブロック又は複数のブロック内で指定された機能を実施
するための動作をもたらす。
【００６４】
　従って、ブロック図及びフローチャート説明図のブロックは、特定の機能を実行するた
めの様々な組合せ、特定の機能を実行するための動作と特定の機能を実行するためのプロ
グラム命令との組合せをサポートする。また、ブロック図及びフローチャート説明図の各
ブロック、及びブロック図及びフローチャート説明図内のブロックの組合せは、特定の機
能又は動作を実行する専用ハードウェアをベースとするコンピュータシステム、又は専用
ハードウェアとコンピュータ命令の組合せによって実施することができる。
【００６５】
　図９は、本発明の様々な実施形態とともに使用することができる例示的なシステム１０
２０のブロック図である。少なくとも図示した実施形態において、システム１０２０は１
つ又はそれ以上の中央コンピューティングデバイス１１１０、１つ又はそれ以上の分散コ
ンピューティングデバイス１１２０、及び１つ又はそれ以上の分散ハンドヘルド又はモバ
イルデバイス１３００を含むことができ、これらは全て１つ又はそれ以上のネットワーク
１１３０を介して中央サーバ１２００（又は制御ユニット）と通信するように構成される
。図９は、様々なシステムエンティティを、分離した独立エンティティとして示している
が、様々な実施形態はこの特定のアーキテクチャに限定されるものではない。
【００６６】
　本発明の様々な実施形態により、１つ又はそれ以上のネットワーク１１３０は、多くの
第２世代（２Ｇ）、２．５Ｇ、第３世代（３Ｇ）、及び／又は第４世代（４Ｇ）のモバイ
ル通信プロトコルなどのうちの１つ又はそれ以上による通信をサポートすることができる
。より具体的には、１つ又はそれ以上のネットワーク１１３０は、２Ｇ無線通信プロトコ
ルＩＳ－１３６（ＴＤＭＡ）、ＧＳＭ、及びＩＳ－９５（ＣＤＭＡ）による通信をサポー
トすることができる。さらに、例えば、１つ又はそれ以上のネットワーク１１３０は、２
．５Ｇ無線通信プロトコルＧＰＲＳ、拡張データＧＳＭ（登録商標）環境（ＥＤＧＥ：Ｅ
ｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ＧＳＭ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）などによる通信をサポー
トすることができる。さらに、例えば、１つ又はそれ以上のネットワーク１１３０は、３
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Ｇ無線通信プロトコル、例えば、広帯域符号分割多重アクセス（ＷＣＤＭＡ：Ｗｉｄｅｂ
ａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）無線アクセス
技術を利用したユニバーサルモバイルテレフォンシステム（ＵＭＴＳ：Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）ネットワークによる通信をサポ
ートすることができる。幾つかの狭帯域ＡＭＰＳ（ＮＡＭＰＳ：Ｎａｒｒｏｗ－ｂａｎｄ
　ＡＭＰＳ）、並びにＴＡＣＳ（単数又は複数）のネットワークもまた、デュアル又はよ
り高モードのモバイルステーション（例えば、デジタル／アナログ又はＴＤＭＡ／ＣＤＭ
Ａ／アナログ電話）と同様に本発明の実施形態から利益を得ることができる。さらに別の
例として、システム１０２０の構成要素の各々は、例えば、無線周波数（ＲＦ：ｒａｄｉ
ｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）、ブルートゥース（登録商標）、赤外線（ＩｒＤＡ）などの技
術、又は、有線若しくは無線パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ
　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ：Ｌｏｃａｌ　Ａ
ｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、メトロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ：Ｍｅｔｒｏｐ
ｏｌｉｔａｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ：Ｗｉｄｅ　Ａ
ｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などを含む、多くの異なる有線又は無線ネットワーク技術のい
ずれかにより、互いに通信するように構成することができる。
【００６７】
　図９においてデバイス（単数又は複数）１１１０～１３００は同じネットワーク１１３
０上で互いに通信するように描かれているが、これらのデバイスは複数の別々のネットワ
ーク上で同様に通信することができる。
【００６８】
　一実施形態により、サーバ１２００からデータを受け取ることに加えて、分散デバイス
１１１０、１１２０、及び又は１３００は、それ自体でデータを収集し及び送るようにさ
らに構成することができる。様々な実施形態において、デバイス１１１０、１１２０、及
び／又は１３００は、１つ又はそれ以上の入力ユニット若しくはデバイス、例えば、キー
パッド、タッチパッド、バーコードスキャナ、無線周波数識別（ＲＦＩＤ：ｒａｄｉｏ　
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）リーダ、インタフェースカード（
例えば、モデムなど）又は受信機、を介してデータを受け取ることができる。デバイス１
１１０、１１２０、及び／又は１３００はさらに、１つ又はそれ以上の揮発性若しくは不
揮発性メモリモジュールにデータを格納することができ、並びに、１つ又はそれ以上の出
力ユニット又はデバイスを介して、例えば、デバイスを操作するユーザにデータを表示す
ることにより、又は、データを、例えば１つ又はそれ以上のネットワーク１１３０上で送
ることによってデータを出力することができる。
【００６９】
　様々な実施形態において、サーバ１２００は、本明細書においてより具体的に示し説明
する機能を含む、１つ又はそれ以上の機能を実施するための、本発明による様々な実施形
態による様々なシステムを含む。しかし、サーバ１２００は、本発明の主旨及び範囲から
逸脱せずに、１つ又はそれ以上の類似の機能を実施するための種々の代替的デバイスを含
むことができることを理解されたい。例えば、特定のアプリケーションに対して望ましく
することができるように、サーバ１２００の少なくとも一部分を、特定の実施形態におい
て、分散デバイス（単数又は複数）１１１０、１１２０、及び／又はハンドヘルド若しく
はモバイルデバイス（単数又は複数）１３００の上に配置することができる。以下でさら
に詳しく説明するように、少なくとも１つの実施形態において、ハンドヘルド又はモバイ
ルデバイス（単数又は複数）１３００は、１つ又はそれ以上のモバイルアプリケーション
１３３０を含むことができ、これらは、全て以下で同様にさらに詳しく説明するように、
サーバ１２００との通信のためのユーザインタフェースをもたらすように構成することが
できる。
【００７０】
　図１０Ａは、様々な実施形態によるサーバ１２００の略図である。サーバ１２００は、
システムインタフェース又はバス１２３５を介してサーバ内部の他の要素と通信するプロ
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セッサ１２３０を含む。さらに、サーバ１２００には、データを受け取り及び表示する表
示／入力デバイス１２５０が含まれる。この表示／入力デバイス１２５０は、例えば、モ
ニタと組み合せて使用されるキーボード又はポインティングデバイスとすることができる
。サーバ１２００はさらにメモリ１２２０を含み、これは読取り専用メモリ（ＲＯＭ）１
２２６及びランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２２２の両方を含むことが好ましい。サ
ーバのＲＯＭ１２２６は、サーバ１２００内部の要素の間で情報を転送するのに役立つ基
本ルーチンを含む基本入力／出力システム１２２４（ＢＩＯＳ：ｂａｓｉｃ　ｉｎｐｕｔ
／ｏｕｔｐｕｔ　ｓｙｓｔｅｍ）を格納するのに使用される。様々なＲＯＭ及びＲＡＭ構
成は、本明細書で既に説明した。
【００７１】
　さらに、サーバ１２００は、様々なコンピュータ可読媒体、例えば、ハードディスク、
取外し可能磁気ディスク、又はＣＤ－ＲＯＭディスクの上に情報を格納するための、少な
くとも１つの記憶デバイス又はプログラム記憶装置１２１０、例えば、ハードディスクド
ライブ、フロッピーディスクドライブ、ＣＤロムドライブ、若しくは光ディスクドライブ
を含む。当業者であれば認識することになるように、これらの記憶デバイス１２１０の各
々は、適切なインタフェースによってシステムバス１２３５に接続される。記憶デバイス
１２１０及びそれらに関連するコンピュータ可読媒体は、パーソナルコンピュータの不揮
発性記憶装置を与える。当業者であれば認識することになるように、上記のコンピュータ
可読媒体は、当技術分野で既知の任意の他の型のコンピュータ可読媒体で置換えることが
可能である。そのような媒体としては、例えば、磁気カセット、フラッシュメモリカード
、デジタルビデオディスク、及びベルヌーイカートリッジが挙げられる。
【００７２】
　図示しないが、一実施形態により、サーバ１２００の記憶デバイス１２１０及び／又は
メモリは、サーバ１２００がアクセスすることができる履歴及び／又は現在の配信データ
並びに配信状態を格納することができるデータ記憶デバイスの機能をさらに提供すること
ができる。これに関して記憶デバイス１２１０は、１つ又はそれ以上のデータベースを備
えることができる。用語「データベース」は、例えば、関係型データベース、階層型デー
タベース、若しくはネットワークデータベースを介して、コンピュータシステム内に格納
された記録又はデータの構造化された集合を指し、従って、限定された様式で解釈される
べきものではない。
【００７３】
　例えば、プロセッサ１２３０により実行可能な１つ又はそれ以上のコンピュータ可読プ
ログラムコード部分を備えた多くのプログラムモジュール（例えば、例示的なモジュール
１４００～１７００）を様々な記憶デバイス１２１０により及びＲＡＭ１２２２の中に格
納することができる。そのようなプログラムモジュールはまたオペレーティングシステム
１２８０を含むことができる。これら及び他の実施形態において、様々なモジュール１４
００、１５００、１６００、１７００が、プロセッサ１２３０及びオペレーティングシス
テム１２８０の支援によりサーバ１２００の動作の特定の側面を制御する。さらに他の実
施形態において、本発明の範囲及び本質から逸脱せずに、１つ又はそれ以上の付加的及び
／又は代替的モジュールを備えることもできることを理解されたい。
【００７４】
　様々な実施形態において、プログラムモジュール１４００、１５００、１６００、１７
００はサーバ１２００によって実行され、全てがシステム１０２０の様々なユーザに対し
てアクセス可能及び／又は送信可能な１つ又はそれ以上のグラフィカルユーザインタフェ
ース、レポート、命令、及び／又は通知／警告を生成するように構成される。特定の実施
形態において、ユーザインタフェース、レポート、命令、及び／又は通知／警告は、前述
のインターネット又は他の適切な通信ネットワークを含むことができる１つ又はそれ以上
のネットワーク１１３０を介してアクセス可能とすることができる。
【００７５】
　様々な実施形態において、１つ又はそれ以上のモジュール１４００、１５００、１６０
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０、１７００は、代替的に及び／又は付加的に（例えば、二重に）、１つ又はそれ以上の
デバイス１１１０、１１２０、及び／又は１３００にローカルに格納することができ、１
つ又はそれ以上の同じプロセッサによって実行することができる。様々な実施形態により
、モジュール１４００、１５００、１６００、１７００は、１つ又はそれ以上の別々のリ
ンクされた及び／又はネットワーク接続されたデータベースから構成することができる１
つ又はそれ以上のデータベースに、データを送ることができ、それからデータを受け取る
ことができ、そして、それに含まれるデータを利用することができる。
【００７６】
　さらに、サーバ１２００の中には、１つ又はそれ以上のネットワーク１１３０の他の要
素とインタフェース接続し及び通信するためのネットワークインタフェース１２６０が配
置される。当業者であれば、サーバ１２００の１つ又はそれ以上の構成要素を、他のサー
バ構成要素から地理的に遠隔に配置することができることを認識するであろう。さらに、
サーバ１２００の１つ又はそれ以上の構成要素を組み合せることができ、及び／又は本明
細書で説明する機能を実行する付加的な構成要素をサーバに含めることもできる。
【００７７】
　上記は単一のプロセッサ１２３０を説明するものであるが、当業者であれば認識するこ
とになるように、サーバ１２００は、本明細書で説明した機能を互いに協力して実施する
ように動作する複数のプロセッサを備えることができる。メモリ１２２０に加えて、プロ
セッサ１２３０はまた、データ、コンテンツなどを表示し、送信及び／又は受信するため
の少なくとも１つのインタフェース又は他の手段に接続することができる。これに関して
、インタフェース（単数又は複数）は、データ、コンテンツなどを送信及び／又は受信す
るための少なくとも１つの通信インタフェース又は他の手段、並びに、以下でさらに詳し
く説明するように、ディスプレイ及び／又はユーザ入力インタフェースを含むことができ
る少なくとも１つのユーザインタフェースを含むことができる。次に、ユーザ入力インタ
フェースは、エンティティがユーザからデータを受け取ることを可能にする多くのデバイ
ス、例えば、キーパッド、タッチディスプレイ、ジョイスティック又は他の入力デバイス
の何れかを備えることができる。
【００７８】
　さらに、「サーバ」１２００について言及しているが、当業者であれば認識することに
なるように、本発明の実施形態は伝統的に定められるサーバアーキテクチャに限定される
ものでない。さらに、本発明の実施形態のシステムは、単一サーバ、又は類似のネットワ
ークエンティティ、或いはメインフレームコンピュータシステムに限定されるものではな
い。本明細書で説明した機能を提供するように互いに協力して動作する１つ又はそれ以上
のネットワークエンティティを含む他の類似のアーキテクチャも同様に、本発明の実施形
態の主旨及び範囲から逸脱せずに用いることができる。サーバ１２００に関連して本明細
書で説明した機能を提供するために互いに協働する、例えば、２つ又はそれ以上のパーソ
ナルコンピュータ（ＰＣ）、類似の電子デバイス、又はハンドヘルド携帯デバイスのメッ
シュネットワークも同様に、本発明の実施形態の主旨及び範囲から逸脱せずに用いること
ができる。
【００７９】
　様々な実施形態により、プロセスの多くの個々のステップは、本明細書で説明するコン
ピュータシステム及び／又はサーバを用いて実施してもよく、又はそれらを用いて実施し
なくてもよく、コンピュータ実施の度合いは、１つ又はそれ以上の特定のアプリケーショ
ンのために望ましい及び／又は有益であり得るように、変えることができる。
【００８０】
　図１０Ｂは、本発明の様々な実施形態と共に用いることができる典型的なモバイルデバ
イス１３００の略図を提供する。モバイルデバイス１３００は様々な関係者が操作するこ
とができる。図１０Ｂに示すように、モバイルデバイス１３００は、アンテナ１３１２、
送信機１３０４（例えば、ラジオ）、受信機１３０６（例えば、ラジオ）、及び、それぞ
れ送信機１３０４に信号を供給し及び受信機１３０６から信号を受け取る処理要素１３０
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８を含むことができる。
【００８１】
　送信機１３０４に供給される信号及び受信機１３０６から受け取られる信号は、それぞ
れ、様々なエンティティ、例えば、サーバ１２００、分散デバイス１１１０、１１２０な
どと通信するための適切な無線システムのエアインタフェース標準に従う信号伝達データ
を含むことができる。これに関して、モバイルデバイス１３００は、１つ又はそれ以上の
エアインタフェース標準、通信プロトコル、変調形式、及びアクセス形式によって動作す
ることができる。より具体的には、モバイルデバイス１３００は、多くの無線通信標準及
びプロトコルのいずれかに従って動作することができる。具体的な一実施形態において、
モバイルデバイス１３００は複数の無線通信標準及びプロトコル、例えば、ＧＰＲＳ、Ｕ
ＭＴＳ、ＣＤＭＡ２０００、１ｘＲＴＴ、ＷＣＤＭＡ、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ、ＬＴＥ、Ｅ－
ＵＴＲＡＮ、ＥＶＤＯ、ＨＳＰＡ、ＨＳＤＰＡ、Ｗｉ－Ｆｉ、ＷｉＭＡＸ、ＵＷＢ、ＩＲ
プロトコル、ブルートゥースプロトコル、ＵＳＢプロトコル、及び／又は任意の他の無線
プロトコル、に従って動作することができる。
【００８２】
　これらの通信標準及びプロトコルを介して、モバイルデバイス１３００は、様々な実施
形態により、非構造化付加サービスデータ（ＵＳＳＤ：Ｕｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｓｕ
ｐｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ）、ショートメッセージサービス（
ＳＭＳ：Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、マルチメディアメッセージン
グサービス（ＭＭＳ：Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、
デュアルトーンマルチ周波数シグナリング（ＤＴＭＦ：Ｄｕａｌ－Ｔｏｎｅ　Ｍｕｌｔｉ
－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）、及び／又は加入者識別モジュールダイヤ
ラ（ＳＩＭ　ｄｉａｌｅｒ：Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ　
ｄｉａｌｅｒ）などのコンセプトを用いて様々な他のエンティティと通信することができ
る。モバイルデバイス１３００はまた、例えば、そのファームウェア、ソフトウェア（例
えば、実行可能命令、アプリケーション、プログラムモジュールを含む）、及びオペレー
ティングシステムに対する変更、アドオン、及び更新をダウンロードすることができる。
【００８３】
　一実施形態により、モバイルデバイス１３００は、位置決定デバイス及び／又は機能を
含むことができる。例えば、モバイルデバイス１３００は、例えば、緯度、経度、高度、
ジオコード、コース及び／又は速度データを取得するように適合されたＧＰＳモジュール
を含むことができる。一実施形態において、ＧＰＳモジュールは、既定数の衛星をそれら
衛星の相対位置を考慮して識別することにより、エフェメリスデータとしても知られる、
データを取得する。
【００８４】
　モバイルデバイス１３００はまた、ユーザインタフェース（処理要素１３０８に結合さ
れたディスプレイ１３１６を含むことができる）及び／又はユーザ入力インタフェース（
処理要素１３０８（３０８）に結合された）を備えることができる。ユーザ入力インタフ
ェースは、モバイルデバイス１３００がデータを受け取るのを可能にする多くのデバイス
、例えば、キーパッド１３１８（ハード又はソフト）、タッチディスプレイ、音声又は動
作インタフェース、或いは他の入力デバイスなどのうちのいずれかを備えることができる
。キーパッド１３１８を含む実施形態において、キーパッドは通常の数字（０～９）及び
関連するキー（＃、＊）、並びにモバイルデバイス１３００を操作するのに使用される他
のキーを含むことができ、フルセットのアルファベットキー又はフルセットの英数字キー
をもたらすためにアクティブにすることができるキーのセットを含むことができる。入力
をもたらすことに加えて、ユーザ入力インタフェースは、例えば、スクリーンセーバー及
び／又はスリープモードなどの特定の機能をアクティブにするか又は非アクティブにする
ために使用することができる。
【００８５】
　モバイルデバイス１３００はまた、揮発性記憶装置若しくはメモリ１３２２及び／又は
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不揮発性記憶装置若しくはメモリ１３２４を含むことができ、これらは内蔵型とすること
ができ及び／又は取外し可能とすることもできる。例えば、不揮発性メモリは、ＲＯＭ、
ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、ＭＭＣ、ＳＤメモリカード、
メモリスティック、ＣＢＲＡＭ、ＰＲＡＭ、ＦｅＲＡＭ、ＲＲＡＭ、ＳＯＮＯＳ、レース
トラックメモリなどとすることができる。揮発性メモリは、ＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ
、ＦＰＭ　ＤＲＡＭ、ＥＤＯ　ＤＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ２　
ＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ３　ＳＤＲＡＭ、ＲＤＲＡＭ、ＲＩＭＭ、ＤＩＭＭ、ＳＩＭＭ、ＶＲ
ＡＭ、キャッシュメモリ、レジスタメモリなどとすることができる。揮発性及び不揮発性
記憶装置又はメモリは、モバイルデバイス１３００の機能を実施するための、データベー
ス、データベースインスタンス、データベースマッピングシステム、データ、アプリケー
ション、プログラム、プログラムモジュール、スクリプト、ソースコード、オブジェクト
コード、バイトコード、コンパイル済みコード、解釈済みコード、機械コード、実行可能
命令などを格納することができる。
【００８６】
　モバイルデバイス１３００はまた、１つ又はそれ以上のカメラ１３２６及びモバイルア
プリケーション１３３０を含むことができる。カメラ１３２６は、様々な実施形態により
、付加的及び／又は代替的データ収集機構として構成することができ、それにより、カメ
ラを介してモバイルデバイス１３００によって１つ又はそれ以上のアイテムを読取り、格
納し、及び／又は送信することができる。モバイルアプリケーション１３３０は、それを
介して様々なタスクをモバイルデバイス１３００と共に実行することができる機構をさら
に提供することができる。モバイルデバイス１３００の１つ又はそれ以上のユーザ及びシ
ステム１０２０全体のために望ましい可能性のある様々な構成を提供することができる。
【００８７】
　本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲内で多く
の修正が可能である。そのような修正は、例えば、例示した電子ビーム以外の、例えばレ
ーザービームなどの異なるエネルギービーム源を使用することを含む。金属粉末以外の他
の材料、例えば、非限定的な例として、導電性ポリマ、及び導電性セラミックスの粉末な
どを使用することができる。実際に、当業者であれば、前述の文章に含まれる情報を用い
て、本発明の様々な実施形態を、文字通りには説明されていないが、実質的に同じ結果に
達する実質的に同じ機能を達成するために、添付の特許請求の範囲に包含される仕方で、
修正することができるであろう。従って、本発明は開示された特定の実施形態に限定され
るものではないこと、並びに、修正物及び他の実施形態が添付の特許請求の範囲に含まれ
ることが意図されていることを理解されたい。本明細書では特定の用語が用いられたが、
それらは一般的及び説明的意味においてのみ用いられたもので、限定のために用いられた
ものではない。
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