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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　造形材料を順次積み重ねることによって立体物を造形する立体物造形装置において、
　造形対象物の３次元の形状情報と色情報とを含むデータを入力するデータ入力部と、
　前記データに基づいて、前記造形材料を順次積層して造形を行う造形材料積層部と、
　前記データに基づいて、前記造形材料とは異なる印刷材料を前記造形材料の少なくとも
一部に塗布して印刷を行う印刷部と、
　前記印刷部による前記造形材料の少なくとも一部への印刷を、前記造形材料積層部によ
る１層又は複数層の前記造形材料の積層が完了する毎に実行させる装置制御部と、を少な
くとも備え、
　前記造形材料として、光照射によって硬化するＵＶ硬化樹脂又は光硬化樹脂を使用し、
前記印刷材料として、光照射によって硬化するＵＶ硬化インク又は光硬化インクを使用し
、
　前記装置制御部は、前記印刷部に印刷を実行させた後、前記造形材料積層部に次の前記
造形材料の積層を実行させる前には、光照射を行わない、ことを特徴とする立体物造形装
置。
【請求項２】
　前記造形材料の少なくとも一部とは、次の層を積層した時に露出する領域である、こと
を特徴とする請求項１に記載の立体物造形装置。
【請求項３】
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　前記露出する領域は、前記造形材料の側面を含む、ことを特徴とする請求項２に記載の
立体物造形装置。
【請求項４】
　前記装置制御部は、前記造形材料の積層後の経過時間、前記造形材料の表面温度、前記
造形材料の色情報、光硬化性の前記造形材料に対する光照射量の少なくとも一つに基づい
て、印刷対象となる１層又は複数層の前記造形材料が、印刷可能な状態であるかを判断し
、印刷可能な状態であると判断した後に、前記印刷部に印刷を実行させる、ことを特徴と
する請求項１乃至３のいずれか一に記載の立体物造形装置。
【請求項５】
　前記印刷可能な状態とは、液体又はゲル状又はパウダー状であった前記造形材料の形状
が確定した状態、及び／又は、前記造形材料が前記印刷材料と混ざらない状態である、こ
とを特徴とする請求項４に記載の立体物造形装置。
【請求項６】
　前記印刷部による前記印刷材料の印刷ピッチが、前記造形材料積層部による前記造形材
料の造形ピッチよりも細かい、ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一に記載の立
体物造形装置。
【請求項７】
　造形材料を順次積み重ねることによって立体物を造形する立体物造形装置を用いた立体
物造形方法であって、
　造形対象物の３次元の形状情報と色情報とを含むデータを入力した後、
　前記データに基づいて、１層又は複数層の前記造形材料を積層する造形材料積層ステッ
プと、
　前記データに基づいて、前記造形材料とは異なる印刷材料を、新たに積層した１層又は
複数層の前記造形材料、若しくは、その直前に積層した１層又は複数層の前記造形材料、
若しくは、新たに積層した１層又は複数層の前記造形材料及びその直前に積層した１層又
は複数層の前記造形材料、の少なくとも一部に塗布する印刷ステップと、を繰り返し実行
し、
　前記造形材料として、光照射によって硬化するＵＶ硬化樹脂又は光硬化樹脂を使用し、
前記印刷材料として、光照射によって硬化するＵＶ硬化インク又は光硬化インクを使用し
、
　前記印刷ステップを実行した後、次の前記造形材料積層ステップの前には、光照射を行
わない、ことを特徴とする立体物造形方法。
【請求項８】
　前記造形材料の少なくとも一部とは、次の層を積層した時に露出する領域である、こと
を特徴とする請求項７に記載の立体物造形方法。
【請求項９】
　前記露出する領域は、前記造形材料の側面を含む、ことを特徴とする請求項８に記載の
立体物造形方法。
【請求項１０】
　前記造形材料積層ステップを実行した後、前記造形材料の積層後の経過時間、前記造形
材料の表面温度、前記造形材料の色情報、光硬化性の前記造形材料に対する光照射量の少
なくとも一つに基づいて、印刷対象となる１層又は複数層の前記造形材料が、印刷可能な
状態であるかを判断する判断ステップを実行し、
　前記判断ステップで、印刷可能な状態であると判断した後に、前記印刷ステップを実行
する、ことを特徴とする請求項７乃至９のいずれか一に記載の立体物造形方法。
【請求項１１】
　前記印刷可能な状態とは、液体又はゲル状又はパウダー状であった前記造形材料の形状
が確定した状態、及び／又は、前記造形材料が前記印刷材料と混ざらない状態である、こ
とを特徴とする請求項１０に記載の立体物造形方法。
【請求項１２】
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　前記印刷ステップにおける前記印刷材料の印刷ピッチを、前記造形材料積層ステップに
おける前記造形材料の造形ピッチよりも細かくする、ことを特徴とする請求項７乃至１１
のいずれか一に記載の立体物造形方法。
【請求項１３】
　造形材料を順次積み重ねることによって立体物を造形する立体物造形装置において、
　造形対象物の３次元の形状情報と色情報とを含むデータを入力するデータ入力部と、
　前記データに基づいて、前記造形材料を順次積層して造形を行う造形材料積層部と、
　前記データに基づいて、前記造形材料とは異なる印刷材料を前記造形材料の少なくとも
一部に塗布して印刷を行う印刷部と、
　前記印刷部による前記造形材料の少なくとも一部への印刷を、前記造形材料積層部によ
る１層又は複数層の前記造形材料の積層が完了する毎に実行させる装置制御部と、を少な
くとも備え、
　前記造形材料として、光照射によって硬化するＵＶ硬化樹脂又は光硬化樹脂を使用し、
前記印刷材料として、光照射によって硬化するＵＶ硬化インク又は光硬化インクを使用し
、
　前記装置制御部は、前記印刷部に印刷を実行させた後、最上層の前記造形材料の半硬化
状態を保って、前記造形材料積層部に次の前記造形材料の積層を実行させる、ことを特徴
とする立体物造形装置。
【請求項１４】
　造形材料を順次積み重ねることによって立体物を造形する立体物造形装置を用いた立体
物造形方法であって、
　造形対象物の３次元の形状情報と色情報とを含むデータを入力した後、
　前記データに基づいて、１層又は複数層の前記造形材料を積層する造形材料積層ステッ
プと、
　前記データに基づいて、前記造形材料とは異なる印刷材料を、新たに積層した１層又は
複数層の前記造形材料、若しくは、その直前に積層した１層又は複数層の前記造形材料、
若しくは、新たに積層した１層又は複数層の前記造形材料及びその直前に積層した１層又
は複数層の前記造形材料、の少なくとも一部に塗布する印刷ステップと、を繰り返し実行
し、
　前記造形材料として、光照射によって硬化するＵＶ硬化樹脂又は光硬化樹脂を使用し、
前記印刷材料として、光照射によって硬化するＵＶ硬化インク又は光硬化インクを使用し
、
　前記印刷ステップを実行した後、最上層の前記造形材料の半硬化状態を保って、次の前
記造形材料積層ステップを実行する、ことを特徴とする立体物造形方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、立体物造形装置及び立体物造形方法に関し、特に、造形と印刷を同時に行う
立体物造形装置及び立体物造形方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３次元の立体物を造形する技術として、ラピッド・プロトタイピイング（ＲＰ：Rapid 
Prototyping）と呼ばれる技術が知られている。この技術は、ひとつの３次元形状の表面
を３角形の集まりとして記述したデータ（ＳＴＬ（Standard Triangulated Language）フ
ォーマットのデータ）により、積層方向について薄く切った断面形状を計算し、その形状
に従って各層を形成して立体物を造形する技術である。また、立体物を造形する手法とし
ては、溶融物堆積法（ＦＤＭ：Fused Deposition Molding）、インクジェット法、インク
ジェットバインダ法、光造形法（ＳＬ：Stereo Lithography）、粉末焼結法（ＳＬＳ：Se
lective Laser Sintering）などが知られている。
【０００３】
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　また、このような手法を用いて造形した立体物に模様や色を付けることも可能であり、
例えば、下記特許文献１には、造形済み立体物の３次元データから得た表面の傾斜情報に
基づいて、インクの吐出を制御して高画質印刷を提供する立体物印刷装置が開示されてい
る。また、下記特許文献２には、造形完了後に同じ装置内で、造形品の表面に印刷済みフ
ィルムをかぶせて熱溶着して加飾する立体造形物の製造方法が開示されている。また、色
の異なる複数の造形材料を使用し、造形部位毎に造形材料を切り替えて造形することで、
造形物表面及び内面に模様や文字を表現できるようにする装置や、造形材料である粉末を
固めるためのバインダーにインクを混ぜながら積層して立体物を造形することで、微小部
位毎の色を変えることができるようにする装置が販売されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２６０３２９号公報
【特許文献２】特開２００９－１９０２２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、造形物表面に印刷する方法としては、完成した造形物に対して後工程
でその表面にインクを塗布する方法があるが、この方法では、外側に露出していない部分
（例えば、円筒の内面）や窪んだ部分（例えば、凹凸の凹部）には、印刷できない。また
、後工程で印刷する方法では、造形物の位置決めが難しく、位置ずれが生じやすい。更に
、この方法では、造形用の装置と印刷用の装置とを別々に用意しなければならないため、
コストがかかる。
【０００６】
　また、従来の３Ｄプリンタにおいて、異なる色の造形材料を部位毎に切り替えて造形す
る方法や、造形材料であるパウダーを固めるためのバインダーにＹＭＣ色のインクを染み
込ませて（すなわち、バインダーを着色して）造形する方法もあるが、これらの方法では
、印刷の解像度が造形ピッチに制限されるため、高精細な印刷が実現できない。また、再
現される色が造形材料の影響を受けるため、彩度や明度を正確かつ均一に再現するのが難
しい。更に、これらの方法では視認できない部分（内部）も着色するため、着色材料を無
駄に消費してしまう。
【０００７】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、立体物の外
側に露出していない部分や窪んだ部分にも高精細に印刷することができる立体物造形装置
及び立体物造形方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明は、造形材料を順次積み重ねることによって立体物を
造形する立体物造形装置において、造形対象物の３次元の形状情報と色情報とを含むデー
タを入力するデータ入力部と、前記データに基づいて、前記造形材料を順次積層して造形
を行う造形材料積層部と、前記データに基づいて、前記造形材料とは異なる印刷材料を前
記造形材料の少なくとも一部に塗布して印刷を行う印刷部と、前記印刷部による前記造形
材料の少なくとも一部への印刷を、前記造形材料積層部による１層又は複数層の前記造形
材料の積層が完了する毎に実行させる装置制御部と、を少なくとも備え、前記造形材料と
して、光照射によって硬化するＵＶ硬化樹脂又は光硬化樹脂を使用し、前記印刷材料とし
て、光照射によって硬化するＵＶ硬化インク又は光硬化インクを使用し、前記装置制御部
は、前記印刷部に印刷を実行させた後、前記造形材料積層部に次の前記造形材料の積層を
実行させる前には、光照射を行わないものである。
【０００９】
　また、本発明は、造形材料を順次積み重ねることによって立体物を造形する立体物造形
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装置を用いた立体物造形方法であって、造形対象物の３次元の形状情報と色情報とを含む
データを入力した後、前記データに基づいて、１層又は複数層の前記造形材料を積層する
造形材料積層ステップと、前記データに基づいて、前記造形材料とは異なる印刷材料を、
新たに積層した１層又は複数層の前記造形材料、若しくは、その直前に積層した１層又は
複数層の前記造形材料、若しくは、新たに積層した１層又は複数層の前記造形材料及びそ
の直前に積層した１層又は複数層の前記造形材料、の少なくとも一部に塗布する印刷ステ
ップと、を繰り返し実行し、前記造形材料として、光照射によって硬化するＵＶ硬化樹脂
又は光硬化樹脂を使用し、前記印刷材料として、光照射によって硬化するＵＶ硬化インク
又は光硬化インクを使用し、前記印刷ステップを実行した後、次の前記造形材料積層ステ
ップの前には、光照射を行わないものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の立体物造形装置及び立体物造形方法によれば、立体物の外側に露出していない
部分や窪んだ部分にも高精細に印刷することができる。その理由は、造形材料を順次積み
重ねて立体物を造形する立体物造形装置において、１層又は複数層の造形材料を積層する
毎に、その造形材料の表面に造形材料とは異なる材料を用いて印刷を行うからである。
【００１１】
　これにより、造形してから印刷する従来の方法では印刷できなかった外側に露出してい
ない部分や窪んだ部分への印刷が可能となる。また、造形材料を着色する従来の方法のよ
うに印刷精度が造形ピッチの制約を受けることがないため、高精細な印刷が可能となる。
【００１２】
　また、造形してから印刷する従来の方法では、印刷の際に造形物を正確に位置決めする
必要があったが、本発明では、造形と印刷とを同時進行で行うため、位置ずれが問題にな
ることがなく、正確に印刷することができ、作業性を改善することができる。また、造形
と印刷とを別々に行う従来の方法では、造形用の装置と印刷用の装置とを別々に用意しな
ければならないが、本発明では、１つの装置で造形と印刷を行うことができるため、コス
トを削減することができる。
【００１３】
　また、造形材料自体を着色する従来の方法では、再現される色が造形材料の影響を受け
るため、彩度や明度の再現が難しいが、本発明では、造形材料の表面に印刷するため、彩
度や明度を正確かつ均一に再現することができる。また、従来の方法では、視認できない
部分（内部）も着色するため、着色材料を無駄に消費してしまうが、本発明では、造形材
料の表面に印刷するため、材料の消費を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施例に係る立体物造形装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施例に係る造形と印刷を同時に行う方法を説明する図である。
【図３】本発明の一実施例に係る立体物の造形手順（１層毎印刷）を示すフローチャート
図である。
【図４】１層毎に印刷を行う方法を模式的に示す図である。
【図５】本発明の一実施例に係る立体物の造形手順（２層毎印刷）を示すフローチャート
図である。
【図６】２層毎に印刷を行う方法を模式的に示す図である。
【図７】本発明の一実施例に係る立体物造形方法の効果を説明する図である。
【図８】本発明の一実施例に係る立体物の造形手順（紫外線照射量に基づいて印刷可否を
判断する場合の手順）を示すフローチャート図である。
【図９】本発明の一実施例に係る立体物の造形手順（造形後の経過時間に基づいて印刷可
否を判断する場合の手順）を示すフローチャート図である。
【図１０】本発明の一実施例に係る立体物の造形手順（造形材料の表面温度に基づいて印
刷可否を判断する場合の手順）を示すフローチャート図である。
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【図１１】本発明の一実施例に係る立体物の造形手順（造形材料の色変化に基づいて印刷
可否を判断する場合の手順）を示すフローチャート図である。
【図１２】従来の立体物造形方法と本発明の一実施例に係る立体物造形方法の精細度の違
いを説明する図である。
【図１３】本発明の一実施例に係る立体物の造形手順（ＵＶ硬化方式を採用する場合の手
順）を示すフローチャート図である。
【図１４】ＵＶ硬化方式を用いて印刷を行う方法を模式的に示す図である。
【図１５】立体物の造形する従来の方法（溶融物堆積法）を模式的に示す図である。
【図１６】立体物の造形する従来の方法（インクジェット法）を模式的に示す図である。
【図１７】立体物の造形する従来の方法（インクジェットバインダ法）を模式的に示す図
である。
【図１８】立体物の造形する従来の方法（光造形法）を模式的に示す図である。
【図１９】立体物の造形する従来の方法（粉末焼結法）を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　背景技術で示したように、３次元の立体物を造形する技術として、ラピッド・プロトタ
イピイングと呼ばれる技術が知られており、立体物を造形する手法として、溶融物堆積法
（ＦＤＭ）、インクジェット法、インクジェットバインダ法、光造形法（ＳＬ）、粉末焼
結法（ＳＬＳ）などが知られている。
【００１６】
　溶融物堆積法（ＦＤＭ）では、図１５に示すように、ヘッドは、その高さの層の中で、
一筆書きのように動きながら、造形材料を重ねてゆく。例えば、熱可塑性の材料を加熱し
て流動状にし、一方のノズルから押し出しながら断面形状を描く。また、必要に応じて、
熱可塑性のサポート材料を加熱溶融し、もう一方のノズルから押し出す。そして、供給さ
れた材料が冷めると薄い硬化層ができる。この処理を繰り返した後、サポートを溶解する
ことにより、立体物を造形する。
【００１７】
　また、インクジェット法では、図１６に示すように、一般の紙用のインクジェットプリ
ンタの様に、Ｘ方向に往復運動を繰り返しながら、Ｙ方向に移動させる。例えば、熱可塑
性の材料（ビルド材料）を加熱溶融し、一方のインクジェットノズルから、断面形状に基
づいて滴下する。また、必要に応じて、熱可塑性のサポート材料を加熱溶融し、もう一方
のインクジェットノズルからモデルの外周や内周に滴下する。そして、滴下した材料が冷
めると薄い硬化層ができ、一層積み上げる度に層の上を切削する。この処理を繰り返すこ
とにより、立体物を造形し、後でサポートを溶解する。
【００１８】
　また、インクジェットバインダ法では、図１７に示すように、粉末を敷き詰めた上から
インクジェットノズルで断面形状に基づいてバインダーを滴下し、粉末同士を接着させて
薄い固化層を作る。そして、できた固化層の上に粉末を薄く敷き詰め、この処理を繰り返
すことにより、立体物を造形する。
【００１９】
　また、光造形法では、図１８に示すように、レーザービームで樹脂液面を断面形状通り
に走査することにより、表層の硬化と下層との接合を行う。そして、一層の厚さ分だけ、
テーブルを降下し、この処理を繰り返すことにより、立体物を造形する。
【００２０】
　また、粉末焼結法では、図１９に示すように、粉末を敷き詰めた上から赤外線レーザー
ビームで断面形状通りに走査することにより、粉末同士を焼結させ、薄い固化層を作る。
このとき、焼結により下層との接合も行う。そして、できた固化層の上に粉末を薄く敷き
詰め、この処理を繰り返すことにより、立体物を造形する。
【００２１】
　このような手法を用いることにより、造形対象物と同じ形状の立体物を造形することが
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でき、また、このような手法を用いて造形した立体物に模様や色を付けることもできる。
しかしながら、完成した造形物に対して後工程でその表面にインクを塗布する方法では、
外側に露出していない部分や窪んだ部分に印刷することができないという問題や、造形物
の位置決めが難しく位置ずれが生じやすいという問題、造形用の装置と印刷用の装置とを
別々に用意しなければならないためにコストがかかるという問題などがある。また、異な
る色の造形材料を部位毎に切り替えて造形する方法や、造形材料を固めるためのバインダ
ーに色インクを染み込ませて造形する方法では、印刷の解像度が造形ピッチに制限される
ため、高精細に印刷することができないという問題や、造形材料の影響を受けて彩度や明
度を正確かつ均一に再現するのが難しいという問題、視認できない部分にも着色するため
に着色材料を無駄に消費してしまうという問題などがある。
【００２２】
　そこで、本発明の一実施の形態では、立体物造形装置に、造形材料を積層する手段に加
えて造形材料の表面に印刷する手段を設け、積層造形中の１又は複数の層単位で印刷を行
うようにする。その際、積層直後は、造形材料は液体状、ゲル状、パウダー状など、印刷
に耐えうる状態ではないため、冷却、乾燥、ＵＶ照射等によって造形材料を硬化し、印刷
可能な状態になったことを確認した後に印刷を行うようにする。
【００２３】
　このように、造形中に印刷を行うことで、外側に露出していない部分や窪んだ部分への
印刷が可能となる。また、印刷精度は造形ピッチの制約を受けないため、高精細な印刷が
可能となる。また、造形と印刷が一度にできるため、造形と印刷を別々に行う方法に比べ
て、作業性を改善することができると共に、立体物の作製にかかるコストを削減すること
ができる。
【００２４】
　また、造形した部位が印刷可能であることを確認のうえで印刷を行うことによって、に
じみや濃度むら、濃度低下などのない高精細な印刷が可能となる。また、印刷塗料が造形
材料に染み込まないため、造形材料の膨張などの精度劣化も回避することができる。また
、半硬化状態の積層物上に印刷した後に完全に硬化させる方法を採用することによって、
造形物に対して強固に印刷することができる。更に、造形材料としてＵＶ硬化樹脂、印刷
塗料としてＵＶ硬化インクを使用する方法を採用することによって、１回のＵＶランプ照
射で造形材料及び印刷塗料の双方を硬化させることができるため、工程の削減、ＵＶエネ
ルギーの有効活用、ＵＶランプの寿命向上などを図ることができる。
【実施例】
【００２５】
　上記した本発明の一実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の一実施例に
係る立体物造形装置及び立体物造形方法について、図１乃至図１４を参照して説明する。
図１は、本実施例の立体物造形装置の構成を示すブロック図であり、図２は、本実施例の
造形と印刷を同時に行う方法を説明する図である。また、図３及び図４は、１層毎に印刷
を行う方法を説明する図であり、図５及び図６は、２層毎に印刷を行う方法を説明する図
、図７は、本実施例の立体物造形方法の効果を説明する図である。また、図８乃至図１１
は、本実施例の立体物造形方法における印刷可否を判断する手順を示すフローチャート図
であり、図１２は、従来の立体物造形方法と本実施例の立体物造形方法の精細度の違いを
説明する図、図１３及び図１４は、ＵＶ硬化方式を採用した立体物造形方法を説明する図
である。
【００２６】
　なお、以下の実施例において、造形の対象となる物品を造形対象物と呼び、造形対象物
を模して立体物造形装置で作製される物品を造形物と呼ぶ。また、造形物を作製する際に
利用する材料を造形材料と呼び、造形物に着色する際に利用する材料を印刷材料若しくは
印刷塗料と呼ぶ。
【００２７】
　図１は、本実施例の立体物造形装置の構成を示すブロック図である。この立体物造形装
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置は、溶融物堆積法（ＦＤＭ）、インクジェット法、インクジェットバインダ法、光造形
法（ＳＬ）、粉末焼結法（ＳＬＳ）などを用いて立体物を造形する装置であり、制御ブロ
ック１０とヘッド移動機構ブロック２０と造形材料取り扱いブロッ３０などで構成される
。また、必要に応じて、層積層完了判断データ提供部４０、ＵＶランプ５０、ヒータ３５
などを付加することもできる。以下、各構成要素について説明する。
【００２８】
　［制御ブロック］
　制御ブロック１０は、３Ｄデータ入力部１１と装置制御部１２などで構成される。
【００２９】
　３Ｄデータ入力部１１は、造形対象物の３Ｄデータ（ＣＡＤデータやデザインデータな
ど）をコンピュータ装置などから取得し、装置制御部１２に転送する。なお、３Ｄデータ
を取得する方法は特に限定されず、有線通信や無線通信、Bluetooth（登録商標）などの
短距離無線通信を利用して取得してもよいし、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリな
どの記録媒体を利用して取得してもよい。また、この３Ｄデータは、造形対象物を設計す
るコンピュータから直接取得してもよいし、３Ｄデータを管理／保存するサーバなどから
取得してもよい。
【００３０】
　装置制御部１２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）などの演算手段を有しており
、入力された３Ｄデータに基づいて、造形材料及び表面画像を３次元で造形するための層
毎のデータ（以下、スライスデータと呼ぶ。）を再構築する。また、装置制御部１２は、
造形動作中、装置全体の動作を制御する。例えば、ヘッド移動機構ブロック２０に、造形
材料及び印刷塗料を所望の場所に吐出又は塗布するための機構制御情報を送信すると共に
、造形材料取り扱いブロック３０にスライスデータを送信する。すなわち、装置制御部１
２は、造形材料取り扱いブロック３０とヘッド移動機構ブロック２０とを同期させて制御
する。
【００３１】
　なお、上記３Ｄデータ入力部１１及び装置制御部１２は、ハードウェアとして構成して
もよいし、３Ｄデータ入力部１１及び装置制御部１２として機能させる制御プログラムと
して構成し、当該制御プログラムを立体物造形装置又は当該立体物造形装置を制御する装
置で動作させる構成としてもよい。
【００３２】
　［ヘッド移動機構ブロック］
　ヘッド移動機構ブロック２０は、ヘッド移動ブロック２１とステージ移動ブロック２２
などで構成される。ヘッド移動ブロック２１は、Ｘ方向移動部２１ａとＹ方向移動部２１
ｂなどで構成される。また、ステージ移動ブロック２２は、Ｚ方向移動部２２ａなどで構
成される。
【００３３】
　ヘッド移動ブロック２１（Ｘ方向移動部２１ａ及びＹ方向移動部２１ｂ）は、制御ブロ
ック１０から取得した機構制御情報に従って、図示しないモータ及び駆動機構を駆動し、
造形材料や印刷塗料を吐出又は塗布するためのヘッドをＸ方向（横方向）やＹ方向（横方
向）に自在に移動させる。
【００３４】
　ステージ移動ブロック２２（Ｚ方向移動部２２ａ）は、制御ブロック１０から取得した
機構制御情報に従って、図示しないモータ及び駆動機構を駆動し、造形ステージをＺ方向
（下方向）に移動させたり、ヘッド移動ブロック２１をＺ方向（上方向）に移動させたり
して、ヘッドと造形物との間隔を調整する。
【００３５】
　［造形材料取り扱いブロック］
　造形材料取り扱いブロック３０は、造形材料供給部３１と造形材料吐出部３２と印刷塗
料供給部３３と印刷塗料塗布部３４などで構成される。
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【００３６】
　造形材料供給部３１は、図示しないカートリッジタンクに蓄えられた造形材料を、供給
ポンプにより、造形材料チューブを通して造形材料吐出部３２（ヘッド）に供給する。ま
た、造形材料吐出部３２は、制御ブロック１０から取得したスライスデータに従って、ヘ
ッド移動機構によって定められた位置に所望のタイミングで造形材料を造形ステージ上に
吐出する。この造形材料吐出部３２にはヒータ３５が併設されることもある。これは、造
形材料に熱を加え、造形材料の粘度を低下させ、造形材料吐出部３２からの吐出を容易に
するためである。この場合、吐出直後の造形材料は高温で低粘度の状態になっており、自
然冷却やＵＶ照射により硬化させる必要がある。なお、造形材料供給部３１及び造形材料
吐出部３２は、立体物造形装置に各々一つ搭載してもよいし、各々複数搭載してもよい。
【００３７】
　印刷塗料供給部３３は、図示しないカートリッジタンクに蓄えられたインクを、供給ポ
ンプにより、インクチューブを通して印刷塗料塗布部３４（ヘッド）に供給する。また、
印刷塗料塗布部３４は、造形材料吐出部３２と一体又は別体で構成され、造形材料吐出部
３２と同様に、制御ブロック１０から取得したスライスデータに従って、ヘッド移動機構
によって定められた位置に所望のタイミングで印刷塗料を造形ステージ上の造形材料に塗
布して印刷画像を形成する。なお、印刷塗料供給部３３及び印刷塗料塗布部３４も、立体
物造形装置に各々一つ搭載してもよいし、多色印刷を実現するために各々複数搭載しても
よい。
【００３８】
　また、必須ではないが、造形材料の他にサポート材料を用いる場合は、図示しないサポ
ート材料提供部とサポート材料射出部を設けてもよい。サポート材料の役割は、上方向に
造形してゆく際、オーバーハングしている部位などを造形する場合に、造形材料を支える
ための柱のような役割を担う。一般的に、サポート材は造形完了後、水や熱や剥離によっ
て除去される。
【００３９】
　また、層積層完了判断データ提供部４０は、造形材料の冷却硬化時間やＵＶランプ５０
の照射時間などをカウントするタイマーや、造形材料の冷却硬化を検出する温度センサ、
硬化に伴う造形材料の色変化を検出する色センサ、ＵＶランプ５０の紫外線照射量を測定
する線量計などで構成され、新たに積層された造形材料の層が印刷可能な状態になったか
否かの判断を装置制御部１２が行うための情報を収集して、装置制御部１２に提供する。
【００４０】
　また、ＵＶランプ５０は、造形材料としてＵＶ硬化樹脂を使用する場合や印刷塗料とし
てＵＶ硬化インクを使用する場合に、これらの材料を硬化させるために用いる。
【００４１】
　なお、図１では、ヘッド移動機構ブロック２０と造形材料取り扱いブロッ３０とに分類
したが、造形材料を積層する機能と印刷塗料を塗布する機能とに分類することもできる。
この場合は、造形材料供給部３１及び造形材料吐出部３２とヘッド移動機構ブロック２０
を合わせて造形材料積層部、印刷塗料供給部３３及び印刷塗料塗布部３４とヘッド移動機
構ブロック２０を合わせて印刷部と呼ぶことができる。
【００４２】
　図２（ａ）は、造形のみを行う一般的な立体物造形装置（３Ｄプリンタ）の模式図であ
る。ノズルは、ＸＹ（横縦）方向に移動しながら造形材料を吐出する。噴射（吐出）は高
さ方向の”層”毎に行われ、１層の積層が完了したら、ノズルが上昇するか、または造形
ステージが下降し、次の層の造形が行われる。そして、層単位の積層を繰り返すことで自
由な形状の立体物を造形する。
【００４３】
　図２（ｂ）は、本実施例の立体物造形装置（３Ｄプリンタ）の模式図であり、従来の３
Ｄプリンタの造形材料ノズルに加え、印刷塗料用のノズルを備えている。本実施例の３Ｄ
プリンタでは、造形材料の積層と積層済みの造形材料の表面へのインク塗布を順次行いな
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がら造形することで、造形完了と同時に造形物表面への印刷（造形後の右側面の「ＡＢＣ
Ｄ」の文字の印刷）も同時に完了させることができる。
【００４４】
　なお、図２（ｂ）では、造形材料を積層した後、その造形材料の表面に印刷塗料を塗布
しているが、新たに造形材料を積層した後、その直前に積層した造形材料の表面（新たに
積層した造形材料から露出する部分）、若しくは、直前に積層した造形材料の表面及び新
たに積層した造形材料の側面、若しくは、直前に積層した造形材料の表面と側面及び新た
に積層した造形材料の側面に印刷塗料を塗布することもできる。この構成では、造形材料
の表面及び側面に印刷塗料を塗布することによって、より正確に模様や色（図では「ＡＢ
ＣＤ」の文字）を再現できることから、以下の実施例ではこの構成を前提にして説明する
が、造形材料を積層した後、その造形材料の表面に印刷塗料を塗布する構成を採用しても
同様の効果を得ることができる。
【００４５】
　以下、上記構成の立体物造形装置を用いて立体物を造形する方法について説明する。ま
ず、１層毎に造形と印刷を行う場合の手順について、図３のフローチャート図及び図４の
模式図を参照して説明する。
【００４６】
　始めに、コンピュータ装置を用いて、造形対象物のＣＡＤデータやデザインデータなど
の３Ｄデータを作成する。このＣＡＤデータやデザインデータには、造形物の形状情報と
色情報とが含まれている。コンピュータ装置で作成された３Ｄデータは、立体物造形装置
の制御ブロック１０（３Ｄデータ入力部１１）によって取り込まれて装置制御部１２に転
送され、装置制御部１２では、３Ｄデータを解析して、各層の形状及び色を規定するスラ
イスデータを生成する。そして、装置制御部１２は、スライスデータに従って、ヘッド移
動機構ブロック２０（及びＵＶランプ５０）に機構制御情報を送信すると共に、造形材料
取り扱いブロック３０に造形のためのデータ及び印刷のためのデータを送信し、造形及び
印刷を開始する。
【００４７】
　具体的には、装置制御部１２は、図４（ａ）に示すように最下層の１層目の造形を実施
し（Ｓ１０１）、１層目の造形完了を確認する（Ｓ１０２）。１層目の造形が完了したら
、装置制御部１２は、図４（ｂ）に示すように２層目の造形を実施し（Ｓ１０３）、２層
目の造形完了を確認する（Ｓ１０４）。ここで、造形完了とは、乾燥や放熱、ＵＶ硬化な
どにより、造形材料の表面が硬化または半硬化し、印刷可能な状態になったことを意味す
る。
【００４８】
　２層目の造形が完了したら、装置制御部１２は、図４（ｃ）に示すように１層目の造形
材料の表面（又は表面及び側面）への印刷を実施し（Ｓ１０５）、続いて、図４（ｄ）に
示すように３層目の造形を実施する（Ｓ１０６）。３層目の造形完了を確認したら（Ｓ１
０７のＹ）、図４（ｅ）に示すように２層目の造形材料の表面（又は表面及び側面）への
印刷を実施し（Ｓ１０８）、続いて４層目の造形を実施する（Ｓ１０９）。そして、この
動作を最上層まで繰り返し（Ｓ１１０、Ｓ１１１）、造形と印刷の一連の動作が終了する
。
【００４９】
　次に、２層毎に造形と印刷を行う場合の手順について、図５のフローチャート図及び図
６の模式図を参照して説明する。この例は、２層の造形完了毎に２層の印刷を行うもので
あり、１層造形毎に１層印刷する方法に対して、印刷動作の挿入が半分になるため、トー
タルの造形時間を短縮できるメリットがある。一方、２層毎の積層後に印刷を行うために
は、印刷ヘッドと下側の層までの距離が離れてしまうため、インク吐出の着弾精度が低下
し、印刷の画質が低下してしまう恐れがある。従って、１層積層毎に印刷を行うか、複数
層毎に印刷するかは、造形速度と印刷精度を勘案して決定することが好ましい。なお、こ
こでは、２層の造形毎に２層の印刷を行う場合について説明するが、３層の造形毎に３層



(11) JP 5831791 B2 2015.12.9

10

20

30

40

50

の印刷を行う場合や４層の造形毎に４層の印刷を行う場合に対しても同様に適用すること
ができる。
【００５０】
　上記と同様に、コンピュータ装置で作成された、造形対象物のＣＡＤデータやデザイン
データなどの３Ｄデータは、立体物造形装置の制御ブロック１０（３Ｄデータ入力部１１
）によって取り込まれて装置制御部１２に転送され、装置制御部１２では、３Ｄデータを
解析して、各層の形状及び色を規定するスライスデータを生成する。そして、装置制御部
１２は、スライスデータに従って、ヘッド移動機構ブロック２０（及びＵＶランプ５０）
に機構制御情報を送信すると共に、造形材料取り扱いブロック３０に造形のためのデータ
及び印刷のためのデータを送信し、造形及び印刷を開始する。
【００５１】
　具体的には、装置制御部１２は、図６（ａ）に示すように最下層の１層目の造形を実施
し（Ｓ２０１）、１層目の造形完了を確認する（Ｓ２０２）。１層目の造形が完了したら
、図６（ｂ）に示すように２層目の造形を実施し（Ｓ２０３）、２層目の造形完了を確認
する（Ｓ２０４）。２層目の造形が完了したら、図６（ｃ）に示すように３層目の造形を
実施し（Ｓ２０５）、３層目の造形完了を確認する（Ｓ２０６）。ここで、造形完了とは
、１層毎の造形で説明した通りである。
【００５２】
　３層目の造形が完了したら、図６（ｄ）に示すように１層目と２層目の造形材料の表面
（又は表面及び側面）への印刷を一度に実施し（Ｓ２０７）、続いて、図６（ｅ）、（ｆ
）に示すように４層目、５層目と、順番に造形実施と造形完了の確認を行う（Ｓ２０８～
Ｓ２１１）。５層目の造形が完了したら、図６（ｇ）に示すように３層目と４層目の造形
材料の表面（又は表面及び側面）への印刷を一度に実施する（Ｓ２１２）。そして、この
動作を最上層まで繰り返し（Ｓ２１３、Ｓ２１４）、造形と印刷の一連の動作が終了する
。
【００５３】
　このような方法で造形と印刷を同時に行うことにより、造形対象物の形状のみならず、
色や模様なども正確に再現することができる。
【００５４】
　すなわち、立体物の表面に印刷を施す方法としては、造形後に塗装や印刷を行うことが
一般的であるが、造形後に印刷する従来の工程では、図７（ａ）に示すような円筒形状の
内側は、造形後の立体物の構造が障害物になり、印刷するための用具や手段（ペンや筆や
エアブラシ、インクジェットヘッドなど）が挿入できないため、造形物に正確に模様や色
を印刷することは困難であった。しかしながら、本実施例の方法では、造形物の障害物と
なりうる部位が造形される前に印刷できるため、造形後の印刷ではできなかった部位、例
えば、図７（ｂ）に示すような円筒形状の内側面（内部の下面側）にも印刷が可能となる
。
【００５５】
　以上、本実施例の立体物造形装置の基本的な動作について説明したが、本実施例では、
造形材料の積層と印刷塗料の塗布を繰り返し行うため、印刷塗料を塗布する前に、塗布対
象となる造形材料が印刷可能な状態になっていないと、印刷塗料が造形材料表面に適切に
塗設されない状態になって（すなわち、印刷塗料が造形材料に染み込んだり滲んだり溶け
たりして）、印刷の精度が低下する恐れがある。また、造形材料側も印刷塗料が滲み込む
ことで、造形材料が膨張したり変質したりするため、高精度の造形ができなくなる恐れが
ある。
【００５６】
　本実施例では、このような問題を回避するために、新たに積層した層が印刷可能な状態
にあるか否かを、層積層完了判断データ提供部４０から通知された情報（例えば、造形後
の時間経過、造形材料の温度、造形材料の色、ＵＶランプの発光有無（紫外線照射量）な
ど）に基づいて装置制御部１２が判断し、液体またはゲル状またはパウダー状であった造
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形材料の形状が確定、及び／又は、印刷塗料が造形材料と混ざらない（滲まない、染み込
まない、溶けない）状態に変化したことを確認するようにする。
【００５７】
　すなわち、造形材料吐出部３２（造形材料ヘッド）から吐出された直後は、ＵＶ硬化方
式の造形装置であれば、樹脂は液体の状態であり、熱溶融方式の造形装置であれば、熱せ
られた樹脂が柔らかくなった半硬化状態のゲル状態であり、粒子積層であれば、微粉末（
パウダー）の状態である。このような状態のままでは、塗布する部位の形状が確定してお
らず、その表面に印刷を施すことはできない。
【００５８】
　そこで、流動性がなくなることを確認したり、熱収縮が収まったことを確認したり、モ
ノマーからポリマーへの物性変化を確認したり、色の変化（アクリル樹脂は乾くと乳白色
から透明に変化する）を確認したりすることによって印刷可能な状態であるか否かを判断
し、印刷可能な表面状態に変化したことを確認した上で、印刷を行うようにする。
【００５９】
　以下、ＵＶランプ５０の紫外線照射量、造形後の経過時間、造形材料表面の温度、造形
材料表面の色情報に基づいて印刷可能かどうかを判断する手順について、図８乃至図１１
のフローチャート図を参照して説明する。
【００６０】
　［ＵＶランプ５０の紫外線照射量に基づいて判断する場合：図８参照］
　１層又は複数層の造形材料（ここでは、ＵＶ硬化材料）を積層した後（Ｓ３０１）、装
置制御部１２はＵＶランプ５０に機構制御情報を送信してＵＶランプ５０の照射を開始す
る（Ｓ３０２）。このＵＶランプ５０の照射によってＵＶ硬化材料に光重合反応が起こる
。すなわち、ＵＶ硬化材料に含まれる光重合開始剤が紫外線の照射によってラジカルにな
り、このラジカルがプレポリマー、モノマーの重合性二重結合（不飽和基）に接近して、
二重結合部分が活性化されて次々と鎖状に結合されて硬化する。
【００６１】
　層積層完了判断データ提供部４０は、ＵＶランプ５０の照射時間を計測して装置制御部
１２に送信する。そして、装置制御部１２は、ＵＶランプ５０の照射時間に基づいてＵＶ
ランプ５０の照射量が一定以上に達したら（Ｓ３０３のＹ）、造形済みの層は印刷可能な
状態に変化した（二重結合部分が活性化されて十分に鎖状に結合された）と判断し、ＵＶ
ランプ５０に機構制御情報を送信してＵＶランプ５０の照射を終了させ（Ｓ３０４）、造
形材料の表面への印刷を実施する（Ｓ３０５）。その後、この処理を造形完了まで繰り返
す。
【００６２】
　このように、造形材料としてＵＶ硬化材料を使用する場合は、ＵＶランプ５０の照射時
間（すなわち、紫外線照射量）を利用することによって、造形材料が印刷可能な表面状態
に変化したかどうかを確実に判断することができる。
【００６３】
　［造形後の経過時間に基づいて判断する場合：図９参照］
　１層又は複数層の造形材料（ここでは、ヒータ３５によって加熱した造形材料）を積層
した後（Ｓ４０１）、層積層完了判断データ提供部４０は、カウントダウンタイマーを予
め定めた時間（造形材料の表面が冷却されて硬化若しくは半硬化状態になるのに必要な時
間）にセットし、カウントダウンを開始し（Ｓ４０２）、積層後の経過時間を計測して装
置制御部１２に送信する。そして、装置制御部１２は、タイマーの値が０になったら（Ｓ
４０３のＹ）、冷却硬化に必要な時間が経過したと判断して、造形材料の表面への印刷を
実施する（Ｓ４０４）。その後、この処理を造形完了まで繰り返す。
【００６４】
　このように、造形材料を加熱する場合は、積層後の経過時間（すなわち、造形材料の冷
却時間）を利用することによって、造形材料が印刷可能な表面状態に変化したかどうかを
確実に判断することができる。なお、時間の経過に伴って造形材料に含まれる溶媒が蒸発
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して硬化する場合もあることから、この方法は造形材料を加熱しない場合にも適用するこ
とができる。
【００６５】
　［造形材料表面の温度に基づいて判断する場合：図１０参照］
　１層又は複数層の造形材料（ヒータ３５によって加熱した造形材料）を積層した後（Ｓ
５０１）、層積層完了判断データ提供部４０は、造形済み層の表面温度を非接触温度セン
サ等で計測し、装置制御部１２に送信する（Ｓ５０２）。そして、装置制御部１２は、造
形済み層の表面温度が所定の温度（造形材料の表面が硬化若しくは半硬化状態になったと
考えられる温度）まで低下したら（Ｓ５０３のＹ）、造形済み層は印刷可能な状態に変化
したと判断し、造形層表面への印刷を実施する（Ｓ５０４）。その後、この処理を造形完
了まで繰り返す。
【００６６】
　このように、造形材料を加熱する場合は、造形済みの造形材料の表面温度を利用するこ
とによっても、造形材料が印刷可能な表面状態に変化したかどうかを確実に判断すること
ができる。
【００６７】
　［造形材料表面の色情報に基づいて判断する場合：図１１参照］
　１層又は複数層の造形材料（ヒータ３５によって加熱した造形材料）を積層した後（Ｓ
６０１）、層積層完了判断データ提供部４０は、造形済み層の表面色をＣＣＤカメラなど
の色センサで計測し、装置制御部１２に色情報（色彩、濃度、透明度、光沢度などの情報
）を送信する（Ｓ６０２）。そして、装置制御部１２は、色情報に基づいて造形材料の色
変化を確認し、表面が所望の色に変化（例えば、乳白色から透明に変化）したら（Ｓ６０
３のＹ）、造形済み層が印刷可能な状態に変化したと判断し、造形層表面への印刷を実施
する（Ｓ６０４）。その後、この処理を造形完了まで繰り返す。
【００６８】
　このように、造形材料を加熱する場合は、造形済みの造形材料表面の色を利用すること
によっても、造形材料が印刷可能な表面状態に変化したかどうかを確実に判断することが
できる。なお、時間の経過に伴って造形材料に含まれる溶媒が蒸発して色が変化する場合
もあることから、この方法は造形材料を加熱しない場合にも適用することができる。
【００６９】
　以上、ＵＶランプ５０の照射時間（紫外線照射量）、造形後の経過時間、造形材料の表
面温度、造形材料の色に基づいて、造形済みの造形材料が印刷可能な状態になったか否か
を判断する場合について説明したが、判断の要素はこれらに限定されない。また、ここで
は、１つの要素に基づいて判断したが、複数の要素を組み合わせて判断することもできる
。また、この判断に代えて、若しくは、この判断と共に、印刷塗料として造形材料に対す
る浸透性のない（滲まない、染み込まない、溶けない）材料を選択すれば、更に高精度の
造形及び印刷を実現することができる。
【００７０】
　このように印刷塗料が造形材料に染み込まないようにすることによって、印刷精度を向
上させることができるが、印刷塗料の塗布サイズを小さくすることによっても印刷精度を
向上させることができる。すなわち、従来の方法では、異なる色の造形材料を切り替えて
、表面色に領域変化を付けるため、解像度が造形ピッチとなるが、本実施例の手法では、
造形材料と異なる物質で表面塗装を行うため、印刷精度は造形ピッチの制約を受けず、高
精細の表現が可能となる。
【００７１】
　図を参照して説明すると、従来の立体物造形装置では、図１２（ａ）に示すように、複
数の造形材料ヘッド（例えば、造形材料ヘッドＡ、Ｂの２個）を有し、それぞれのヘッド
から色の異なる造形材料を吐出しながら積層する。この従来の立体物造形装置でも、材料
の色差を利用して、造形材料表面上に文字や絵柄を形成することは可能である。しかしな
がら、この方法は、造形材料を切り替えて（ときには混合して）部位毎の色差を表現する
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方法であるため、印刷の精細度が造形ピッチ（造形材料の最小単位）と同じとなる。この
造形ピッチの大きさは、装置設計にて制御可能であるが、造形材料は造形物の形状を生成
するためのものであるため、造形ピッチを小さくすると造形時間が膨大になってしまい、
実用性を考慮すると造形ピッチを小さくすることは得策ではない。そのため、従来の立体
物造形装置では高精細な印刷を造形物に施すことはできなかった。
【００７２】
　一方、本実施例の立体物造形装置では、図１２（ｂ）に示すように、造形材料を吐出す
る造形ヘッドとは別に、印刷用のインクを塗布するインクヘッドを有する。更に、インク
ヘッドは造形材料の大きさより小さなインクを吐出することが可能な構成となっている。
このような構成では、予め造形材料ヘッドより造形材料を吐出し、積層して造形物の形状
を生成してから、その表面上に、インクヘッドによるインク塗布により表面印刷を施すこ
とができる。その際、インクは造形材のピッチには制約を受けないため、造形材料より小
さくすることも可能であるため、印刷ピッチを造形ピッチ（造形材料の最小単位）よりも
小さくすることができ、高精細な印刷を実現することができる。なお、印刷用インクの精
度を上げる（インク滴を小さくする）とインクの吐出回数が増えるため、造形時間が若干
長くなるが、インクの塗布は造形物の表面のみを覆うものであるため、造形物全体の造形
時間に対して大きな影響は及ぼさない。
【００７３】
　このように、本実施例の立体物造形装置では、造形ヘッドと別に印刷ヘッドを備えてい
るため、造形材料の造形ピッチより細かい大きさのインク塗布を行うことによって、造形
時間を大幅に増やすことなく、造形物の表面上に高精細な印刷を施すことが可能となる。
【００７４】
　なお、図８乃至図１１では、造形材料を硬化させることを目的とした制御を行ったが、
造形材料が十分に硬化していない状態で印刷塗料を塗布する方が好ましい場合もある。例
えば、造形材料にＵＶ硬化樹脂又は光硬化樹脂を使用し、印刷塗料にＵＶ硬化インク又は
光硬化インクを使用する場合、完全に硬化した樹脂の上に新たな樹脂を積層するよりも、
半硬化した樹脂の上に未硬化樹脂を積層し、一緒にＵＶ硬化して固めた方が、下層との接
着力を高めることができる。
【００７５】
　そこで、本実施例では、造形材料及び印刷塗料ＵＶ又は光硬化性の部材を用いる場合は
、ＵＶランプ５０による紫外線照射量を、１回目のＵＶ照射で未硬化から半硬化へ変化し
、２回目のＵＶ照射で半硬化から硬化に変化させる量に調整し、造形材料が半硬化の状態
で印刷塗料を塗布するようにする。以下、図１３のフローチャート図及び図１４の模式図
を参照して説明する。
【００７６】
　まず、装置制御部１２は、図１４（ａ）に示すように最下層に１層目造形材料を積層す
る（Ｓ７０１）。この時点では造形材料のＵＶ硬化樹脂は未硬化の液状であり、この表面
に印刷することはできない。そこで、１層目の造形積層に続いて、積層した造形材料を硬
化させるためのＵＶ発光を行う（Ｓ７０２）。このＵＶ発光は、立体物造形装置に備え付
けられたＵＶランプ５０を一定時間発光させることで行う。本実施例では、ＵＶランプ５
０による紫外線照射量を、１回目のＵＶ照射で未硬化から半硬化へ変化し、２回目のＵＶ
照射で半硬化から硬化に変化させる量に調整してある。続いて、図１４（ｂ）に示すよう
に２層目の造形材料の積層を行う（Ｓ７０３）。この時点では１層目の造形材料は半硬化
の状態であるため、２層目の造形材料を積み重ねることができる。
【００７７】
　２層目の造形積層に続いて、２回目のＵＶ発光を行う（Ｓ７０４）。２回目のＵＶ発光
によって１層目の造形材料は硬化状態、２層目の造形材料は半硬化状態になる。この状態
で、図１４（ｃ）に示すように硬化状態にある１層目の造形材料の表面（又は表面及び側
面）にＵＶ硬化インクにて印刷を行う（Ｓ７０５）。この時、２層目の側面下部の一部に
もインク滴が塗布されるが、２層目も半硬化状態であるため塗装可能である。
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【００７８】
　続いて、図１４（ｄ）に示すように３層目の造形材料の積層を行う（Ｓ７０６）。この
時点では１層目の造形材料は硬化の状態、２層目の造形材料は半硬化状態、３層目の造形
材料は未硬化の状態である。３層目の造形積層に続いて、３回目のＵＶ発光を行う（Ｓ７
０７）。３回目のＵＶ発光によって２層目の造形材料は硬化状態、３層目の造形材料は半
硬化状態になる。また、このＵＶ発光によって１層目に塗布したインクも未硬化状態から
硬化状態（または半硬化状態）に変化し、印刷塗料が造形材料表面に固着される。この３
回目（３回目以降も同様）のＵＶ発光は、造形材料の状態を変化させるだけでなく、印刷
インクの状態も変化させることができるため、１回の発光エネルギーを有効に使うことが
できる。
【００７９】
　続いて、図１４（ｅ）に示すように硬化状態にある２層目の造形材料の表面（又は表面
及び側面）にＵＶ硬化インクにて印刷を行う（Ｓ７０８）。この時、３層目の造形材料の
側面下部の一部にもインク滴が塗布されるが、３層目も半硬化状態であるため塗装可能で
ある。続いて、図１４（ｆ）に示すように４層目の造形材料の積層を行う（Ｓ７０９）。
そして、この動作を最上層まで繰り返し（Ｓ７１０、Ｓ７１１）、ＵＶ硬化方式による造
形と印刷の一連の動作が完了する。
【００８０】
　この一連の動作では、ＵＶランプ５０による発光エネルギーを、ＵＶ硬化樹脂である造
形材料を未硬化から半硬化、半硬化から硬化へと変化させるだけでなく、ＵＶ硬化インク
である印刷塗料も未硬化から半硬化、半硬化から硬化へと変化させることができる。
【００８１】
　このように、造形材料にＵＶ硬化樹脂を使用し、印刷塗料にＵＶ硬化インクを使用する
ＵＶ硬化方式の立体物造形装置では、紫外線照射のエネルギーを造形物の硬化とインクの
硬化の双方に活用することができる。この効果により、ＵＶランプ５０の照射時間を減ら
すことができ、発光エネルギーの低減を図ると共に、ＵＶランプ５０の寿命を長くするこ
とができる。なお、上記では、ＵＶ硬化樹脂とＵＶ硬化インクを例にして説明したが、可
視光によって硬化する可視光硬化樹脂や可視光硬化インクに対しても同様に適用すること
ができる。
【００８２】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない限り
において、その構成や制御は適宜変更することができる。また、本発明は、溶融物堆積法
（ＦＤＭ）、インクジェット法、インクジェットバインダ法、光造形法（ＳＬ）、粉末焼
結法（ＳＬＳ）のいずれにも適用することができる。
【００８３】
　例えば、溶融物堆積法（ＦＤＭ）では、造形材料の溶融物をヘッドから吐出直後は、造
形材料は高温で硬化していないため、１層の積層完了後、硬化と熱収縮が収まるまで、一
定時間経過又は表面温度測定によって冷却硬化を確認してから、表面に印刷を行えばよい
。また、硬化すると色が変化する造形材料を使用する場合は、１層又は複数層の積層完了
後、色変化によって硬化を確認してから、表面に印刷を行えばよい。
【００８４】
　また、インクジェット法では、インクジェットノズルから高温にて溶融された造形材料
を滴下する方式であり、溶融物堆積法と同様に、造形材料の溶融物をヘッドから吐出直後
は、造形材料は高温で硬化していないため、積層完了後、硬化と熱収縮が収まるまで、一
定時間経過又は表面温度測定によって冷却硬化を確認してから、表面に印刷を行えばよい
。また、造形材料としてＵＶ硬化樹脂を使用すれば、造形材料を高温で溶融しておく必要
はなく、ＵＶ硬化インクを併用すれば、図１３及び図１４で示した方法を適用することが
できる。
【００８５】
　また、インクジェットバインダ法（３ＤＰ）では、バインダーを滴下し、粉末同士が接
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インダーをＵＶ硬化樹脂とすれば、粉末がＵＶによって接着硬化するため、ＵＶ硬化イン
クを併用すれば、図１３及び図１４で示した方法を適用することができる。
【００８６】
　また、光造形法（ＳＬ）は、光硬化性樹脂を使用する方法であるため、光硬化インクを
併用すれば、図１３及び図１４で示した方法を適用することができる。
【００８７】
　また、粉末焼結法（ＳＬＳ）では、レーザーでの溶融直後は造形材料が高温で硬化して
いないため、積層完了後、硬化と熱収縮が収まるまで、一定時間経過又は表面温度測定に
よって冷却硬化を確認してから、表面に印刷を行えばよい。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、立体物を造形する３Ｄプリンタなどの立体物造形装置及び当該装置を用いた
立体物造形方法に利用可能である。
【符号の説明】
【００８９】
　１０　制御ブロック
　１１　３Ｄデータ入力部
　１２　装置制御部
　２０　ヘッド移動機構ブロック
　２１　ヘッド移動ブロック
　２１ａ　Ｘ方向移動部
　２１ｂ　Ｙ方向移動部
　２２　ステージ移動ブロック
　２２ａ　Ｚ方向移動部
　３０　造形材料取り扱いブロック
　３１　造形材料供給部
　３２　造形材料吐出部
　３３　印刷塗料供給部
　３４　印刷塗料塗布部
　３５　ヒータ
　４０　層積層完了判断データ提供部
　５０　ＵＶランプ
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