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(57) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
複数の標的位置に材料を分配することによる物体の固体自由形状製造方法であって、該物
体が分離区域に沿って切断可能に取り付けられた第１の部分および第２の部分を有し、
前記第１の部分を形成するために前記材料を選択的に分配する工程、ここで分配された材
料が、該第１の部分にある前記標的位置に当たるときに前記材料の流動可能温度以上の内
部体積温度を有する、
前記分離区域を形成するために前記材料を選択的に分配する工程、ここで分配された材料
が、分離区域にある前記標的位置に当たるときに前記材料の流動可能温度未満の外面温度
を有する、
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前記第２の部分を形成するために前記材料を選択的に分配する工程、ここで分配された材
料が、第２の部分にある前記標的位置に当たるときに前記材料の流動可能温度以上の内部
体積温度を有する、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
前記物体が連続層で製造され、前記選択的分配工程それぞれが、前記第１の部分、前記第
２の部分、および前記分離区域を形成するために所定の順番にしたがって行われることを
特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記材料が、少なくとも１つのインクジェットプリントヘッドから各々の連続層の標的位
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置まで複数の不連続の小滴で分配されている相変化材料であることを特徴とする請求項２
記載の方法。
【請求項４】
前記小滴の温度が、該小滴が前記インクジェットプリントヘッドから出たときに、前記材
料の流動可能温度以上であることを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項５】
前記小滴が、前記インクジェットプリントヘッドから分配されている際に冷め始め、該イ
ンクジェットプリントヘッドが、前記小滴を分配するときに各々の連続層から予定距離に
位置しており、該予定距離が、各々の選択的分配工程において該小滴が所定の層の標的位
置に当たるときに所望の温度を達成するように前記小滴の温度を調整するために選択され
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ていることを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
前記分離区域の形成において、前記予定距離が実質的に増加されることを特徴とする請求
項５記載の方法。
【請求項７】
前記物体の第１と第２の部分を形成するための材料を選択的に分配するときに第１の予定
距離が用いられ、前記分離区域を形成するための材料を選択的に分配するときに第２の予
定距離が用いられることを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項８】
前記分離区域に沿って前記物体の第１と第２の部分を分離して、該第２の部分上に所望の
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表面を表す工程をさらに含み、ここで、該第２の部分が得られた製品であり、該第１の部
分が、前記方法により形成された得られた製品を支持するための該方法により形成された
支持構造体であることを特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項９】
前記分離区域に沿って前記物体の第１と第２の部分を分離して、該第１の部分と第２の部
分の両方の上に所望の表面を表す工程をさらに含み、ここで、該第１と第２の部分が鏡像
部品であることを特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項１０】
前記小滴が前記インクジェットプリントヘッドから分配されたときに冷め始め、該小滴が
、分配されているときに予定サイズを有し、該予定サイズが、各々の選択的分配工程にお
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いて該小滴が所定層の標的位置に当たるときに、前記所望の温度を達成するように該小滴
の温度を調整するように選択されることを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項１１】
前記分離区域の形成において、前記小滴の予定サイズが実質的に減少されていることを特
徴とする請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
前記インクジェットプリントヘッドが、前記小滴を分配するときに、各々の連続層から予
定距離に配置され、該予定距離および該小滴の予定サイズが、各々の選択的分配工程にお
いて該小滴が所定の層の標的位置に当たるときに、所望の温度を達成するように該小滴の
温度を調整するように選択されることを特徴とする請求項１１記載の方法。
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【請求項１３】
前記分離区域の形成において、前記予定距離が実質的に増加されることを特徴とする請求
項１２記載の方法。
【請求項１４】
複数の標的位置に材料を分配することによる物体の固体自由形状製造方法であって、該物
体が冷間圧接ジョイントに沿って切断可能に取り付けられた第１の部分および第２の部分
を有し、
前記第１の部分を形成するために前記材料を選択的に分配する工程、ここで分配された材
料が、該第１の部分にある前記標的位置に当たるときに隣接する材料と一体に融着するの
に十分なエネルギーを有する、
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前記冷間圧接ジョイントを形成するために前記材料を選択的に分配する工程、ここで分配
された材料が、該圧接ジョイントにある前記標的位置に当たるときに隣接する材料に一体
に融着するのに十分なエネルギーを有さない、
前記第２の部分を形成するために前記材料を選択的に分配する工程、ここで分配された材
料が、第２の部分にある前記標的位置に当たるときに隣接する材料に一体に融着するのに
十分なエネルギーを有する、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１５】
前記物体が連続層で製造され、前記選択的分配工程が、前記第１の部分、前記第２の部分
、および前記冷間圧接ジョイントを形成するために所定の順番にしたがって行われること
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を特徴とする請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
前記材料が、少なくとも１つのインクジェットプリントヘッドから各々の連続層にある標
的位置まで複数の不連続の液滴として分配される相変化材料であることを特徴とする請求
項１５記載の方法。
【請求項１７】
前記小滴の温度が、該小滴が前記インクジェットプリントヘッドを出るときに、前記材料
の流動可能温度以上であることを特徴とする請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
前記小滴が前記インクジェットプリントヘッドから分配されたときに冷め始め、該インク
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ジェットプリントヘッドが、該小滴を分配するときに、各々の連続層から予定距離に位置
し、該予定位置が、各々の選択的分配工程において該小滴が所定の層の標的位置に当たる
ときに前記所望の温度を達成するのに該小滴の温度を調整するために選択されることを特
徴とする請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
前記冷間圧接ジョイントの形成において、前記予定距離が実質的に増加されていることを
特徴とする請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
前記物体の第１と第２の部分を形成するために前記物体を選択的に分配するときに、第１
の予定距離が用いられ、前記冷間圧接ジョイントを形成するために前記材料を選択的に分
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配するときに、第２の予定距離が用いられることを特徴とする請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
前記冷間圧接ジョイントに沿って前記物体の第１と第２の物体を分離して、該第２の部分
の所望の表面を表す工程をさらに含み、ここで、該第２の部分は前記方法により形成され
る製品であり、該第１の部分は、該方法により形成された前記製品を支持するために該方
法により形成された支持構造体であることを特徴とする請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
前記冷間圧接ジョイントに沿って前記物体の第１と第２の物体を分離して、該第１の部分
と第２の部分の両方に所望の表面を表す工程をさらに含み、ここで、該第１と第２の部分
が鏡像部品であることを特徴とする請求項２０記載の方法。
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【請求項２３】
選択的積層造形法により材料を分配することにより形成される部品であって、該部品が、
該部品と、該部品と同一の前記材料により形成された支持構造体との間に作製された冷間
圧接ジョイントに沿って、下向き表面に形成される該部品の表面、
選択的積層造形法により一体に形成された物体部分、および
選択的積層造形法により一体に形成される該物体の残りの表面を含み、
前記冷間圧接ジョイントが、前記部品および前記支持構造体と同一の前記材料を、前記支
持構造体に一体に融着するのに十分なエネルギーを有さない状態で選択的に分配すること
により、形成されるものであることを特徴とする部品。
【請求項２４】
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選択的積層造形法により材料を分配することにより形成される部品であって、該部品が、
該部品と支持構造体との間に作製された冷間圧接ジョイントに沿って下向き表面に形成
される該部品の表面、
選択的積層造形法により一体に形成された物体部分、および
選択的積層造形法により一体に形成される該物体の残りの表面を含み、
前記冷間圧接ジョイントが、先に前記支持構造体を形成し、該支持構造体を周囲温度まで
冷まし、次いで、前記部品を形成することにより形成されるものであることを特徴とする
部品。
【請求項２５】
複数の標的位置に材料を分配することによる物体の固体自由形状製造方法であって、該物
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体が冷間圧接ジョイントに沿って切断可能に取り付けられた第１の部分および第２の部分
を有し、
(a)

該第１の部分を形成するために前記材料を選択的に分配する工程、ここで、分配さ

れた材料が、該第１の部分にある標的位置に当たるときに、隣接する材料と一体に融着す
るのに十分なエネルギーを有する、
(b)

前 記 第 １ の 部 分 を 、 前 記 工 程 ( a)の 分 配 さ れ た 材 料 が 、 前 記 冷 間 圧 接 ジ ョ イ ン ト に 沿

って該第１の部分と一体に融着するのに十分なエネルギーを有さない点まで冷ます工程、
(c)

前記第２の部分を形成するために前記材料を選択的に分配する工程、ここで、分配

された材料が、該第２の部分にある前記標的位置に当たるときに該第２の部分の隣接材料
と一体に融着するのに十分なエネルギーを有するが、前記冷間圧接ジョイントに沿って前
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記第１の部分と一体に融着するのに十分なエネルギーは有さない、
を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、広く、固体自由形状製造に関し、特に、選択的積層造形技法により製造された
部品の改善された下向き表面状態を製造する方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、モデル、試作品、および運転の限定された製造用の部品を迅速に形成する新たな技
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術がいくつか開発されてきた。これらの技術は、一般に、ここで「ＳＦＦ」と称される、
固体自由形状製造（Ｓｏｌｉｄ

Ｆｒｅｅｆｏｒｍ

Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ）として説

明することができる。ＳＦＦにおいて、複雑な部品は、一般に減法の性質をもつ従来の製
造技法とは対照的に、加法の様式で造形用材料から製造される。例えば、従来の製造技法
においては、材料は、機械加工操作により除去されるか、またはダイまたは成形型中でほ
ぼ最終的な形状に成形され、次いで、余分な部分を切り取られる。これとは対照的に、加
法製造技法では、複雑な部品を成形するために、層毎に、標的位置に成形材料の部分を増
すように加える。一般に、ステレオリソグラフィー等のようなＳＦＦ技術では、連続層で
部品を製造するために、部品のコンピュータグラフィックおよび成形材料の供給が利用さ
れる。成形材料は、一般的に、粉末、液体、または気体である。ＳＦＦ技術には、従来の
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製造方法よりも優れた多くの利点がある。例えば、ＳＦＦ技術では、試作部品の開発時間
が劇的に短縮される。この技術では、従来の製造方法に関連する複雑な工具細工および機
械加工が必要なくなる。さらに、ＳＦＦ技術では、従来の製造方法と比較して、廃棄材料
を製造することが実質的になくなる。
【０００３】
最近出現したあるカテゴリーのＳＦＦは、ここで、「ＳＤＭ」と称される、選択的積層造
形（Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ

Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ

Ｍｏｄｅｌｉｎｇ）である。固体物体

イメージングとも称される、ＳＤＭにおいて、固体造形用材料は、物体を形成するために
、連続様式で物理的に積層される。あるタイプのＳＤＭ技術において、固体造形用材料は
、抵抗加熱されたノズルを通して連続フィラメントとして押し出される。さらに別のタイ
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プのＳＤＭ技術では、固体造形用材料は、部品を成形するために、不連続の小滴状態で噴
射されるかまたは滴下される。しばしば、低融点を有する熱可塑性材料が固体造形用材料
として用いられ、これは、インクジェットプリンタにおいて用いられているもののような
噴射システムを通して供給される。例えば、Ｍｅｎｈｅｎｎｅｔｔ等の米国特許第５，５
５５，１７６号において、インクジェットプリントヘッドを用いたあるタイプのＳＤＭプ
ロセスが記載されている。
【０００４】
従来の製造方法と比較して、全てのＳＦＦ方法には多くの利点があるが、層毎の成形プロ
セスに固有の問題もある。ＳＦＦプロセスに関連する最も基本的な問題の内の１つは、成
形プロセス中の部品に望ましくなく作用する重力により生じる悪影響である。全てのＳＦ
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Ｆプロセスは重力に対処しなければならない。例えば、ＳＦＦプロセスにより成形された
ほとんどの下向き表面は、成形プロセス中に部品を安定化するために、支持する必要があ
る。ＳＦＦ方法への重力の望ましくない影響に対処する試みが数多く成されてきたが、最
適な結果とは言えないものであった。
【０００５】
重力問題に対処する方法の１つに、成形プロセスにおいて異なる材料を用いることがある
。ある手法において、成形プロセス中に部品を支持する支持構造体を製造するために、異
なる材料が用いられる。例えば、２つの異なる固化材料を、層毎のプロセスで選択的に積
層させることができる。一方の材料は、部品を成形するためのものであり、他方の材料は
、支持構造体を成形するためのものである。理想的には、それらの材料は、力を加えるこ
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とにより、ジョイントに沿って部品から支持構造体が分離されるように、接合部で弱い結
合のジョイントを作製するために、注意深く選択される。例えば、この手法は、Ｓｔｅｒ
ｅｔｔ等の米国特許第５，６１７，９１１号に記載されている。イスラエル国、Ｒｅｈｏ
ｖｏｔのオブジェットジオメトリーズ社（Ｏｂｊｅｔ

Ｇｅｏｍｅｔｒｉｅｓ

Ｌｔｄ．

）は、現在、感光性樹脂成形材料に関してこの手法を開発している。別の手法において、
支持構造体を構成する材料が部品のものよりも低い融点を有するように材料を選択し、形
成後、その構造体を溶解するために、その複合体の温度を上昇させる。このタイプの手法
が、例えば、Ａｌｍｑｕｉｓｔ等の米国特許第５，１４１，６８０号に記載されている。
しかしながら、望ましくないことに、２つの異なる材料の供給を計算に入れるために、こ
れらの手法において、その材料供給システムの複雑さが倍になってしまう。
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【０００６】
さらに別の手法において、取外しできる支持材料が、部品を形成するために溶融されるよ
うにエネルギーが与えられる、粉末のような特定の形態で積層され、溶融されていない粉
末は支持構造体として機能する。このタイプの手法は、例えば、Ｆｏｒｄｅｒｈａｓｅ等
の米国特許第５，２５２，２６４号に記載されている。しかしながら、望ましくないこと
に、この手法は、焼結粉末材料への使用に限られており、部品を成形するために流動性の
固体造形用材料を用いる用途には一般に適していない。
【０００７】
重力問題を解決する別の試みは、成形材料が積層されている間に任意の軸の周りに部品を
回転させることである。この手法は、例えば、Ｋａｕｆｍａｎ等の米国特許第６，０８０
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，３４３号に記載されている。この手法では、成形材料が積層されるときはいつでも、部
品を、理論的に重力と最適な整合がとれるように配置することができる。この手法により
、多量の支持構造体を提供する必要をなくすことができるが、特に、高度に複雑な構造体
を製造する場合、それらの全てを取り除くことはできない。さらに、回転システムをＳＤ
Ｍプロセスに組み込むためには、精巧な設備、精巧な制御、および高度に訓練された作業
者が必要になる。したがって、回転ＳＤＭシステムは、それらの複雑さと費用のために、
ほとんどの業界で使用することは実際的ではないことが多い。
【０００８】
この重力問題に対する別の群の解決策は、構造支持体を、部品を製造するのに用いられる
のと同じ材料から同時に製造することである。次いで、支持体は、積層成形プロセスが完
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了した後に物理的に除去される。そのような手法の１つにより、部品の下向き表面を支持
する細い針状の支持カラムまたはウェブが製造される。例えば、この手法は、Ａｌｍｑｕ
ｉｓｔ等の米国特許第５，１４１，６８０号に記載されている。別の手法において、下向
き表面を作製すべき位置に沿って打ち抜き孔または割れ目を提供することにより、破断面
が作製される。この手法は、例えば、１９９５年５月５日に発行された、ヨーロッパ特許
出願第９４１１６２４４．８号に記載されている。いずれの手法においても、ＳＤＭ成形
工程が完了した後に、支持構造体を強制的に除去する必要がある。これらの解決策には１
つの成形材料の積層しか必要としないが、粗く、ぎざぎさのある望ましくない下向き表面
が製造されてしまう。これらの表面の外観を改善する試みは、支持構造体が、下向き表面
との接合部で下にある部品と強力に融着されるので、問題であることが証明された。現在
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、切断中またはその後にこれらの接合部での表面状態を精密に制御する方法は知られてい
ない。分離後、下向き表面の外観を改善するために、削り、やすりがけ等のような手作業
の仕上げ操作がしばしば必要とされる。しかしながら、望ましくないことに、そのような
後作業では、上向き表面を形成するのに達成されたのと同じ平滑性および細部は達成でき
ない。下向き表面の粗悪な表面品質の結果として、部品は、ＳＤＭプロセスにより形成さ
れる前に最も重要な表面を上向きにしなければならない。このことは、従来のＳＤＭプロ
セスの元で物体を製造する上で著しい欠点であることが分かっている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、上向き表面と同じ表面品質および細部を有する下向き表面を製造できるＳＤ
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Ｍプロセスを提供する必要がある。また、１つの成形材料の積層により、上向き表面と下
向き表面の両方に同じ品質の表面仕上げを与えられるＳＤＭプロセスを提供する必要もあ
る。多大な変更を行わずに従来のＳＤＭ機械により実施できるそのようなＳＤＭプロセス
を提供する必要もある。さらに、作業者による訓練、経験、および実践の指揮を最小量し
か必要としないＳＤＭプロセスが必要とされている。従来技術のこれらと他の難点が本発
明により克服される。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明のある態様は、その下向き表面が、従来のＳＤＭ技法により形成された下向き表面
と比較して優れた品質および細部を示す、ＳＤＭ技法により物体を形成する方法を提供す
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ることである。
【００１１】
本発明の別の態様は、支持構造体から切断できる物体上にある改善された下向き表面を形
成する方法であって、その物体および支持構造体が１つの成形材料を分配する（ｄｉｓｐ
ｅｎｓｉｎｇ）ＳＤＭ技法により形成される方法を提供することである。
【００１２】
本発明のさらに別の態様は、ＳＤＭ技法により形成された物体において分離区域または冷
間圧接（ｃｏｌｄ

ｗｅｌｄｉｎｇ）ジョイントを作製する方法であって、その物体がジ

ョイントに沿って正確に切断できる方法を提供することである。
【００１３】

40

本発明の特徴の１つは、１つの相変化材料を複数の標的位置に選択的に分配することによ
り、ＳＤＭプロセスにより形成される物体において分離区域を作製することである。この
分離区域、または冷間圧接ジョイントは、分配された材料の外面温度が、分離区域にある
標的位置に当たるときに、材料の流動可能温度よりも低くなるように相変化材料を選択的
に分配することにより作製される。これにより、分配された材料は、標的位置に隣接する
材料と一体に融着するのには、エネルギーが不十分であることが確実となる。
【００１４】
本発明の別の特徴は、上述したプロセスにより形成された分離区域に沿って切断可能に取
り付けられた物体の第１の部分と第２の部分を作製することである。この第１の部分と第
２の部分は、分配された材料の内部温度が、第１と第２の部分にある標的位置に当たると

50

(7)

JP 3618313 B2 2005.2.9

きに、その材料の流動可能温度以上であるように相変化材料を選択的に分配することによ
り作製される。これにより、分配された材料は、標的位置に隣接する材料と一体に融着す
るのに十分なエネルギーを有することが確実となる。
【００１５】
本発明のさらに別の特徴は、上述したようなＳＤＭプロセスであって、物体の第１の部分
が第２の部分のための支持構造体であり、分離区域に沿った第１と第２の部分の分離の際
に、所望の表面が第２の部分上に現れるプロセスを提供することである。分離の際に、第
２の部分は、この方法により形成された最終製品となる。
【００１６】
本発明のさらにまた別の特徴は、上述したようなＳＤＭプロセスであって、分離区域に沿

10

った第１と第２の部分の分離の際に、所望の表面が両方の部分に現れ、それによって、鏡
像部品を作製するプロセスを提供することである。
【００１７】
本発明のさらにまた別の特徴は、上述したようなＳＤＭプロセスであって、相変化材料が
、その材料の流動可能温度以上の温度で少なくとも１つのインクジェットプリントヘッド
から不連続の小滴として分配され、それら小滴の温度が、飛行中に冷たくなるように調整
されるプロセスを提供することである。飛行中の小滴の温度を調整する方法の１つは、イ
ンクジェットプリントヘッドと標的位置との間の距離を調節することによるものであり、
もう一つは、分配されるときに小滴のサイズを変更することによるものであり、また別の
ものは、小滴が移動している周囲温度を変更することによるものである。

20

【００１８】
【発明の効果】
本発明の利点は、改善された下向き表面が、物体に沿って分離区域または冷間圧接ジョイ
ントを形成することにより得られる、ＳＤＭプロセスにより製造された部品に作製される
ことである。その表面は、従来のＳＤＭプロセスにより形成された下向き表面と比較して
、著しく鮮明な解像度、平滑性、および明確さを有することにより改善される。
【００１９】
本発明の別の利点は、得られる製品および支持構造体の両方について１つの相変化材料を
分配するＳＤＭプロセスにより形成される下向き表面には、削りおよびやすりがけのよう
な手作業の仕上げ操作がもはや必要ないことである。
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【００２０】
本発明のさらに別の利点は、ＳＤＭプロセスにより形成される下向き表面の外観および品
質の改善は、異なる相変化材料または離型剤を分配せずに達成できることである。
【００２１】
本発明の他の態様、利点、および新規な特徴は、本発明の以下の詳細な説明より明らかと
なる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
本発明の好ましい実施の形態が示されている、添付の図面を参照して、本発明をより詳し
く説明する。しかしながら、本発明は、特許請求の範囲から逸脱せずに多くの異なる形態
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で具体化してもよい。図面に関して、同じ参照番号は、いくつかの図に亘り類似または同
一の要素を示す。
【００２３】
特に図１を参照すると、本発明の形成プロセスを実施するためのＳＤＭ装置１０が示され
ている。ＳＤＭ装置１０は、三次元物体１２を成形しているのが示されている。この物体
は、層毎の様式で成形され、任意の従来の作動手段１６により垂直方向に正確に位置決め
できる成形用支持台１４上にある。材料分配トロリー２０がその上にあるレールシステム
１８が、支持台１４の直接上にかつそれに対して平行にある。分配トロリー２０には、材
料貯蔵器２２から相変化材料が供給される。貯蔵器２２は、相変化材料をその流動可能温
度よりも高く加熱する。分配トロリー２０には、相変化材料を分配するためのインクジェ
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ットプリントヘッド２４が少なくとも１つ設けられている。好ましくは、インクジェット
プリントヘッド２４は、複数の分配オリフィスを有する圧電式のものであるが、音響式ま
たは静電式のような、他のタイプのインクジェットプリントヘッドを用いても差し支えな
い。あるいは、所望であれば、溶射ノズルを用いても差し支えない。トロリー２０は、従
来の駆動手段２６により水平路に沿って交互に駆動される。一般に、所定の層に関してそ
れぞれの標的位置にインクジェットプリントヘッド２４から１層の材料を分配するには、
トロリー２０を何度も通過させる。図１において、トロリー２０が左から右に通過し始め
たときの、分配された材料の層２８の一部が示されている。分配された小滴３０は、物体
１２の標的位置に到着する途中で飛行しているのが示されている。インクジェットプリン
トヘッド２４の分配オリフィスと材料の不連続の小滴の層２８との間の距離は、説明を容

10

易にするために、大幅に誇張されている。
【００２４】
好ましくは、外部コンピュータ３４が、通常ＳＴＬファイルと称される、物体の三次元座
標データを含む固体造形ＣＡＤデータファイルを作成する。ユーザが物体を成形するのを
望んだときに、プリントコマンドが外部コンピュータ３４で実行される。ここで、ＳＴＬ
ファイルが、プリントクライアントソフトウェアにより処理され、プリントジョブとして
ＳＤＭ装置１０に送られる。本発明を説明する目的のために、成形すべき物体は、分離区
域４０に沿って切断可能に取り付けられた第１の部分３６および第２の部分３８から構成
されている。物体を表すＣＡＤファイルにおいて、分離区域は、その物体の第２の部分３
８の下向き表面である。したがって、物体の下向き表面を正確に画成し、次いで、これら

20

の表面を、ＳＤＭプロセスにより形成すべき分離区域に割り当てることが望ましい。典型
的にＳＴＬフォーマットまたはその同等のフォーマットにあるＣＡＤ物体データは、処理
され、磁気ディスク、磁気テープ、マイクロ電子メモリ等によるような、所望の任意の従
来のデータ転送媒体によりＳＤＭ装置に転送される。データ転送経路およびＳＤＭ装置の
制御が、点線５６により示されている。本発明を実施するのに適用できるＳＤＭ装置の１
つは、カリフォルニア州、バレンシアの３Ｄシステムズ社により販売されている、Ｔｈｅ
ｒｍｏＪｅｔ（登録商標）Ｓｏｌｉｄ

Ｏｂｊｅｃｔ

Ｐｒｉｎｔｅｒである。この装置

は、他の装置と同様に、小滴体積の変動、熱歪み等の蓄積した影響を除去するように、各
層を必要なだけ連続的に平坦化するために、プレナライザ３２を用いる。
【００２５】
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上述した装置により行われる本発明のプロセスは、物体１２を形成するために、１つの相
変化材料を複数の標的位置に分配する工程を含む。材料は、第１の部分３６を形成するよ
うに選択的に分配され、分離区域４０を形成するように選択的に分配され、第２の部分を
形成するように選択的に分配される。あるいは、分離区域を形成するために、第２の部分
を形成するための材料を分配する前に、第１の部分を冷却することにより、分離区域を形
成するための材料を分配せずに、本発明のプロセスを行っても差し支えない。前記物体の
第１の部分と第２の部分は、分離区域に沿って切断可能に取り付けられており、これらの
部分を分離する際に、第２の部分の上に改善された下向き表面５４が作製される。ある実
施の形態において、第１の部分は、しばしば試作部品と称される、このプロセスにより形
成された製品である第２の部分を形成するための支持構造体として働く。別の実施の形態
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において、第１の部分と第２の部分は鏡像部品となるように形成され、分離の際に、両方
の部分は、プロセスの終了時に試作部品となる。
【００２６】
物体１２の第１の部分３６と第２の部分３８は、従来のＳＤＭ技法により、すなわち、材
料が先に形成された層の材料と融着するように連続層の状態に相変化材料を選択的に分配
することにより、形成される。このＳＤＭ技法は、当該技術分野においてよく知られてお
り、例えば、Ｐｅｅｒの米国特許第４，９９２，８０６号に記載されている。好ましくは
、相変化材料は、物体の各々の連続層にある標的位置に複数の不連続な小滴として分配さ
れる。あるいは、ここに教示された基本方法を、材料の連続流を分配するＳＤＭシステム
に使用するために適用してもよい。不連続の小滴を積層する場合、物体の各々の層は複数
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のピクセルに分割される。この場合、標的位置は、所定のピクセル位置に割り当てられて
もよい。一般に、小滴の体積は、一旦積層されたら、標的とされているピクセルの区域を
小滴が効果的に被覆するように十分なサイズのものである場合、小滴を標的位置に分配す
ることにより、固体充填状態となる。ＳＤＭ部品を成形するための通常のピクセル解像度
は、約３００から６００ドット・パー・インチ（ｄｐｉ）の間である。より高い解像度も
可能であるが、成形時間を増大させるという犠牲を払わなければならない。固体充填状態
を選択的に適用すると、ＳＤＭ技法により形成される部品の上向き表面が優れた仕上がり
になることがよく知られている。これは、一般的に、それぞれの標的位置に正確に当たる
ように各々の個々の小滴の標的付けを精密に制御する能力のためである。インクジェット
プリントヘッドは、相変化材料の不連続の小滴４２を正確に分配することにより、固体充

10

填状態を達成するのに理想的である。そのような相変化材料は、熱により流動性となる材
料である。すなわち、この材料は、通常、周囲温度では固相にあるが、高温下では液相に
変化する。この変化が生じる温度は、材料の流動可能温度と称される。インクジェットプ
リントヘッドに使用するための最も適した相変化材料は、インクジェットプリンティング
デバイスの材料貯蔵器２２内で高温に加熱されたときに液相に変化するものである。その
ような材料は、一般に５０−３５０℃辺りの間にある、一般的に低い流動可能温度を有す
る。一般に、小滴は、流動可能すなわち液体状態で分配され、標的位置に向かって周囲空
気中を移動するときに、冷め始める。各々の小滴は、内部体積および対応する内部体積温
度を有する。固体充填状態で運転する場合、この内部体積温度は、小滴が標的位置に当た
ったときに、材料の流動可能温度以上でなければならない。このことは、各々の小滴４２
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が、層において隣接する材料と、また先に形成された層において積層された材料と一体に
融着するのに十分なエネルギーを有するために必要である。一般的に、前記物体の第１の
部分と第２の部分の両方は、この固体充填様式で形成される。
【００２７】
図２から図６を参照すると、ＳＤＭにより形成された物体１２がより詳しく示されている
。第１と第２の部分３６、３８は、一般に、上述した従来のＳＤＭ技法により形成される
。図２および４において、相変化材料の不連続の小滴４２は、隣接する材料と融着するよ
うに、層毎の様式で選択された標的位置に選択的に分配される。各々の形成された層４４
は、材料の不連続の小滴が当たったときに、第１と第２の部分に関して固体充填状態を生
じる標的位置として選択的に選ばれる複数のピクセル位置から構成される。どのピクセル
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位置を標的位置として割り当てるべきかの選択は、好ましくは、ＣＡＤファイル物体デー
タが処理されるときに決定される。
【００２８】
図１から５に示すように、分離区域または冷間圧接ジョイント４０の作製は本発明に特有
なことである。分離区域４０において積層される材料の不連続の小滴４６は、これら小滴
４６の外面温度が、分離区域４０にある標的位置に当たったときに、材料の流動可能温度
より低いように選択的に分配される。好ましくは、これらの小滴４６の内部体積温度は、
その材料の流動可能温度以下である。一般に、これにより、各々の分配された小滴４６に
は、先に形成された層において積層された材料と一体に融着するのに十分なエネルギーが
ないことが確実となる。これらの小滴と下にある表面との間で、ある程度の接着が生じる
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が、固体充填状態を形成する際に分配された小滴の中で形成された結合と比較して、その
結合は一般に弱い。小滴４６の少なくとも１つの層が、第１の部分と第２の部分との間に
強力結合が形成されるのを防ぐために凝集様式で広範囲に作用できるように分離区域に積
層することが望ましい。図３は、物体の第２の部分を形成する前に、分離区域４０に積層
されているプロセスにおける小滴４６の１つの層を示している。
【００２９】
いずれの操作理論にも限定されるものではないが、小滴４６が分離区域の標的位置に当た
るとき、それら小滴は、隣接する小滴４６、または第１の部分の最後の層６８において積
層された一体に融着した材料のいずれとも、一体に融着するのにエネルギーが不十分であ
ると考えられる。このことにより、当該技術分野の従来の知識にしたがって、見つかった
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ときに、部品を受け付けない十分な根拠を示す不満足な状態である、第１の部分と第２の
部分との間に機械的に弱いジョイントが作製される。したがって、従来技術によれば、分
離区域または冷間圧接ジョイントは、ＳＤＭにより部品を製造する場合に避けるべき望ま
しくない状態である。しかしながら、意外なことに、ＳＤＭにより形成すべき物体の意図
した下向き表面の位置で分離区域または冷間圧接ジョイントの形成を正確に制御すること
により、その下向き表面の外観および品質が著しく改善される。
【００３０】
代わりの実施の形態において、分離区域または冷間圧接ジョイントが、分離区域において
小滴を分配せずに作製される。これは、固体充填モードで運転しているＳＤＭ装置により
第１の部分を形成し、次いで、第２の部分を形成するための材料を積層する前に、第１の

10

部分が冷めるのに十分な時間を与えることにより行われる。この第１の部分は、典型的な
固体充填状態で分配される材料に、第１の部分と一体に融着するのに十分なエネルギーが
ない点まで、冷ませられる。当業者には理解されるように、必要とされる冷却の量は、分
配される材料の特性、物体のサイズ、小滴のサイズ、周囲温度等のような変数に依存する
。第２の部分を形成する前に第１の部分を十分に冷ますことにより、第２の部分を形成す
るために分配される材料には、第１の部分の最後の層との融着を開始するのに十分なエネ
ルギーがなくなるが、第２の部分を形成する隣接する材料と一体に融着するのに十分なエ
ネルギーを有する。このようにして、これら２つの部分の間に、分離区域または冷間圧接
ジョイントを作製できる。この実施の形態に対する欠点の１つは、例えば、２０分以上も
超えることもある、第１の部分が冷めるのに必要とされる追加の時間の結果として、成形

20

サイクル時間が実質的に増加することである。冷却時間は、費用が追加されることになる
が、前記装置に能動冷却システムを設けることにより、短縮することができる。この実施
の形態に対する別の欠点は、多くの場合、分離区域に沿って第１の部分と第２の部分との
間できれいな分離を達成するのが難しいことである。さらに、第１の部分は、第２の部分
を形成する前に、完全に完成され、冷却されなければならないので、この実施の形態は、
所定の順序にしたがって、分配工程を変更したり互いにずらしたりできないために、単純
な幾何学形状のものに限られる。したがって、分離区域を形成するために選択的に小滴４
６を分配することが好ましい。何故ならば、それは、より速いプロセスであり、複雑な幾
何学形状を有する部品を形成するのにより適しているからである。
【００３１】

30

好ましい実施の形態に戻ると、図４は、第２の部分３８の形成を開始するために、分離区
域４０の頂部に積層されている分配された小滴４２の第１の層５６を示している。これら
の小滴は、固体充填状態を作り出すのに行われたのと同じ様式で積層される。分離区域の
上に分配された材料のこの第１の層５６は、この分離区域において不連続の小滴４６と一
体に融着すると考えられる。この融着中に、小滴４６の下側表面が、重力下で生じ、第１
の部分３６の最後の層６８と強力に付着せずに、分離区域において滑らかな表面状態を作
り出すように適合する。分離区域上で小滴４２の最初の層５６の分配において導入される
エネルギーによって、分離区域の不連続の小滴４６が第１の部分３６と一体に融着するこ
とはない。これは、分離区域において積層された不連続の小滴４６の層の数を増加させる
ことにより、または必要であれば、固体充填状態の小滴サイズを減少させることにより、

40

制御することができる。
【００３２】
図９を参照すると、部分断面の見える、分配される材料の小滴４８が示されている。小滴
４８は、外面５０および内部体積５２を有する。物体の第１と第２の部分を形成するため
の材料の小滴を積層させる場合、小滴の内部体積５２の温度は、意図した標的位置に当た
るときに材料の流動可能温度以上であることが必要である。このことは、各々の小滴が、
先に形成された層の隣接材料と一体に融着することを確実にするのに望ましい。ここに用
いているように、「一体に融着する」または「一体に融着した」という用語は、結合が、
１つの固化された小滴内に存在するのと同じかまたは同等な機械的特性を達成するように
、材料の分配された小滴が、隣接する材料の外面と結合する状態を称する。小滴４６を分
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離区域に積層させる場合、隣接材料と一体に融着した状態が作られないことが重要である
。したがって、本発明により分離区域に小滴を積層させる場合、小滴の外面温度が少なく
とも、それらの標的位置に当たるときに、材料の流動可能温度より低いことが重要である
。小滴の内部体積温度も、所望であれば、分離区域にある標的位置に当たるときに、材料
の流動可能温度以下であっても差し支えない。分離区域は、標的位置に当たる前に完全に
固体であるように材料の小滴を分配することにより作製しても差し支えないが、その必要
はない。あるいは、材料の固体の小滴を分離区域に分配しても差し支えないが、そのよう
なシステムを提供するには、追加の材料分配機構が必要とされ、前記装置の複雑さが望ま
しくなく増大してしまう。所望であれば、本発明にしたがって、そのような供給システム
を設けても差し支えない。

10

【００３３】
本発明によれば、分離区域、または冷間圧接ジョイントの形成に影響を与える変数は数多
くある。流動可能温度および粘度のようないくつかの変数は、分配される材料の固有特性
に直接関連する。材料の小滴サイズ、材料の標的区域までの滴下距離、当たる際の小滴の
速度、トロリーの往復運動速度、積層中の周囲温度等のような他の変数もまた、得られる
分離区域に影響を与える。当業者に認識されるように、特定の材料および／または所定の
装置に関して、本発明を実施するのに必要な最適パラメータを決定するには、イテレーシ
ョンが必要である。
【００３４】
分離区域を作製するための最適パラメータを決定する前に、ＳＤＭプロセスの相変化材料

20

を最初に選択する必要がある。物体を成形するためにインクジェット積層設備を使用する
場合、低融点の熱可塑性樹脂が好ましい。図８は、ＳＤＭプロセスに用いられる熱可塑性
樹脂の代表的な相図である。大気圧で、ほとんどの熱可塑性材料は、定圧線６６上にある
。固体であり、その材料に徐々に熱が加えられる場合、第１の飽和点５８で相変化が生じ
始める。第１の飽和点５８は、一般に凝固点と称され、温度Ｔｃで生じる。これは、材料
が固体から液体に変化し始める点である。材料により多くの熱が加えられると、第２の飽
和点６０に到達するまで、より多くの材料が液体に変化する。第２の飽和点６０は、一般
に融点と称され、そこでは材料の全てが液体である。これも、概して温度Ｔｃで生じるが
、ある熱可塑性材料に関しては、Ｔｃは、２つの飽和点の間の小さな温度範囲内で変動す
ることがある。ここに用いているように、相変化材料の「流動可能温度」は、温度Ｔｃ、
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およびその温度が２つの飽和点の間の範囲内で変動する材料についてはＴｃの小さな温度
範囲を称する。好ましくは、第１と第２の部分を形成するために相変化材料を分配する場
合、小滴の内部体積温度は、標的位置に当たるときに、流動可能温度と等しい、または好
ましくは、それより高くなければならない。これにより、分配された材料が、先に形成さ
れた層において積層された材料と一体に融着することが確実となる。分離区域または冷間
圧接ジョイントを形成するために相変化材料を分配する場合、小滴の外面温度は、標的位
置に当たるときに、材料の流動可能温度より低くなければならない。これにより、小滴が
先に形成された層と一体に融着しないように、小滴の外面が所定の相変化材料の凝固点５
８よりも低いことが確実となる。理想的には、分離区域における小滴４６は、ゆるく結合
し、均一に広がった粒子のコーティングの層を形成する。

40

【００３５】
標的位置に当たるときの、分配された材料の温度の制御は、様々な様式で行うことができ
る。例えば、分配装置は、分配ノズルを出る前の材料の温度を変更できる。しかしながら
、材料の流動可能温度より高い温度で材料を分配するインクジェットプリントヘッドを使
用する場合、小滴は飛行中に冷めるので、インクジェットプリントヘッドと標的位置との
間の空気中を移動しなければならない距離を調節することにより、小滴の温度を調整する
ことが好ましい。このことは、インクジェットプリントヘッドは、溶融相にあり、一般に
定められた温度範囲内にある材料を分配するので、実施するのがより容易である。ここで
、図１０を参照する。分配された小滴２６に、標的位置に当たるときに所望の温度まで冷
めるのに十分な時間を与えるために、予定距離６４を選択することができる。ほとんどの
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ＳＤＭシステムは、物体を連続層で形成する場合に垂直調節を行うように構成されている
ので、このことは好ましい。図１０において、支持台１４を上昇させたり、下降させたり
することにより、成形されている物体の層とインクジェットプリントヘッドとの間の距離
６４が変更される。あるいは、この距離は、所望であれば、支持台を静止状態に保持しな
がら、インクジェットプリントヘッドを上昇されたり、下降させたりすることにより調節
しても差し支えない。
【００３６】
好ましい実施の形態において、小滴の温度またはエネルギーは、標的位置に当たるときに
、小滴に飛行中に冷めるのに十分な時間を与えるために、インクジェットプリントヘッド
と所定の層の標的位置との間の距離を調節することにより制御される。好ましい実施の形

10

態において、カリフォルニア州、バレンシアの３Ｄシステムズ社より販売されているＴｈ
ｅｒｍｏＪｅｔ（商標）Ｓｏｌｉｄ

Ｏｂｊｅｃｔ

Ｐｒｉｎｔｅｒを、物体の第１と第

２の部分を形成するためのインクジェットプリントヘッドと所定の層との間の第１の所定
の距離、および分離区域または冷間圧接ジョイントを形成するための第２の所定の距離を
設定することにより、本発明を実施するために改良した。この第１の所定の距離は、約０
．０２５から０．０４０インチ（約０．６４から１．０２ｍｍ）の間に決定され、一方で
、第２の所定の距離は、約１．５から２．０インチ（約３８から５１ｍｍ）の間に決定さ
れた。一般に、第２の所定の距離は、一旦分配されたら、各々の小滴に、標的位置に当た
ったときに所望の状態まで冷めるのに十分な時間を与えるために、第１の所定の距離より
も相当大きい。インクジェットプリントヘッドのノズルから出るときに、積層された材料

20

の状態を能動的にモニタし、制御するということの複雑さと費用を避けるように、小滴の
温度を制御するために小滴距離を変更することが好ましい。しかしながら、所望であれば
、そのような制御システムを使用しても差し支えない。
【００３７】
一般的に、標的付け精度は、小滴距離６４が増加すると減少し、ある地点で、標的付け精
度は完全に失われ、ここでは、個々の小滴でピクセル位置に正確に当てる能力はなくなっ
ている。このために、ほとんどのＳＤＭ機械は、小滴距離を約０．０２５から０．１００
インチ（約０．６４から２．５４ｍｍ）の間に維持している。しかしながら、分離区域に
小滴を積層される場合、小滴を固体充填状態で積層させるときに標的精度は必要とされな
いことが分かった。例えば、分離区域に小滴を積層させる場合、各々個々のピクセル位置
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は、個々に標的付けられる必要はなく、むしろ、分離区域一面に小滴を無作為に散乱させ
ることで十分である。分離区域は、例えば、分離区域内の多数のピクセルに、往復トロリ
ーを一回の通過で多数の小滴４６の約１／３のみを分配させ、次いで、この通過を繰り返
して、小滴の十分な層を無作為に成形することによりうまく作製された。したがって、材
料を分離区域に積層させる場合には、各々の小滴に関して標的付け精度を達成する必要は
なく、１．５から２．０インチ（約３８から５１ｍｍ）ほど高く小滴距離６４を上昇させ
ることができる。
【００３８】
代わりの実施の形態において、小滴のサイズは、標的位置に当たるときに小滴の状態また
は相を調整するために、調節することができる。例えば、ＴｈｅｒｍｏＪｅｔ（商標）Ｓ
ｏｌｉｄ

Ｏｂｊｅｃｔ

40

Ｐｒｉｎｔｅｒに組み込まれているインクジェットプリントヘ

ッドには、小滴の体積サイズを、最大サイズの１／３または最大サイズの２／３きざみで
調節する能力がある。小滴の体積サイズを減小させることにより、小滴の表面対体積比が
増加し、これにより、小滴がより速い速度で冷めることができる。したがって、小滴は、
分配されるときに予定サイズを有することができ、標的位置に当たるときに所望の温度を
達成するために、その予定サイズを変更することができる。よって、分配されるときに、
小滴のサイズを減小させることにより、小滴の温度を調整することもできる。この技法は
、同様に予定の小滴距離を変更することと組み合わせることができる。したがって、小滴
の予定距離および予定サイズは、各々の選択的分配工程において、所定の層の標的位置に
当たるときに小滴の温度を調整するために選択することができる。組み合わされると、第
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２の予定距離に必要とされる長さを減小させることができるので、分離区域に材料を積層
させるときに、標的付け精度を増加させることができる。さらに、小滴が移動する空気の
周囲温度も、同様に、調整することができる。
【００３９】
第１の部分、第２の部分、および分離区域を形成するための材料を分配する各工程を、望
ましい任意の所定の順番で選択的に実施できることが認識されよう。材料を分配するため
の所定の順番の設立は、基本的に、形成すべき所望の物体または部品の幾何学的検討によ
り決定され、部品毎に決定すべきである。例えば、図７を参照すると、第２の部分３８の
ための球形状を形成するために、分離区域４０は、深い半球形状をとる。材料を分配して
、第１の部分３６、第２の部分３８、および分離区域４０を作製するために、物体を層毎

10

に成形する場合、分配工程を交互にしたり、ずらしたりする必要があるかもしれない。こ
れは、第１の部分を１つの連続分配工程で完了し、次いで、分離区域を１つの連続分配工
程で形成し、次いで、第２の部分を１つの連続分配工程で形成することができないかもし
れないからである。このことは特に、所定のＳＤＭ装置に選択された予定距離６４よりも
深いキャビティまたはポケットを有する形状に当てはまる。したがって、本発明のＳＤＭ
プロセスにより形成される物体に可能な多数の幾何学的形状および外径のために、所定の
幾何学的外径について選択された予定の順番にしたがって必要なように、３つの分配工程
を変更してもよい。したがって、所定の物体を成形するために特に調整される３つの分配
工程について所定の順番を設定することがしばしば望ましい。
【００４０】

20

第１の部分、第２の部分、および分離区域を作製した後、第１と第２の部分は、分離区域
に沿って容易に分離できる。好ましくは、分離を開始するために、分離区域に周りの第１
の部分に、略垂直な曲げ力を加えるべきである。第１の部分に過剰な曲げ力が加えられる
と、その部分を破壊できるので、第１の部分が分離後に捨てるべき支持構造体である場合
に、このことは特に好ましい。好ましい実施の形態において、相当優れた下向き表面が、
分離区域に沿った前記部分の分離により達成された。図６を参照すると、分離された後の
物体１２が示されており、それによって、第２の部分３８に望ましい表面５４が現れてい
る。好ましくは、第１の部分が第２の部分３８の支持構造体３６を表し、第２の部分３８
がこのプロセスの最終製品となる。第２の部分を最終製品として意図する場合、所望であ
れば、支持構造体を捨てても、リサイクルしてもよい。代わりの実施の形態において、所
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望であれば、鏡像部品を形成するために、第１と第２の部分を分離することができる。得
られた表面５４の表面品質は、標準的なＳＤＭ技法により作製された上向き表面の表面品
質と実質的に同等である。したがって、仕上げ部品の表面状体に相当な改善が実現される
。もはや、ＳＤＭ造形された部品の下向き表面に隣接したウェブ状支持構造体を成形する
必要はない。全体の表面品質が相対改善され、削り、やすりがけ等のような手作業の仕上
げ操作の必要性が実質的になくなる。もはや、最も重要ではない表面を、以前のＳＤＭプ
ロセスにおいて必要とされたように、下向き位置に成形するように三次元部品を方向付け
ることは重要ではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のプロセスを実施するための装置の側面図
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【図２】本発明のプロセスにより形成されている物体の第１の部分の側面図
【図３】本発明のプロセスにより物体の第１の部分上に形成されている分離区域の側面図
【図４】本発明のプロセスにより分離区域上に形成されている第２の部分の側面図
【図５】本発明のプロセスの相変化材料の分配を完了した際の物体の側面図
【図６】分離区域に沿って分離された後の物体の第１の部分と第２の部分の側面図
【図７】物体を形成するために、選択的分配工程が所定の順序で行われる、本発明のプロ
セスにより形成される別の物体の断面図
【図８】本発明のプロセスにより分配すべき相変化材料に関する比体積対温度を示す相変
化グラフ
【図９】部分断面で示された相変化材料の分配された小滴の等角図
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【図１０】本発明のプロセスの実施の形態を実施するための装置の側面図
【符号の説明】
１０

ＳＤＭ装置

１２

三次元物体

１４

支持台

１６

作動手段

１８

レールシステム

２０

分配トロリー

２２

材料貯蔵器

２４

インクジェットプリントヘッド

２８

小滴の層

３０

分配されている小滴

３４

外部コンピュータ

３６

第１の部分

３８

第２の部分

４０

分離区域

５４

下向き表面

【図１】
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【図２】

【図３】

【図４】

(15)
【図５】

【図７】

【図６】

【図８】

【図９】

【図１０】
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