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(57)【要約】
　付加的に製造されるパーツにおける歪みを減少させる
ため、所望のパーツと同一の複合物の高密度化リンクプ
ラットフォーム及び／又はサポートがパーツの下に印刷
されてもよい。デバインド後、結果として生じる形状保
持ブラウンパーツアセンブリが焼結され、形状保持ブラ
ウンパーツアセンブリにわたって隣接する金属粒子が原
子拡散を行いつつ同一の速度で一緒に高密度化する。形
状保持ブラウンパーツアセンブリの一部を相互接続する
、部分間に剥離層を印刷する、逆行方向でアセンブリの
隣接ロードを堆積させる及び／又はチャネルを提供する
ことにより、歪みが縮小され、デバインド工程を促進す
る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　付加的に製造されるパーツにおける歪みを減少させる方法であって、
　ポリマーベースのバインダ母材に金属微粒子充填材を含む複合物の連続層の高密度化リ
ンクプラットフォームを形成し、
　前記高密度化リンクプラットフォーム上に前記複合物の連続層の高密度化リンクサポー
トを形成し、
　前記高密度化リンクプラットフォーム及び高密度化リンクサポート上に前記複合物の連
続層の所望のパーツを形成し、
　ツールパスに沿って前記複合物を堆積させ、隣接ツールパスが、前記高密度化リンクプ
ラットフォーム、前記高密度化リンクサポート及び前記所望のパーツの形成中に逆行方向
で堆積され、
　前記高密度化リンクプラットフォーム、前記高密度化リンクサポート及び前記所望のパ
ーツを含んでいる形状保持ブラウンパーツアセンブリを形成するために十分な前記バイン
ダ母材をデバインドし、
　前記複合物から形成された前記形状保持ブラウンパーツアセンブリを焼結させ、前記形
状保持ブラウンパーツアセンブリにわたって隣接する金属粒子が原子拡散を行いつつ前記
高密度化リンクプラットフォーム、前記高密度化リンクサポート及び前記所望のパーツを
一緒に同一の速度で高密度化し、逆行方向の隣接ツールパスにおける前記複合物の前記堆
積が、前記隣接ツールパスのポリマー鎖の応力及び緩みに起因するパーツの捻れを減少さ
せる方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、さらに、
　前記高密度化リンクプラットフォーム、前記高密度化リンクサポート及び前記所望のパ
ーツを形成し、結合された高密度化リンクプラットフォーム及び接続された高密度化リン
クサポートの質量中心を前記所望のパーツの質量中心と実質的に揃える方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、さらに、
　前記高密度化リンクサポートと前記所望のパーツの側面との間に前記複合物の分離可能
な取り付け突起を形成することにより、前記高密度化リンクサポートを前記所望のパーツ
の側面に相互接続する方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、さらに、
　前記所望のパーツの横輪郭の一部に続いて前記複合物の横高密度化リンクシェルを形成
し、
　前記横高密度化リンクシェルを前記高密度化リンクプラットフォームに接続し、
　前記横高密度化リンクシェルと前記所望のパーツとの間に前記複合物の分離可能な取り
付け突起を形成することにより、前記横高密度化リンクシェルを前記所望のパーツの前記
横輪郭の前記一部に接続する方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、さらに、
　可溶性物質の可溶性サポート構造を形成し、
　前記形状保持ブラウンパーツアセンブリを焼結する前に、前記高密度化リンクプラット
フォーム、前記高密度化リンクサポート及び前記所望のパーツを含んでいる形状保持ブラ
ウンパーツアセンブリを形成するために十分な前記母材をデバインドし、前記可溶性サポ
ート構造の前記可溶性物質をデバインドする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、さらに、
　セラミック微粒子充填材及びデバインド可能な母材を含んでいる剥離複合物により、前
記高密度化リンクサポートと前記所望のパーツとの間にパーツ剥離層を形成し、
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　前記デバインド中及び前記焼結中に、前記パーツ剥離層及び前記形状保持ブラウンパー
ツアセンブリを一緒にユニットとして保持し、
　焼結後、前記パーツ剥離層、前記高密度化リンクプラットフォーム及び前記高密度化リ
ンクサポートを前記所望のパーツから分離する方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、さらに、
　前記所望のパーツの層の内部領域内に位置付けられる、前記ツールパスに沿った前記複
合物の堆積の開始及び前記ツールパスに沿った前記複合物の堆積の停止の一方を調整する
方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法であって、
　前記開始点と前記停止点との間の輪郭ツールパスは、前記内部領域を少なくとも部分的
に満たすラスタパスをさらに画定する方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記隣接ツールパスは、同一層内にある方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記隣接ツールパスは、隣接層内にある方法。
【請求項１１】
　付加的に製造されるパーツにおける歪みを減少させる方法であって、
　ポリマーベースのバインダ母材に金属微粒子充填材を含む複合物の連続層の高密度化リ
ンクプラットフォームを形成し、
　前記高密度化リンクプラットフォーム上に前記複合物の連続層の高密度化リンクサポー
トを形成し、
　前記高密度化リンクプラットフォーム及び高密度化リンクサポート上に前記複合物の連
続層の所望のパーツを形成し、
　前記高密度化リンクプラットフォーム、前記高密度化リンクサポート及び前記所望のパ
ーツの形成中に、壁ツールパスに沿って及び前記壁ツールパス内のインフィルツールパス
に沿って前記複合物を堆積させ、前記壁ツールパスの少なくとも一部は、前記壁ツールパ
ス内を貫通する複数のアクセスチャネルを形成し、
　前記高密度化リンクプラットフォーム、前記高密度化リンクサポート及び前記所望のパ
ーツの周囲に及び前記複数のアクセスチャネルにデバインド流体を流すことにより、デバ
インドされた高密度化リンクプラットフォーム、前記高密度化リンクサポート及び前記所
望のパーツを含んでいる形状保持ブラウンパーツアセンブリを形成するために十分な前記
バインダ母材をデバインドし、
　前記複合物から形成された前記形状保持ブラウンパーツアセンブリを焼結させ、前記形
状保持ブラウンパーツアセンブリにわたって隣接する金属粒子が原子拡散を行いつつ前記
高密度化リンクプラットフォーム、前記高密度化リンクサポート及び前記所望のパーツを
一緒に同一の速度で高密度化する方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法であって、さらに、
　前記高密度化リンクサポートと前記所望のパーツの側面との間に前記複合物の分離可能
な取り付け突起を形成することにより、前記高密度化リンクサポートを前記所望のパーツ
の側面に相互接続する方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の方法であって、さらに、
　前記所望のパーツの横輪郭に続いて前記複合物の横高密度化リンクシェルを形成し、
　前記横高密度化リンクシェルを前記高密度化リンクプラットフォームに接続し、
　前記横高密度化リンクシェルと前記所望のパーツとの間に前記複合物の分離可能な取り
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付け突起を形成することにより、前記横高密度化リンクシェルを前記所望のパーツの前記
横輪郭に接続する方法。
【請求項１４】
　請求項１１に記載の方法であって、さらに、
　可溶性物質の可溶性サポート構造を形成し、前記可溶性サポート構造は、前記所望のパ
ーツの形成中に下向きの力に抵抗し、
　前記形状保持ブラウンパーツアセンブリを焼結する前に、前記高密度化リンクプラット
フォーム、前記高密度化リンクサポート及び前記所望のパーツを含んでいる形状保持ブラ
ウンパーツアセンブリを形成するために十分な前記母材をデバインドし、前記可溶性サポ
ート構造の前記バインダをデバインドする方法。
【請求項１５】
　請求項１１に記載の方法であって、さらに、
　セラミック微粒子充填材及びバインダを含んでいる剥離複合物により、前記高密度化リ
ンクサポートと前記所望のパーツとの間にパーツ剥離層を形成し、
　前記デバインド中及び前記焼結中に、前記パーツ剥離層及び形状保持ブラウンパーツア
センブリを一緒にユニットとして保持し、
　焼結後、前記パーツ剥離層、前記高密度化リンクプラットフォーム及び前記高密度化リ
ンクサポートを前記所望のパーツから分離する方法。
【請求項１６】
　請求項１１に記載の方法であって、
　前記インフィルツールパスの少なくとも一部は、前記インフィルツールパスの間に複数
の流通チャネルを形成し、
　前記方法は、さらに、前記複数のアクセスチャネル及び前記複数の流通チャネルに前記
デバインド流体を流し、前記デバインドを促進する方法。
【請求項１７】
　請求項１１に記載の方法であって、
　前記インフィルツールパスの少なくとも一部は、一対のアクセスチャネルと流体的に相
互接続する複数の流通チャネルを形成し、
　前記方法は、さらに、前記一対のアクセスチャネルの一方と前記複数の流通チャネルと
に前記デバインド流体を流し、前記一対のアクセスチャネルの残りの一方から流出させ、
前記デバインドを促進する方法。
【請求項１８】
　請求項１１に記載の方法であって、さらに、
　前記高密度化リンクプラットフォーム、前記高密度化リンクサポート及び前記所望のパ
ーツを囲んでいる前記デバインド流体のバスの排出及び補充を行い、前記デバインドを促
進する方法。
【請求項１９】
　請求項１１に記載の方法であって、さらに、
　前記アクセスチャネルに入る前記デバインド流体の供給の排出及び補充を行い、前記ア
クセスチャネルを通る流体流を加速させ、前記デバインドを促進する方法。
【請求項２０】
　付加的に製造されるパーツにおける歪みを減少させる方法であって、
　ポリマーベースのバインダ母材に金属微粒子充填材を含む複合物の連続層の高密度化リ
ンクプラットフォームを形成し、
　前記高密度化リンクプラットフォーム及び高密度化リンクサポート上に前記複合物の連
続層の所望のパーツを形成し、
　ツールパスに沿って前記複合物を堆積させ、隣接ツールパスが、前記高密度化リンクプ
ラットフォーム及び前記所望のパーツの形成中に逆行方向で堆積され、前記ツールパスの
少なくとも一部は、前記ツールパスを貫通するチャネルを形成し、
　前記高密度化リンクプラットフォーム、前記高密度化リンクサポート及び前記所望のパ
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ーツを含んでいる形状保持ブラウンパーツアセンブリを形成するために十分な前記バイン
ダ母材をデバインドし、前記ツールパスを貫通する前記チャネルは、デバインドを促進さ
せ、
　前記複合物から形成された前記形状保持ブラウンパーツアセンブリを焼結させ、前記形
状保持ブラウンパーツアセンブリにわたって隣接する金属粒子が原子拡散を行いつつ前記
高密度化リンクプラットフォーム、前記高密度化リンクサポート及び前記所望のパーツを
一緒に同一の速度で高密度化し、逆行方向の隣接ツールパスにおける前記複合物の前記堆
積が、前記隣接ツールパスのポリマー鎖の応力及び緩みに起因するパーツの捻れを減少さ
せる方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の方法であって、さらに、
　前記高密度化リンクプラットフォームと前記所望のパーツの底との間に前記複合物の分
離可能な取り付け突起を形成することにより、前記高密度化リンクプラットフォームを前
記所望のパーツの前記底に相互接続する方法。
【請求項２２】
　請求項２０に記載の方法であって、さらに、
　前記高密度化リンクプラットフォームと前記所望のパーツとの間に可溶性物質の可溶性
構造を形成し、
　前記形状保持ブラウンパーツアセンブリを焼結する前に、前記高密度化リンクプラット
フォーム及び前記所望のパーツを含んでいる形状保持ブラウンパーツアセンブリを形成す
るために十分な前記母材をデバインドし、前記可溶性構造の前記可溶性物質をデバインド
する方法。
【請求項２３】
　請求項２０に記載の方法であって、さらに、
　前記高密度化リンクプラットフォーム上に前記複合物の連続層の高密度化リンクサポー
トを形成し、
　セラミック微粒子充填材及びバインダを含んでいる剥離複合物により、前記高密度化リ
ンクサポートと前記所望のパーツとの間にパーツ剥離層を形成し、
　前記デバインド中及び前記焼結中に、前記パーツ剥離層及び形状保持ブラウンパーツア
センブリを一緒にユニットとして保持し、
　焼結後、前記パーツ剥離層、前記高密度化リンクプラットフォーム及び前記高密度化リ
ンクサポートを前記所望のパーツから分離する方法。
【請求項２４】
　請求項２０に記載の方法であって、
　前記隣接ツールパスは、同一層内にある方法。
【請求項２５】
　請求項２０に記載の方法であって、
　前記隣接ツールパスは、隣接層内にある方法。
【請求項２６】
　請求項２０に記載の方法であって、さらに、
　壁ツールパスに沿って及び前記壁ツールパス内のインフィルツールパスに沿って前記複
合物を堆積させ、前記壁ツールパスの少なくとも一部は、前記壁ツールパスを貫通するチ
ャネルを形成し、
　前記壁ツールパスを貫通する前記チャネルを通じてデバインド流体を流入及び流出させ
る方法。
【請求項２７】
　請求項２０に記載の方法であって、さらに、
　前記チャネルに入るデバインド流体の供給の排出及び補充を行い、前記チャネルを通る
流体流を加速させ、前記デバインドを促進する方法。
【請求項２８】
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　請求項２０に記載の方法であって、さらに、
　前記高密度化リンクプラットフォーム及び前記所望のパーツを囲んでいるデバインド流
体のバスの排出及び補充を行い、前記デバインドを促進する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１６年１２月２日に出願された「焼結付加製造パーツのためのサポート
」と題する米国仮特許出願第６２／４２９，７１１号；２０１６年１２月６日に出願され
た「焼結付加製造パーツ用ウォームスプール供給」と題する米国仮特許出願第６２／４３
０，９０２号；２０１７年１月４日に出願された「焼結準備済みパーツの付加層の一体堆
積及びデバインド」と題する米国仮特許出願第６２／４４２，３９５号；２０１７年３月
３１日に出願された「流動層における焼結付加製造パーツ」と題する米国仮特許出願第６
２／４８０，３３１号；２０１７年４月２４日に出願された「マイクロ波加熱炉における
焼結付加製造パーツ」と題する米国仮特許出願第６２／４８９，４１０号；２０１７年５
月１１日に出願された「内部流路を介した急速デバインド」と題する米国仮特許出願第６
２／５０５，０８１号；２０１７年６月１３日に出願された「焼結可能３Ｄ印刷パーツに
おけるバインダ内応力の補償」と題する米国仮特許出願第６２／５１９，１３８号；２０
１７年８月１５日に出願された「可溶性バインダ供給原料における金属粉末の３Ｄ印刷に
おけるバブルレメディエーション」と題する米国仮特許出願第６２／５４５，９６６号；
及び２０１７年１０月２０日に出願された「焼結性粉末供給原料を有する３Ｄ印刷内部フ
リースペース」と題する米国仮特許出願第６２／５７５，２１９号に対して米国特許法第
１１９条（ｅ）に基づいて利益を主張するものであり、それらの開示は参照によりその全
体が本明細書に組み込まれている。
【０００２】
　態様は、複合金属又はセラミック材料の３次元印刷に関連する。
【背景技術】
【０００３】
　技術としての「３次元印刷」には、金属パーツを製作する様々な方法が含まれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　３Ｄ印刷では、概して、パーツのオーバーハング又はカンチレバー部はもちろん、支持
されていないスパン部も、堆積のための対向面を提供するため又は後処理中の変形に抵抗
するために、下部に除去可能及び／又は可溶性及び／又は分散するサポートを必要とする
ことがある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態の第１態様によれば、付加的に製造されるパーツにおける歪みを減少
させる方法において、ポリマーベースのバインダ母材に金属微粒子充填材を含む複合物の
連続層の高密度化リンクプラットフォームを形成することを含んでいてもよい。前記高密
度化リンクプラットフォーム上に前記同一の複合物の連続層から、高密度化リンクサポー
トが形成され、前記高密度化リンクプラットフォーム及び高密度化リンクサポート上に前
記同一の複合物の連続層から、所望のパーツが形成される。ツールパスに沿って、前記複
合物が堆積され、隣接ツールパスが、前記高密度化リンクプラットフォーム、高密度化リ
ンクサポート及び所望のパーツの前記形成中に逆行方向で堆積される。前記高密度化リン
クプラットフォーム、高密度化リンクサポート及び所望のパーツを含んでいる形状保持ブ
ラウンパーツアセンブリ（shape-retaining brown part assembly）を形成するために十
分な前記バインダ母材がデバインドされる。前記複合物から形成された前記形状保持ブラ
ウンパーツアセンブリが焼結され、前記形状保持ブラウンパーツアセンブリにわたって隣
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接する金属粒子が原子拡散を行いつつ前記高密度化リンクプラットフォーム、前記高密度
化リンクサポート及び前記所望のパーツを一緒に同一の速度で高密度化し、逆行方向の隣
接ツールパスにおける前記複合物の前記堆積は、前記隣接ツールパスのポリマー鎖の応力
及び緩みに起因するパーツの捻れを減少させる。
【０００６】
　本明細書中に説明されているような３Ｄ印刷装置は、前記プラットフォーム、サポート
及びパーツを形成してもよく、洗浄ステーション、バス又は浸漬（任意に前記３Ｄプリン
タに不可欠な）は、前記母材をデバインドしてもよく、焼結オーブン（任意に前記洗浄ス
テーションに不可欠な）は、前記形状保持ブラウンパーツアセンブリを焼結してもよい。
【０００７】
　任意に、前記高密度化リンクプラットフォーム、高密度化リンクサポート及び所望のパ
ーツが形成され、前記結合された高密度化リンクプラットフォーム及び接続された高密度
化リンクサポートの質量中心を前記所望のパーツの前記質量中心と実質的に揃える。前記
高密度化リンクサポートと前記所望のパーツの側面との間に前記同一の複合物の分離可能
な取り付け突起を形成することにより、前記高密度化リンクサポートが、前記所望のパー
ツの前記側面にリンク又は相互接続されてもよい。
【０００８】
　さらに任意に、前記所望のパーツの横輪郭の一部に続いて、前記同一の複合物の横高密
度化リンクシェル（lateral densification linking shell）が形成されてもよい。前記
横高密度化リンクシェルは、前記高密度化リンクプラットフォームとリンク又は接続して
もよい。前記横高密度化リンクシェルと前記所望のパーツとの間に前記同一の複合物の分
離可能な取り付け突起を形成することにより、前記横高密度化リンクシェルは、前記所望
のパーツの前記横輪郭の前記一部と接続又はリンクしてもよい。
【０００９】
　さらに又は前記代替手段において、可溶性物質の可溶性サポート構造（soluble suppor
t structures）が形成され（実質的に前記デバインド可能な母材と同一であってもよい）
、前記可溶性サポート構造は、前記所望のパーツの前記形成中に下向きの力に抵抗する。
前記形状保持ブラウンパーツアセンブリを焼結する前に、前記高密度化リンクプラットフ
ォーム、高密度化リンクサポート及び所望のパーツを含んでいる形状保持ブラウンパーツ
アセンブリを形成するために十分な前記母材がデバインドされ、前記可溶性サポート構造
の前記可溶性物質をデバインドしてもよい。
【００１０】
　さらに追加で又は前記代替手段において、セラミック微粒子充填材及び（前記デバイン
ド可能な母材と実質的に同一であってもよい）デバインダを含んでいる剥離複合物により
、前記高密度化リンクサポートと前記所望のパーツとの間のパーツ剥離層が形成されても
よい。前記デバインド中及び前記焼結中に、前記パーツ剥離層及び形状保持ブラウンパー
ツアセンブリが、一緒にユニットとして保持されてもよい。焼結後、前記所望のパーツか
ら、前記パーツ剥離層、高密度化リンクプラットフォーム及び高密度化リンクサポートが
分離されてもよい。
【００１１】
　任意に、ツールパスに沿った前記複合物の堆積の開始又は前記複合物の堆積の停止の一
方が、ツールパスに沿って調整され、前記パーツの層の内部領域内に位置付けられてもよ
い。前記開始点と前記停止点との間の輪郭ツールパスは、前記内部領域を少なくとも部分
的に満たすラスタパスをさらに画定してもよい。前記隣接ツールパスは、同一層内にあっ
てもよい及び／又は隣接層内にあってもよい。
【００１２】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、付加的に製造されるパーツにおける歪みを減少
させる方法は、ポリマーベースのバインダ母材に金属微粒子充填材を含む複合物の連続層
の高密度化リンクプラットフォームを形成することを含んでいてもよい。前記高密度化リ
ンクプラットフォーム上に、前記同一の複合物の連続層からの高密度化リンクサポートが
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形成されてもよく、前記高密度化リンクプラットフォーム及び高密度化リンクサポート上
に、前記同一の複合物の連続層からの所望のパーツが形成されてもよい。前記高密度化リ
ンクプラットフォーム、高密度化リンクサポート及び所望のパーツの前記形成中に、壁ツ
ールパスに沿って及び前記壁ツールパス内のインフィルツールパス（infill tool paths
）に沿って、前記複合物が堆積されてもよく、前記壁ツールパスの少なくとも一部は、前
記壁ツールパス内を貫通する複数のアクセスチャネルを形成する。前記高密度化リンクプ
ラットフォーム、高密度化リンクサポート及び所望のパーツの周囲に及び前記複数のアク
セスチャネルにデバインド流体を流すことにより、デバインドされた高密度化リンクプラ
ットフォーム、高密度化リンクサポート及び所望のパーツを含んでいる形状保持ブラウン
パーツアセンブリを形成するために十分な前記バインダ母材がデバインドされてもよい。
前記複合物から形成された前記形状保持ブラウンパーツアセンブリが焼結され、前記形状
保持ブラウンパーツアセンブリにわたって隣接する金属粒子が原子拡散を行いつつ前記高
密度化リンクプラットフォーム、前記高密度化リンクサポート及び前記所望のパーツを一
緒に同一の速度で高密度化するようにしてもよい。
【００１３】
　任意に、前記高密度化リンクサポートと前記所望のパーツの側面との間に前記同一の複
合物の分離可能な取り付け突起を形成することにより、前記高密度化リンクサポートが、
前記所望のパーツの前記側面にリンク又は相互接続されてもよい。前記所望のパーツの横
輪郭の一部又は全てに続いて、前記同一の複合物の横高密度化リンクシェルが形成されて
もよい。前記横高密度化リンクシェルが、前記高密度化リンクプラットフォームに接続さ
れてもよく、前記横高密度化リンクシェルと前記所望のパーツとの間に前記同一の複合物
の分離可能な取り付け突起を形成することにより、前記所望のパーツの前記横輪郭に接続
されてもよい。
【００１４】
　さらに任意に、可溶性物質の可溶性サポート構造が形成されてもよく（実質的に前記デ
バインド可能な母材と同一であってもよく）、前記可溶性サポート構造は、前記所望のパ
ーツの前記形成中に下向きの力に抵抗する。前記形状保持ブラウンパーツアセンブリを焼
結する前に、前記高密度化リンクプラットフォーム、高密度化リンクサポート及び所望の
パーツを含んでいる形状保持ブラウンパーツアセンブリを形成するために十分な前記母材
がデバインドされ、前記可溶性サポート構造の前記可溶性物質をデバインドしてもよい。
【００１５】
　さらに又は前記代替手段において、セラミック微粒子充填材及び（実質的に前記デバイ
ンド可能な母材と同一であってもよい）バインダを含んでいる剥離複合物により、前記高
密度化リンクサポートと前記所望のパーツとの間に、パーツ剥離層が形成されてもよい。
前記デバインド中及び前記焼結中に、前記パーツ剥離層及び形状保持ブラウンパーツアセ
ンブリが、一緒にユニットとして保持されてもよい。焼結後、前記所望のパーツから、前
記パーツ剥離層、高密度化リンクプラットフォーム及び高密度化リンクサポートが分離さ
れてもよい。
【００１６】
　任意に、前記インフィルツールパスの少なくとも一部は、前記インフィルツールパスの
間に複数の流通チャネル（distribution channels）を形成する。前記複数のアクセスチ
ャネル及び前記複数の流通チャネルに、前記デバインド流体が流され、前記デバインドを
促進してもよい。複数の流通チャネルを形成している前記インフィルツールパスの少なく
とも一部は、一対のアクセスチャネルと流体的に相互接続してもよく、前記一対のアクセ
スチャネルの一方と前記複数の流通チャネルとに、前記デバインド流体が流され、前記一
対のアクセスチャネルの残りの一方から流出して、前記デバインドを促進してもよい。
【００１７】
　さらに追加で又は前記代替手段において、前記高密度化リンクプラットフォーム、高密
度化リンクサポート及び所望のパーツを囲んでいる前記デバインド流体のバス（bath）が
、排出及び補充され、前記デバインドを促進してもよい。前記アクセスチャネルに入る前
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記デバインド流体の供給が、排出及び補充され、前記アクセスチャネルを通る流体流を加
速させ、前記デバインドを促進してもよい。
【００１８】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、付加的に製造されるパーツにおける歪みを減少
させる方法において、複合物の連続層の高密度化リンクプラットフォームが形成されても
よく、前記複合物は、ポリマーベースのバインダ母材に金属微粒子充填材を含んでいる。
前記高密度化リンクプラットフォーム及び高密度化リンクサポート上に、前記同一の複合
物の連続層の所望のパーツが形成されてもよい。ツールパスに沿って、前記複合物が堆積
されてもよく、隣接ツールパスが、前記高密度化リンクプラットフォーム及び所望のパー
ツの前記形成中に逆行方向で堆積され、前記ツールパスの少なくとも一部は、前記ツール
パスを貫通するチャネルを形成する。前記高密度化リンクプラットフォーム、高密度化リ
ンクサポート及び所望のパーツを含んでいる形状保持ブラウンパーツアセンブリを形成す
るために十分な前記バインダ母材がデバインドされてもよく、前記ツールパスを貫通する
前記チャネルは、デバインドを促進させる。前記複合物から形成された前記形状保持ブラ
ウンパーツアセンブリが焼結され、前記形状保持ブラウンパーツアセンブリにわたって隣
接する金属粒子が原子拡散を行いつつ前記高密度化リンクプラットフォーム、前記高密度
化リンクサポート及び前記所望のパーツを一緒に同一の速度で高密度化してもよく、逆行
方向の隣接ツールパスにおける前記複合物の前記堆積は、前記隣接ツールパスのポリマー
鎖の応力及び緩みに起因するパーツの捻れを減少させる。
【００１９】
　任意に、前記高密度化リンクプラットフォームと前記所望のパーツの底との間に前記同
一の複合物の分離可能な取り付け突起を形成することにより、前記高密度化リンクプラッ
トフォームが、前記所望のパーツの前記底にリンク又は相互接続されてもよい。
【００２０】
　さらに任意に、可溶性物質の可溶性構造が形成されてもよい（実質的に前記デバインド
可能な母材と同一であってもよい）。前記形状保持ブラウンパーツアセンブリを焼結する
前に、前記高密度化リンクプラットフォーム及び前記所望のパーツを含んでいる形状保持
ブラウンパーツアセンブリを形成するために十分な前記母材がデバインドされ、前記可溶
性構造の前記可溶性物質をデバインドしてもよい。
【００２１】
　代わりに又は加えて、前記高密度化リンクプラットフォーム上に、前記同一の複合物の
連続層の高密度化リンクサポートが形成されてもよい。セラミック微粒子充填材及び（実
質的に前記デバインド可能な母材と同一であってもよい）バインダを含んでいる剥離複合
物により、前記高密度化リンクサポートと前記所望のパーツとの間に、パーツ剥離層が形
成されてもよい。前記デバインド中及び前記焼結中に、前記パーツ剥離層及び前記形状保
持ブラウンパーツアセンブリが、一緒にユニットとして保持されてもよい。焼結後、前記
所望のパーツから、前記パーツ剥離層、高密度化リンクプラットフォーム及び高密度化リ
ンクサポートが分離されてもよい。
【００２２】
　任意に、前記隣接ツールパスは、同一層内にあってもよく及び／又は前記隣接ツールパ
スは、隣接層内にあってもよい。壁ツールパスに沿って及び前記壁ツールパス内のインフ
ィルツールパスに沿って、前記複合物が堆積されてもよく、前記壁ツールパスの少なくと
も一部は、前記壁ツールパスを貫通するチャネルを形成する。前記壁ツールパスを貫通す
る前記チャネルを通じて前記デバインド流体を流入及び流出させてもよい。
【００２３】
　さらに任意に、前記チャネルに入る前記デバインド流体の供給が排出及び補充され、前
記チャネルを通る流体流を加速させ、前記デバインドを促進してもよく及び／又は前記高
密度化リンクプラットフォーム及び所望のパーツを囲んでいる前記デバインド流体のバス
が排出及び補充され、前記デバインドを促進してもよい。
【００２４】
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　本発明の実施形態の他の態様によれば、付加的に製造されたパーツにおける歪みを減少
させる方法は、デバインド可能な母材に金属微粒子充填材を含んでいる複合物の連続層の
収縮又は高密度化リンクプラットフォームを形成することを含んでいてもよい。前記デバ
インド可能な母材は、１又は２段バインダとなるように異なる成分を含んでいてもよい。
収縮又は高密度化リンクサポートは、前記収縮プラットフォーム上に前記同一複合物から
形成される。前記同一複合物の所望のパーツは、前記収縮プラットフォーム及び収縮サポ
ート上に形成され、前記所望のパーツの実質的に水平な部分（例えば、オーバーハング、
ブリッジ、大半径アーチ）は、前記収縮プラットフォームにより垂直にサポートされる（
例えば、直接、前記収縮サポートを介して又は剥離層を介して）。前記収縮プラットフォ
ームと下層面（例えば、ビルドプラットフォーム又は焼結用トレイ等）との間の横抵抗を
減少させ、前記収縮プラットフォーム（例えば、図４に示すように）の底と等しい又は前
記収縮プラットフォームの底より大きい表面積のスライド剥離層が、前記収縮プラットフ
ォームの下に形成されてもよい。前記収縮プラットフォーム、収縮サポート及び所望のパ
ーツを含んでいる形状保持ブラウンパーツアセンブリ（shape-retaining brown part ass
embly）（例えば、残存するバインダのまばらな格子を含んでおり、前記形状を保持する
）を形成するために十分な前記母材がデバインドされる。前記形状保持ブラウンパーツア
センブリの全体にわたって隣接する金属粒子が質量拡散を行っている間に、同一の速度で
前記収縮プラットフォーム、前記収縮サポート及び前記所望のパーツの全てを一緒に収縮
させるために前記同一複合物から形成される前記形状保持ブラウンパーツアセンブリは加
熱される。その結果、均一収縮と前記スライド剥離層とにより歪みを減少させる。
【００２５】
　同様の利点を有する装置は、前記収縮プラットフォーム、前記収縮サポート及び前記所
望のパーツを堆積させる印刷ヘッドと、前記スライド剥離層を形成する第２プリントヘッ
ドと、前記形状保持ブラウンパーツアセンブリをデバインドするデバインド洗浄と、前記
収縮プラットフォーム、前記収縮サポート及び前記所望のパーツを同一の速度で一緒に加
熱及び収縮させるための焼結オーブンとを含んでいてもよい。任意に、セルチャンバ間の
相互接続を含んでいるオープンセル構造（open cell structure）は、前記収縮プラット
フォーム、前記収縮サポート及び前記所望のパーツの少なくとも１つにおいて堆積され、
流体デバインダは、前記オープンセル構造に浸透し、前記オープンセル構造内から前記母
材をデバインドする。さらに又は代わりに、前記収縮プラットフォーム、収縮サポート及
び所望のパーツは、前記結び付けられた収縮プラットフォーム及び接続された収縮サポー
トの質量中心と前記パーツの前記質量中心とを実質的に揃えるように形成されてもよい。
さらに追加で又は前記代替手段において、前記収縮サポートは、前記収縮サポートと前記
所望のパーツの側面との間に前記同一複合物の分離可能な取り付け突起を形成することに
より前記所望のパーツの前記側面と相互接続されてもよい。なおさらに追加で又は前記代
替手段において、横サポートシェル（lateral support shell）が、前記所望のパーツの
横輪郭に続いて前記同一複合物から形成されてもよく、前記横サポートシェルは、前記横
サポートシェルと前記所望のパーツとの間に前記同一複合物の分離可能な取り付け突起を
形成することにより前記所望のパーツの前記横輪郭に接続されてもよい。
【００２６】
　さらに任意に、前記所望のパーツの前記形成中に下向きの力に抵抗する前記デバインド
可能な母材の可溶性サポート構造（soluble support structures）が、前記金属微粒子充
填材なしで形成されてもよく、前記形状保持ブラウンパーツアセンブリを加熱する前に前
記可溶性サポート構造を溶解するために十分な前記母材がデバインドされる。代わりに又
は加えて、セラミック微粒子充填材及び前記デバインド可能な母材を含んでいる剥離複合
物の可溶性サポート構造が形成されてもよく、前記可溶性サポート構造は、前記所望のパ
ーツの前記形成中に下向きの力に抵抗する。前記形状保持ブラウンパーツアセンブリを加
熱する前に、前記収縮プラットフォーム、収縮サポート及び所望のパーツを含んでいる形
状保持ブラウンパーツアセンブリを形成し、前記可溶性サポート構造の前記母材を溶解す
るために、十分な前記母材がデバインドされてもよい。
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【００２７】
　さらに又は前記代替手段において、前記下層面は、ポータブルビルドプレート（portab
le build plate）を含んでいてもよい。この場合、前記収縮プラットフォームは、前記ポ
ータブルビルドプレート上に形成されてもよく、前記スライド剥離層は、セラミック微粒
子及び前記デバインド可能な母材を含んでいる剥離複合物により前記収縮プラットフォー
ムの下で、前記ポータブルビルドプレートの上に形成される。前記形状保持ブラウンパー
ツアセンブリは、前記加熱中に焼結されてもよい。前記ビルドプレート、スライド剥離層
、及び形状保持ブラウンパーツアセンブリは、前記デバインド中及び前記焼結中にユニッ
トとして一緒に保持されてもよい。焼結後、前記ビルドプレート、スライド剥離層、収縮
プラットフォーム及び収縮サポートは、前記所望のパーツから分離されてもよい。
【００２８】
　任意に、パーツ剥離層が、セラミック微粒子充填材及び前記デバインド可能な母材を含
んでいる剥離複合物により前記収縮サポートと前記所望のパーツとの間に形成されてもよ
く、前記形状保持ブラウンパーツアセンブリは、前記加熱中に焼結される。前記パーツ剥
離層及び形状保持ブラウンパーツアセンブリは、前記デバインド中及び前記焼結中にユニ
ットとして一緒に保持されてもよい。焼結後、前記パーツ剥離層、収縮プラットフォーム
及び収縮サポートを分離することは、前記所望のパーツから分離されてもよい。この場合
、前記収縮サポートにおけるセルチャンバ間に相互接続を含んでいるオープンセル構造が
堆積されてもよく、流体デバインダは、前記オープンセル構造に浸透し、前記オープンセ
ル構造内から前記母材をデバインドしてもよい。
【００２９】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、付加的に製造されたパーツにおける歪みを減少
させる方法は、デバインド可能な母材に金属微粒子充填材を含んでいる複合物から形成さ
れた収縮プラットフォームを連続層で堆積させることと、前記同一複合物の収縮サポート
を前記収縮プラットフォーム上に堆積させることとを含んでいる。相互接続を含んでいる
オープンセル構造は、前記収縮サポートにおけるセルチャンバ間に堆積される。前記同一
複合物から、所望のパーツが、前記収縮プラットフォーム及び収縮サポート上に堆積され
る。前記収縮プラットフォーム、収縮サポート及び所望のパーツは、流体デバインダに曝
され、形状保持ブラウンパーツアセンブリを形成する。前記流体デバインダは、前記オー
プンセル構造に浸透し、前記オープンセル構造内から前記母材をデバインドする。前記形
状保持ブラウンパーツアセンブリは、焼結され、前記形状保持ブラウンパーツアセンブリ
の全体にわたって共通の速度で収縮する。
【００３０】
　任意に、前記収縮プラットフォームと下層面との間の横抵抗を減少させ、前記収縮プラ
ットフォームの底と等しい又は前記収縮プラットフォームの底より大きい表面積のスライ
ド剥離層が、前記収縮プラットフォームの下に堆積される。さらに又は前記代替手段にお
いて、パーツ剥離層が、セラミック微粒子充填材及び前記デバインド可能な母材を含んで
いる剥離複合物により前記収縮サポートと前記所望のパーツとの間に堆積され、前記パー
ツ剥離層及び形状保持ブラウンパーツアセンブリは、前記曝されている間及び前記焼結中
にユニットとして一緒に保持される。焼結後、前記パーツ剥離層、収縮プラットフォーム
及び収縮サポートは、前記所望のパーツから分離される。さらに任意に、例えば、図８乃
至図１０に示すように、剥離複合物を有しない垂直ギャップが、収縮サポートの垂直面が
前記所望のパーツの隣接壁に対向する収縮サポートと前記所望のパーツとの間に形成され
る。
【００３１】
　代わりに又は加えて、例えば、図８乃至図１０に示すように、横サポートシェルブロッ
クが、大きなセル内部を有し、前記横サポートシェルブロック内の最も厚い壁より幅が広
いセルキャビティを有するセルを有して堆積され、デバインド流体の前記サポート内への
拡散及び浸透を支援する。さらに代わりに又は加えて、前記収縮サポートは、前記収縮サ
ポートと前記所望のパーツの側面との間に前記同一複合物の分離可能な取り付け突起を形
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成することによって前記所望のパーツの前記側面と相互接続されてもよい。
【００３２】
　さらに任意に、例えば、図８乃至図１０に示すように、前記収縮サポートとしての前記
同一複合物の横サポートシェルが堆積され、前記所望のパーツの横輪郭をたどってもよい
。この場合、前記横サポートシェルは、前記横サポートシェルと前記所望のパーツとの間
に前記同一複合物の分離可能な取り付け突起を形成することにより前記所望のパーツの前
記横輪郭に接続されてもよい。代わりに又は加えて、前記収縮プラットフォーム、前記横
サポートシェル及び前記所望のパーツの少なくとも１つは、内部チャンバ間の相互接続を
有して堆積されてもよく、流体デバインダが、前記相互接続を介して前記内部チャンバ内
に浸透し、前記オープンセル構造内から前記母材をデバインドしてもよい。前記収縮プラ
ットフォーム、収縮サポート、及び所望のパーツは、前記結び付けられた収縮プラットフ
ォーム及び接続された収縮サポートの質量中心と前記パーツの前記質量中心とを実質的に
揃えるように堆積されてもよい。
【００３３】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、付加的に製造されたパーツにおける歪みを減少
させる方法は、デバインド可能な母材に金属微粒子充填材を含んでいる複合物から形成さ
れた収縮プラットフォームを連続層で堆積させることを含んでいる。前記同一複合物の収
縮サポートが、前記収縮プラットフォーム上に堆積されてもよい。例えば、図８乃至図１
０に示すように、前記収縮サポート間に、前記収縮サポートを分離クリアランスに沿って
分離可能な断片に分割する前記分離クリアランスとしてのパーティングラインが形成され
てもよい。前記同一複合物から、所望のパーツが、前記収縮プラットフォーム及び収縮サ
ポート上に成形されてもよい。前記収縮プラットフォーム、収縮サポート柱及び所望のパ
ーツを含んでいる形状保持ブラウンパーツアセンブリを形成するために十分な前記母材が
デバインドされてもよい。前記形状保持ブラウンパーツアセンブリは、焼結され、前記形
状保持ブラウンパーツアセンブリの全体にわたって均一な速度で収縮してもよい。前記収
縮サポートは、前記分離クリアランスに沿って断片に分割されてもよく、前記断片は、前
記所望のパーツから分離されてもよい。
【００３４】
　任意に、１以上の分離クリアランスは、隣接するサポート柱を分離させ、実質的に前記
隣接するサポート柱の高さに対して延びている垂直クリアランスとして形成されており、
さらに、前記隣接するサポート柱は、前記垂直クリアランスに沿って互いに分離される。
代わりに又は加えて、前記所望のパーツのキャビティ内に、内部収縮サポートが、前記同
一複合物から形成される。前記内部収縮サポート間で、パーティングラインが、前記内部
収縮サポートを前記分離クリアランスに沿って分離可能な小区分断片に分割する分離クリ
アランスとして形成されてもよい。前記小区分断片は、前記分離クリアランスに沿って互
いに分離されてもよい。
【００３５】
　代わりに又は加えて、前記断片は、前記収縮サポートを交差させる平面内で隣接する分
離クリアランスに沿って互いに分離可能なブロックとして形成される。前記収縮サポート
としての前記同一複合物の横サポートシェルが形成され、前記所望のパーツの横輪郭を追
跡してもよい。任意に、前記横サポートシェルは、前記横サポートシェルと前記所望のパ
ーツとの間に前記同一複合物の分離可能な取り付け突起を形成することにより、前記所望
のパーツの前記横輪郭に接続されてもよい。さらに任意に、前記横サポートシェルにおい
て、前記横サポートシェルをパーティングラインに沿って分離可能なシェル断片に分割す
るパーティングラインが形成されてもよい。前記収縮プラットフォーム、収縮サポート柱
、横サポートシェル及び所望のパーツを含んでいる形状保持ブラウンパーツアセンブリを
形成するために十分な前記母材がデバインドされてもよい。前記横サポートシェルは、前
記パーティングラインに沿って前記シェル断片に分離されてもよい。前記シェル断片は、
前記所望のパーツから分離されてもよい。
【００３６】
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　さらに任意に、前記収縮プラットフォーム、前記収縮サポート及び前記所望のパーツの
少なくとも１つは、内部チャンバ間の相互接続を有して堆積されてもよく、流体デバイン
ダが、前記相互接続を介して前記内部チャンバ内に浸透し、前記オープンセル構造内から
前記母材をデバインドする。代わりに又は加えて、前記金属微粒子充填材なしで、前記所
望のパーツの前記形成中に下向きの力に抵抗する前記デバインド可能な母材の可溶性サポ
ート構造が形成されてもよく、前記形状保持ブラウンパーツアセンブリを焼結する前に、
前記可溶性サポート構造を溶解するために十分な前記母材がデバインドされる。
【００３７】
　なお、さらに任意に、前記収縮プラットフォームとビルドプレートとの間の横抵抗を減
少させる前記収縮プラットフォームの底と等しい又は前記収縮プラットフォームの底より
大きい表面積のスライド剥離層が、前記収縮プラットフォームの下に形成されてもよく、
前記収縮プラットフォームは、前記ポータブルビルドプレート上に形成されてもよい。前
記スライド剥離層は、セラミック微粒子及び前記デバインド可能な母材を含んでいる剥離
複合物により前記収縮プラットフォームの下で、前記ポータブルビルドプレート上に形成
されてもよく、前記ビルドプレート、スライド剥離層及び形状保持ブラウンパーツアセン
ブリは、前記デバインド中及び前記焼結中にユニットとして一緒に保持されてもよい。
【００３８】
　さらに代わりに又は加えて、パーツ剥離層が、セラミック微粒子充填材及び前記デバイ
ンド可能な母材を含んでいる剥離複合物により前記収縮サポートと前記所望のパーツとの
間に形成されてもよく、前記パーツ剥離層及び形状保持ブラウンパーツアセンブリは、前
記デバインド中及び前記焼結中にユニットとして一緒に保持されてもよい。焼結後、前記
パーツ剥離層、収縮プラットフォーム及び収縮サポートは、前記所望のパーツから分離さ
れてもよい。
【００３９】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、堆積ベースの付加製造システムによるパーツの
構築方法において、ポリマー含有材料は、第１輪郭ツールパスに沿って堆積され、グリー
ンパーツ（green part）の層の外周パスを形成し、前記外周パス内の内部領域を画定する
。前記第１方向に逆行する第２方向において、前記材料は、第２輪郭ツールパスに基づき
堆積され、前記外周パスに隣接する前記内部領域に隣接パスを形成する。前記第２方向の
前記隣接パスの前記堆積は、前記外周パスにおける前記材料のポリマー鎖における応力と
反対方向で前記材料のポリマー鎖に応力を加え、前記パーツの前記ポリマー鎖の緩みに起
因するパーツの捻れを減少させる。
【００４０】
　任意に、堆積の開始又は堆積の停止の一方は、前記層の前記内部領域内に位置付けられ
るように調整される。さらに任意に、前記開始点及び前記停止点の前記位置は、オープン
スクエア配置、クローズドスクエア配置、重複クローズドスクエア配置、オープントライ
アングル配置、クローズドトライアングル配置、収束点配置、重複クロス配置、クリンプ
スクエア配置及びこれらの組合せからなる群より選ばれる配置を画定する。代わりに又は
加えて、前記開始点と前記停止点との間の輪郭ツールパスは、さらに、前記内部領域を少
なくとも部分的に満たすラスタパスを画定する。
【００４１】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、堆積ヘッド及び制御部を有している堆積ベース
の付加製造システムによるパーツの構築方法において、前記パーツの層に対する第１ツー
ルパスは、前記制御部により受信され、前記受信された第１ツールパスは、外周輪郭セグ
メントを備えている。前記パーツの層に対する第２ツールパスは、前記制御部により受信
され、前記受信された第２ツールパスは、前記外周輪郭セグメントに隣接している内部領
域セグメントを備えている。堆積ヘッドは、前記受信された第１ツールパスの前記外周輪
郭セグメントをたどるパターンで動かされ、焼結性粉末を含んでいるデバインド可能な複
合物の外周パスを作成し、前記堆積ヘッドを前記受信された第２ツールパスの前記内部領
域セグメントをたどるパターンで動かし、前記デバインド可能な複合物の内部隣接パスを
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作成し、前記外周パス及び前記隣接パスは、前記デバインド可能な複合物のバインダ内の
残留応力の方向が前記外周パス及び前記隣接パスにおいて反対であるような方向に堆積さ
れる。
【００４２】
　本発明の実施形態のさらに他の態様によれば、堆積ベースの付加製造システムによるパ
ーツの構築方法において、前記パーツのデジタル固体モデル（例えば、３Ｄメッシュ又は
３Ｄ固体）が受信され、前記デジタル固体モデルは、複数の層にスライスされる。外周輪
郭ツールパスは、前記複数の層の一層の外周に基づき生成され、前記生成された外周輪郭
ツールパスは、前記層の内部領域を画定する。内部隣接パスは、前記内部領域内の前記外
周輪郭ツールパスに基づき生成される。デバインド可能な複合物は、前記外周輪郭ツール
パスに基づき第１方向に焼結性粉末を含んで押し出され、前記層に対する前記デバインド
可能な複合物の外周を形成する。前記デバインド可能な複合物は、前記外周輪郭ツールパ
スに基づき第２方向に押し出され、前記層に対する前記デバインド可能な複合物の内部隣
接パスを形成し、前記外周輪郭ツールパス及び前記内部隣接パスの前記堆積は、前記デバ
インド可能な複合物のバインダ内の残留応力の方向が前記外周輪郭ツールパス及び前記内
部隣接パスにおいて反対であるように互いに逆行する方向にトレースされる。任意に、前
記外周輪郭ツールパスの開始点及び前記外周輪郭ツールパスの停止点は、前記内部領域内
に位置付けられるように調整される。
【００４３】
　本発明の実施形態のさらに他の態様によれば、堆積ヘッド及び制御部を有している堆積
ベースの付加製造システムによるパーツの構築方法において、前記パーツの層に対する第
１ツールパスは、制御部により受信され、前記受信された第１ツールパスは、輪郭セグメ
ントを備えている。前記パーツの層に対する第２ツールパスは、制御部により受信され、
前記受信された第２ツールパスは、前記第２ツールパスの連続堆積長の少なくとも９０パ
ーセントに亘って、前記第１ツールパスと重複してもよい。前記堆積ヘッドは、前記第１
ツールパスをたどるパターンで動かされ、前記層に対するデバインド可能な複合物の外周
パスを作成する。前記堆積ヘッドは、前記第１ツールパスと逆行する方向の前記第２ツー
ルパスをたどるパターンで動かされ、デバインド可能な複合物の前記外周パスに隣接する
応力オフセットパスを作成し、前記デバインド可能な複合物のバインダ内の残留応力の方
向が前記外周パス及び前記応力オフセットパスにおいて反対になるようにする。任意に、
前記第２ツールパスは、前記同一層内で前記第１ツールパスの少なくとも９０パーセント
に連続的に隣接し、内部領域パスを備えている。さらに任意に、前記第２ツールパスは、
隣接層内で前記第１ツールパスの少なくとも９０パーセントに亘って連続的に隣接し、前
記隣接層の外周パスを備えている。
【００４４】
　本発明の実施形態のさらに他の態様によれば、堆積ヘッド及び制御部を有している堆積
ベースの付加製造システムによるパーツの構築方法において、ツールパスは、コンピュー
タで生成される。前記生成されたツールパスに対する指示は、前記制御部に送信され、デ
バインド可能な複合物は、前記堆積ヘッドを前記生成されたツールパスに沿って移動させ
ながら前記堆積ヘッドから堆積され、前記パーツの層の外周パスを形成する。前記外周パ
スは、第１輪郭ロード部及び第２輪郭ロード部を含んでいてもよく、前記第１輪郭ロード
部及び前記第２輪郭ロード部の各々は、偶数のＸパターンで互いに交差し、前記層に対す
る偶数の隠された継ぎ目を形成している。
【００４５】
　本発明の実施形態のさらに他の態様によれば、堆積ヘッド及び制御部を有している堆積
ベースの付加製造システムによるパーツの構築方法において、前記堆積ヘッドは、第１ツ
ールパスセグメントに沿って動かされ、前記パーツの層に対する外周ロード部を形成し、
方向転換ツールパスセグメント（direction changing tool path segment）に沿って動か
される。前記堆積ヘッドは、第２ツールパスセグメントに沿って動かされ、前記外周ロー
ド部に隣接する応力均衡ロード部を形成してもよい。任意に、前記方向転換ツールパスセ
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グメントは、前記同一層内の前記第１ツールパスセグメントと前記第２ツールパスセグメ
ントとの間に連続して優角を成す。さらに任意に、バインダ及び焼結性粉末を含んでいる
デバインド可能な複合物は、外周についての第１方向に堆積される。内部パスは、前記第
１方向に逆行する方向の前記外周に沿って堆積される。前記隣接パスの前記堆積は、前記
外周パスの応力と反対方向で前記バインダの長鎖分子に応力を加え、前記パーツの前記長
鎖分子の緩みに起因する焼結中のパーツ捻れを減少させる。
【００４６】
　本発明の実施形態のさらに他の態様によれば、付加製造のために材料を堆積させる方法
において、複合材料は、バインダ母材及び焼結性粉末を含んで供給される。パーツの壁の
連続層が堆積され、前記パーツの外部から前記パーツの内部に延びている第１アクセスチ
ャネルを形成する。前記パーツの前記内部にハニカムインフィル（honeycomb infill）の
連続層が堆積され、前記ハニカムインフィルの内部ボリュームを前記第１アクセスチャネ
ルに接続する流通チャネル（distribution channel）を形成する。前記バインダ母材は、
前記ハニカムインフィルの前記内部ボリューム内で前記第１アクセスチャネル及び前記流
通チャネルにデバインド流体を流すことにより、デバインド（例えば、溶解）される。
【００４７】
　任意に、前記パーツの前記壁の連続層が堆積され、前記パーツの前記外部から前記パー
ツの前記内部に延びている第２アクセスチャネルを形成し、前記バインダ母材は、デバイ
ンド流体を前記第１アクセスチャネルから、前記流通チャネルを介して、前記第２アクセ
スチャネルから出るように流すことにより、デバインドされる。さらに任意に、前記第１
アクセスチャネルは、デバインド流体の加圧供給に接続され、デバインド流体を前記第１
アクセスチャネル、流通チャネル及び第２アクセスチャネルに押し通す。代わりに又は加
えて、ハニカムインフィル材の連続層が前記パーツの前記内部に堆積され、前記ハニカム
インフィルの内部ボリュームを前記第１アクセスチャネルに接続する複数の流通チャネル
を形成する。前記複数の流通チャネルの少なくともいくつかは、他の前記流通チャネルと
は異なる長さを有している。
【００４８】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、付加製造のために材料を堆積させる方法におい
て、バインダ母材及び８マイクロメーター未満の平均粒径を有している焼結性粉末金属を
含んでいる金属材が供給され、前記金属材は、第１焼結温度を有している。セラミック材
は、同一のバインダ母材及び焼結性粉末セラミックを含んで供給され、前記セラミック材
は、前記金属材より高い焼結温度を有している第１セラミックと前記金属材より低い焼結
温度を有している第２セラミックの混合体を含んでおり、前記セラミック材は、実質的に
前記金属材の収縮挙動とマッチし、実質的に前記第１焼結温度と同一の範囲の第２焼結温
度を有している。前記金属材の層は、堆積により前記金属材の層の事前の堆積の上に形成
され、前記金属材の層は、堆積により前記セラミック材の層の事前の堆積の上に形成され
る。前記バインダ母材の少なくとも一部は、前記金属材及びセラミック材の各々からデバ
インドされる。前記金属材及びセラミック材からそのように形成されたパーツは、前記第
１焼結温度まで加熱され、その結果、前記第１材料及び前記第２材料を焼結する。パーツ
の壁の連続層が堆積され、前記パーツの外部から前記パーツの内部に延びている第１アク
セスチャネルを形成し、同様に、前記ハニカムインフィルの内部ボリュームを前記第１ア
クセスチャネルに接続する流通チャネルを形成する。焼結性粉末を保持しているバインダ
母材は、デバインド流体を前記ハニカムインフィルの前記内部ボリューム内で前記第１ア
クセスチャネル及び前記流通チャネルに流すことにより、デバインドされる。
【００４９】
　本発明の実施形態のさらなる態様によれば、付加製造により焼結可能なブラウンパーツ
を形成するために材料を堆積させる方法において、材料供給パスに沿って供給する第１フ
ィラメントは、バインダ母材及び第１焼結温度を有している焼結可能な球状及び／又は粉
末の第１材料を含んでいる。第１材料のグリーン層は、堆積により第１材料のブラウン層
上に形成される。前記バインダ母材の少なくとも一部は、第１材料の各グリーン層からデ
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バインドされ、各グリーン層を対応するブラウン層にデバインドする。前記パーツの実質
的に全てのブラウン層の前記形成に続いて、前記パーツは、前記第１焼結温度で焼結され
てもよい。
【００５０】
　代わりに又は加えて、付加製造により焼結可能なブラウンパーツを形成するために材料
を堆積させる方法において、第１フィラメントは、バインダ母材及び第１焼結温度を有し
ている焼結可能な球状及び／又は粉末の第１材料を含んで供給される。第２フィラメント
は、前記第１焼結温度より高い３００℃を超える第２焼結温度を有している第２材料を含
んで供給される。第２材料の層は、堆積によりビルドプレート又は第１若しくは第２材料
の事前の堆積の上に形成される。第１材料のグリーン層は、堆積によりブラウン層又は第
２材料の事前の堆積の上に形成され、第１材料の各グリーン層からの前記バインダ母材の
少なくとも一部は、デバインドされ、各グリーン層を対応するブラウン層にデバインドす
る。前記パーツの実質的に全てのブラウン層の前記形成に続いて、前記パーツは、前記第
２焼結温度未満の前記第１焼結温度で焼結され、その結果、前記第２材料を焼結すること
なく、前記第１材料を焼結してもよい。
【００５１】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、粉末の焼結可能な材料から形成されるブラウン
パーツ品を焼結する方法において、パウダーベッドにおいて第１焼結温度を有している第
１粉末から一体的に形成されるブラウンパーツは、るつぼ内に置かれ、前記パウダーベッ
ドは、前記第１焼結温度より高い３００℃を超える第２焼結温度を有している第２粉末を
含んでいる。前記第２粉末は、攪拌され、前記ブラウンパーツの内部キャビティを充填す
る。前記ブラウンパーツの支持されていない部分の重量は、前記第２粉末で継続的に対抗
される。前記ブラウンパーツは、前記第２粉末を焼結することなく前記第１温度で焼結さ
れ、焼結パーツを形成する。前記焼結パーツは、前記パウダーベッドから除去される。
【００５２】
　任意に、前記攪拌することは、加圧ガスを前記るつぼの前記底に流すことにより、前記
第２粉末を流体化させることを含んでいる。代わりに又は加えて、前記ブラウンパーツの
支持されていない部分の前記重量は、少なくとも一部、前記流体化された第２粉末におけ
る上向き成分を有している浮力を維持することにより、前記第２粉末で継続的に対抗され
る。
【００５３】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、粉末の焼結可能な材料から印刷される３Ｄを作
る方法において、第１フィラメントは、バインダ母材及び第１焼結温度を有している焼結
可能な球状及び／又は粉末の第１材料を含んで供給される。第２フィラメントは、前記第
１焼結温度より高い３００℃を超える第２焼結温度を有している第２材料を含んで供給さ
れる。第２材料の層は、堆積によりビルドプレート又は第１若しくは第２材料の事前の堆
積の上に形成され、第１材料のグリーン層は、堆積によりブラウン層又は第２材料の事前
の堆積の上に形成される。第１材料の各グリーン層からの前記バインダ母材の少なくとも
一部は、デバインドされ、各グリーン層を対応するブラウン層にデバインドする。前記パ
ーツは、るつぼ内のパウダーベッドに一体的に置かれ、前記パウダーベッドは、前記第１
焼結温度より高い３００℃を超える第３焼結温度を有している第３粉末を含んでいる。前
記第３粉末は、攪拌され、前記ブラウン層間の内部キャビティを充填し、前記ブラウン層
の支持されていない部分の重量は、前記第３粉末で継続的に対抗される。前記パーツは、
前記第３粉末を焼結することなく前記第１温度で焼結され、焼結パーツを形成し、前記焼
結パーツは、前記パウダーベッドから除去される。
【００５４】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、付加製造のための方法において、材料は、除去
可能なバインダ及び１２００℃より高い融点を有している、５０％より大きい体積分率の
粉末金属を含有して供給される。前記粉末金属の５０パーセントを超える粉末粒子は、１
０ミクロン未満の直径を有している。前記材料は、連続層で付加的に堆積して、グリーン
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ボディを形成し、前記バインダは、続いて除去され、ブラウンボディが形成される。前記
ブラウンパーツ又はボディは、実質的に１２００℃未満の動作温度、１×１０－６／℃未
満の熱膨張計数及び１０ｍ以上のマイクロ波場侵入深さを有している材料から形成された
溶融チューブに押し込まれる。前記溶融チューブは密封され、内部空気は焼結雰囲気に置
き換えられる。マイクロ波エネルギーは、前記密封された溶融チューブ外で前記ブラウン
パーツに適用される。前記ブラウンパーツは、１２００℃未満の温度で焼結される。
【００５５】
　本発明の実施形態のさらなる態様によれば、付加製造のための方法において、材料は、
除去可能なバインダ及び１２００℃より高い融点を有している、５０％より大きい体積の
粉末金属を含有して供給される。５０パーセントを超える前記粉末粒子は、１０ミクロン
未満の直径を有している。前記材料は、３００ミクロンより小さい内径を有しているノズ
ルで付加的に堆積される。前記バインダは除去され、ブラウンボディ又はパーツが形成さ
れる。前記ブラウンパーツ又はボディは、１×１０－６／℃未満の熱膨張計数を有してい
る材料から形成された溶融チューブに押し込まれる。前記溶融チューブは密封され、内部
空気は焼結雰囲気に置き換えられる。放射エネルギーは、前記密封された溶融チューブ外
から前記ブラウンパーツに適用される。前記ブラウンパーツ又はボディは、５００℃より
高いが、１２００℃未満の温度で焼結される。
【００５６】
　本発明の実施形態のさらなる態様によれば、付加製造のための方法において、第１ブラ
ウンパーツは、第１粉末金属を含んでいる第１デバインド材から形成され、供給されても
よい。前記第１粉末金属の５０パーセントを超える粉末粒子は、１０ミクロン未満の直径
を有している。第２ブラウンパーツは、第２粉末金属を含んでいる第２デバインド材から
形成され、供給されてもよい。前記第２粉末金属の５０パーセントを超える粉末粒子は、
１０ミクロン未満の直径を有している。第１モードにおいて、前記第１ブラウンパーツは
、１×１０－６／℃未満の熱膨張計数を有している材料から形成された溶融チューブに押
し込まれてもよく、前記溶融チューブ内の温度は、毎分１０℃より高いが、毎分４０Ｃ℃
未満で、５００℃より高く、７００℃未満の第１焼結温度まで上昇させてもよい。第２モ
ードにおいて、前記第２ブラウンパーツは、前記同一の溶融チューブに押し込まれてもよ
く、前記溶融チューブ内の温度は、毎分１０℃より高いが、毎分４０℃未満で、１０００
℃より高いが、１２００℃未満の第２焼結焼戻し温度まで上昇させてもよい。
【００５７】
　任意に、前記第１モードにおいて、第１焼結雰囲気は、酸素フリーの９９．９９９％以
上の不活性窒素を含んでいる前記溶融チューブに導入される。さらに任意に、前記第２モ
ードにおいて、少なくとも２％乃至５％（例えば、３％）の水素を備えている第２焼結雰
囲気は、前記溶融チューブに導入されてもよい。任意に、前記溶融チューブは、１０ｍ以
上のマイクロ波場侵入深さを有している溶融シリカから形成され、マイクロ波エネルギー
は、前記溶融チューブ内の前記第１及び／又は第２材料ブラウンパーツに適用され、同一
の前記温度を上昇させる。マイクロ波エネルギーは、代わりに又は加えて、前記溶融チュ
ーブ外及び前記溶融チューブ内の任意の焼結雰囲気外に置かれたサセプタ材料要素に適用
され、前記サセプタ材料要素の前記温度を上昇させてもよい。
【００５８】
　これらの態様において、任意に、前記材料は、前記ノズルの幅の実質的に２／３以上の
層の高さで付加的に堆積される。任意に、材料は、前記粉末金属の９０パーセントを超え
る粉末粒子が８ミクロン未満の直径を有して、供給される。さらに任意に、マイクロ波エ
ネルギーは、前記密封された溶融チューブ外から前記密封された溶融チューブ外に配置さ
れるサセプタ材料部材に適用される。マイクロ波エネルギーは、前記密封された溶融チュ
ーブ外から前記ブラウンパーツに適用された前記放射エネルギーであってもよい。前記密
封された溶融チューブ外に配置されたサセプタ材料部材は、抵抗加熱されてもよい。任意
に、前記溶融チューブ内の温度は、毎分１０℃より高いが、毎分４０℃未満で上昇させて
もよい。前記溶融チューブの前記材料は、アモルファス溶融シリカであってもよく、前記
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焼結雰囲気は、少なくとも２％の水素であって５％未満の水素（例えば、３％の水素）を
備えてもよい。前記粉末金属は、ステンレス鋼又は工具鋼であってもよい。前記サセプタ
材料は、炭化ケイ素又はケイ化モリブデンの一方であってもよい。
【００５９】
　本発明の実施形態の追加の態様によれば、多目的焼結炉は、１×１０－６／℃未満の熱
膨張計数を有している溶融シリカから形成された溶融チューブ及び周囲の雰囲気に対して
前記溶融チューブを密閉するシールを含んでいる。内部雰囲気レギュレータは、真空を適
用するために前記溶融チューブの内部に動作可能に接続され、前記溶融チューブ内のガス
を除去し、複数の焼結雰囲気を前記溶融チューブに導入し、発熱体が前記溶融チューブ外
及び前記溶融チューブ内の任意の焼結雰囲気外に置かれる。制御部は、前記発熱体及び前
記内部雰囲気レギュレータに動作可能に接続され、第１モードにおける前記制御部は、５
００℃より高く７００℃未満の第１焼結温度で第１焼結雰囲気内において第１材料ブラウ
ンパーツを焼結し、第２モードにおいて、１０００℃より高いが、１２００℃未満の第２
焼結温度で第２焼結雰囲気内において第２材料ブラウンパーツを焼結する。
【００６０】
　任意に、前記内部雰囲気レギュレータは、前記溶融チューブの内部に動作可能に接続さ
れ、酸素フリーの９９．９９９％以上の不活性窒素を備えている第１焼結雰囲気を導入す
る。さらに任意に、前記第１モードにおける前記制御部は、５０パーセントを超える粉末
粒子が１０ミクロン未満の直径を有しているアルミニウム粉末で主として形成されたブラ
ウンパーツを、酸素フリーの９９．９９９％以上の不活性窒素を備えている前記第１焼結
雰囲気内で、５００℃より高く、７００℃未満の前記第１焼結温度で焼結する。代わりに
又は加えて、前記第２モードにおける前記制御部は、５０パーセントを超える粉末粒子が
１０ミクロン未満の直径を有している鋼粉末で主として形成されたブラウンパーツを、少
なくとも３％の水素を備えている前記第２焼結雰囲気内で、１０００℃より高く、１２０
０℃未満の前記第２焼結温度で焼結する。
【００６１】
　前記制御部は、毎分１０℃より高いが、毎分４０℃未満で前記溶融チューブ内の温度を
上昇させてもよい。前記内部雰囲気レギュレータは、前記溶融チューブの内部に動作可能
に接続され、少なくとも３％の水素を備えている第２焼結雰囲気を導入してもよい。前記
制御部は、毎分１０℃より高いが、毎分４０℃未満で前記溶融チューブ内の温度を上昇さ
せてもよい。前記溶融シリカチューブは、１×１０－６／℃未満の熱膨張計数及び１０ｍ
以上のマイクロ波場侵入深さを有している溶融シリカから形成されてもよく、前記発熱体
は、さらに、前記溶融チューブ内の前記第１及び／又は第２材料ブラウンパーツにエネル
ギーを適用し、前記第１及び／又は第２材料ブラウンパーツの前記温度を上昇させるマイ
クロ波発振器を備えている。サセプタ材料発熱体は、前記溶融チューブ外及び前記溶融チ
ューブ内の任意の焼結雰囲気外に置かれてもよく、前記マイクロ波発振器は、（ｉ）前記
溶融チューブ内の前記第１及び／又は第２材料ブラウンパーツ及び／又は（ｉｉ）前記サ
セプタ材料発熱体の一方又は双方にエネルギーを適用し、（ｉ）前記溶融チューブ内の前
記第１及び／又は第２材料ブラウンパーツ及び／又は（ｉｉ）前記サセプタ材料発熱体の
一方又は両方の前記温度を上昇させる。前記発熱体は、さらに、前記溶融チューブ外及び
前記溶融チューブ内の任意の焼結雰囲気外に置かれたサセプタ材料発熱体を備えている。
付加的に堆積された材料に埋め込まれた小さな粉末粒子のサイズ（例えば、９０パーセン
トの粒子が８ミクロンより小さい）の金属粉末は、ステンレス鋼の焼結温度を、溶融シリ
カチューブ炉の１２００℃の動作温度天井未満に下げてもよく、前記同一のシリカ溶融チ
ューブ炉をアルミニウム及びステンレス鋼の双方を（適切な雰囲気で）焼結するために利
用するために利用されること、同様に、両方の材料を焼結するためのマイクロ波加熱、抵
抗加熱又は受動的若しくは能動的サセプタ加熱の前記使用を可能にする。
【００６２】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、５０％を超える金属又はセラミック球を含んで
、任意に二段バインダを有している複合材料において、フィラメント材のスプールは、室
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温より高いが、バインダ材のガラス転移温度未満の温度、例えば、５０摂氏度乃至５５摂
氏度で、巻き付けられ、解かれる。フィラメント材のスプールは、室温において運ばれて
もよい。モデル材チャンバにおける上側のスプールは、前記モデル材及び前記剥離材を含
んでいてもよい。前記スプールは、前記スプールを当該例により熟慮された前記５０摂氏
度乃至５５摂氏度で保持するジョイント加熱チャンバに保持されてもよい。ビルドプレー
トは、印刷中、同様またはより高い温度（例えば、５０度乃至１２０度）までビルドプレ
ートヒータにより加熱されてもよい。前記ビルドプレートの前記加熱は、前記印刷区画内
の前記温度を室温より高いレベルで維持する手助けをしてもよい。
【００６３】
　任意に、材料の各スプールは、それ自身の独立チャンバで保持されてもよい。前記スプ
ールの温度を維持するためのヒータは、受動的な、例えば、放射及び対流ヒータであって
もよいし、送風機を含んでいてもよい。加熱空気は、前記フィラメント材が運ばれるボー
デンチューブ又は他の輸送チューブを通って運ばれてもよい。前記スプールは、水平軸上
に垂直に配置されてもよく、前記フィラメントは、前記フィラメントの全ての曲げにおい
て大きな曲げ半径を有するように、実質的にまっすぐ前記移動印刷ヘッドに滴下される。
前記材料は、１０ｃｍの曲げ半径より小さい曲げは有さず及び／又は前記スプール半径よ
り実質的に小さい曲げ半径は有さず、維持されてもよい。
【００６４】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、３Ｄ印刷グリーンパーツのための方法において
、バインダは、粉末供給原料の連続層上に噴射され、層毎に結合粉末の２Ｄ層形状を形成
する。３Ｄ形状は、前記結合粉末の相互接続された２Ｄ層形状からの所望の３Ｄグリーン
パーツで付加的に堆積される（例えば、構築される）。焼結サポートの３Ｄ形状は、前記
結合粉末の相互接続された２Ｄ層形状から付加的に堆積され（例えば、構築され）、収縮
プラットフォームの３Ｄ形状は、前記結合粉末の相互接続された２Ｄ層形状から付加的に
堆積される（例えば、構築される）。剥離材は、結合粉末の形状上に付加的に堆積され（
例えば、構築され）、剥離材の２Ｄ層形状を形成し、剥離面の３Ｄ形状は、前記剥離材の
相互接続された２Ｄ層形状から付加的に堆積される（例えば、構築される）。プレースホ
ルダ材（placeholder material）は、結合粉末の形状上に付加的に堆積され（例えば、構
築され）、プレースホルダ材の２Ｄ層形状を形成し、プレースホルダ体積の３Ｄ形状は、
前記プレースホルダ材の相互接続された２Ｄ層形状から付加的に堆積される（例えば、構
築される）。前記結合粉末、剥離材及びプレースホルダ材は、デバインドされ、前記所望
の３Ｄグリーンパーツ、前記焼結サポート、前記剥離面及びデバインド前の前記プレース
ホルダ材の前記３Ｄ形状に対応する内部キャビティを含んでいるグリーンパーツアセンブ
リを形成する。
【００６５】
　当該態様によれば、デバインドされ、焼結される３Ｄ印刷グリーンパーツに関し、バイ
ンダは、焼結性粉末供給原料の連続層内に噴射され、所望の３Ｄグリーンパーツの３Ｄ形
状、関連付けられている焼結サポート及び関連付けられている収縮プラットフォームを構
築してもよい。剥離材は、前記３Ｄグリーンパーツと前記焼結サポートとの間に介在する
ように堆積されてもよい。プレースホルダ材は、結合粉末上に堆積され、プレースホルダ
材の２Ｄ層形状を形成してもよく、前記焼結性粉末供給原料は、前記プレースホルダ材に
関し、補充され、平らにならされる。デバインドの際、前記プレースホルダ材の前記３Ｄ
形状に対応する内部キャビティが形成される。
【００６６】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、焼結性粉末金属を可溶性バインダに堆積させる
ことによる付加製造用の装置は、内部に実質的に一定の直径の第１中央円筒キャビティ及
び前記円筒キャビティに接続されているノズル出口が形成されているノズルボディを含ん
でいるノズルアセンブリを含んでおり、前記ノズル出口は、直径が０．１ｍｍ乃至０．４
ｍｍである。熱遮断部材は、前記ノズルアセンブリに当接し、前記熱遮断部材は、くびれ
部、前記熱遮断ボディ及びくびれ部を通して形成されている実質的に一定の直径の第２中
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央円筒キャビティを有している熱遮断ボディを含んでいる。溶融チャンバは、前記第１及
び第２中央円筒キャビティにより共有されて形成され、前記溶融チャンバは、体積が１５
ｍｍ＾３乃至２５ｍｍ＾３、直径が１ｍｍ以下である。
【００６７】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、３Ｄプリンタは、本明細書中に説明されている
前記粉末金属（又はセラミック）及びバインダ複合物から、所望のパーツの横又は水平の
範囲、例えば、セラミック剥離層により前記パーツから少なくとも部分的に分離された、
前記パーツの前記エンベロープに対応する最小サイズ、と等しい又は横又は水平の範囲よ
り大きい高密度化リンクプラットフォームを堆積させてもよい。前記高密度化リンクプラ
ットフォームの前記厚さは、前記ラフトにおける原子拡散から前記収縮工程中に生じた前
記力が実質的に前記ブラウンボディアセンブリと焼結が行われるプレート又はキャリアと
の間の前記摩擦力に対抗するように、少なくとも１／２ｍｍ乃至１０ｍｍの厚さであるべ
きである。前記所望のパーツは、任意に、前記パーツが基礎を置く前記高密度化リンクプ
ラットフォームのように、前記同一の幾何学的方法で前記パーツが縮小できるように、前
記セラミック剥離層を垂直に浸透させる前記金属複合材料の小断面積（例えば、直径１／
３ｍｍ未満）接続で、前記高密度化リンクプラットフォームにタックされてもよい。前記
高密度化リンクプラットフォームは、任意に、凸状（凹面がない多角形又は湾曲した形状
）の形をした及び／又は上記パーツと揃った重心を有している対称形状の断面積を有して
形成される。前記高密度化リンクプラットフォームは、その単純形状に起因した規則的又
は予測可能な方法で、また仮に前記所望のパーツが前記ラフトに接続されることが、特に
非対称パーツ、高アスペクト比の断面を有しているパーツ及び多様な厚さを有しているパ
ーツの場合、前記所望のパーツと前記高密度化リンクプラットフォームとの間の前記摩擦
力から生じる形状特有のパーツの歪みを減少させれば、高密度化及び縮小する傾向がある
。前記パーツと前記ラフトとの間のタックポイントの数及び配置は、前記ラフトが前記焼
結工程後に適切に除去できるように選択されてもよい。任意に、前記高密度化リンクに強
固に取り付けられている前記パーツの前記外周外の鉛直壁は、少なくとも部分的に、前記
所望のパーツの前記側面まで延びて、さらに歪みを減少させてもよい。これら垂直のサポ
ートは、また、前記セラミック剥離層により前記所望のものから分離されてもよい。
【００６８】
　上述の本発明の実施形態の態様の例は、個別に組み合わされる場合又は複数の組合せに
おいて、本発明の実施形態の態様の追加例を形成することは、明示的に熟慮されている。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１Ａ】金属３次元プリンタの概略図である。
【図１Ｂ】バインダジェッティング／パウダーベッド印刷アプローチを表す、金属３次元
プリンタの概略図である。
【図２】３次元プリンタシステムのブロックダイアグラム及び概略図である。
【図３】図２の３Ｄプリンタの全体的な作業を説明するフローチャートである。
【図４】焼結サポート（例えば、収縮又は高密度化リンクサポート）が設けられている３
Ｄ印刷システム、パーツ及び工程の概略図である。
【図５】図４の図面の模式的な断面図である。
【図６】図４及び図５Ａ乃至図５Ｄに対する代替的な３Ｄ印刷システム、パーツ及び工程
の概略図である。
【図７】分離及び／若しくは剥離層、グリーンボディサポート並びに／又は焼結若しくは
収縮若しくは高密度化リンクサポートによる印刷、デバインド、焼結及びサポート除去の
工程の一例の概略図である。
【図８】図４に対するさらに代替的な３Ｄ印刷システム、パーツ及び工程の概略図である
。
【図９】図４に対するさらに代替的な３Ｄ印刷システム、パーツ及び工程の概略図である
。
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【図１０】図４の３Ｄ印刷システム、パーツ及び工程の焼結されたアセンブリの上面図で
あり、サポートシェル又は焼結若しくは収縮サポートを除去するためのパーティングライ
ンを示す。
【図１１】図４に対する代替的な３Ｄ印刷システム、パーツ及び工程の焼結されたアセン
ブリの上面図であり、サポートシェル又は焼結若しくは収縮サポートを除去するためのパ
ーティングラインを示す。
【図１２】図８及び図９に模式的に示されるパーツの正投影及び３Ｄ／正投影図である。
【図１３】図８及び図９に模式的に示されるパーツの正投影及び３Ｄ／正投影図である。
【図１４】フィラメント材が印刷に適切な環境条件で設定されている３Ｄプリンタの概略
図である。
【図１５】フィラメント材が印刷に適切な環境条件で設定されている３Ｄプリンタの概略
図である。
【図１６】フィラメント材が印刷に適切な環境条件で設定されている３Ｄプリンタの概略
図である。
【図１７】スプーリング及び搬送を可能にする、フィラメントにおける焼結可能な付加製
造供給原料の維持のための適正な範囲を示す弾性率対温度の描写である。
【図１８】各層が印刷される際又は各層又は一連の層に続いて、デバインドが行われる３
Ｄプリンタの概略図である。
【図１９】各層が印刷される際又は各層又は一連の層に続いて、デバインドが行われる３
Ｄプリンタの概略図である。
【図２０】各層が印刷される際又は各層又は一連の層に続いて、デバインドが行われる３
Ｄプリンタの概略図である。
【図２１】各層が印刷される際又は各層又は一連の層に続いて、デバインドが行われる３
Ｄプリンタの概略図である。
【図２２】付加製造により、材料を堆積させ、焼結可能なブラウンパーツを形成する方法
を示すフローチャートである。
【図２３Ａ】図４及び／又は図６のものの代替の３Ｄ印刷システム、パーツ及び工程の代
替概略図である。
【図２３Ｂ】図４及び／又は図６のものの代替の３Ｄ印刷システム、パーツ及び工程の代
替概略図である。
【図２４】印刷、デバインド、焼結及び任意に、分離及び／又は剥離層、グリーンボディ
サポート及び／又は流動ベッド焼結を伴うサポート除去の一例の工程の概略図である。
【図２５】任意に、材料及び焼結オーブンの特定の構成を伴う焼結の追加例の工程の概略
図である。
【図２６Ａ】図５Ｂに対応し、印刷及び他の工程段階を説明するために図４を通した代替
の選択区分を示す。
【図２６Ｂ】図５Ｄに対応し、印刷及び他の工程段階を説明するために図４を通した代替
の選択区分を示す。
【図２６Ｃ】断面で示され、インフィルとして用いられる六角形ハニカムの例である。
【図２６Ｄ】断面で示され、インフィルとして用いられる三角形ハニカムの例である。
【図２７】ハニカムキャビティ／インフィルが垂直な円柱プリズム形状として形成される
、図４、図６、図８及び図９の説明と実質的に同様な、側面断面図を示す。
【図２８】ハニカムキャビティ／インフィルが垂直な円柱プリズム形状として形成される
、図４、図６、図８及び図９の説明と実質的に同様な、側面断面図を示す。
【図２９】流通チャネルキャビティ／インフィルが円柱プリズム形状を通して整列され及
び／又は曲げられて形成される、図４、図６、図８、図９、図２７及び図２８の説明と実
質的に同様な、側面断面図を示す。
【図３０】アクセスチャネルが提供される、図４、図６、図８、図９、図２７、図２８及
び図２９の説明と実質的に同様な、側面断面図を示す。
【図３１】アクセスチャネルが提供される、図４、図６、図８、図９、図２７、図２８及
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び図２９の説明と実質的に同様な、側面断面図を示す。
【図３２】セラミック焼結サポート材の収縮量が、最終的な収縮量に達するまでパーツモ
デル材の収縮量未満であるべきグラフを示す。
【図３３Ａ】凸又は凹形状（突起、キャビティ又は輪郭）のどちらか又は両方を含んでい
るパーツ形状を同じ程度で拡大して示す。
【図３３Ｂ】凸又は凹形状（突起、キャビティ又は輪郭）のどちらか又は両方を含んでい
るパーツ形状を同じ程度で拡大して示す。
【図３３Ｃ】凸又は凹形状（突起、キャビティ又は輪郭）のどちらか又は両方を含んでい
るパーツ形状を同じ程度で拡大して示す。
【図３３Ｄ】凸又は凹形状（突起、キャビティ又は輪郭）のどちらか又は両方を含んでい
るパーツ形状を同じ程度で拡大して示す。
【図３４Ａ】本明細書中に説明されているようなパーツに有益な重力支援のデバインド工
程のフローチャート及び図を示す。
【図３４Ｂ】本明細書中に説明されているようなパーツに有益な重力支援のデバインド工
程のフローチャート及び図を示す。
【図３５】硬化性又はデバインド可能なフォトポリマーからグリーンパーツを形成するた
めの３Ｄプリンタを示す。
【図３６Ａ】逆行パターンの堆積パスの堆積方向を表す図を示す。
【図３６Ｂ】逆行パターンの堆積パスの堆積方向を表す図を示す。
【図３７Ａ】堆積壁及びハニカムにおける継ぎ目及びジョイント相互作用を表す概略図で
ある。
【図３７Ｂ】堆積壁及びハニカムにおける継ぎ目及びジョイント相互作用を表す概略図で
ある。
【図３７Ｃ】堆積壁及びハニカムにおける継ぎ目及びジョイント相互作用を表す概略図で
ある。
【図３７Ｄ】堆積壁及びハニカムにおける継ぎ目及びジョイント相互作用を表す概略図で
ある。
【図３７Ｅ】堆積壁及びハニカムにおける継ぎ目及びジョイント相互作用を表す概略図で
ある。
【図３７Ｆ】堆積壁及びハニカムにおける継ぎ目及びジョイント相互作用を表す概略図で
ある。
【図３７Ｇ】堆積壁及びハニカムにおける継ぎ目及びジョイント相互作用を表す概略図で
ある。
【図３７Ｈ】堆積壁及びハニカムにおける継ぎ目及びジョイント相互作用を表す概略図で
ある。
【図３７Ｊ】堆積壁及びハニカムにおける継ぎ目及びジョイント相互作用を表す概略図で
ある。
【図３８Ａ】ＦＤＭ／ＦＦＦノズルアセンブリを断面で示す。
【図３８Ｂ】ＦＤＭ／ＦＦＦノズルアセンブリを断面で示す。
【図３９Ａ】ＭＩＭ材料押出ノズルアセンブリを断面で示す。
【図３９Ｂ】ＭＩＭ材料押出ノズルアセンブリを断面で示す。
【図４０】ＭＩＭ材料押出ノズルアセンブリを断面で示す。
【発明を実施するための形態】
【００７０】
　本特許出願には、下記の開示の全体が参照により組み込まれている。米国特許出願第６
１／８０４，２３５号、６１／８１５，５３１号、６１／８３１，６００号、６１／８４
７，１１３号、６１／８７８，０２９号、６１／８８０，１２９号、６１／８８１，９４
６号、６１／８８３，４４０号、６１／９０２，２５６号、６１／９０７，４３１号及び
６２／０８０，８９０号。「複合フィラメント製造特許出願」又は「ＣＦＦ特許出願」と
して、１４／２２２，３１８号、１４／２９７，４３７号及び１４／３３３，８８１号が
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、本明細書中で参照されてもよい。本開示は様々な金属又はセラミック３Ｄ印刷システム
について検討しているが、本明細書中に説明されているように、少なくとも、ＣＦＦ特許
出願の機械的及び電気的な動作、制御並びにセンサシステムが使用されてもよい。これに
加えて、米国特許第６，２０２，７３４号、５，３３７，９６１号、５，２５７，６５７
号、５，５９８，２００号、８，５２３，３３１号、８，７２１，０３２号及び米国特許
公報第２０１５０２７３５７７号の全体が参照により本明細書中に組み込まれている。さ
らに、２０１６年１２月２日に出願された米国特許出願第６２／４２９，７１１号、２０
１６年１２月６日に出願された６２／４３０，９０２号、２０１７年１月４日に出願され
た６２／４４２，３９５号、２０１７年３月３１日に出願された６２／４８０，３３１号
、２０１７年４月２４に出願された６２／４８９，４１０号、２０１７年５月１１日に出
願された６２／５０５，０８１号、２０１７年６月１３日に出願された６２／５１９，１
３８号、２０１７年８月１５日に出願された６２／５４５，９６６号、２０１７年１０月
２０日に出願された６２／５７５，２１９号及び２０１７年１０月２日に出願された１５
／７２２，４４５号が関連している主題を含んでおり、その全体が参照により本明細書中
に組み込まれている。
【００７１】
　３Ｄ印刷では、概して、パーツのオーバーハング又はジェッティング部は、堆積のため
の対向面を提供するために、下部に除去可能及び／又は可溶性及び／又は分散するサポー
トを必要としてもよい。金属印刷では、一つには、金属は特に高密度である（例えば、重
量がある）ので、除去可能及び／又は可溶性及び／又は分散するサポートが、例えば、高
温のような潜在的に変形する環境で垂下又は弛みに対して形状を保つために、途中又は後
処理中の変形や弛みの防止に役立ってもよい。
【００７２】
　バインダ及びセラミック又は金属焼結材料を含んでいる３Ｄ印刷材料を使用した焼結可
能なパーツの印刷は、サポート構造により補助され、例えば、押し出しの下向き圧力に抵
抗でき、堆積ビーズ又は他の堆積物を空間に配置できる。サポート構造とパーツとの間に
介在する剥離層は、任意でモデル材に類似する（主要）母材又はバインダ成分で堆積され
た、例えば、セラミック又は高温金属等のより高い溶融温度材料を含んでいる。剥離層は
、焼結せず、パーツがサポートから「剥離」することを可能にする。剥離層の下には、パ
ーツとしての同一モデル材が、サポート構造として使用され、焼結中、同一圧縮／高密度
化を促進する。このことは、パーツとサポートが均一に収縮するという意味を持つ傾向に
あり、パーツの寸法精度を維持する。サポートの底部には、剥離層も印刷されてよい。こ
れに加えて、サポート構造は、任意で機械的な又はその他の攪拌の存在下で、最終的に焼
結されたサポート構造が、容易に除去できるよう、より小さな小区分に崩れやすくなるよ
うに、セクション間に剥離層を持つセクションで印刷されてもよい。このようにして、大
きなサポート構造は、実質的により小さな穴を介して内部空洞部から除去できる。これに
加え又は代替的な手段として、さらなるサポート方法として、デバインド工程において除
去される可溶性サポート材を印刷することがある。触媒デバインドとして、これはデルリ
ン（ＰＯＭ）材であってもよい。
【００７３】
　均一収縮又は高密度化を促す１つの方法として、セラミック剥離層をパーツの最下層と
して印刷することがある。スライド剥離層（微小ボールベアリングに類似）の上には、パ
ーツと均一に収縮する金属の薄板、例えば、ラフトが印刷されて、収縮又は高密度化工程
中、相対的な位置にパーツ及び関連するサポート材を保持する「収縮プラットフォーム」
又は「高密度化リンク」プラットフォームを提供してもよい。任意で、ステープル又はタ
ック、例えば、取り付けポイントが、印刷されているモデル材の部分を接続及び相互接続
する（又は高密度化リンクとしてリンクさせる）。
【００７４】
　図１Ａ、図１Ｂ及びそうでない場合は図４０までの残りの図面に示されるプリンタは、
少なくとも２つのプリントヘッド１８、１０及び／又は印刷技術を有し、１つのヘッドで
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、パーツ及びサポート構造の両方を印刷するために使用される、バインダ及び分散された
球又は粉末１８（例えば、熱可塑性又は硬化性バインダ内の）を含む複合材料を堆積させ
、第２ヘッド１８ａ（図４乃至図９に示される）で剥離又は分離材を堆積させる。任意で
、第３ヘッド及び／又は第４ヘッドは、グリーンボディサポートヘッド１８ｂ及び／又は
連続的なファイバ堆積ヘッド１０を備える。ファイバ強化複合フィラメント２（本明細書
中では、連続コア強化フィラメントとも呼ばれる）は、実質的に間隙がなくてもよく、内
部の連続的なシングルコア又はマルチストランドコアを被覆、浸透又は含浸するポリマー
又は樹脂を含んでもよい。なお、印刷ヘッド１８、１８ａ、１８ｂが押出プリントヘッド
として示されているが、本明細書中で使用される「充填材印刷ヘッド」１８、１８ａ、１
８ｂは、充填材を堆積させるための光学若しくはＵＶ硬化、熱融合若しくは焼結、又は「
ポリジェット」、液体、コロイド、懸濁液若しくは粉末ジェッティング装置（不図示）を
、本明細書中に説明されている他の機能的要件が満たされる限り、備えてもよい。機能的
要件は、グリーンボディ材が、重力又は印刷力に対する印刷をサポートすること、焼結又
は収縮（高密度化リンク）が、重力に対してパーツをサポートして、焼結中の原子拡散を
介して均一収縮を促すこと及び剥離又は分離材が、実質的にステム部をデバインドするこ
とを通して形状を留めるが、焼結後、除去可能、分散、粉末化しやすくなることの１以上
の採用を含んでいる。
【００７５】
　図１Ａ、図１Ｂ乃至図４０は、一般的には、３つの直交する並進移動方向に各印刷ヘッ
ドを相対的に動かすためのカルテシアン配置を示しているが、他の配置は、少なくとも３
つの自由度で（すなわち、４つ以上の自由度でも）、印刷ヘッド及び３Ｄ印刷されたパー
ツをサポートするビルドプレートを相対的に動かしてもよいドライブシステム又はドライ
ブ又はモータ付ドライブの適用範囲内で考慮して、それらによって明確に記述されている
。例えば、３つの自由度として、デルタパラレルロボット構造は、基部でユニバーサルジ
ョイントに接続された３つの平行四辺形のアームを使用してもよく、任意で印刷ヘッドの
配向（例えば、印刷ヘッド及びビルドプレート内の３つの電動の自由度）を維持する又は
印刷ヘッドの配向（例えば、印刷ヘッド及びビルドプレート内の４以上の自由度）を変更
する。他の例として、印刷ヘッドは、３つ、４つ、５つ、６つ又はそれ以上の自由度を持
つロボットアームに取り付けられてもよい、及び／又はビルドプラットフォームは、３次
元に回転、並進移動してもよいし、スピンされてもよい。プリントベッド又はビルドプレ
ート又はパーツを保持するための任意の他のベッドは、１つ、２つ又は３つの自由度で１
つ、２つ又は３つのモータにより動かされてもよい。
【００７６】
　長い又は連続的なファイバ強化複合フィラメントは、完全に任意であり、使用の際、母
材材料のために選択された制御温度まで任意で熱せられた導管ノズルを通して、搬送され
、引きずられ、及び／又は引っ張られて、所定の粘度、結合したランクの接着力、溶融特
性及び／又は表面仕上げを維持する。ファイバ強化フィラメントの母材材料又はポリマー
が実質的に溶融した後、連続コア強化フィラメントがビルドプラテン１６上に加えられ、
パーツ１４の連続層を構築し、３次元構造を作り出す。ビルドプラテン１６及びプリント
ヘッド１８、１８ａ、１８ｂ及び／又は１０の相対的な位置及び／又は配向は、制御部２
０により制御され、本明細書中に説明されている各材料を所望の配置位置及び方向に堆積
させる。従動ローラセット４２、４０が、フィラメントの座屈を防ぐ遊合領域（clearanc
e fit zone）に沿って、連続的なフィラメントを動かしてもよい。縫い工程では、溶融母
材材料及びフィラメントの軸方向のファイバストランドが、軸方向の圧縮時に、押圧され
てパーツ及び／又は下側のスワス（swaths）となってもよい。ビルドプラテン１６及び印
刷ヘッドが、互いに並進移動するにつれて、フィラメントの端部がアイロンリップに接触
し、次々と継続的に横断圧力領域にアイロンがかけられ、結合したランク又は複合スワス
をパーツ１４に形成する。
【００７７】
　図１Ａ、図１Ｂ乃至図４０を参照して、プリントヘッド１８、１８ａ、１８ｂ、１０の
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それぞれは、プリンタのＸ、Ｙモータ付機構がそれらを同時に動かすように、同一のリニ
アガイド若しくは異なるリニアガイド又はアクチュエータに搭載されていてもよい。図示
されるように、各押出プリントヘッド１８、１８ａ、１８ｂは、溶融ゾーン若しくは溶融
リザーバ、ヒータ、熱抵抗器又はスペーサー（例えば、ステンレス鋼、ガラス、セラミッ
ク、任意でエアギャップ）によって形成される高温勾配ゾーン及び／又はテフロン（登録
商標）、すなわちＰＴＦＥチューブを有する押出ノズルを備えてもよい。１．７５ｍｍ乃
至１．８ｍｍ、３ｍｍ、又はより大きい若しくはより小さい熱可塑性（及び／又はバイン
ダ母材）フィラメントが、例えば、直接駆動又はボーデンチューブ駆動を介して、溶融リ
ザーバ内に押出背圧の供給によって動かされる。
【００７８】
　図１Ｂは、図１Ａの押出プリンタに一般的に類似するいくつかのコンポーネントを有し
ている、バインダジェッティングパウダーベッドプリンタを模式的に示す。プリンタ１０
００Ｊは、供給ライン１４２により供給される２以上のプリントヘッド１８（バインダを
結合粉末１３２に噴射又は適用し、モデル材又はバウンド複合物を形成する）、１８ａ（
剥離又は分離材を噴射又は押し出す）及び又は１８ｂ（プレースホルダ材を噴射又は押し
出す）を含んでいる。プリンタ１０００Ｊは、印刷ヘッド１８で、バインダ１３２をパウ
ダーベッド１３４上に堆積させ、パーツ、サポート構造及び縮小又は高密度化リンクプラ
ットフォームを印刷するために利用されるデバインダ及び分散球又は粉末（金属又はセラ
ミック粉末）を含んでいる複合材料を形成してもよい。焼結可能粉末供給原料リザーバ、
サプライ又はリフィル１３６は、レベリング又はドクターロール１３８により平らになら
された、新たな非結合粉末層をパウダーベッド１３４に供給する。レベリングからの余剰
分は、供給原料オーバーフローリザーバ１４０に捉えられる。第２ヘッド１８ａにより、
プリンタ１０００Ｊは、剥離又は分離材を堆積させてもよい。任意に、第３ヘッド及び／
又は第４ヘッドは、本明細書中に説明されているように、プレースホルダ材ヘッド１８ｂ
及び／又は連続的繊維堆積ヘッド１０を含んでいる。本明細書中に説明されているバイン
ダジェッティングプリンタ１０００Ｊは、本明細書中に説明されている機能要件を満たす
（例えば、グリーンボディ及び／又はプレースホルダ材は、重力又は印刷力に対して印刷
をサポートし、焼結サポートは、重力に対してパーツをサポートし、焼結中の原子拡散を
介して均一収縮を促し、剥離又は分離材は、実質的に、デバインドステップを通して形状
を留めるが、焼結後に除去可能であり、分散化、粉末化等されやすい）。
【００７９】
　図２は、ブロックダイアグラム及び３次元プリンタの機構、センサ及びアクチュエータ
を制御し、本明細書中に示される制御プロファイル及び説明されている工程を行う指示を
実行する、例えば、図１Ａ及び図１Ｂにおける３次元プリンタの制御システムを示す。プ
リンタは、例えば、３つのコマンドモータ１１６、１１８、１２０のあり得る構成を示す
ために、概略的に示されている。なお、当該プリンタは、プリントヘッド１８、１８ａ、
１８ｂ及び／又は１０の複合アセンブリを含んでもよい。
【００８０】
　図２に示されるように、３次元プリンタ３００１（またプリンタ１０００及び１０００
Ｊの代表的なもの）は、任意のファイバヘッドヒータ７１５又は類似のチップヒータ、フ
ァイバフィラメントドライブ４２及び複数のアクチュエータ１１６、１１８、１２０に動
作可能に接続される制御部２０を備え、制御部２０は、フィラメントドライブ４２にファ
イバを堆積及び／又は圧縮させてパーツにする指示を実行する。指示は、フラッシュメモ
リに保持され、ＲＡＭ（不図示、制御部２０に埋め込まれていてもよい）で実行される。
スプレー塗装（スプレー剥離粉末を含んでいる）を塗布するためのアクチュエータ１１４
も、本明細書中に説明されているように、制御部２０に接続されてもよい。ファイバドラ
イブ４２に加えて、１以上の押出プリントヘッド１８、１８ａ、１８ｂ、１８００を供給
するために、制御部２０が、各フィラメントフィード１８３０（例えば、ヘッド１８、１
８ａ及び／又は１８ｂそれぞれに対し１つまで）を制御してもよい。任意で複合プリント
ヘッドに搭載され、それと共に動き、リボンケーブルを介して主制御部２０に接続される
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プリントヘッドボード１１０は、特定の入力及び出力を開始する。アイロン先端部７２６
の温度は、サーミスタ又は熱電対１０２により制御部２０によってモニターされてもよく
、いずれかの付随する押出プリントヘッド１８００のヒータブロック保持ノズルの温度も
、各サーミスタ又は熱電対１８３２によって測定されてよい。アイロン先端部７２６を加
熱するためのヒータ７１５及び各押出ノズル１８、１８ａ、１８ｂ、１８０２を加熱する
ための各ヒータ１８０６は、制御部２０が制御する。ヒートシンクファン１０６及びパー
ツファン１０８は、それぞれ冷却用ではあるが、プリントヘッド間で共有されてもよいし
、プリントヘッド毎に独立して提供されてもよく、制御部２０が制御する。プリントヘッ
ドアセンブリからパーツまでの距離（及びその結果、パーツの表面形状）を測定する距離
計１５もまた、制御部２０がモニターする。サーボモータ、ソレノイド又は同等品であっ
てもよい、カッタ８アクチュエータも、制御部２０に動作可能に接続される。１つの又は
任意のプリントヘッドを持ち上げてパーツから離す（例えば、ドリッピング、スクレーピ
ング、又はラビングを制御する）ためのリフタモータもまた、制御部２０により制御され
てもよい。アクチュエータ１１６、１１８、１２０が、それらの適正移動範囲の端部まで
到達した時を検出するリミットスイッチ１１２も、制御部２０がモニターする。
【００８１】
　図２に示されるように、分離したマイクロコントローラを含んでもよい、追加のブレー
クアウト基板１２２が、制御部２０へのユーザインタフェース及び接続を提供する。８０
２．１１Ｗｉ－Ｆｉトランシーバは、制御部をローカル無線ネットワーク及び一般のイン
ターネットに接続し、リモート入力、指示、及び制御パラメータを送信及び受信する。タ
ッチスクリーン表示パネル１２８は、ユーザフィードバックを提供し、ユーザからの入力
、指示、及び制御パラメータを受け付ける。フラッシュメモリ１２６及びＲＡＭ１３０は
、ユーザインタフェースマイクロコントローラ及び制御部２０用のプログラム及びアクテ
ィブな指示を保管する。
【００８２】
　図３は、図１乃至図４０のプリンタ１０００の印刷作業を示すフローチャートを示す。
図３は、共通に取り付けられたＦＦＦ押出ヘッド１８、１８ａ及び／若しくは１８ｂ並び
に／又はＣＦＦ特許出願にあるようなファイバ強化フィラメント印刷ヘッドを交互にかつ
組み合わせて使用するように行われてもよい制御ルーチンを、連動機能として説明する。
【００８３】
　図３では、印刷の開始に、制御部２０がステップＳ１０において、印刷される次のセグ
メントが、ファイバセグメントか否かを判定し、ファイバフィラメントセグメントが印刷
される場合、工程をＳ１２へ進め、例えば、（ラフト又は収縮／高密度化リンクプラット
フォーム等の）ベース、（押出又は噴出結合モデル材、剥離材又はプレースホルダ材等の
）充填又は（スプレー若しくは噴出された剥離材等の）塗装を含む他のセグメントの場合
は、ステップＳ１４へ進める。ルーチンＳ１２及びＳ１４のそれぞれ又はどちらかが、セ
グメントを完成させた後、図３のルーチンは、ステップＳ１６でスライスの完了をチェッ
クして、セグメントがスライス内に残る場合、ステップＳ１８で、次の予定されているセ
グメントにインクリメントし、判定とファイバセグメント及び／又は非ファイバセグメン
トの印刷を続ける。同様に、ステップＳ１６でスライスが完了した後、ステップＳ２０で
スライスが残る場合、ルーチンはステップＳ２２で次の予定されているスライスにインク
リメントして、判定とファイバセグメント及び／又は非ファイバセグメントの印刷を続け
る。本明細書中で使用される「セグメント」は、「ツールパス」及び「軌道」に対応し、
例えば、開口していても閉じていても、線であっても、ループであっても、カーブしてい
ても、ストレートであってもよい始まりと終わりを有する線形のロウ、ロード又はランク
を意味する。セグメントは、プリントヘッドが材料を連続的に堆積させ始めると開始し、
プリントヘッドが堆積することをやめると、終了する。「スライス」は、３Ｄプリンタで
印刷される予定の単一層、シェル又は薄片であり、スライスは、１つのセグメント、多数
のセグメント、セルの格子充填、他の材料、及び／又はファイバ埋め込みフィラメントセ
グメントと純粋なポリマーセグメントとの組み合わせを含んでもよい。「パーツ」には、
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パーツを作り上げるための複数のスライスが含まれる。サポート構造及びプラットフォー
ムも、複数のスライスを含んでいる。図３の制御ルーチンは、複合プリントヘッド１８、
１８ａ、１８ｂ及び／又は１０を含む、１、２、又はそれ以上（例えば、４）の異なるプ
リントヘッドでのデュアルモード印刷を可能にする。例えば、Ｓ１０での決定は、Ｓ１２
、Ｓ１４に加えて異なる材料印刷ルーチンに進む「ケース」構造であってもよい。
【００８４】
　先に説明された全ての印刷された構造は、いかなる種類、まばら、高密度、同心、疑似
等方性の強化繊維構造、又、そうでない場合は、充填材（例えば、モデル材及び剥離材を
含んでいる）又は単純な樹脂構造を明確に含む、本明細書中に説明されている印刷工程中
に印刷された物品内に埋め込まれてもよい。これに加えて、パーツへの埋め込みに関して
説明したすべての場合において、熱可塑性押出堆積を使用して充填材ヘッド１８、１８ａ
、１８ｂによって印刷された構造は、可溶性物質（例えば、可溶性熱可塑性物質又は塩）
と交換されて、パーツ印刷用の印刷基板を形成してもよい可溶性プリフォームを形成して
、その後取り除かれてもよい。本明細書中に説明されている全ての連続的なファイバ構造
、例えば、サンドイッチパネル、シェル、壁、穴又は特徴部を囲む補強等は、連続的なフ
ァイバ補強部分の一部であってもよい。図１乃至図４０を参照して本明細書中に説明され
ている３Ｄプリンタは、それにより、充填材（例えば、金属、セラミック及び／又はファ
イバを含むデバインド可能な母材と複合）、可溶性（例えば、「可溶性」には、場合によ
っては、熱、熱分解又は触媒処理によってデバインド可能なことも含まれる）材料、又は
連続的なファイバのどれかを堆積させてもよい。
【００８５】
　印刷に適切な商業的に価値のある金属として、アルミニウム、チタニウム及び／又はス
テンレス鋼が挙げられ、高温及び低温の両方で酸化抵抗のあるその他の金属（例えば、非
晶質金属、ガラス状金属又は金属ガラス）も挙げられる。後処理の一形態として焼結があ
る。本明細書中に説明されている型成形又は３Ｄ印刷モデル材によって、１以上のバイン
ダ及び粉末状又は球状金属又はセラミック（均一又は好適に分散された粒子又は球体サイ
ズ）を含む適切な材料からグリーンボディ（green body）が生成されてもよい。グリーン
ボディから１以上のバインダを除去して（例えば、溶剤、触媒作用、熱分解を使用して）
ブラウンボディ（brown body）が生成されてもよい。ブラウンボディはその形状を維持し
たまま、残存するバインダの再溶融によって、グリーンボディよりも優れた衝撃耐久を有
していてもよい。他の場合、ブラウンボディは、その形状を維持するが、比較的壊れやす
くてもよい。ブラウンボディが、高温及び／又は高圧で焼結される際、残存する又は二段
バインダは、熱分解されてなくなってもよく、ブラウンボディは焼結されるにつれて実質
的に均一に収縮する。焼結は、不活性ガス内、還元ガス内、反応気体内、又は真空内で行
われてもよい。熱（及び任意で）圧力を加えると、金属又はセラミックビーズの間及びそ
の中の内部気孔、間隙、及び微小空洞が、少なくとも拡散接合及び／又は原子拡散によっ
て、除去される。モデル材と同じか異なるかのどちらかである、サポート材料は、印刷、
後処理、又は焼結されるパーツを、印刷自体（例えば、グリーンボディサポート）の堆積
力に対し及び／又は重力（例えば、グリーンボディサポート又は焼結サポート）に対し、
特に支持されていない一直線又は低角度のスパン又はカンチレバーを支持する。
【００８６】
　パーツの印刷は、サポート構造により補助され、例えば、押出の下向きの圧力に抵抗で
き、堆積ビーズ又は堆積物を空間に配置できる。本明細書中に説明されているように、剥
離層は、モデル材に類似する（主要）母材成分に又は（主要）母材成分を介して任意に堆
積された、セラミック等のより高い溶融温度又は焼結温度粉末材料を含む。剥離層の下に
は、同一（金属）材料がパーツとして使用され、同一圧縮／高密度化を促進する。このこ
とは、パーツ及びサポートが均一に収縮するという意味を持つ傾向にあり、パーツの全体
寸法精度を維持する。焼結サポートの底部には、剥離層も印刷されてよい。これに加えて
、焼結サポート構造は、任意で機械的な又はその他の攪拌の存在下で、最終的に焼結され
たサポート構造が、容易に除去できるよう、より小さい小区分に崩れやすくなるように、
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剥離層を持つ印刷されたセクションであってもよい。このようにして、大きなサポート構
造は、実質的により小さな穴を介して内部空洞部から除去できる。これに加え又は代替的
な手段として、さらなるサポート方法として、デバインド工程において除去される可溶性
サポート材を印刷することがある。触媒デバインドとして、これはデルリン（ＰＯＭ）材
であってもよい。均一収縮を促す１つの方法として、セラミック剥離層をパーツの最下層
として印刷することがある。スライド剥離層（微小ボールベアリングに類似）の上には、
パーツと均一に収縮する金属の薄板、例えば、ラフトが印刷されて、収縮又は高密度化工
程中、相対的な位置にパーツ及び関連するサポート材を保持する「収縮プラットフォーム
」又は「高密度化リンクプラットフォーム」を提供してもよい。任意で、ステープル又は
タック、例えば、取り付けポイントが、印刷されているモデル材の部分を接続及び相互接
続する。
【００８７】
　上述の通り、一例では、グリーンボディサポートは、熱、可溶性、熱分解又は触媒的に
反応する材料（例えば、ポリマー又はポリマーブレンド）から印刷され、グリーンボディ
サポートが除去された時に、除去可能な副産物（気体又は溶解した材料）のみが残されて
もよい。他の例では、グリーンボディサポートは、熱、可溶性又は触媒のデバインド可能
な複合材料（例えば、ポリオキシメチレンを含む触媒、ＰＯＭ／アセタール）及び高融点
金属（例えば、モリブデン）又はセラミック球の母材から任意で印刷されてもよく、デバ
インドされると粉末が残されてもよい。グリーンボディサポートは、デバインド前又は後
に機械的又は化学的又は熱的に除去されるように形成されてもよいが、好適には、熱、可
溶性、熱分解又は触媒的に反応する材料から作られてもよく、デバインド段階（又はその
直後、例えば、残留粉末を除去するためのその後の粉末清掃）中に完全に除去されてもよ
い。場合によっては、グリーンボディサポートは、デバインド前又は後に、デバインドか
ら異なる化学／熱工程によって除去される。
【００８８】
　例示のＰＯＭ又はアセタールを含む触媒的にデバインド可能な複合材料は、二段デバイ
ンド材（two-stage debinding material）の一例である。場合によっては、二段デバイン
ド材では、第１段階で第１材料が除去され、デバインド中の気体流路用の相互接続された
間隙を残す。第１材料は、溶融しても（例えば、ワックス）、触媒的に除去されても（例
えば、触媒の表面反応で直接、気体に変換されても）、又は（溶剤内で）溶解してもよい
。二段バインダ、例えば、第１材料工程には反応しないポリエチレンは、格子状で多孔質
な形態で残留し、焼結まで待機する３Ｄ印刷物の形状を未だ維持する（例えば、金属又は
セラミックボールが、焼結の原子拡散が始まるのに十分な温度まで加熱される前）。その
結果、焼結サポートを含む又は焼結サポートに取り付けられている、ブラウンパーツとな
る。パーツが、高温で焼結されるにつれ、二段バインダは、熱分解され、次第にガス状形
態へと除去されてもよい。
【００８９】
　図４乃至図７は、模式的に、関連工程、構造、材料及びシステムのさらなる説明を示す
。図４乃至図７に示すように、工程の堆積段階に適した３Ｄプリンタ１０００は、（例え
ば、連続的な複合堆積ヘッド１０（図４乃至図７において不図示）のみならず）モデル材
及びサポートを堆積させるための１つ、２つ、３つ又はより多く堆積ヘッド１８、１８ａ
、１８ｂを備えてもよい。図４に示すように、モデル材堆積ヘッド１８は、ポリマー、ワ
ックス及び／又は他のユーティリティ成分をバインドする可溶物又は母材のみならず、金
属又はセラミックの球状粉末を含む複合材料を堆積させる。モデル材堆積ヘッド１８では
、工程が、低直径のフィラメント（例えば、１ｍｍ乃至４ｍｍ）を材料供給及び押出のた
めの背圧供給のための両方として、使用されてもよい。この場合、ヘッド１８に供給され
たモデル材押出フィラメントは、下記のグリーンボディのサポート又は焼結（いわゆる収
縮又は高密度化リンク）サポートがない状態でも、ギャップ又はスパンをわたって印刷す
る間に橋渡しをサポートするために、固くあっても、供給されたままで適度に成形しやす
く（例えば、０．１ＧＰａ乃至３．０ＧＰａの曲げ弾性率）、流体化させた時に適度に粘
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性があってもよい（例えば、溶融又は動的粘度が１００Ｐａ．ｓ乃至１０，０００Ｐａ．
ｓ、好適には、３００Ｐａ．ｓ乃至１０００Ｐａ．ｓ）。
【００９０】
　図４に示される３Ｄプリンタ１０００及び例示のパーツ１４では、分離又は剥離材料堆
積ヘッド１８‐Ｓ（又は１８ａ）及びグリーンボディサポート材堆積ヘッド１８‐Ｇ（又
は１８ｂ、グリーンボディサポート材は、また又は代わりに、プレースホルダ材である）
は、図１乃至図３までを含めて参照して説明されているように印刷されているパーツＰ１
に対して、少なくとも３つの相対的な自由度を持って動くようにさらに支持されてもよい
。本明細書中に説明されているように、分離材は、場合によっては、グリーンボディサポ
ートとして機能してもよく、代替的に、図６に示すように、１つのヘッド１８‐ＳＧのみ
が、グリーンボディサポート材及び分離材の両方を堆積させてもよい。図４に示すように
、底部から上部まで（この場合、３Ｄ印刷は底部から上に向かって行われる）、これらの
例示の工程では、印刷された第１層は、例えば、分離材堆積ヘッド１８‐Ｓ（又は１８－
ＳＧ）から印刷されるラフト分離層又はスライド剥離層ＳＬ１である。分離材は、本明細
書中に記されるように、モデル材と同様のデバインド材であってもよいが、例えば、モデ
ル材の焼結温度において焼結、溶融、又、そうでない場合は、一緒に固化しない、セラミ
ック又は他の球状粉末充填材（例えば、微粒子）等を有する。それ故、溶剤、触媒作用、
熱分解、分散可能及び／又は除去可能な粉末（例えば、焼結後、焼結工程が終わった後で
すら残留する焼結されていない分離材の粉末）を残すことによって、分離材は、そのデバ
インド材が、完全に除去されてもよい。「分離」及び「剥離」は、本明細書中では一般に
言い換え可能に使用される。
【００９１】
　図５Ａ乃至図５Ｄは、印刷及び他の工程段階を説明する目的で、図４の選択された断面
図を示す。なお、図面は、必ずしも原寸に比例していない。特に、非常に小さなクリアラ
ンス又は材料が充填されたクリアランス（例えば、分離又は剥離層）又は構成部（例えば
、スナップ取り外しのための突起部）が、明確な説明のため、拡大したスケールで示され
てもよい。さらに、場合によっては、中実体が説明を簡略するために示されているが、本
明細書中の中実体の内部構造は、多孔質、セルラー又は中空インフィルパターン（例えば
、ハニカム）で３Ｄ印刷されてもよい、及び／又は、ＣＦＦ特許出願に説明されている、
細かく切った、短い、長い若しくは連続的なファイバ強化物を含んでいてもよいことに留
意する。
【００９２】
　図４及び図５Ａに示すように、任意で着脱自在及び可搬の、任意でセラミックのビルド
プレート１６上に、ラフト分離層ＳＬ１が分離材ヘッド１８－Ｓにより印刷され、場合に
よってはデバインド前に又は場合によっては、デバインド工程中に（図７に示される例）
、（例えば、可搬の）ビルドプレート１６自体がまだ取り付けられている際に、上部に印
刷されたラフト又は収縮プラットフォーム又は高密度化リンクプラットフォームＲＡ１を
ビルドプレート１６から除去しやすくしてもよい。
【００９３】
　図４及び図５Ｂに示すように、ラフト分離層ＳＬ１の印刷に続いて、モデル材（例えば
、金属含有複合材）のラフト又は収縮プラットフォーム又は高密度化リンクプラットフォ
ームＲＡ１が、印刷される。ラフト又は収縮プラットフォームＲＡ１は、焼結中の物質輸
送及び収縮／高密度化の工程が、例えば、共通質量中心又は重心、例えば、「高密度化リ
ンク」まわりで均一に実施されるように、例えば、連続的なモデル材の土台又はパーツと
そのサポートとの間での材料の相互接続を提供する目的で印刷される。ラフトＲＡ１は、
他の目的、例えば、早期の接着を改善すること、環境的に問題のある（例えば、濡れた、
酸化した）材料を押出又は供給パスから除去すること、又は印刷ノズル若しくは他のパス
要素（例えば、ローラ）を印刷状態に調整すること等、を果たしてもよい。上記のように
、グリーンボディサポートＧＳ１、ＧＳ２（印刷工程中に印刷されているパーツをサポー
トするが、焼結前又は最中に取り除かれる）及び焼結（例えば、収縮又は高密度化リンク
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）サポートＳＳ１、ＳＨ１、ＲＡ１（焼結工程中に焼結されているパーツをサポートする
）である、２つの一般的なクラスのサポートが使用されてもよい。グリーンボディサポー
トＧＳ２も、内部ボリューム、パーツ形状自体の穴若しくはキャビティ又は内部ハニカム
キャビティのどちらかを「プレースホールド」するために利用されてもよい。サポートに
よっては、両方の役割を果たしてもよい。図４及び図５Ｂに示すように、印刷全体の上部
がグリーンボディサポートの恩恵を受ける場合は、グリーンボディサポートＧＳ１の下層
は、ビルドプレート１６上に印刷されるか、図４及び図５Ｂに示すように、分離層ＳＬ１
及び／又はラフト若しくは収縮プラットフォームＲＡ１上に印刷されるかのいずれかであ
ってよい。
【００９４】
　図４及び図５Ｃに示すように、続いて、ラフト又は収縮プラットフォームＲＡ１は、周
囲又は側部シェルサポート構造ＳＨ１（切れ目がないか、又はパーティングラインＰＬ及
び／若しくは物理的分離構造（例えば、屈曲して剥離してもよい、すぼんだ及び／若しく
は細い腰の、並びに／又は有孔の、又、さもなくば場合は、脆弱化した断面）を介してか
のいずれか）まで連続又は接続されてもよい。さらに、分離構造、この場合では、モデル
材突起部Ｐ１と、任意で介在分離層ＳＬ２と、は、ラフトＲＡ１とシェルＳＨ１との間に
印刷されてもよく、焼結の後にラフトＲＡ１及びシェルＳＨ１を除去できるようにする。
本明細書中に説明されている突起部Ｐ１は、垂直、水平又は他の方向を向いており、例え
ば、１／２ｍｍ未満の接触面の断面を有して、鋭い又はパルス状の衝撃により折れるよう
に形成されてもよい。グリーンボディサポートＧＳ１の印刷が上方に連続して、この場合
では、後に、オーバーハング又はカンチレバー部ＯＨ１のための焼結サポートを提供する
ため、及び同一オーバーハング又はカンチレバー部ＯＨ１のための印刷サポートのための
グリーンボディサポートＧＳ１を構築するために印刷された、任意に角度のある（例えば
、垂直から１０度乃至４５度）、まばらな及び／又は分岐する焼結（例えば、収縮又は高
密度化リンク）サポートＳＳ１に対する印刷サポートを提供する。本明細書中で使用され
ているような「印刷サポート」とは、印刷中の印刷の背圧又は重力に対するサポートを意
味してもよく、一方、「焼結サポート」とは、焼結中の重力に対するサポート、他の外部
／内部応力に対するサポートを意味してもよい。同様に又は代わりに、均一に分散した物
質輸送及び／又は原子拡散を容易化する相互接続を提供することを意味する。オーバーハ
ング又はカンチレバー部ＯＨ１は、図４に示されているが、２つの対向辺でパーツＰ１に
隣接するサポートされていないスパン部は、上述の通り、サポートによる恩恵を受けても
よい。
【００９５】
　図４及び図５Ｄに示すように、周囲シェルサポート構造ＳＨ１は、層状の印刷まで連続
し、任意で、例えば、シェルサポート構造ＳＨ１に接続されたモデル材の突起部Ｐ１及び
／又は分離層材ＳＬ２の材料を介して、パーツ１４に垂直に又は斜めに相互接続される。
パーティングライン及び分離構造も同様に、垂直に連続し、それらがそれにそって除去さ
れる平面を維持する。パーツＰ１の内部ボリュームＶ１、この場合では、筒状ボリューム
Ｖ１は、グリーンボディサポートＧＢ２で印刷されており、印刷中に、モデル材が十分に
粘性を持っている又は形状保持している場合、３Ｄ印刷工程は、ギャップを橋渡しするか
又は斜めに積み重ねてもよく、傾斜壁を持つ内部ボリューム又はアーチのような壁は、焼
結サポートを必要としない可能性がある。代替的に、内部ボリュームＶ１は、例えば、オ
ーバーハングＯＨ１の下部のサポートＳＳ１と同様に、焼結サポートで又はグリーンボデ
ィサポートＧＢ＃と焼結サポートＳＳ＃との組み合わせで印刷される。内部ボリュームＶ
１はパーツ外へのチャネルを有して印刷され、サポート材を、除去、洗浄、又は、伝熱又
は溶剤若しくは触媒として使用される流体若しくは気体によって、よりアクセスしやすく
する。グリーンボディサポートＧＳ１及び分岐焼結サポートＳＳ１は、同様に連続し、後
に、オーバーハング又はカンチレバー部ＯＨ１のための焼結サポートを提供する、同様に
、同一オーバーハング又はカンチレバー部ＯＨ１のための印刷サポートのためのグリーン
ボディサポートＧＳ１を構築する。
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【００９６】
　図４及び図５Ｄに示すように、オーバーハング又はカンチレバー部ＯＨ１は、焼結サポ
ートＳＳ１が、印刷工程中に、例えば、わずかなオフセット（角度をつける）を持って積
み重なる層状に印刷される間の、モデル材の固有の剛性、粘性又は他の特性によって、又
は代替的に若しくは追加的に、例えば、グリーンボディサポートＧＳ１によって提供され
る側面及び垂直サポートによってのいずれかで自立する限り、焼結サポートＳＳ１によっ
て斜めにサポートされてもよい。焼結サポートＳＳ１はまた、焼結行程中に、パーツ１４
と一体としたまま又はパーツ１４をサポートするように頑丈でなくてはならない。図５Ｃ
又は図５Ｄに示される焼結サポートＳＳ１の何れかは、代わりに、垂直な円柱であっても
、モデル材から堆積された構造を包み込んでいる円柱の焼結サポートにより包み込まれて
もよい。
【００９７】
　最後に、図４に示すように、パーツ１４の残留物、サポートシェル構造ＳＨ１、焼結（
例えば、収縮又は高密度化リンク）サポートＳＳ１及びグリーンボディサポートＧＳ１、
ＧＳ２が印刷されて完成する。印刷されると、基本的に印刷又は焼結サポートを必要とす
るパーツ１４のすべての部分が、グリーンボディサポートＧＳ１、ＧＳ２、焼結（例えば
、収縮又は高密度化リンク）サポートＳＳ１、ラフトＲＡ１、分離層ＳＬ１及び／又はＳ
Ｌ２のいずれかを介して、垂直方向にサポートされている。パーツ１４の部分又は自立し
た（例えば、モデル材複合材の材料特性又は外部ボディの提供するサポート、並びに／又
はサポートの除去、デバインド及び／若しくは焼結中に十分な剛性があるので）パーツ１
４内の構造は重力に対してサポートされる必要はない。これに加えて、サポート構造ＳＳ
１、ラフトＲＡ１及び／又はシェル構造ＳＨ１は、焼結中に同一質量中心若しくは重心ま
わりに収縮する傾向又はパーツ１４の隣接部に対して相対的な局所的規模を少なくとも維
持する傾向で、パーツ１４に対するモデル材と相互接続する。従って、焼結工程の約１２
％乃至２４％（例えば、２０％）の均一収縮又は高密度化中、これらサポート構造はパー
ツ１４と一緒に収縮又は高密度化し、重力に対するサポートを提供し続ける。
【００９８】
　図６は、図４の３Ｄプリンタ、印刷方法、パーツ構造及び材料のバリエーションを表す
。図６では、分離グリーンボディサポート堆積ヘッド１８ｃ（又は１８－Ｇ）は提供され
ない。従って、グリーンボディサポートＧＳ１、ＧＳ２及び分離層ＳＬ１、Ｓｌ２は、例
えば、セラミック又は高温金属粒子若しくは球が、例えば、１段階又は２段階デバインド
可能な母材内に分散している分離層に使用される複合材料等の、同じ材料から形成される
。この場合、グリーンボディサポートＧＳ１、ＧＳ２は、必ずしも、デバインド中若しく
は前又は分離工程中に、除去されないが、その代わりに、単に、デバインド中に弱められ
、分離層と同様に、焼結中に熱分解したそれらの残留するポリマー材を有する。残留する
セラミック粉末は、焼結後に、分離層と同時に、洗浄及び／又は除去できる。
【００９９】
　図７は、工程の全体的な一模式図を示す。図７の構成要素は、図４に表示された同一の
外観の構成要素に対応するが、様々なステップを示すために、図７には表示しない。初め
に、３Ｄ印刷段階では、パーツ１４は、（図４で説明され、示されるように）そのグリー
ンボディサポートＧＳ、焼結サポートＳＳ及び分離層ＳＬと共に、上記のように、３Ｄプ
リンタで印刷される。これらのサポート構造（例えば、グリーンボディアセンブリＧＢＡ
）のすべてを含むグリーンボディは、任意でセラミック又は他の材料のビルドプレート１
６にまだ結合又は接続されているが、デバインドチャンバ（任意で、デバインドチャンバ
は３Ｄプリンタ１０００に一体化している、又はその逆である）に移される。上述のよう
に、グリーンボディサポートが、第１段階のデバインド材と異なるポリマー、バインダ又
は物質製である場合、デバインド前に分離工程でグリーンボディサポートを除去してもよ
い。グリーンボディサポートが、第１段階のデバインド材と同一若しくは類似の物質か、
分解又は分散により同一のデバインド工程に反応するものかのいずれかでできている場合
、グリーンボディサポートは、デバインド中に除去されてもよい。従って、図７に示すよ
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うに、デバインドすることは、熱工程、溶媒工程、触媒工程又はこれらの組み合わせを利
用してモデル材から第１バインダ成分を除去すること、多孔質のブラウンボディ構造を放
置すること（「デバインド」）を含み、任意で、グリーンボディサポートを、溶解、溶融
及び／又はグリーンボディサポートに触媒作用を及ぼしてなくすことを含んでもよい（「
サポート除去１」）。
【０１００】
　図７に続き、図示されるように、ブラウンボディ（例えば、付属した焼結サポート及び
／又は周囲シェルを有するブラウンボディアセンブリＢＢＡ）は、焼結チャンバ又はオー
ブン（任意でプリンタ及び／又はデバインドチャンバと組み合わされる）に移される。ブ
ラウンボディは、例えば、ブラウンボディアセンブリＢＢＡとして、パーツ、任意で周囲
シェル構造、及び任意で焼結サポートを含む。上述の通り、周囲シェル構造及び焼結（例
えば、収縮又は高密度化リンク）サポートは、焼結サポート構造の異なる態様である。任
意で、シェル構造及び／又は焼結サポートの間に介在するのは、例えば、分離材から成る
分離層である。任意で、シェル構造及び／又は焼結サポートの間に介在するのは、パーツ
にこれらを相互接続するモデル材の突起部又はリッジである。任意で、同一又は類似の分
離材が、ブラウンボディ（例えば、ブラウンボディアセンブリとして）とビルドプレート
との間に介在する。焼結中に、ブラウンボディ（例えば、ブラウンボディアセンブリとし
て）は、２０％等、約１２％乃至２４％で均一に収縮し、原子拡散によりブラウンボディ
（例えば、ブラウンボディアセンブリとして）内の内部多孔質構造をふさぐ。モデル材の
第２段階デバインド成分は、焼結中に熱分解されてもよい（例えば、触媒作用又は気体、
又、そうでない場合は、流動可能な形態の他の反応性薬剤の支援があることを含む）。
【０１０１】
　図７に示すように、焼結ボディ（例えば、焼結ボディアセンブリとして）は、焼結オー
ブンから取り出すことができる。サポートシェル構造及び焼結サポートは、パーティング
ラインに沿って及び／若しくは分離層に沿って、並びに又は突起接続部、タック又は他の
特に機械的に弱い構造をスナップすること又は曲げること又は衝撃を与えることによって
、分離又は崩壊させることができる。分離層は粉末化され、除去されやすい。グリーンボ
ディサポートが、分離材から成る場合は、グリーンボディサポートは、同様に粉末化され
、除去されやすくてもよい。
【０１０２】
　図８は、図４又は図６で印刷されたパーツのバリエーションを示す。図８に示すパーツ
は、４つのオーバーハング又はカンチレバーセクションＯＨ２乃至ＯＨ５を含む。オーバ
ーハングＯＨ２は、カンチレバー状のより薄いオーバーハングＯＨ３の下の、より低い位
置のより厚いオーバーハングである。低いオーバーハングＯＨ２は、場合によっては、長
さ、薄さ、重さが十分で、グリーンボディサポート及び焼結サポートの両方が必要になっ
てもよい、長いカンチレバーオーバーハングＯＨ３の下にある自立したカンチレバーとし
て、焼結サポート又はグリーンボディサポートでさえもなしに印刷されてもよい。オーバ
ーハングＯＨ４は、下向きに傾くオーバーハングであって、一般に少なくともグリーンボ
ディサポートと共に印刷されなくてはならず（なぜなら、そうしないと、その最下部が、
すなわち、印刷中に自由空間において、支持されないからである）、ドラフト又はパーテ
ィングラインなしには、下部に印刷された焼結サポートを除去するのが困難な形態（なぜ
なら、硬性の焼結サポートが膠着状態になり得るため）で印刷されなくてはならない。オ
ーバーハングＯＨ５は、モデル材の重量のあるブロックを含むカンチレバーで、グリーン
ボディ及び焼結サポートの両方を必要としてもよい。これに加えて、図８に示されるパー
ツは、内部の、例えば、筒状ボリュームＶ２を含み、ここから、小さなチャネルを介して
必要ないかなる焼結サポートも除去されなくてはならない。参照として、図８のパーツ１
４の３Ｄ形状が図１２及び図１３に示されている。
【０１０３】
　図８に示すように、図４及び図６の焼結サポートＳＳ１と対照的に、焼結（例えば、収
縮又は高密度化リンク）サポートＳＳ２、サポートオーバーハングＯＨ２及びＯＨ３は、
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薄肉の垂直部材を含んで形成されてもよい。これらの垂直部材は、本明細書中に説明され
ているように、デバインドのための流体流を可能にしてもよい、垂直チャネルを形成する
。焼結サポートＳＳ２の垂直部材は、独立型（例えば、垂直ロッド又はプレート）又はイ
ンタロック型であってもよい（例えば、アコーディオン又はメッシュ構造）。図８に示す
ように、焼結サポートＳＳ２（又は実際は、図４及び図６の焼結サポートＳＳ１若しくは
図８の焼結サポートＳＳ３、ＳＳ４及びＳＳ５）は、ラフトＲＡ２、パーツ１４ａ及び／
又は互いに、直接的にタックされてもよい（例えば、「タックされる」は、モデル材に切
れ目なく印刷されているが、相対的に小さな断面領域を有していてもよい）。逆に、焼結
サポートＳＳ２は、分離層の上部、下部又は隣にタックなしで印刷されてもよい。図示さ
れるように、焼結サポートＳＳ２はパーツ１４ａの直交する凹形表面から除去可能である
。
【０１０４】
　さらに、図８に示すように同様の焼結（例えば、収縮又は高密度化リンク）サポートＳ
Ｓ３が、下向き傾斜オーバーハングＯＨ４の下及びより重量のあるオーバーハングＯＨ５
の下に印刷される。これらサポートＳＳ３は、除去しやすくてよいため、一部又は全てが
、例えば、分離材から形成される、及び／若しくは機械的に弱められた分離構造から形成
される（例えば、本明細書中に説明されている、ほぼ又は辛うじて当接するクリアランス
をもって印刷する又は細腰の、すぼんだ又は有孔の断面をもって印刷する等）又はこれら
の組み合わせから形成される（又は、これが別々に印刷されている場合、任意でセラミッ
ク又は金属の含有がほとんどない又はまったくないグリーンボディサポート材を有するも
のの一方又は両方の組み合わせ）パーティングラインＰＬ付きで印刷される。焼結サポー
トの除去を容易にする、これらの材料又は機械的な分離構造は、図４乃至図７、図９及び
すべてに示される様々な焼結サポートへと同様に印刷されてもよい。
【０１０５】
　これに加えて、図８に示すように、焼結（例えば、収縮又は高密度化リンク）サポート
ＳＳ５は、内部ボリュームＶ２内に印刷される。焼結サポートＳＳ５はそれぞれ、例えば
、複数の分離可能なセグメントに印刷された、多数のパーティングラインを備え、それに
よって、この場合では、焼結サポートは、内部ボリュームＶ２に接続するチャネルを介し
て除去されやすいほどに十分に小さな部分に崩れる又は粉々にできる。図示されるように
、その形状を保持するため、印刷中及び焼結中の両方において十分な剛性を持つ小径孔の
例として、チャネルＣＨ２自体は内部サポート付きで印刷されていない。当然、チャネル
ＣＨ２に、いずれか又は両方のタイプのサポートが、形状保持を確保するために印刷され
てもよい。
【０１０６】
　図９は、実質的に図８に類似するが、構造にいくつかのバリエーションを呈する。強化
がある及びない印刷の両方のバリエーションが示される。例えば、図９は、そこに強化構
造ＣＳＰ１を示す一方、図９の中実体、サポート及び分離層における残りの変異構造は、
任意に、図８及び全体の非強化構造に適用可能である。例えば、オーバーハングＯＨ３の
下に、一枚でできたぴったり合うシェルＳＨ３が、モデル材で印刷され、剥離若しくは分
離層ＳＬ２及び／又は突起部Ｐ１のいずれかによって、パーツ１４から分離される。一枚
でできたシェルＳＨ３は小さな開口したセル穴を全体に持ち、軽量化、材料の節約及びデ
バインドのための気体又は液体の浸透又は拡散を向上させる。本明細書中に説明されてい
るように、開口したセル穴は、任意に、デバインド流体の浸透及び流出のためのアクセス
及び／又は流通チャネルに接続されてもよく、例えば、図２５乃至図３１の構造の何れか
は、開口したセル穴を形成しても、開口したセル穴により形成されても、開口したセル穴
と結合されてもよい。このシェルＳＨ３は、十分なパーティングライン又は剥離層がシェ
ルＳＨ３に印刷される場合（例えば、図面の左側の構造ＳＨ４及びＳＨ５の代わりに、同
様の構造が配置され得る）、及び工作物保持ピースとしての機能を果たす下記を十分に形
成する場合、パーツ１４を包囲してもよい。
【０１０７】
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　図９の他の例では、一枚でできた（例えば、側方）サポート（例えば、収縮又は高密度
化リンク）シェルＳＨ４は、ラフトＲＡ２と一体に印刷されているが、分割及びサポート
シェルＳＨ４の除去の許容のために角度を持つパーティングラインＰＬを有する。図９に
示されるさらなる例では、サポートシェルＳＨ４は、（材料の節約のため）上向きに角度
をつけて印刷され、大きなセル又はハニカム内部を有して、軽量化、材料の節約及び／又
はデバインドのための気体又は液体の浸透又は拡散の向上を行う。図９はまた、例えば、
連続的なファイバヘッド１０によって堆積された連続的なファイバ層の例を示す。サンド
イッチパネル強化層ＣＳＰ１は、例えば、オーバーハングＯＨ２、ＯＨ３及びＯＨ５の上
側及び下側境界内等、様々な層に位置付けられる。
【０１０８】
　図４乃至図９に示されるように、焼結サポートＳＳ１、ＳＳ２、ＳＳ３は、除去中に分
離するように、少なくともいくつかの介在する剥離層材料を有してブロック又はセグメン
トの形態に形成されてもよい。これらの図及び全体の何れかにおいて、サポートは、タッ
クされていても、タックされなくてもよい。「タックされていない」焼結サポートは、モ
デル材、すなわち、パーツと同じ複合材料から形成されてもよいが、剥離層、例えば、同
一又は類似のバインド材を有するより高い温度の複合材によって、印刷されるパーツから
分離できる。例えば、多くの金属印刷には、剥離層は、同一のバインドワックス、ポリマ
ー又は他の材料を有する高温セラミック複合材から形成されてもよい。剥離層は、例えば
、１枚の３Ｄ印刷層等、非常に薄くてもよい。金属が焼結されると、すでに第１段階のバ
インダが除去された剥離層は、セラミック材を焼結又は拡散接合するには温度が不十分な
ため、基本的に粉末化する。これにより、タックされていない焼結サポートを、焼結後、
容易に除去できるようになる。
【０１０９】
　逆に、「タックされた」焼結サポートも、同様にモデル材、すなわち、パーツと同一の
複合材料から形成されてもよいが、剥離層を貫通して又は剥離層なしでのいずれかで、パ
ーツに接続してもよい。タックされた焼結サポートは、細い接続部を介して、すなわち、
少なくともパーツに対して「タックされて」、パーツと隣接して印刷される。タックされ
た焼結サポートは、代替的に、又は追加的に、モデル材を有するパーツとサポートと相互
接続するパーツの下のラフトと隣接するように印刷されてもよい。ラフトは、３Ｄプリン
タのビルドプレートから、剥離層材料の１以上の層によって、分離されてもよい。
【０１１０】
　タックされた及びタックされていない焼結サポートの役割は、重力に対する十分なサポ
ートポイントを提供して、重力による橋渡し部、スパン部又はオーバーハング部材料の弛
み又は反りを防ぐ又は場合によっては修正することにある。タックされていない及びタッ
クされた焼結サポートは両方とも役立つ。ブラウンボディは、焼結工程において、例えば
、重心又は質量中心まわりに均一に原子拡散することによって収縮してもよい。金属焼結
及びいくつかのセラミックでは、これは典型的に少なくとも部分的には固体原子拡散（so
lid-state atomic diffusion）である。多数の相互接続された金属／セラミック球中の拡
散ベースの物質輸送が、例えば、非常に薄い橋部が、大きな物質に接合するのを維持する
ほど十分な材料を輸送しない場合もあるが、これは必ずしも、一端橋部として１端のみで
接続して（又は二端橋部として２端で接続、又は長さにわたって相互接続して）切れ目な
く形成されてもよいサポートの場合というわけではない。
【０１１１】
　タックされた焼結サポートが、その上にパーツが印刷されたモデル材ラフト又は収縮プ
ラットフォーム又は高密度化リンクプラットフォームにタック又は接続又はリンクされて
いるそれらの場合、パーツ及びパーツに隣接するラフトサポートがそれぞれ、焼結中に均
一に収縮し、サポートがパーツに対して過剰に動く相対移動がないように、タックされた
焼結サポートとラフトとの中のモデル材の相互接続は、ラフトサポート隣接ボディの質量
中心が、パーツの質量中心と、空間内の同じ位置に又はその近辺にくるように配置できる
。他の場合、パーツ自体はまた、隣接ボディ全体が、共通質量中心まわりに収縮するよう
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に、モデル材ラフトにタックされてもよい。他のバリエーションの場合、パーツは、両端
に（例えば、ラフトに及びパーツに）及び／又はそれらの長さに沿って（例えば、パーツ
に及び／又は相互に）タックされた、タック焼結サポートを介してラフトに相互接続され
る。
【０１１２】
　他の場合、タックされていない焼結サポートは、ボリューム内に収容され、ラフト及び
／又はパーツと隣接してもよい。ボリュームはモデル材から形成され、それらがそれら自
身の質量中心（又は相互接続された質量中心）まわりで収縮してもよいが、空間を通して
継続的に動かされ、周囲のモデル材によるパーツを支持する位置で保持されるようにする
。例えば、このことは、図８又は図９の内部ボリュームＶ２の場合に有効であってもよい
。
【０１１３】
　代替手段において又は加えて、サポート又はサポート構造又はシェルは、例えば、図４
乃至図９の特定の場合に示すように、重力に対して横方向でのパーツの形成に続いてモデ
ル材から形成されてもよい。モデル材シェルは、（パーツにタックされてもよい）ベース
ラフトにタックされて印刷されてもよい。それらは、ベースラフトと一体で印刷されても
よいが、ベースラフトから分離可能である。ベースラフトは、モデル材シェルと共に分離
可能であってもよい。これらのサポート構造は、パーツの側面の外側輪郭からオフセット
されても、実質的にパーツの側面の外側輪郭をたどってもよいし、プリミティブ形状（一
直線又は湾曲した壁）だがパーツに近いものから形成されてもよい。１バリエーションに
おいて、サポート構造は、全ての面でパーツを包んでもよい（多くの場合、パーティング
ライン及び／又は分離構造を含んでおり、シェルが除去されるのを可能にしている）。こ
れらのオフセットサポート構造は、分離層又は分離材の層で印刷されてもよい（任意に、
機械的サポートを伝達させるが、分離するのは難しくないセラミック又は他の材料）。
【０１１４】
　本明細書中に説明されているサポート構造の何れか、例えば、タックされた又はタック
されていない焼結サポート及び／又はサポートシェルは、パーツとサポート構造（両方と
もモデル材から形成される）との間に、介在分離材に代えて又は介在分離材に加えて、分
離クリアランス又はギャップ（例えば、５ミクロン乃至１００ミクロン）を有して印刷さ
れてもよい。当該方法において、サポート構造の個々の粒子又は球は、焼結中に間欠的に
パーツと接触してもよいが、分離クリアランス又はギャップが多くの位置で保存されるよ
うに、サポート構造は、圧縮され、パーツと緊密なサポートで印刷されない。もし間欠的
に接触している粒子において接合拡散が生じると、焼結後に分離クリアランスサポート構
造を取り除くために必要な分離力は、「スナップアウェイ」又は「タップアウェイ」であ
ってもよく、どんな場合でもパーツの一体の又は隣接する拡張より非常に低い。より大き
な分離クリアランス又はギャップ（例えば、２００ミクロン乃至３００ミクロン）が、デ
バインド流体が浸透及び／又は排出するのを可能にしてもよい。
【０１１５】
　代替手段において、パーツとサポート構造との間の分離ギャップ又はクリアランスは、
より近く又はより遠く又はその両方で、例えば、パーツの横輪郭に続くサポート構造の残
りのいくつかと共に、輪郭に続く部分セグメントに位置付けられてもよい。例えば、サポ
ート構造は、サポート構造の大部分に対して小さな分離ギャップ（５ミクロン乃至１００
ミクロン）を有して印刷されてもよいが、パーツ（例えば、１ミクロン乃至２０ミクロン
）にさらに近い印刷された輪郭に部分的に実質的に続く他の区分により、焼結中に剛性及
びサポートの増加をもたらすが、一般に一連の制限された接触域（例えば、接触域の５％
未満）が除去を可能にする。これは、また、大きい及び中位のギャップ（例えば、任意に
分離材介在によるより大きいクリアランスサポート構造に対する１００ミクロン乃至３０
０ミクロンの分離及びより近い次のサポート構造に対する５ミクロン乃至１００ミクロン
）により実施されてもよい。さらに、これは、３以上のレベル（例えば、パーツの輪郭に
続くサポート構造の異なる部分における１００ミクロン乃至３００ミクロンのギャップ、
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５ミクロン乃至１００ミクロンのギャップ及び１ミクロン乃至２０ミクロンのギャップ）
で実施されてもよい。
【０１１６】
　任意に、焼結サポート構造は、より大きい（例えば、５ミクロン乃至３００ミクロン）
ギャップ又はクリアランスにより、例えば、側面のパーツ輪郭から一般にオフセットされ
た内面を有している次のシェルを含んでいてもよいが、より小さいギャップ（例えば、１
ミクロン乃至２０ミクロン）へ及びより小さいギャップ（例えば、１ミクロン乃至２０ミ
クロン）により分離されたギャップ又はクリアランスへと延びている又はギャップ又はク
リアランスを横切って延びている突起部又は隆起部を有することになり、同一（又は類似
）のモデル材から形成されたパーツとサポート構造との間の小点接触を可能にする。点接
触は、例えば、次の輪郭シェルの、圧縮され、緊密な接触よって焼結後に中断しやすくて
もよい。任意に、滑らかな母材（例えば、１以上のバインダ成分から形成されたグリーン
ボディサポート）サポート構造は、モデル材（例えば、金属）パーツとモデル材（例えば
、金属）サポート構造との間に印刷され、グリーン及びブラウン状態の間のパーツの形状
及び構造的完全性を維持し、取り扱う際の割れ又は破壊の可能性を減少させてもよい。
【０１１７】
　図面のいくつかは側面、断面図で示される一方、図１０は、上面図で図４の焼結ボディ
構造を示し、一方、図１１は、説明を目的としてバリエーションを示す。図示されるよう
に、サポートシェル又は他の構造は、サポート構造の部分間に分離又はパーティングライ
ン又は層を有して印刷されてもよい。分離又はパーティングライン又は層は、本明細書中
に説明されている任意の分離構造であってもよく、パーツとサポート構造との間に説明さ
れているものを含んでいる。例えば、２以上のパーツ（任意に、多数のパーツ）に分解さ
れるサポートシェルを可能にする分離ライン又は層は、スナップオフ構造を可能にする分
離ギャップ（１ミクロン乃至２０ミクロン、５ミクロン乃至１００ミクロン又は５０ミク
ロン乃至３００ミクロン等）及び／又は突起部又はリッジを有して、分離材（例えば、セ
ラミック及びバインダ）から、バインダ材から、モデル材（例えば、金属）から形成され
てもよい。例えば、サポート構造又はシェルは、（例えば、図１０におけるように）２つ
に分割するように形成され、サポート構造又はシェルにパーティングラインを作成しても
よい。パーティングラインは、任意に、素早い分離を可能にするようにサポートシェル構
造を交差させる（例えば、２等分する）平面内に隣接するように印刷される。パーティン
グラインの多数の平面が、サポートシェル構造を交差させてもよい。「パーティングライ
ン」、「パーティング面」及び「パーティング平面」は、射出成形における文脈と同様に
、すなわち一般に同様の理由で、それに沿って１つの構造が別の構造から離れる平面とし
て、本明細書中で利用され、パーツの周囲構造がパーツとの干渉又はパーツにおける取り
込みなしで除去されることを可能にする。射出成形の文脈において、これらの言葉がそれ
に沿って型が半分に離れる平面に言及する一方、本開示においては、「パーティング」ラ
イン、面又は構造という言葉は、それに沿ってパーツをサポート又は包むサポート構造が
互いに壊れる又は分割する又は離れてもよい平面に言及する。
【０１１８】
　上述のように、複雑な形態の場合、サポート構造は、パーティングラインを有して印刷
され、図１１に示すように、より小さい小区分に区分されてもよい（例えば、図１１にお
けるＰＬ―１のように、オレンジスライスのように、またさらに、簡単に除去できるよう
に直交軸で区分される）。例えば、サポート構造がパーツのダブテール（dovetail）を充
填して印刷される場合、サポート構造は、３つのパーツで形成され得る。例えば、センタ
ーパーツが抜き勾配を有しているか長方形のどちらかで、簡便に除去でき、その結果、２
つのサイドパーツを内方にスライドした後、除去されるように開放するように、３つのパ
ーツで設計され得る。逆に、パーティングラインは、横方向における以外のいくつかの場
合、分離に抵抗するように、連結するように（例えば、図１１におけるＰＬ―３）、はざ
まを設けて又は組継ぎ（例えば、図１１におけるＰＬ―３と類似）として形成されて印刷
されてもよい。パーティングラインは、サポートシェルを通ってほぼカットされて（例え
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ば、図１１におけるＰＬ―２）印刷されてもよい。なお、図１１は、突起部Ｐ１なしで、
すなわち、サポートシェルＳＨを囲む、垂直方向及び大部分が一枚でできた分離層ＳＬ２
のみを有して示されている。
【０１１９】
　場合によっては、特に少数のパーティングライン（例えば、２分の１、３分の１、４分
の１）の場合、サポート構造は、少なくともそれらがフォームフォロー構造であるため、
二次操作（機械加工等）において焼結パーツを保持するために、工作物保持具、例えば、
ソフトジョーとして後で利用されるために保存されてもよい。例えば、サポート構造が一
般に球状のパーツを支持するための、工作物保持ジョー又はソフトジョーとして後で利用
されるのに適切なサポート構造であった場合、構造は、パーツを全ての面から留めておく
べきであり、そのため、球の中心又は中間点を過ぎて延びるべきである。重力に対して焼
結及び支持するため、サポート構造は、中間点（又はわずかに前）を過ぎて延びる必要は
ないが、検査及び後処理のためのその後の工作物保持のため、サポート構造は、中間点（
例えば、パーツの高さの２／３まで、場合によっては、パーツに張り出す）を過ぎて延び
、例えば、万力におけるポジティブグリップを可能にする。
【０１２０】
　さらに、万力（又は他のホルダ）において工作物保持具又はソフトジョーを保持するた
めのアタッチメント機能が、後処理のためにサポート構造に追加されてもよい。例えば、
万力又はダブテール等に取り付けるための貫通穴である。代わりに又は加えて、セラミッ
クサポートは、多数の３Ｄ印刷パーツの焼結ステップのための再利用可能なサポートの機
能を果たすために印刷され、焼結されてもよい。この場合、再利用可能なサポートの上向
きの対向面は、支持されるパーツの一致又は対向する表面と同じ高さまで収縮するように
印刷されてもよい。
【０１２１】
　本明細書中に説明されているように、パーツ及び／又は焼結サポートを形成するための
供給原料材料は、約５０％乃至７０％（好ましくは約６０％乃至６５％）の体積分率の二
次母材材料、例えば、直径サイズが１０ミクロン乃至５０ミクロンの（セラミック又は金
属の）実質的に球状のビーズ又は粉末、約２０％乃至３０％（好ましくは約２５％の体積
分率の可溶性又は触媒可能バインダ、（好ましくは室温において固体）、約５％乃至１０
％（好ましくは約７％乃至９％）の体積分率の熱分解可能なバインダ又は一次母材材料、
（好ましくは室温において固体）同様に、約０．１％乃至１５％（好ましくは約５％乃至
１０％）の体積分率の炭素繊維ストランド、各繊維ストランドは焼結温度以下で炭素と反
応しない金属（例えば、ニッケル、ホウ化チタン）で塗装されている、を含んでいてもよ
い。本明細書中に説明されているように、「一次母材」は、ポリマーバインダであり、３
Ｄプリンタにより堆積され、「二次母材」ビーズ又は球及び繊維フィラーを保持し、焼結
に続いて、ビーズ又は球の（セラミック又は金属）材料は、母材となり、繊維フィラーを
保持する。
【０１２２】
　代わりに、パーツ及び／又は焼結サポートを形成するための供給原料材料は、約５０％
乃至７０％（好ましくは約６０％乃至６５％）の体積分率の二次母材材料、例えば、直径
サイズが１０ミクロン乃至５０ミクロンの（セラミック又は金属）の実質的に球状のビー
ズ又は粉末、約２０％乃至３０％（好ましくは約２５％の体積分率の可溶性又は触媒可能
バインダ、（好ましくは室温において固体）、約５％乃至１０％（好ましくは約７％乃至
９％）の体積分率の熱分解可能なバインダ又は二次母材材料、約１／１０乃至１／２００
の弾性率の（セラミック又は金属）の二次母材材料、及び二次、（金属又はセラミック）
母材材料の約２倍乃至１０倍の弾性率の材料の約０．１％乃至１５％（好ましくは約５％
乃至１０％）の体積分率の粒子又は繊維フィラーを含んでいてもよい。本明細書中に説明
されているように、「一次母材」は、ポリマーバインダであり、３Ｄプリンタにより堆積
され、「二次母材」ビーズ又は球及び繊維フィラーを保持し、焼結に続いて、ビーズ又は
球の（セラミック又は金属）材料は、母材となり、繊維フィラーの粒子を保持する。
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【０１２３】
　弾性率の比較が以下の表で見付けられてもよく、弾性率１ＧＰａ乃至５ＧＰａのポリマ
ー／バインダ一次母材を有する。

【０１２４】
　球、ビーズ又は粉末（例えば、微粒子）は、サイズに範囲があってもよい。バインダは
、分散剤、安定剤、可塑剤及び／又は分子間潤滑油添加剤を含んでいてもよい。バインダ
又はポリマー一次母材内に３Ｄプリンタにより堆積されてもよいいくつかの候補の二次母
材充填材の組合せには、炭化タングステン被覆グラファイト（炭素）繊維を有しているコ
バルト又は青銅ビーズ；グラファイト（炭素）繊維を有しているアルミニウムビーズ；窒
化ホウ素繊維を有している鋼鉄ビーズ；炭化ホウ素繊維を有しているアルミニウムビーズ
；ニッケル被覆炭素繊維を有しているアルミニウムビーズ；炭素繊維を有しているアルミ
ナビーズ；炭化ケイ素繊維を有しているチタニウムビーズ；酸化アルミニウム粒子（及び
炭素繊維）を有している銅ビーズ；ダイヤモンド粒子を有している銅－銀合金ビーズが含
まれる。ＣＦＦ特許出願の技術を介して印刷されてもよいそれらの繊維は、また、連続繊
維として埋め込まれてもよい。粒子又は繊維に対する炭素フォームには、カーボンナノチ
ューブ、カーボンブラック、炭素短／中／長繊維、片状黒鉛、プレートレット、グラフェ
ン、カーボンオニオン、アストラレン等が含まれる。
【０１２５】
　いくつかの可溶性－熱分解可能なバインダの組合せには、ポリエチレングリコール（Ｐ
ＥＧ）及びポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）（任意のステアリン酸、任意のエマル
ジョンフォームにおけるＰＭＭＡ）；ステアタイト及び／又はポリエチレン（ＰＥ）と混
合されたワックス（カルナバ、蜜蝋、パラフィン）；ＰＥＧ、ポリビニルブチラール（Ｐ
ＶＢ）及びステアリン酸が含まれる。いくつかの熱分解可能な二段バインダには、ポリオ
レフィン樹脂ポリプロピレン（ＰＰ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）；直鎖状低密度
ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）及びポリオキシメチレン共重合体（ＰＯＭ）が含まれる。上
述の通り、熱デバインドにおいて、バインダを含有しているパーツは、制御された雰囲気
下で任意の速度で加熱される。オーブンから出るガスにより吹き飛ばされる小分子におけ
る熱割れにより、バインダは分解する。溶媒デバインドにおいて、バインダを含有してい
るパーツは、適切な溶媒、例えば、アセトン又はヘプタンにバインダを溶解することに影
響を受ける。触媒デバインドにおいて、パーツは、流されうる、バインダの割れを促進さ
せるガス状触媒を内包している雰囲気と接触させられる。
【０１２６】
　図１４は、フィラメント材が印刷に適切な環境条件で設定されている、３Ｄプリンタの
概略図である。バインダ材が少なくともポリマー材及び／又はワックスを含んでいる場合
、印刷中の供給及び背圧を目的とするポリマー及び／又はワックスの挙動は、室温（例え
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ば、２０℃）及び少し上昇した動作温度（例えば、２０℃より高いが、８０℃未満）でも
、温度依存であってよい。温度が上昇するにつれ、剛性は減少し、延性は増加する。温度
が上昇して軟化又はガラス転移温度に近づくと、弾性率がより速い速度で変化する。アモ
ルファスポリマーに関して、弾性率及び耐荷力は、ガラス転移温度ＴＧ－Ａ（図１７に示
されるように）を超えると無視できるほどになる。半結晶材料に関して、少量（例えば、
Ｔｇを下回る１／３乃至１／１０の弾性率）の剛性又は弾性率は、ガラス転移温度ＴＧ－
ＳＣ（図１７に示されている）を超えて緩やかに溜まり、融点まで減少し続けてもよい。
バインダ材、ポリマー又はワックス又は両方のいずれかは、１を超える成分及び１以上の
ガラス転移温度又は溶融温度を有していてもよく、ガラス転移温度Ｔｇは、著しい軟化を
示す。図１７は、本明細書中に説明されている軟化材料等の１つの可能性のあるポリマー
又はワックス成分に対する１つの可能性のあるスプール温度スパンを示している。しかし
、なお、成分の記されているガラス転移温度ＴＧに対する当該カーブ上の特定の位置は、
全体としてのフィラメントの供給挙動より重要ではない。フィラメントは、壊れることな
くスプールから十分に引っ張られ又は引かれ、さらに押出機により供給されるように十分
固く、そしてボーデンチューブＢＴ１及び、例えば、ケーブルキャリアＥＣ１内で繰り返
し曲げられるように十分成形しやすいように、任意の脆い状態から軟化されるべきである
。
【０１２７】
　５０％を超える金属又はセラミック球を含んでいる複合材料において、二段バインダと
同様に、３Ｄ印刷、すなわちデバインド及び焼結に有利な機械特性（溶融粘度、触媒挙動
等を含んでいる）は、工程の他の部分に対して適切又は有利な特性を有している一方、た
とえ印刷温度（上記の材料の１以上のガラス転移温度又は溶融温度）において、適切に流
体化されて３Ｄ印刷に対して適切な粘性があり自立している印刷材料をもたらす可能性が
あっても、室温において粘土質である及び／又は脆いかもしれない。
【０１２８】
　室温において脆い材料を扱うのに適切な構造は、図１４乃至図１６に示されており、３
Ｄプリンタは模式的に示され、それ以外は、図１乃至図９と同様に構成されている。図１
４及び図１５は、室温より高いが、バインダ材のガラス転移温度未満の温度、例えば、５
０摂氏度乃至５５摂氏度で、例えば、直径が約１．７５ｍｍのフィラメントで巻き付けら
れたモデル材及び／又は剥離材（本明細書中に説明されているように、デバインド後に焼
結されてもよい又は、剥離材用に、焼結中にバインダ部が熱分解された場合に粉末化に抵
抗する高温粒子又は球を含んでいる複合材料）のスプールを受け入れる。任意に、温度は
、モデル材のワックス成分のガラス転移又は軟化温度と同等だが、ポリマー成分のガラス
転移又は軟化温度よりは低い。図１４及び図１６に示されるように、２つの上側のスプー
ルは、モデル材及び剥離材を含んでおり、これらはそれぞれ、ヒータＨＴ１により加熱さ
れたジョイント加熱チャンバ（ＨＣ１）内にある。ヒータＨＴ１は、例えば、直径約１．
７５ｍｍのフィラメントで、当該例により熟慮された５０摂氏度乃至５５摂氏度で、スプ
ールを保持する。ビルドプレート１６は、印刷中ほぼ同程度の温度（例えば、５０摂氏度
乃至５５摂氏度）を維持し、また、室温を超えるレベルで印刷区画内の温度を維持する手
助けをする、ビルドプレートヒータ１６ａにより加熱されてもよい。より小径のフィラメ
ントは、より低温（例えば、１ｍｍのフィラメントに対し、４０度乃至４５度が採用され
てもよい）で曲げ及び供給に十分なように軟化されてもよい。
【０１２９】
　各スプール／材料は、ジョイントチャンバＨＣ１ではなく、それ自身の独立チャンバで
保持されてもよく、各々は、ジョイントヒータＨＴ１ではなく、それ自身のヒータにより
加熱されてもよい。ヒータＨＴ１は、受動的、例えば、放射及び対流ヒータであってもよ
いし、送風機を含んでいてもよい。図１４乃至図１６に示されるように、リターンチャネ
ルＲＣ１が印刷区画から加熱チャンバＨＣ１に空気が引き込まれることを可能にする場合
、送風機タイプのヒータは、加熱チャンバＨＣ１を相対的に正圧で保持してもよい。加熱
チャンバＨＣ１が駆動「押出機」ＥＸＴ１（例えば、ゴム輪フィラメント駆動システム）
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から下流の入口としてのリターンチャネルＲＣ１及びフィラメント出口及びボーデンチュ
ーブＢＴ１を除いて十分に密封されている場合、加熱チャンバＨＣ１内の加熱空気は、駆
動されたフィラメントの周囲のボーデンチューブＢＴを通って駆動され、暖められたフィ
ラメントが印刷中にボーデンチューブを通して動かされる、場合によっては、屈曲される
ような上昇レベルで温度を維持してもよい。少なくとも駆動された空気及びビルドプレー
トを加熱するヒータ１６ａは、印刷区画及びチャネルＲＣ１を介して戻った空気を室温レ
ベルより高く維持し（及びエネルギー消費を減少させ）てもよい。ボーデンチューブの曲
げ半径ひいてはフィラメント内部を制御し続けるために、最小曲げ半径ＥＣ１を維持する
セグメント化されたケーブルキャリア（例えば、エネルギーチェーン）は、ボーデンチュ
ーブを収容してもよい。
【０１３０】
　図１４乃至図１６は、スプールの配向及びフィラメントの駆動システムにおいて異なっ
ている。図１４において、スプールは、回転を可能にするレイジースーザンタイプのホル
ダに水平に配置され、フィラメントドライバ（それらの、例えば、エラストマー駆動輪を
含んでいる）は、スプールとボーデンチューブとの間の中ほどの都合の良い位置に配置さ
れている。当該ミッドドライブ配置は、フィラメントが加熱チャンバＨＣ１においてエラ
ストマー範囲まで軟化されない場合に適している。図１５において、スプールは、回転ス
プールホルダ（例えば、ローラ上）に垂直に配置され、フィラメントドライバ又は「押出
機」（それらの、例えば、エラストマーの駆動輪を含んでいる）は、各ノズル１８、１８
ａにおける溶融チャンバの上流に直接配置されている。当該ダイレクトドライブ配置は、
より軟らかいフィラメントにもより硬いフィラメントにも適している。図１６において、
スプールは、軸に垂直に配置され、フィラメント及びフィラメントドライバ又は「押出機
」（それらの、例えば、エラストマーの駆動輪を含んでいる）は、各ノズル１８、１８ａ
における溶融チャンバの上流に直接配置されている。さらに、図１６において、加熱チャ
ンバは大規模であり、フィラメントはフィラメントの全ての曲げにおいて大きな曲げ半径
を有する（例えば、図のように、１０ｃｍより小さい曲げ半径の曲げがない又は、例えば
、スプール半径の曲げ半径より実質的に小さい曲げ半径はない）ように、動いている印刷
ヘッド１８、１８ａに実質的に直接滴下される。ボーデンチューブは、スプールに至る高
さのパーツに対し、フィラメントを誘導する。
【０１３１】
　一代替実施形態において、印刷後に全体パーツをデバインドするのではなく、デバイン
ドの少なくとも一部が、パーツ及び／又はサポートの層を印刷中又は印刷後に行われる。
本明細書中に説明されているように、デバインドは、溶媒、加熱及び／又は真空蒸着又は
昇華の適用、触媒作用又はバインダを除去又は分解する他の手段により行われてもよく、
各ケースにおいて、焼結等のその後の工程のため、母材材料の少なくとも一部を除去する
。同時に一層未満（例えば、任意に印刷ヘッドと共に移動する有向デバインドヘッドで）
又は同時に一層、少しの層又は数層（例えば、全囲いデバインドシステム又は同時領域又
は走査可能なデバインドシステムで）をデバインドすることがより有利であるかもしれな
い。
【０１３２】
　デバインドを使用するフルパーツ成形技術は、付加又は３Ｄ印刷技術と対照的に、必ず
、完全な成形パーツにデバインド工程を適用する。本明細書中に説明されているように、
フルパーツのデバインドは、付加又は３Ｄ印刷パーツでも同様に有益であり、付加又は３
Ｄ印刷パーツの場合の成形パーツと対比して利点を有してもよい（例えば、内部ハニカム
、アクセスチャネル、開口したセル及び他のデバインド加速構造が印刷された場合に、重
量が減少してもよい及び／又はデバインドが加速されてもよい）。
【０１３３】
　逆に、層毎のデバインド（例えば、同時に一層に限らず、印刷中の連続的なデバインド
又は同時に一層の一部のデバインド又は一連の層のデバインドのそれぞれが可能である）
は、３Ｄ印刷又は付加技術の場合において固有の利点を有していてもよい。成形における
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ように、押出３Ｄ印刷の場合の一段バインダの目的（例えば、スプール又はコイル状フィ
ラメント、スプール又は折り畳み可能なテープ又は供給可能ロッドを使用して）は、焼結
性粉末の所望の形状へのデリバリである一方、二段バインダの目的は、重力及びシステム
／工程力に対するブラウンパーツにおける粘着及び形状保持である。デリバリ後、一段バ
インダは、これらの力に対する粘着及び形状保持のために必要又は有益である場合にのみ
、保持される必要がある。成形の場合、これは、少なくともグリーンパーツが形成された
後までであり、大抵の場合、グリーンパーツがモールドから除去された後までである。３
Ｄ印刷の場合、デバインドシステム及びバインダ材特性によって、バインダは、堆積のほ
ぼ直後に除去できる（例えば、一部の一段バインダが残っている及び／又は二段バインダ
又は他の成分が重力及び印刷／処理力に対する構造的完全性を保持している場合）。十分
な構造的完全性が残っている場合、デバインドヘッドは、固められた堆積ロード「の後ろ
」を又はまだ固められていない又は固化のために冷却されていないものでさえ、引き続き
デバインドしてもよい。他の例として、デバインドヘッドは、層の一部、完全な層又は一
連の層を独立して追跡又はスキャンしてもよく、印刷チャンバにおけるボリューム測定又
はバルク工程（例えば、加熱、真空）は、引き続きデバインド又はデューティサイクルで
デバインドしてもよい。実質的に層毎のデバインドのこれらの場合の全てにおいて、複数
の利点が結果として生じる。内側面は直接デバインドできるため、デバインドの工程は、
著しく加速される。同様に、フルパーツ工程においてデバインドが難しい構造（例えば、
高密度又は大きなパーツ）がデバインドされてもよい。プリンタがパーツのグリーン層を
連続してブラウン層に変え（連続して、領域毎に、層毎に又は層セット毎に）、印刷パー
ツはブラウンパーツであるため、印刷に続いて追加の時間又は運搬は必要ない。部分的デ
バインドであっても、パーツ全体のデバインドに対して有効な表面積を増加させることに
より、全体工程を加速させるかもしれない。例えば、部分的デバインドスイープは、印刷
層又は一連の層上で行われてもよく、一時的に一部の表面がデバインド流体（ガス又は液
体）に曝される。
【０１３４】
　図１８乃至図２１は、各層が印刷される際に、又は各層又は一連の層に続いて、デバイ
ンドが行われる３Ｄプリンタの概略図である。図１８乃至図２１のプリンタは、どちらの
温度も室温を超えて加熱された際に成形しやすく又は室温において成形しやすく制御され
ているモデル材及び／又は剥離材のスプール又は、代わりに、例えば、ピストンフィーダ
により供給される個別の棒材を受け入れる。ビルドプレート１６は、ビルドプレートヒー
タ１６ａにより加熱されてもよい。ビルドプレートヒータ１６ａは、印刷中、デバインド
に寄与するように（例えば、上昇させるが、モデル材の流体化又は軟化温度よりは低い、
温度を維持してもよいし、室温より高いレベルで印刷区画内の温度を維持してもよい（印
刷区画は、加えて又は代わりに、このために別のヒータ（不図示）も利用する）。図１８
乃至図２１に示されるように、少なくともビルドプレートを加熱しているヒータ１６ａは
、チャンバヒータＨＴ２の任意の助力を得て、印刷区画を室温レベルより高く維持しても
よく、最小曲げ半径ＥＣ１を維持するセグメント化されたケーブルキャリア（例えば、エ
ネルギーチェーン）は、ヒューム抽出のための空気、ガス、流体及び／又は真空ラインと
同様に、ボーデンチューブを収容してもよい。
【０１３５】
　一例において、図１８に示されるように、プリントヘッド１８０、１８０ａの各々は、
少なくとも（モデル材、グリーンボディサポート材又は焼結サポート材を押し出す又は噴
霧するための）印刷ヘッド及び（印刷されたモデル材から一段バインダをデバインドする
ための）デバインドヘッドＤＢＨ１を組み込んでいる。デバインドヘッドＤＢＨ１のタイ
プは、一段バインダ材のためのデバインド工程次第である。例えば、熱的デバインド可能
な第１材料のためのデバインドヘッドＤＢＨ１は、強制ホットエアガン又は放射又はＩＲ
発熱体又はプロジェクタの一方又は両方を含んでいてもよい。真空中でデバインドされる
材料の場合（バインダの蒸気圧を増加させる）、チャンバ全体が、同様に（例えば、真空
コンジットＶＣ１により接続された真空ポンプ又は高真空装置を用いて）真空下にあって
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もよく、特殊ガス（不活性又は活性）内でデバインドされる材料の場合、チャンバ全体が
、不活性雰囲気ポートＡＴＭ１を介してこのようなガスで満たされてもよい。溶媒又は触
媒によりデバインド可能な第１材料のためのデバインドヘッドＤＢＨ１は、溶媒又は触媒
流体、エアロゾル又はガス（任意に暖められ、加熱され又は再生された）の噴霧、液滴又
は噴流を含んでいてもよい。どちらの場合も、デバインドヘッドＤＢＨ１は、廃棄物又は
ヒューム収集真空又は抽出部ＦＥ１を含んでいても、加えてもよい。追加の頭上又はチャ
ンバ全体の工程は、デバインドステップに続いてデバインド溶媒の除去を（例えば、ガス
流、真空又は熱により）促進してもよい。
【０１３６】
　ヒートガン又は放射エレメントの場合、堆積された第１材料の層又はロードは、材料を
デバインドするため、２００℃乃至２２０℃の温度まで加熱されてもよい。任意に、ヒュ
ーム抽出部ＦＥ１又は真空は、ヒュームがデバインドヘッドＤＢＨ１の移動方向に依存す
ることなく、同様に抽出されるように、熱源と同心円をなしても、部分的に同心円をなし
てもよい。同様に、デバインドヘッドＤＢＨ１は、さらに、デバインドが任意の方向で印
刷ヘッド１８０又は１８０ａを「追従」又は追跡してもよく及び／又は動きの任意のデカ
ルト方向と同様に行われてもよいように、ヒューム抽出部ＦＥ１の有無にかかわらず、印
刷ヘッド１８０又は１８０ａと同心円をなしてもよい。代わりに、デバインドヘッドＤＢ
Ｈ１又はヒューム抽出部ＦＥ１のどちらかが、（方向に対し独立した関節接合の有無にか
かわらず）印刷ヘッド１８０又は１８０ａの側面に取り付けられてもよく、別々の又は独
立した可動式キャリッジに取り付けられてもよい。本明細書中に説明されている各々の場
合（同心、隣接又は主走査）において、ヒューム抽出部ＦＥ１は、好ましくは、デバイン
ドヘッドＤＢＨ１の出力（例えば、スプレー、放熱器等）に最も近い、例えば、デバイン
ドヘッドＤＢＨ１から０．１ｍｍ乃至１０ｍｍ未満である。
【０１３７】
　代わりに、図１９に示されるように、デバインドヘッドＤＢＨ１は、全幅主走査デバイ
ンドヘッドであり、副走査におけるプリンタの幅を移動する別のキャリッジに取り付けら
れ、任意の追跡及び／又は誘導ヒューム抽出部ＦＥ１を有している。当該主走査デバイン
ドヘッドＤＢＨ１は、１以上の通過で層全体をデバインドしてもよい。主走査デバインド
ヘッドＤＢＨ１は、例えば、その出力（例えば、放熱器）が例えば、０．１ｍｍ乃至１０
ｍｍのクリアランスを有してパーツに面するように、各層から所定の及び／又は調整可能
なクリアランスを有して配置されてもよく、緻密な印刷物を乱すかも知れない吹き込み空
気を回避してもよい。
【０１３８】
　さらに代わりに、図２０に示されるように、デバインドヘッドＤＢＨ１は、デバインド
ヘッドＤＢＨ１内に向きを調整可能、可干渉性又はコリメート度が高い放射線ビームエミ
ッタ（例えば、レーザ）を含んでいる。エミッタは、有益なプリントベッド１６の視線で
又は少なくとも幾分移動し、適切な焦点距離における視線又は位置決めを可能にする別の
キャリッジに固定して取り付けられる又は印刷ヘッドＤＢＨ１に取り付けられ、それと共
に図１８と同様に移動する。ビーム放射デバインドヘッドＤＢＨ１は、１以上の通過で、
ロード毎に又は層全体を連続的にデバインドしてもよい。ビーム又はレーザの好適なパワ
ーレベルは、プラスチック用に利用されるＳＬＳレーザと同程度（例えば、１００ｍＷ乃
至１００Ｗ）であってもよい。本明細書中に説明されている図１８乃至図２１の各実装に
おいて、プリントベッド１６及び／又はチャンバは、熱ベース又は熱利用デバインドヘッ
ドＤＢＨ１、例えば、ビームエミッタが、デバインド工程を実行するためにパーツ層の温
度を数度だけ上昇させる必要があるように、デバインド温度（例えば、１度乃至１０度未
満）に近い温度までヒータ１６ａ及び／又はＨＴ２により上昇させられてもよく、層を部
分的にデバインド又は現在の層より低い層をデバインドし続ける温度（例えば、９０℃乃
至１５０℃）までヒータ１６ａ及び／又はＨＴ２により上昇させられてもよい。本明細書
中に説明されている図１８乃至図２１の各実装において、暖かい空気噴流、周囲空気噴流
又は冷却された空気噴流は、デバインドヘッドＤＢＨ１を追従又はそうでない場合は追跡
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して、デバインドに続いて層を冷却してもよい及び／又は層を環境の動作温度まで戻して
もよい（全体又は部分的に上昇させられてもよい）。
【０１３９】
　なおさらに代わりに、図２１に示されるように、層の完了次第、パーツは、（例えば、
循環され、再循環され、攪拌され及び／又は加熱された）溶媒バスに入るように（例えば
、わずかに又は完全に）下げられてもよい。この場合、デバインドヘッドＤＢＨ１は、溶
媒バス構造と見なされてもよく、同時に１層乃至５層をデバインドすることが、昇降時間
のためにより効果的なアプローチとなってもよい。図１８乃至図２１における各例におい
て、ヒューム抽出部ＦＥ１は、溶解、揮発性、霧状、流動、エアロゾル化又はそうでない
場合は除去されたバインダを除去してもよい。ヒューム抽出部ＦＥ１は、収集した材料を
（例えば、揮発性、昇華又はガス状態材料を凝縮して液体又は固体材料にするために）コ
ールドトラップＣＴ１に向けさせ、任意にその後、適切な出口に排出する前に炭素フィル
タ又は他のガスクリーナＣＦ１を通すポンプに接続されてもよい。デバインドヘッドＤＢ
Ｈ１から離れたヒューム抽出部ＦＥ２は、チャンバ全体から別々にヒュームを退避又は除
去してもよい。
【０１４０】
　図２２に示されるように、本開示は、材料を堆積させ、焼結可能なブラウンパーツを形
成する方法を記載し、付加製造用装置は、ステップＳ４０においてラフトＲＡ１を作成す
ることを含んでいてもよい。続いて、本明細書中に説明されているように、ステップＳ４
２において、層、層の一部又は一連の層が印刷され、ステップＳ４４において、層は、図
１８乃至図２１を参照して及び本開示を通して説明されているようにデバインドされる。
当該工程は繰り返される。なお、高密度な印刷は結果としてより頻繁なデバインドステッ
プをもたらす。ステップＳ４６におけるように、全ての層が印刷もデバインドもされると
、工程が完了する。方法は、材料供給パスに沿って供給することを含んでいてもよい。装
置は、バインダ母材及び第１焼結温度を有している焼結可能な球状及び／又は粉末の第１
材料、例えば、モデル材を含んでいる第１フィラメントを供給する。第１材料のグリーン
層は、少なくとも場合によっては、すでにデバインドされた第１材料のブラウン層上に堆
積又は部分的に堆積される。他の場合、焼結サポート又はグリーンボディサポート材の層
上に堆積されてもよい。少なくともバインダ母材の一部は、続いて、第１材料のグリーン
層又はその一部から除去され、各グリーン層が対応するブラウン層にデバインドされる。
全てのグリーン層が印刷され、ブラウン層に変換されると、パーツは、ブラウンパーツと
なり、第１焼結温度でパーツが焼結されてもよい。
【０１４１】
　焼結サポートが利用される場合、装置（及び／又は工程）は、材料供給パスに沿って第
２印刷ヘッドを含んでいてもよく、装置は、バインダ母材及び第１焼結温度より高い第２
焼結温度（任意に、例えば、３００℃より高い又は５００℃より高い）を有している焼結
可能な球状及び／又は粉末の第２材料を含んでいる第２フィラメントを提供できる。装置
は、第１焼結温度より高い３００℃を超える又は５００℃を超える第２焼結温度を有して
いてもよい、第２材料、分離層材料の層を形成する。モデル材のグリーン層は、ビルドプ
レート又は（本明細書中に説明されているように予め層毎にデバインドされた）ブラウン
層若しくは分離材の事前の堆積の上への堆積により堆積され、少なくとも各グリーン層の
バインダ母材の一部がデバインドされ、その層又はそれらの層が対応するブラウン層に変
質する。分離材の層は、ビルドプレート又は第１若しくは第２材料上に堆積され、第１材
料の層は、必要に応じてモデル材又は分離材の事前の堆積の上の堆積により堆積され、こ
れにより、焼結サポートが後に除去可能となる又は分離材を構築することが可能になる。
パーツの全てのブラウン層がそのように変質すると、パーツは、第２材料より低い第１焼
結温度で焼結されてもよい。装置（装置の追加のステーションを含んでいる）は、第１材
料及び第２材料の各々からバインダ母材の少なくとも一部をデバインドする。装置（装置
の追加のステーションを含んでいる）は、続いて、第１及び第２材料からそのように形成
されたパーツを第１焼結温度まで加熱し、その結果、第２材料（分離材）を焼結及び分解
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することなく第１材料を焼結する。分離材における二段バインダは、しかしながら、熱分
解され、後に非焼結の粉末が残る。
【０１４２】
　本開示において、昇華（例えば、ナフタリン）に依存する高蒸気圧一段バインダを使用
した真空補助デバインド工程は、相互接続チャネルが印刷される場合に特に効果的であっ
てもよい。３Ｄ印刷モデル材は、バインダ及びセラミック又は金属焼結材料を含んでいて
もよく、剥離層が、サポート構造及びパーツ外部に接続するパーツ内部におけるインフィ
ルセル又はハニカム又は開口したセル間に介在する。本明細書中に説明されているように
、開口したセル穴は、デバインド流体進入及び流出用のアクセス及び／又は流通チャネル
を任意に形成しても、アクセス及び／又は流通チャネルにより形成されても、アクセス及
び／又は流通チャネルに接続されてもよい。「真空補助」は、周囲より低い、任意に０．
１ｍｍＨｇ乃至５ｍｍＨｇより低いガス圧におけるデバインドを意味してもよく、ここで
、任意の残余ガスは、デバインドヘッドによる追加熱、加熱されたプリントベッド及び／
又は加熱された印刷／デバインドチャンバの有無にかかわらず、空気又は不活性であって
もよい。チャネル／穴の全て又はいくつか、各々は、真空下のデバインド中、開いたまま
であるが、約２０％（約２０％は１２％乃至２４％でよい）のサイズの焼結の減少又は高
密度化中には閉じているように形成されてもよい。このような場合、一段バインダは、溶
媒の抽出の利用に先立って又は溶媒の抽出を利用することなく、デバインド温度の下端で
（サポート構造及びそれにより除去しやすい）、特に減圧及び昇温条件下で、測定可能な
蒸気圧を有している化学的に適合する固体、液体及び／又はペースト状高級炭化水素及び
エステルバインダ成分を含んでいてもよい。好ましくは、バインダ画分におけるこのよう
な全体又は部分的ワックス交換成分は、昇華により、すなわち、固体から気相に直接、成
分の除去を上手く行えて、よってポリオレフィンバインダ相のオープン構造を保つ、低地
三重点（low-lying triple point）を特徴とする。
【０１４３】
　本開示において、室温フィラメントワインディング、商業範囲出荷及び室温貯蔵及びス
プーリング解除に適切なバインダ組成物は、低融点ワックス及び他の適合性材料を一段バ
インダに結合することにより形成されてもよい。克服すべき問題は、比較的高いアスペク
ト比のフィラメント（例えば、１ｍｍ乃至３ｍｍ）を壊すことなく曲げること又は巻くこ
とを妨げる脆弱性である。
【０１４４】
　溶媒デバインドＭＩＭ供給原料は、多くの場合、３つの特有の成分を含んでいる。１つ
の成分は、石油ワックス（ＰＷ）、マイクロクリスタリンワックス（ＭＷ）、クリスタリ
ンワックス（ＣＷ）、蜜蝋、Ｃ１５―Ｃ６５パラフィン等、溶媒抽出可能な一部混和性の
低分子量成分である。一段バインダ成分は、その寸法及び完全性を変更することなくグリ
ーンパーツから急速に及び任意に除去され得るが、ブラウンパーツボディを変形させるこ
となくブラウンパーツボディからのガス状熱分解生成物の制御された均一な除去も促進す
るポア形成として機能してもよい。第２成分は、ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＬＬＭＷＰＥ等の
様々なグレードのポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン、ポリ（メチルペンテン）又は
他の非極性炭化水素ポリマーから選択される熱可塑性ポリマーであってもよい、抽出不可
能で、後に熱分解される二段バインダであってもよい。第３成分は、無機又は金属粉末に
対して離解性界面活性剤の機能を果たす長鎖飽和脂肪酸（例えば、ステアリン酸（ＳＡ）
又はパルミチン酸（ＰＡ））等、粉末分散成分のマイナー画分、あるいは粉末分散成分と
しての脂肪酸の代わりの極性及び粘着性コポリ（エチレン－酢酸ビニル）（ＰＥＶＡ）で
あってもよい。
【０１４５】
　これらの例において、バインダ組成物は、５０ｖｏｌ％乃至７０ｖｏｌ％の炭化水素溶
剤可溶物ワックス又は脂肪酸成分の一段バインダを含んでいてもよい。室温又は出荷条件
においてより曲がりやすく又は成形しやすくするために、一段バインダは、高級アルカン
、ワセリン、パラフィンワックス及び脂肪酸エステル及び他の適合性液体可塑剤等、低融
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点バインダ成分を含んでおり、高分子バインダシステムの可撓性を増加させてもよい。こ
れらの成分は、小径スプールにおけるスプール巻きを改善し、（より低温の周囲温度、例
えば、氷点下においてを含んでいる）取扱中及び出荷中の衝撃に抵抗してもよく、また、
溶媒デバインドステップ中の抽出比率を上昇させてもよい。
【０１４６】
　特定の一例において、適度に揮発性の可塑化バインダ成分は、周囲貯蔵下で相対的に揮
発性を有していてもよい。例えば、主としてポリオレフィンバインダの成分として又は一
段バインダの大部分の成分又は成分全体として、室温付近の三重点温度（triple point t
emperature）を有しているナフタリン、２－メチルナフタレン又は他の炭化水素等である
。その芳香族性及び低極性に起因して、ナフタリンは、溶けて、相対的に非常に低温の三
重点及びよって固相に亘って８０℃の融点までの非常に高い蒸気圧を有しているナフタリ
ンを有しているポリエチレン（ポリオレフィン）と互換性がある。他の例において、ポリ
オレフィンバインダは、ナフタリンの留分の有無にかかわらず、直鎖又は分岐鎖高級（１
０＜ｎ＜２６）アルカン又はこのようなアルカンの混合体とブレンドされ、ここで、アル
カン又はそれらの混合体は、アルカン又はその混合体におけるポリオレフィンの融点未満
又は前記ポリオレフィンの溶解温度未満の温度で測定可能な蒸気圧を有している化合物か
ら選択される。「測定可能な蒸気圧」は、２０℃で０．１Ｐａ（１μｍＨｇ））より高い
飽和蒸気圧を意味する。
【０１４７】
　アルカン又はその混合体は、全体として又は一部、周囲温度からエステル又はその混合
体におけるポリオレフィンバインダの溶解温度までの範囲において測定可能な蒸気圧も持
つ、モノ－、ジ－又はトリエステル脂肪酸及び脂肪アルコール、グリコール又はグリセロ
ールに交換されてもよい。アルカン、エステル又はそのブレンド又は中型脂肪酸とのブレ
ンドが周囲温度以上だがポリマーバインダの融点又は溶解点未満で測定可能な蒸気圧を有
している場合、望ましくは昇温だが、少なくとも初めはポリオレフィンバインダの融点又
は溶解温度より低い温度で、グリーンパーツを単に低圧環境にさらすことにより、ブレン
ドから任意に除去できる。バインダ成分の昇華又は蒸着は、グリーンパーツのバインダ相
に微小空洞を生成することになり、それによりその後のグリーンパーツの熱デバインドが
促進され、捕捉ガス状分解生成物の膨張に起因するその寸法の歪みが防止される。
【０１４８】
　揮発性バインダ成分は、大気中での材料の通常の取り扱い及び使用中にかなりの程度蒸
発しないように、十分低い周囲温度で蒸気圧を有しているべきである。長期貯蔵中の揮発
性バインダロスは、密封されたガス及び有機蒸気不透過性の多層包装内にペレット、押出
フィラメント等を保存することにより、効果的に防止されてもよい。ポリオレフィンバイ
ンダは、ナフタリン、２－メチルナフタレンの一部を含んでいるワックス成分と共に説明
されているように、ポリエチレン、ポリプロピレン又はそれらの共重合体を含んでいる。
貯蔵中のナフタリンの昇華は、アルミポリマーラミネート等、適切な蒸気不透過性包装材
料を使用することにより防止できるが、ナフタリンは、低圧下、例えば、ナフタリンの融
点未満の温度で真空オーブンにおいて、適度な加熱により、グリーンパーツから比較的急
速に除去できるため、ナフタリンは、バインダ相を溶かすことなく除去される。
【０１４９】
　上述の通り、図４乃至図４０を全て包含した場合、グリーンボディサポートは、主とし
て、印刷工程中の印刷力及び重力に対して、グリーンボディを支持するためのものであり
、デバインド及び／又は焼結に先立って除去されてもよい。一方、焼結サポートは、主と
して、重力に対してブラウンボディを支持するため及び均一収縮のためにサポートとブラ
ウンボディを相互接続するためのものであり、デバインド工程を通して及び焼結工程中、
保持される。分離材は、デバインドされてもよく、焼結後の焼結サポートの除去を支援し
てもよい。図６の場合、グリーンボディサポート及び分離材は、結合されてもよく、分離
材及びグリーンボディサポートがデバインド中に除去される（分離材の粉末の一部は残っ
ていてもよい）一方、焼結サポートは、重力に対してブラウンボディを支持するために、
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さらに保持される。重力に対してブラウンボディを支持する必要がない場合（例えば、本
明細書中に開示されているように、流動ベッドにおける完全に水面下の焼結中の浮力効果
のため又は下の粉末により提供される抵抗のため）、焼結サポートは、より小さくてもよ
く、それほど強くなく、あるいは不要であってもよい。この最後の場合において、このこ
とは、図２３Ａ及び図２３Ｂの印刷ステージにより表されてもよく、ここで、焼結サポー
トではなく、グリーンボディサポート／分離材のみが、印刷され、パーツを支持する。
【０１５０】
　図２３Ａ及び図２３Ｂに示されるように、パウダーベッド又は流動ベッドブラウンパー
ツ焼結オーブン及び工程は、本明細書中に開示されている３Ｄプリンタと併用されてもよ
い。図２３Ａに示される焼結オーブンは、本明細書中に開示されている３Ｄプリンタ及び
デバインドステーションと併用されてもよく、その内、グリーンボディサポート及び分離
層の一部は、異なる材料から形成され、グリーンボディサポート及び分離層の一部は、同
一の材料から形成され、焼結サポートは形成されない。
【０１５１】
　図２３Ａに示されるように、焼結オーブン及び方法は、モデル材又は複合物の流動ベッ
ド焼結をサポートしてもよい。剥離層は、焼結中、球状又は粉末金属パーツ、初めのうち
はブラウンパーツを含んでおり、焼結工程中の反り及び歪みを防止する。例えば、パーツ
２３―３は、図２３Ａ及び図２３Ｂに示されるように、るつぼ２３―１内に置かれてもよ
い。るつぼ２３―１は、０．００１ミクロン乃至２００ミクロンのサイズ、好ましくは１
ミクロン乃至２０ミクロンのサイズの微粉末２３―４で部分的に満たされてもよい。代わ
りに又は加えて、パウダーベッドが任意に流体化される場合、るつぼ２３―１は、ゲルダ
ートグループＡの粉末で部分的に満たされてもよい。ゲルダートグループＡ粉末は、典型
的に実質的に２０μｍと１００μｍとの間であり、球状又は不規則であってもよく、粒子
密度は、任意に１．４ｇ／ｃｍ３未満である。しかし、ゲルダートグループＡ粉末は、粉
末サイズによるのではなく、バブリング挙動により画定され、任意のゲルダートグループ
Ａ粉末が適している。ゲルダートグループＡ粉末において、バブリングベッド相の開始に
先立って、ベッドは、かさ密度の低下に起因して、初期の流動化で拡張してもよい。代わ
りに、ゲルダートグループＣ又はグループＢ粉末が、場合によっては、機械的又は他の攪
拌に適していてもよい。
【０１５２】
　パウダーベッドが流体化される場合、焼結に好適な加圧ガス（例えば、典型的に不活性
ガス又は還元ガス）は、多数の穴を通って、分配器プレート２３―９又はスパージャ分配
器（sparger distributor）を介して流動ベッド容器に入ってもよく、得られたガス粒子
流体は空気より軽く、ベッドを通って上方に流れ、固体粒子を浮遊させる。（任意に流体
化された）パウダーベッド及びパーツ２３―３を含んでいるるつぼ２３―１に熱が加えら
れる。システムの任意のパーツは、適切に予熱されてもよく、例えば、加圧ガス２３―２
は、焼結温度未満、焼結温度の範囲内又は焼結温度を超えた温度まで予熱されてもよい。
パーツ２３―３が焼結温度まで加熱されるにつれ、重力下、すなわち、パーツ２３―３自
体の重量下で下向きに変形する傾向がある。図２３Ａ及び図２３Ｂのシステムにおいて、
微粉末（好ましくはアルミナ等）は、落ち込み及び弛みに抵抗を与える。また、他の場合
においては、微粉末の流動ベッドが抵抗又は浮力のどちらか又は両方を与える。システム
は、流動状態と非流動状態との間を行き来してもよい。及び／又は、流体（ガス）の流量
は、さらに、さまざまな程度の粉末移動度を実現するように調整することができる。図の
ように、ベッドの粉末は、ブラウンパーツの支持されていない部分（例えば、支持されて
いない部分２３―１２）の重量に継続的に抵抗する。
【０１５３】
　任意に、流れを促進させ、パーツのオリフィス及び区画における粉末の取り込みを防止
するために、粉末は、実質的に球状に形成されてもよい。さらに、パウダーベッドは、流
体化され、流体入口及び／又は分配器プレート２３―９を通って粘度を軽減させることが
できる。さらに任意に、るつぼ２３―１は、焼結工程中、炉を封止して、通常、金属粉末
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の物理的特性にとって有害な酸素の進入を防ぐ、実質的に気密なチャンバ２３―７内に位
置付けられる。炉の（好ましくは、ステンレス鋼の）壁から高温のるつぼ２３―１を分離
する、炉材２３―５が示されている。
【０１５４】
　さらに任意に、るつぼ蓋２３―６は、るつぼ２３―１の上部に置かれ、パーツ２３―３
への酸素の進入をさらに制限してもよい。ガスがるつぼ２３―１に流れ込むにつれ、圧力
は、わずかに２３―１の蓋を押し上げ、ガスが漏れるのを可能にしてもよい。結果として
生じる正圧流ガス封止は、酸素進入を減少させ、結果としてパーツ２３―３の周囲により
純粋な雰囲気をもたらしてもよい。さらに任意に、一実施形態において、流体化ガスは、
初期の温度上昇の間、及び焼結の工程、焼結工程の初期段階における、金属粉末球間のネ
ッキングの発現を通して、粉末の移動度のポイント未満の流量で維持されてもよい。十分
なネッキングが実現されて多数の球を接続し、その結果、パーツの構造が維持される場合
、ガス流は、粉末を流体化させるポイントまで増加できる。初期上昇の間（ネッキング前
）の流体化（例えば、流動ベッドの作成）は、パーツへのかく乱効果を有してもよく、割
れ又は損傷の可能性を増加させるかもしれない。しかし、一旦、焼結又は予備焼結が十分
なパーツ強度（例えば、０．１％乃至１０％のパーツ収縮）を可能にすると、パーツが収
縮して完全に焼結される（例えば、１２％乃至２４％又は約２０％の収縮）前に、流体流
を増加させ、パーツを損傷させることなくサポート粉末を流動化させてもよい。工程の後
半で流体流を増加させるには、穴、キャビティ等から粉末の放出を可能にするために低粘
度粉末を必要としてもよい。
【０１５５】
　さらに任意に、粉末、流体流及び印刷（パーツ、サポート及び補助構造を含んでいる）
の特性は、流動浴における低浮力から中立浮力までのスケールで、パーツの浮力を発生さ
せるように設定されてもよい。当該効果的な無重力焼結工程は、内部スパン及びブリッジ
を有している複雑な形状が弛み又は落ち込みなく焼結されることを可能にしてもよい。軽
度の浮力は、パーツ又はパーツの一部の有効重量を減少させることになる。しかし、浮力
は、中立まで（パーツが流動ベッド内で浮く傾向がある）又は中立を超えて（パーツが流
動ベッドの上部に浮く傾向がある）いてもよい。支持ハンガー２３―１０は、負、中立又
は正の浮力に対抗し、流動ベッドに浸ったパーツを保持してもよい。加えて、粉末を直接
パーツの輪郭上に排除するように形成されたフードガード２３―１１は、パーツ上に存在
する非流体化粉末のフード又は停滞キャップの重量を減少又は除外させてもよい。当該フ
ード又は停滞キャップは、全体浮力又は特定の位置の浮力を減少させてもよい（例えば、
ｈｔｔｐｓ：／／ｒｕｃｏｒｅ．ｌｉｂｒａｒｉｅｓ．ｒｕｔｇｅｒｓ．ｅｄｕ／ｒｕｔ
ｇｅｒｓ－ｌｉｂ／２６３７９／を参照）。フードガード２３―１１は、パーツと共に３
Ｄ印刷されてもよい。例えば、フードガード２３―１１は、パーツの代表的又は最大の水
平断面の断面形状に従って決定され、流動ベッドにおける浸水の予想深さに対して上向き
に突出してもよい。フードガード２３―１１は、続いて、例えば、分離層を有しているパ
ーツ上又は別の印刷ジョブにより（焼結されるパーツに続き又は焼結されるパーツのそば
に）、モデル材（又は焼結サポート材）から中空又は実質的に中空のプリズム又はシェル
として３Ｄ印刷されてもよい。フードガード２３―１１は、また、支持ハンガー２３―１
０の役割を果たしてもよく、パーツは、フードガード２３―１１を介して吊されてもよい
。フードガード２３―１１は、例えば、印刷中に生成されるが、焼結に続いて処理又は再
生され、「犠牲的」であってもよい。
【０１５６】
　さらに任意に、ガス出口８は、焼結工程の排ガスがオーブンから除去できるようにして
もよい。代わりに又は加えて、出口８は、炉における真空引きに利用され（例えば、真空
ポンプを利用して、真空へ向けて周囲圧力を低める）、ベッドを焼結及び／又は流体化さ
せるための不活性又は還元ガスを流すのに先立って環境から酸素のかなりの部分を除去し
てもよい。粉末内にガスを流すことにより、粉末を流体化するのに加えて粉末を攪拌する
。さらに任意に、流動ベッドは、粉末が任意の抵抗を発揮することなく、パーツが焼結中
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際に微粒子型及びバブリング型に入るのに必要なガス流が実験的に又はモデリング、機械
的撹拌を介して上手く特徴付けられることができる一方、超音波、磁気、誘導的等の攪拌
部材、振動部材又はチャンバを含むことにより、必要なガス速度を減少させても、パーツ
のより近づきにくい区分における流動化を提供してもよい。
【０１５７】
　図２３Ｂは、工程の一全体図を示す。初めに、３Ｄ印刷段階において、ＳＴＧ－１Ａの
パーツ１４は、少なくともそのグリーンボディサポートと共に、説明されているように３
Ｄプリンタで印刷される。これらの全てを含み、より高い溶融温度の材料、セラミック又
は他の材料のビルドプレート１６に任意にさらにバインドされたグリーンボディは、デバ
インドチャンバに移されてもよい（任意に、デバインドチャンバは、３Ｄプリンタに一体
化されており、逆もまた同様である）。上述の通り、グリーンボディサポートは、デバイ
ンド中に除去されてもよい。従って、図２４に示されるように、デバインドＳＴＧ－２Ａ
は、多孔質ブラウンボディ構造を残して、モデル材をデバインドし（「デバインディング
」）、任意にグリーンボディサポートを溶解させ、溶かし及び／又は触媒作用を及ぼすこ
とを含んでいてもよい（「サポート除去」）。説明されているように、焼結サポートは、
パウダーベッド又は流体化パウダーベッド技術により、なお残っていてもよいが、例えば
、より少ない場所に置かれても、より長いスパンのみサポートしてもよい。
【０１５８】
　図２３Ｂを続けて、図のように、ブラウンボディは、（任意にプリンタ及び／又はデバ
インドチャンバと結合された）焼結チャンバ又はオーブンに移される。焼結チャンバ又は
オーブンは、説明されているように、ブラウンボディの焼結温度で焼結しない粉末で満た
される（例えば、焼結されるｎアルミニウム又は鋼鉄のブラウンボディ周囲のアルミナ粉
末。焼結ＳＴＧ－３Ａの間、ブラウンボディは、約２０％、均一に縮小し、原子拡散によ
りブラウンボディの内部多孔質構造が閉じられる。アルミナパウダーベッドは焼結しない
が、スパン及びオーバーハングのたるみ及び落ち込みに抵抗する及び／又はスパン及びオ
ーバーハングに対して浮力を提供するかのどちらかである。パウダーベッドが流体化され
る場合、粉末及びパーツは、ガスによる流体化の循環により、より均一に加熱されてもよ
い。図２４に示されるように、焼結されたボディは、焼結オーブンから除去できる。一部
のアルミナ粉末は、内部キャビティに留まってもよく、ＳＴＧ－４Ａで洗浄及び／又は回
収できる。
【０１５９】
　焼結オーブンに関して、（低温でマイクロ波を通さない又は反射させてもよい）固体金
属と異なり、粉末金属は、有利にマイクロ波を吸収してもよい。加えて、結果として生じ
る加熱工程は、ボリューム測定又は部分的なボリューム測定であり、粉末材料のボディを
、（適合性チャンバ及び雰囲気が実際的に提供できる場合、）焼結温度までなど、均等に
加熱してもよい。さらに、本明細書中に説明されているように、より小さい粉末サイズ（
例えば、１０ミクロン未満、平均又は＞９０％カウント）は、焼結温度を下げ、低温炉及
び耐火材料の使用を可能にしてもよい。フォーミング又は還元ガス（例えば、水素混合）
に浸すことも利用されてもよい。
【０１６０】
　（マイクロ波と併用で又は別の方法で）焼結に利用される溶融シリカチューブは、高純
度のシリカ（例えば、９９．９％のＳｉＯ２）から形成されてもよく、ワークピース又は
パーツ保持用のるつぼは、類似の材料から作られてもよい。場合によっては、溶融シリカ
の光透過性が、そのマイクロ波透明性及び／又はその熱膨張の係数と相互に関連があって
もよい。より光学的に透明な溶融シリカは、より低い程度の結晶化を有していてもよく、
結晶構造は、光及びＲＦの両方を飛散さてもよい。
【０１６１】
　典型的な熱膨張計数及びマイクロ波侵入深さ
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●侵入深さ（ｄ）は、電界強度が減少する材料の表面から表面におけるその値の１／ｅ（
約０．３６８）までの距離である。当該表における測定は、２０℃周辺で成された。温度
が上昇するにつれ、侵入深さは、減少する傾向がある（例えば、１２００℃で、侵入深さ
は、２０℃における侵入深さの５０％乃至７５％であってもよい）。
【０１６２】
　ガスの取り扱いに関して、異なる焼結雰囲気は、異なる金属（例えば、水素、窒素、ア
ルゴン、一酸化炭素、真空、わずかな比率の水素を有している還元ガス）及び焼結工程の
異なる段階に好適である。焼結雰囲気は、異なる段階、例えば、デバインドを完了させる
際、デバインド残留物を一掃して焼結炉の汚染を防ぐ際、表面酸化を減少させる際、内部
酸化を防止する際及び／又は脱炭を防ぐために役立ってもよい。雰囲気制御炉は、焼結前
にも又はマッフル段階的連続炉において準備される異なる段階で利用されてもよい。
【０１６３】
　潤滑剤又は残留バインダを一掃するための初期デバインド後であって焼結前の雰囲気は
、水中で（水で又は追加された空気で飽和した窒素を）酸化して、例えば、高温金属にし
てもよく、任意に類似の（一次）母材又はバインダ成分で堆積されてモデル材にしてもよ
い。焼結後、剥離層は、高度に飽和してもよい又は空気追加を用いることにより高度に飽
和してもよい。温度は、０Ｃ乃至２５Ｃの露点で２００Ｃ乃至７５０Ｃであってもよい。
焼結における雰囲気は、特にステンレス鋼又はいくつかの工具鋼に対し、例えば、－２０
Ｃ乃至－４０Ｃの露点で、純粋な水素を大幅に減少させてもよい。窒素／水素混合（３％
乃至４０％）又は窒素／アンモニアが利用されてもよく、炭化水素が裏面炭素を追加して
もよく、その欠損を防いでもよい。焼結後における雰囲気は、例えば、毎秒１℃乃至２℃
のペースで冷却（非常に低い酸素レベルで、例えば、１０ｐｐｍ乃至５０ｐｐｍ）しても
よく及び／又は例えば、鋼鉄に対し７００℃乃至１０００℃の範囲で炭化水素を含んでい
る雰囲気（いくらかのＣＯを形成）で再炭素化してもよい。
【０１６４】
　マイクロ波補助焼結炉１１３に関して、図２５に示されるように、焼結を補助又は実行
するための一候補のマイクロ波発振器１１３―１は、１ｋＷ乃至１０ｋＷの出力で２．４
５ＧＨｚ周波数マイクロ波を生成してもよい。発生器、発振器又はマグネトロン１１３―
１は、開放された出口で導波路１１３―２に接続されてもよい。サーキュレータ１１３―
３及びダミーロード１１３―４（例えば、水）は、反射波を吸収し、これらがマグネトロ
ン１１３―１に戻るのを防ぎ、進行波を炉１１３に向け直す（適切なセンサによりモニタ
ーされるように）及び調整してもよい。チューナー装置（サーキュレータに加えて又は替
えて）１１３―３は、マイクロ波反射の相及び大きさを変更し、例えば、反射波を打ち消
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す又は反射波に対抗してもよい。
【０１６５】
　図２５に示されるように、１つの技術及び材料変更方法は、本明細書中に説明されてい
るような除去可能なバインダ（二又は一段）及び１２００℃より高い融点を有している５
０％より大きい体積分率の粉末金属（ステンレス鋼又は工具鋼等、様々な鋼鉄を含んでい
る）を含んでいる材料を供給する（ペレット押出、フィラメント押出、噴射又は硬化）こ
とを伴ってもよい。粉末金属は、１０ミクロン未満の直径の５０パーセントを超える粉末
粒子及び有利に８ミクロン未満の直径の９０パーセントを超える粉末粒子を有していても
よい。平均粒子サイズは、直径３ミクロン乃至６ミクロンであってもよく、直径６ミクロ
ン乃至１０ミクロンの実質最大（例えば、＋／－３標準偏差又は９９．７パーセントのス
パンを超える）である。粒子サイズ分布は、直径約８ミクロン（例えば、６乃至１０）ミ
クロンでの一モード及び直径サブミクロン（例えば、０．５ミクロン）での第２モードに
よる、二峰性であってもよい。第２モードにおけるより小さい粒子は、構造的完全性を保
護するための早期又は低温ネッキングを助ける。
【０１６６】
　より小さい、例えば、９０パーセントが８ミクロン未満の、粒子サイズは、粒子間の表
面積及び表面接触の増加を含む様々な効果の結果として、焼結温度を下げてもよい。場合
によっては、特にステンレス及び工具鋼に対し、これにより、結果として、例えば、１２
００℃未満の、非晶質シリカのチューブを使用した溶融チューブ炉の操作範囲内にある焼
結温度をもたらされてもよい。従って、本明細書中に説明されているように、工程バリエ
ーションにおいて、当該より小径の粉末材料が、連続層で付加的に堆積され、本明細書中
に説明されているようにグリーンボディを形成してもよく、バインダが除去され、ブラウ
ンボディが形成される（本明細書中に説明されている堆積及び／又はデバインドの任意の
例において）。
【０１６７】
　図２４及び図２５に示されるように、ブラウンパーツは、実質的に１２００℃未満の動
作温度、１×１０－６／℃未満の熱膨張計数及び１０ｍ以上のマイクロ波場侵入深さを有
している材料（例えば、実際的には約１２００℃に制限された動作温度、約０．５５×１
０－６／℃の熱膨張計数及び２０ｍを超えるマイクロ波場侵入深さを有しているアモルフ
ァス溶融シリカ）から形成された溶融チューブ１１３―５を有している溶融チューブ炉（
炉１１３は一例）に押し込まれてもよい。低熱膨張計数は、熱衝撃に抵抗する能力に関連
し、そのため、動作中及び築炉において温度を急速に上昇させ、高い温度勾配を操作する
。例えば、耐熱衝撃材料の使用により、溶融チューブ内の温度を毎分１０℃より高いが毎
分４０℃未満で上昇させることを可能にしてもよい。マイクロ波場侵入深さは、マイクロ
波透明性に関連し、より高い侵入深さは、より高い透明性に関連している。
【０１６８】
　図２４及び図２５に示されるように、当該工程において、溶融チューブ１１３―５は、
溶融シリカプラグ又はプレート１１３―６（及び／又は耐火又は絶縁プラグ又はプレート
）により密封されてもよい。内部空気は、真空状態にされてもよく、さらに内部空気を焼
結雰囲気（真空、不活性ガス、還元ガス、不活性及び還元ガスの混合体を含んでいる）で
交換してもよい。マイクロ波エネルギーが、密封された溶融チューブ外のマイクロ波発振
器１１３―１からブラウンパーツに適用されてもよい。この場合、小粒子は焼結温度を下
げてもよいため、鋼鉄のブラウンパーツは、１２００℃未満の温度で当該炉において焼結
されてもよい。有利な一例において、９０パーセントを超える印刷材料の粉末粒子は、８
ミクロン未満の直径を有している。これらの粒子の一部又は残り１０％の粒子は、１ミク
ロン未満の直径を有していてもよい（例えば、これらの＞９０％は、０．５ミクロン未満
の直径を有している）。
【０１６９】
　図２４及び図２５に示されるように、マイクロ波は一様に分散した加熱を（例えば、タ
ーンテーブル及び反射攪拌ブレードを利用しても）管理することは難しいため、システム
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は、サセプタ部材１１３―７（例えば、外周に分布されたロッド）を利用してもよい。サ
セプタ部材１１３―７は、高温に抵抗するマイクロ波吸収材料、例えば、炭化ケイ素から
作られてもよい。サセプタ部材１１３―７は、受動的（マイクロ波放射によってのみ励磁
される）、能動的（抵抗加熱される）又は２つの混合であってもよい。本明細書中に説明
されているサセプタ部材１１３―７は、マイクロ波加熱なしでさえ利用されてもよい（マ
イクロ波フリーシステムにおいて、炭化ケイ素及びケイ化モリブデン、２つの共通サセプ
タ材料は、多くの場合、高温に対して、良い抵抗ヒータでもある）。図２４及び図２５に
さらに示されるように、マイクロ波エネルギーは、密封された溶融チューブ１１３―５の
外部から（チューブ内部における焼結雰囲気を汚染しない）密封された溶融チューブ外に
配置されたサセプタ材料部材１１３―７に適用される。上述の通り、焼結雰囲気は、ステ
ンレス鋼に対し、焼結される粉末金属、例えば、不活性、真空又は少なくとも３％の水素
（例えば、１％乃至５％の水素だが、純粋な水素まで含んでいる）に好適である。
【０１７０】
　細密なパーツを作るためのバリエーションアプローチにおいて、さらに、除去可能なバ
インダ及び５０％より大きい体積の粉末鋼鉄（又は他の金属）を有している材料は、１０
ミクロン未満の直径を有している５０パーセントを超える粉末粒子を、有利には、実質的
に８ミクロン以下の直径を有している９０パーセントを超えて、供給される。材料は、緻
密だが、粉末のより大きい粒子の直径の１０倍乃至２０倍である（ジャミングを防ぐ）、
３００ミクロンより小さい内径を有しているノズルで付加的に堆積されてもよい。さらに
、バインダが除去され、ブラウンボディが形成され、ブラウンパーツは１×１０－６／℃
未満の熱膨張計数を有している溶融チューブ、例えば、非晶質シリカ、に押し込まれ、密
封され、その中の雰囲気は焼結雰囲気に置き換えられる。放射エネルギー（例えば、受動
的又は能動的サセプタロッド又は他の抵抗素子からの放射熱及び／又はマイクロ波エネル
ギー）が、密封された溶融チューブ１１３―５の外部からブラウンパーツに適用され、５
００℃より高いが、１２００℃未満の温度（小粒子鋼粉末と同様に小粒子アルミニウムを
有効にする範囲）でブラウンパーツを焼結する。この場合、ノズルは、ノズル幅の実質的
に２／３以上の層の高さ（例えば、３００ミクロンのノズルに対して実質的に２００ミク
ロンを超えて又は１５０ミクロンのノズルに対して１００ミクロン）で材料を堆積させる
ように配置されてもよい。
【０１７１】
　１つの焼結炉１１３においてアルミニウム及びステンレス鋼の両方（可能な他の材料に
加えて）を焼結するのに適した他のバリエーションにおいて、いずれの小粒子粉末から形
成されたパーツも、材料に従って実質的に制御された同一の炉及び雰囲気及び温度上昇中
に置かれてもよい。例えば、第１ブラウンパーツは、第１粉末金属（例えば、アルミニウ
ム）を含んでいる第１デバインド材（例えば、アルミニウム粉末印刷材料）から形成され
てもよく、そのうち、第１粉末金属の５０パーセントを超える粉末粒子は、１０ミクロン
未満の直径を有している。第２粉末金属（例えば、ステンレス鋼）を含んでいる第２デバ
インド材（例えば、ステンレス鋼粉末印刷材料）から形成される第２ブラウンパーツでは
、第２粉末金属の５０パーセントを超える粉末粒子が、１０ミクロン未満の直径を有して
いる。炉に対する第１モードにおいて、アルミニウムブラウンパーツは、本明細書中に説
明されている非晶質シリカ溶融チューブに押し込まれてもよく、温度は、５００℃より高
く７００℃未満の第１焼結温度まで、毎分１０℃より高いが毎分４０Ｃ℃未満で上昇させ
られる。第２モードにおいて、ステンレス鋼ブラウンパーツは、同一の溶融チューブに押
し込まれてもよく、溶融チューブ内の温度は、１０００℃より高いが、１２００℃未満の
第２焼結焼戻し温度まで、毎分１０℃より高いが毎分４０℃未満で（例えば、熱管理ＨＣ
及び又はマイクロ波発振器ＭＧにより）上昇させられる。
【０１７２】
　雰囲気は、圧力制御１１３―８及び／又は流量制御１１３―９により変更され、真空ポ
ンプ１１３―１０又はガス源１１３―１１を操作してもよい。アルミニウムに対する第１
モードにおいて、第１焼結雰囲気は、酸素フリーの９９．９９９％以上の不活性窒素を含
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んで、溶融チューブ１１３―５に導入されてもよい。ステンレス鋼に対する第２モードに
おいて、少なくとも３％の水素を備えている第２焼結雰囲気が導入されてもよい。
【０１７３】
　図２５に示されるように、１２００Ｃ未満でアルミニウム及びステンレス鋼の両方を急
速に焼結させるのに適切な多目的焼結炉において、本明細書中に説明されているように小
径粉末を使用して、炉は、１×１０－６／℃未満の熱膨張計数を有している溶融シリカか
ら形成された溶融チューブ１１３―５（高い上昇率を可能にするゆるめ粉末、熱衝撃に抵
抗するチューブ）及び周囲の雰囲気に対して溶融チューブを密閉するシールを含んでいて
もよい。チューブ内雰囲気レギュレータ（例えば、高真空１１３―１０ポンプ又は他の装
置、圧力制御１１３―８、流量制御１１３―９及び／又はガス源１１３―１１を含んでい
る）は、溶融チューブ１１３―５の内部に動作可能に接続され、真空を適用して溶融チュ
ーブ１１３―５内のガス（空気及び水蒸気を含んでいる）を除去し、複数の焼結雰囲気（
特に、真空、不活性及び還元雰囲気を含んでいる）を溶融チューブに導入してもよい。発
熱体（例えば、抵抗ヒータ及び／又はサセプタ１１３―７及び／又はマイクロ波発振器１
１３―１）は、焼結雰囲気を汚染しないように、溶融チューブ１１３―５外及び溶融チュ
ーブ１１３―５内の任意の焼結雰囲気外に置かれる。制御部（例えば、１１３―１２）は
、発熱体１１３―７及び／又は１１３―１及び内部雰囲気レギュレータに動作可能に接続
されてもよい。第１モードにおいて、制御部１１３―１２は、５００℃より高く７００℃
未満の第１焼結温度で第１焼結雰囲気（窒素内で＜０．００１パーセントの酸素）内にお
いて第１材料（アルミニウム）ブラウンパーツを焼結してもよい。第２モードにおいて、
制御部は、１０００℃より高いが、１２００℃未満の第２焼結温度で第２焼結雰囲気（例
えば、不活性又は還元雰囲気）内において第２材料（ステンレス鋼）ブラウンパーツを焼
結してもよい。（光学的な）高温計１１３―１３は、シールを通して焼結挙動を観察する
ために利用されてもよい。オーブン１１３は、適切なマイクロ波反射囲い１１３―１４内
に保持され、適切な絶縁１１３―１５及び耐火材料１１３―１６で絶縁されている。
【０１７４】
　図２４及び図２５に示されるように、内部雰囲気レギュレータは、溶融チューブ１１３
―５の内部に動作可能に接続され、焼結雰囲気を導入してもよく、溶融チューブ１１３―
５内の温度を毎分１０℃より高いが毎分４０℃未満で上昇させてもよい。このことは、ア
ルミナ又はムライト等の高熱膨張セラミックでは典型的に推奨されない。また、非晶質シ
リカの２０ｍ以上のマイクロ波場侵入深さは、より高いマイクロ波侵入効率を可能にする
。マイクロ波発振器ＭＧは、溶融チューブ１１３―５内の第１及び／又は第２材料ブラウ
ンパーツにエネルギーを適用し、第１及び／又は第２材料ブラウンパーツの温度を上昇さ
せ及び／又はサセプタ１３３―７は、続いて熱を再放射して第１及び／又は第２材料ブラ
ウンパーツを加熱する。
【０１７５】
　従って、付加的に堆積された材料に埋め込まれた小さい粉末粒子サイズ（例えば、任意
に１ミクロン未満の粒子を含んでいる又は１ミクロン未満の粒子により補助される、８ミ
クロンより小さい９０パーセントの粒子）の金属粉末は、１２００℃の溶融シリカチュー
ブ炉の動作温度天井未満までステンレス鋼の焼結温度を下げ、同一のシリカ溶融チューブ
炉がアルミニウム及びステンレス鋼の両方を（適切な雰囲気で）焼結するために利用され
ること、同様に、両材料を焼結するためのマイクロ波加熱、抵抗加熱又は受動的又は能動
的サセプタ加熱の使用を可能にする。
【０１７６】
　本明細書中に説明されているように、相互接続チャネルが、パーツ外部に接続する、パ
ーツ内部のインフィルセル又はハニカム又は開口したセル間に印刷されてもよく、シェル
（サポートシェルを含んでいるがそれに限られない）は、内部にわたって小さな開口した
セル穴、大きなセル又はハニカムを有し、重量を減少させ、材料を保存し、デバインドの
ためのガス又は液体（例えば、流体）の侵入又は拡散を改善してもよい。これらのアクセ
スチャネル、開口したセル及び他のデバインド加速構造は、パーツ又はサポート（収縮／
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高密度化サポート又は収縮／高密度化プラットフォームを含んでいる）内に印刷されても
よい。チャネル／穴の全て又はいくつかは、デバインド中開いたまま（真空下を含んでい
るがそれに限られない）だが、焼結の約２０％のサイズ減少の間は閉じているように形成
されてもよい。内部ボリュームは、パーツの外へのチャネルと共に印刷され、サポート材
が除去され、一掃され、溶媒又は触媒作用として利用される伝熱又は流体又はガスにより
、よりアクセスされやすいようにすることが可能であってもよい。
【０１７７】
　溶媒又は触媒流体（液体、ガス、又はその他）を含んでいるデバインド技術のためのデ
バインド時間は、場合によって、パーツの「厚さ」次第であると見なしてもよい。例えば
、４ｃｍの厚さ又は２ｃｍの厚さのパーツは、１ｃｍの厚さのパーツより緩やかにデバイ
ンドしてもよく、場合によって、当該関係は、例えば、厚さのミリメータ毎に何分かのデ
バインド時間により、ヒューリスティックに定義される。デバインド流体を除去（例えば
、乾燥又は清浄）するための時間も、実質的に厚さに比例して増加してもよい。本実施形
態によれば、デバインド時間のための効果的なパーツの厚さは、パーツ内部への上記流体
アクセスを提供し、焼結を通して開いたまま又は焼結に続いて（効果的に）閉じられるか
のどちらかである、外部からのチャネルを使用することにより減少してもよい。
【０１７８】
　このようなチャネルは、例えば、パーツの外部から３Ｄ印刷形状の壁構造を通ってパー
ツの１つ、複数又は多数のインフィルキャビティ（infill cavities）に進入する、パー
ツの外部への少なくとも１つのアクセスチャネルを含んでいてもよく、代わりにパーツの
壁構造により囲まれていてもよい。場合によっては、相互接続チャネルは、流体流のため
の入口及び出口を提供するために又は単に流体が表面張力及び／又は内部ガスに対して進
入することを可能にするために、同様に壁に侵入するパーツの外部への少なくとも２つの
アクセスチャネルを含んでいてもよい。これらの入口－ハニカム－出口構造は、増加され
ても相互接続されてもよい。場合によっては、入口は、加圧流体流に（例えば、３Ｄ印刷
された又は機械的に挿通されたいずれかの流路構造を介して）接続されてもよい。場合に
よっては、入口は、真空又はフラッシングガスに接続されてもよい。場合によっては、「
入口」及び「出口」は、工程の段階によっては、互換性がある。
【０１７９】
　例えば、図１乃至図４０全てによる３Ｄプリンタは、バインダ母材及び焼結性粉末を含
んでいる複合材料を供給するために用いられてもよい。層又はシェルにおける「壁」は、
３Ｄモデルの正の輪郭又は負の輪郭をたどり、メッシュ又はモデル外形又は表面に従って
位置付けられ、１以上のロード又は層又はシェルの厚さ（モデル外形又は表面からオフセ
ットすることにより形成された隣接壁）であってもよい。内壁（「屋根」又は「床」のよ
うな水平壁を含んでいる）も形成されてもよく、典型的に、３Ｄモデル形状の外側又は内
側輪郭をたどる壁に接続している又は壁から延びている。「充填」又はハニカムは、壁、
床及び屋根の間及び中を延びている。３Ｄプリンタは、壁又は壁の連続層を堆積させても
よく、壁は、パーツの外部からパーツの内部に延びているアクセスチャネルを有している
。アクセスチャネルは、流体が内部（例えば、パーツの断面の正及び負の輪郭の間）に入
ることを可能にする。図のように、例えば、図２６Ａ乃至図３１において、パーツの内部
全体が相互接続されデバインド時間を減少させる必要はない。例えば、壁侵入アクセスチ
ャネル及び相互接続されたハニカム（例えば、流通チャネルを介して）は、パーツの最も
深い内部領域の指定された距離内の位置に流体を送るように又はパーツの１以上の壁の指
定された距離を最も近い流体で満たされたチャンバに設定するように接続されてもよい。
【０１８０】
　３Ｄプリンタは、内部（例えば、パーツの正及び負の輪郭をたどる壁の間）にハニカム
インフィルの連続層を堆積させてもよく、ハニカムインフィルは、ハニカムインフィルの
内部ボリュームをアクセスチャネルに接続する一流通チャネル（又は複数、又は多数の流
通チャネル）を有していてもよい。３Ｄプリンタ又はそれに続くデバインドステーション
又はパーツワッシャは、デバインド流体をアクセスチャネル及び／又は流通チャネルを通



(54) JP 2020-513478 A 2020.5.14

10

20

30

40

50

して及びハニカムインフィルの内部ボリューム内を流すことによりバインダ母材をデバイ
ンドしてもよい。
【０１８１】
　図２６Ａ及び図２６Ｂは、実質的に、それぞれ図５Ｂ及び図５Ｄに対応し、印刷及び他
の工程ステップを説明するために図４を通して選択された区分を示している。図４及び図
２６Ａに示されるように、ラフト分離層ＳＬ１の印刷に続いて、モデル材（例えば、金属
含有複合物）のラフトＲＡ１が印刷される。ラフト又は収縮プラットフォーム又は高密度
化リンクプラットフォームＲＡ１は、流体をパーツのアクセスチャネルに接続するため又
は向かわせるために通るルーティングチャネルＣＨ１を含んでいてもよい。１つ、複数又
は図のように、多くのルーティングチャネルＣＨ１があってもよい。ルーティングチャネ
ルＣＨ１は、デバインド中、対応している１つ、複数又は多くのデバインド流体供給チャ
ネル（例えば、図２５に示されるように）に接続してもよい。代わりに又は加えて、ルー
ティングチャネルを通る流体流は、デバインド流体の浸されたバスにおいて、循環、加熱
又は攪拌によって促進されてもよい。攪拌は、強制流体、機械的、誘導的、磁気等であっ
てもよい。ラフト又は収縮プラットフォームＲＡ１は、それ以外の点では、図５Ｂを参照
して説明されているものと同様である。
【０１８２】
　図４及び図２６Ｂに示されるように、周囲のシェルサポート構造ＳＨ１は、層状に印刷
され続け、パーツ内部と同様に内部ボリュームＶ１は、パーツの外へのチャネル（例えば
、アクセスチャネルＣＨ２に繋がる流通チャネルＣＨ３（不図示））を有して印刷され、
サポート材が除去され、一掃され又は溶媒又は触媒作用として利用される伝熱又は流体又
は気体により、よりアクセスされやすくすることを可能にしてもよい。図４、図２６Ａ及
び図２６Ｂ（及び同様に他の図）の場合、上述の通り、中実体は、説明を簡略するために
示されているが、中実体の内部構造は、インフィルパターン（例えば、ハニカム）で３Ｄ
印刷されてもよい、及び／又は細かく切った、短い、長い若しくは連続的なファイバ強化
物を含んでいてもよい。２つの例が、図２６Ｃ及び図２６Ｄに示されている。
【０１８３】
　図２６Ｃ及び図２６Ｄに示されるように、それぞれ、六角形及び三角形ハニカム（断面
で示され、垂直プリズム、円柱に形成されたキャビティ及びインフィルの両方を含んでい
てもよく、オフセット多面体キャビティ／インフィルであってもよい）がインフィルとし
て用いられる。２つの流通チャネルＣＨ３が、各区分された層に示されている。流通チャ
ネルＣＨ３は、多数の層に関して分布されてもよく（例えば、数層間に形成されてもよく
）、いくつかの、多数の又は全てのインフィル又はハニカムセルを相互接続している。図
２６Ｃは、また、堆積の異なる層に架かるチャネル及びセルキャビティパスにより流通チ
ャネルＣＨ３と相互接続する、アクセスチャネルＣＨ２を示している。チャネルＣＨ２及
びＣＨ３は、パーツのインフィル及び壁を通して曲げられ、それによりチャネルの長さを
増加及び／又は流体流におけるターンの数又は程度を減少させることができる。当該方法
において、チャネルＣＨ２又はＣＨ３の長さ又は真直度を変更することにより、チャネル
ＣＨ２及びＣＨ３パーツを通る流体流は、均等にバランスが取れる又は特定の領域におけ
る流れを増加／減少させることができる。
【０１８４】
　図２７は、図４、図６、図８及び図９の説明と実質的に同様で、ハニカムキャビティ／
インフィルが垂直、円柱プリズム形状として形成されている側面断面図を示す。流通チャ
ネルＣＨ３（例えば、約２０示されている）は、堆積パーツの多数の層の間に示されてい
る。流通チャネルＣＨ３は、多数の層に関して分布され、いくつかの、多数の又は全ての
インフィル又はハニカムセルを相互接続するように示されている。追加のデバインダ流体
流を必要とするほど厚くなくてよい、オーバーハングＯＨ２又はＯＨ４へと延びるチャネ
ルはない。図のように、焼結サポート又はぴったり合うシェルＳＨ３もインフィルセルで
満たされていてもよく、追加でチャネル、アクセス又は流通チャネルＣＨ２又はＣＨ３（
図２７には示されていない）を含んでいてもいなくてもよい。図２７は、任意のアクセス
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チャネルＣＨ２を示しておらず、これは流通チャネルＣＨ３がそれら自身によりデバイン
ド速度を増加させる場合である。１バリエーションにおいて、インフィルの２０％以下の
垂直ハニカムキャビティ又は最大断面の面積の５％未満の面積を有している垂直コラムキ
ャビティは、流通チャネルの機能を果たす。
【０１８５】
　図２７及び図２８は、図４、図６、図８及び図９の説明と実質的に同様で（共通の参照
符号が同様に記載されている）、ハニカムキャビティ／インフィルが垂直、円柱プリズム
形状として形成されている側面断面図を示す。流通チャネルＣＨ３（例えば、約２０示さ
れている）は、堆積パーツの多数の層の間に示されている。流通チャネルＣＨ３は、多数
の層に関して分布され、いくつかの、多数の又は全てのインフィル又はハニカムセルを相
互接続するように示されている。追加のデバインダ流体流を必要とするほど厚くなくてよ
い、オーバーハングＯＨ２又はＯＨ４へと延びているチャネルは示されていない。図のよ
うに、焼結サポート又はぴったり合うシェルＳＨ３もインフィルセルで満たされていても
よく、追加でチャネル、アクセス又は流通チャネルＣＨ２又はＣＨ３（図２７には示され
ていない）を含んでいてもいなくてもよい。図２７は、任意のアクセスチャネルＣＨ２を
示しておらず、すなわち、流通チャネルＣＨ３がそれら自身によりデバインド速度を増加
させる場合を示している。しかし、他の図に示される及び本明細書中に説明されているア
クセスチャネルＣＨ２が、図２７の構造に適用されてもよい。図２８は、ハニカムセルに
相互接続される流通チャネルＣＨ３への流体流の進入及び放出を提供するアクセスチャネ
ルＣＨ２を示している。全体を通して留意すべきこととして、チャネルに関する寸法は、
拡大されてもよく、図のように単に穴を通して壁に侵入する。流通チャネルＣＨ３は、小
さい丸穴であり、インフィルの表面積の１％未満（例えば、１％乃至３％未満）を占めて
もよい。同様に、アクセスチャネルＣＨ２は、パーツ壁の表面積の１％未満（例えば、１
％乃至３％未満）を占める小さい円状貫通穴であってもよい。
【０１８６】
　図２９は、図４、図６、図８、図９、図２７及び図２８の説明と実質的に同様で（共通
の参照符号が同様に記載されている）、流通チャネルキャビティ／インフィルが円柱プリ
ズム形状を通して整列して及び／又は曲がって形成されている側面断面図を示す。説明さ
れているように、チャネルＣＨ３の直径、長さ及び／又は真直度を変更すること又はそれ
らの内に障害物又はバッフルを堆積させることは、流れへの抵抗を増加又は減少させても
よい。図２８と対比して、焼結サポート又はシェル構造ＳＨ３及びＳＨ４も、アクセスチ
ャネルＣＨ２を含んでおり、流体流がそこを通ることを可能にする（入口及び出口の両方
）。さらに、ルーティングチャネルＣＨ１が、介在層（例えば、ラフトＲＡ２、シェル構
造ＳＨ３、ＳＨ４、剥離又は分離層ＳＬ３）において印刷され、この場合、プリントベッ
ド又はビルドプレートに提供されたマッチングルーティングチャネルと一致してもよい（
例えば、プリントベッド又はビルドプレートがデバインド及び／又は焼結工程を通してグ
リーン及び／又はブラウンパーツと一緒に運ばれる場合、流体流アクセスを提供するため
）。
【０１８７】
　図３０は、図４、図６、図８、図９、図２７、図２８及び図２９の説明と実質的に同様
で（共通の参照符号が同様に記載されている）、キャビティ／インフィルにわたる流通チ
ャネルＣＨ３がセルラー（一例として八面体）多面体が積み重なった形状を通して整列し
て及び／又は曲がって形成され、アクセスチャネルＣＨ２が当該セクションの３箇所に提
供される、側面断面図を示す。なお、壁の厚さは、全体をとおして実質的に一定（例えば
、５％以内の厚さ）で維持されてもよく、例えば、インフィルの内壁と同一のパーツの外
壁又はシェルの厚さ及び／又は流通又はアクセスチャネルを形成している壁と同一のどち
らか、及び／又は焼結サポート構造又は収縮プラットフォームを形成している壁と同一の
厚さであるもののいずれかである。
【０１８８】
　図３１は、図４、図６、図８、図９、図２７、図２８、図２９及び図３０の説明と実質
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的に同様で（共通の参照符号が同様に記載されている）、キャビティ／インフィルにわた
る流通チャネルＣＨ３がセルラープリズム形状を通して整列して及び／又は曲がって形成
され、アクセスチャネルＣＨ２が当該セクションの２箇所に提供される、側面断面図、図
２５の工程図の例示の部分の近景を示す。流通チャネルは、パーツの負又は正の輪郭又は
壁から最も遠い、パーツの負又は正の輪郭又は壁内で最も深い又はパーツの負又は正の輪
郭又は壁に対して最も厚いＴＨのパーツ内部の部分に近い、隣接している又は最も近いと
ころを通る。図２５を参照して説明されているように、図３１に示されるパーツの最上部
の領域は、チャネルを含まないが、パーツの最上部の領域が許容時間でデバインドするこ
とが期待されているように、パーツ内部はデバインダ流体流に十分近い。
【０１８９】
　従って、図２５乃至図３１に示されるように、急速な流体ベースのデバインドに適して
いる「厚い」パーツを形成する工程は、パーツの壁の連続層を堆積させ、１つのアクセス
チャネルＣＨ２だけでなく、パーツの外部からパーツの内部に延びている第２アクセスチ
ャネルＣＨ２も形成することを含んでいてもよい。これにより、第１アクセスチャネルか
ら入り、流通チャネルを介して、第２アクセスチャネルから出るようにデバインド流体を
流すことによりバインダ母材をデバインドすることを補助してもよい。この場合、第１ア
クセスチャネルＣＨ２は、デバインド流体の加圧供給に接続され、デバインド流体が第１
アクセスチャネル、流通チャネル及び第２アクセスチャネル通って及び／又は通り抜ける
ように押し進めてもよい。さらに又は代替手段においては、当該工程において、ハニカム
インフィルの連続層が、パーツの内部に堆積され、ハニカムインフィルの内部ボリューム
を第１アクセスチャネルＣＨ２に接続する複数の流通チャネルＣＨ３を形成してもよく、
少なくとも複数の流通チャネルＣＨ３のいくつかは、他の流通チャネルＣＨ３と異なる長
さを有している。
【０１９０】
　図３２及び図３３Ａ乃至図３３Ｄに示されるように、コンパニオンセラミック焼結サポ
ート（companion ceramic sintering supports）は、金属モデル材と寸法に関して同様に
機能するが金属モデル材と共に焼結しないセラミック複合材料を使用して印刷されてもよ
い。パーツ及びそのコンパニオンセラミック焼結サポートＣＳＳはパーツのモデル材を焼
結するのに適した任意の特定の温度プロファイルに従って焼結してもよいが、セラミック
焼結サポートの材料は、少なくともセラミック焼結サポート材の組成に従って、特定の量
及び場合によっては特定の密度プロファイル（例えば、開始及び終了密度、開始及び終了
温度、間のカーブの形状）に沿って収縮する。セラミック焼結サポートの焼結挙動をパー
ツモデル材の焼結挙動と一致させるために、上述の通り、最終収縮量は、同一であるべき
ある。図３２に示されるように、任意に、セラミック焼結サポート材の収縮量は、最終収
縮量に至るまで、パーツモデル材の収縮量未満であるべきある。さらに任意に、セラミッ
ク焼結サポート材は、より低温で又は同一の温度でより早く収縮し始めてもいい。
【０１９１】
　概して、対象の金属パーツモデル材を焼結するための実質的な温度上昇及び環境条件（
ガス等）は、パーツはサポートの有無にかかわらず適切に焼結しなければならないため、
利用される温度上昇であると推定される。例外の可能性はある（例えば、サポートがより
良く機能することを可能にするパーツモデル焼結温度上昇への若干の変更）。これらの条
件の下（例えば、金属パーツモデル材を焼結するのに適した温度上昇が与えられる）、パ
ーツモデル材の焼結温度を超える焼結温度を有している、候補の第１セラミック材、例え
ば、αアルミナ又は他のアルミナ、は、（ｉ）平均粒子サイズ（「ＡＰＳ」）を減少させ
る又は（ｉｉ）適合性のある第２又は第３のより低温の焼結材料（例えば、シリカ又はイ
ットリア－シリカ－ジルコニア）に混合することにより、その焼結温度を下げる及び／又
はその収縮量を変更してもよい。これらの混合材料も焼結され得る。加えて又は代替手段
において、極めて高温で焼結する非焼結充填材が混合されてもよい（一般に収縮又は高密
度化の量を減少させることになる）。概して、より小さいＡＰＳを有している均質な材料
は、より低温で緻密化し始め、より大きなＡＰＳ材料より低温で完全密度を実現すること
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になる。
【０１９２】
　加えて又は代替手段において、焼結温度、収縮量又は高密度化の程度は、粒子サイズ分
布（「ＰＳＤ」、例えば、同一の平均粒子サイズに対し、より大きい及びより小さい粒子
の異なる割合又は組成）を変更することにより変更できる。加えて又は代替手段において
、反応するかもしれない材料が混合される場合、混合体の焼結温度、収縮量又は高密度化
の程度は、化学反応より低温で緻密化してもよい成分混合を使用して変更できる。例えば
、ムライトを形成する温度より低い温度で緻密化（焼結）する方法でアルミナ及びシリカ
を結合させる。例えば、アルミナ－シリカ粉末が、それぞれシリカのシェルを有している
アルミナコアを形成するアルミナ粉末粒子として生成されてもよい。この場合、混合体は
、まず、例えば、１１５０℃と１３００℃との間で緻密化／焼結し、より高温、例えば、
１３００℃乃至１６００℃でのみ、ムライトに変質する。
【０１９３】
　加えて又は代替手段において、焼結温度、収縮量又は高密度化の程度は、異なる成分の
均質化の度合い（分子、ナノスケール、コアシェル構造）を変更することにより変更でき
る。凸又は凹形状（突起、キャビティ又は輪郭）のどちらか又は両方を含んでいるパーツ
形状の場合、図３３Ａ乃至図３３Ｄに示されるように、異なる収縮率又は収縮量を有して
いる材料で作られた焼結サポートは、形状を変形させることが可能な落ち込み又は干渉の
どちらか又は両方を引き起こすことができる。なお、図３３Ａ乃至図３３Ｄは、同じ程度
で拡大されている。
【０１９４】
　適切な焼結サポート材は、本明細書中に説明されているように、モデル材として同一の
時刻－温度焼結プロファイルに亘って最終収縮量を有していてもよい。しかし、完全な率
の一致及び最終収縮率は必要ない。例えば、焼結サポート材は、モデル材より遅い速度で
収縮すべきではない。又はパーツにおける凹形状は、変形されてもよいし、重力により修
復されなくてもよい。しかし、焼結サポート材は、モデル材より速い速度で収縮すべきで
あり、印刷された焼結サポートは、パーツの多数の凹形状に干渉しなくてもよい（例えば
、図３３Ｂに示されるように）。加えて、より速く収縮している焼結サポートに対して、
印刷されたサポートは、分割されてもよく、凸形状又は特定の凹形状のどちらかと干渉す
る及び／又はどちらかを変形させることを避けるため、焼結サポート内にギャップが印刷
される。この場合、焼結温度における重力及びいくらかの弾性的挙動は、たとえ焼結サポ
ート材がモデル材より速い速度で収縮しても、パーツ及び焼結サポートが最終的な焼結収
縮量で「一致する」ことを可能にする。
【０１９５】
　図３３Ｃ及び図３３Ｄに示されるように、ギャップは、垂直方向又は水平方向において
、各セラミック焼結サポートとパーツとの間（隣接するセラミック焼結サポート間を含ん
でいる）のグリーンボディサポート及び／又は分離層と共に、左右に印刷されてもよい。
ギャップは、凸又は凹形パーツ形状又は輪郭に隣接して印刷されてもよい。加えて、ギャ
ップは、パーツの表面及びセラミックサポートの表面が収縮中にギャップなく干渉する各
パスをたどる凸又は凹形パーツ形状又は輪郭に隣接して印刷されてもよい。垂直なギャッ
プの場合、パーツ材の少量（例えば、数ｍｍ）の支持されていないスパンは、焼結中、重
力による落ち込みに抵抗するのに十分なほど固い。水平又は斜めのギャップの場合、デバ
インドに続く残留粉末（球）を含んでいるギャップにおける分離層は、焼結中、セラミッ
クサポートの実質的に自由な水平又は斜めのスライドを可能にすることになる。
【０１９６】
　しかし、図３３Ａ乃至図３３Ｄに示されるように、セラミック焼結サポートが目標密度
まで金属パーツ材より早く及び／又はより速く及び／又は等しく収縮／焼結する場合であ
っても、実質的に異なる収縮率又は経時的なかさ密度カーブにおける他の違い（例えば、
異なる開始又は終了位置、異なるカーブ形状）は、焼結サポート材に対するモデル材の収
縮率プロファイルが焼結温度上昇の上昇及び一定の温度箇所に亘ってモデル材のかさ密度
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の５パーセント以内にマッチするように、デバインドに続くいくつかの焼結サポートのい
くらかの再配置を必要としてもよい。
【０１９７】
　図３４Ａ及び図３４Ｂは、それぞれ、チャネルＣＨ１、ＣＨ２及び／又はＣＨ３を有し
て（又は場合によっては有することなく）本明細書中に説明されているように印刷された
パーツに有益な重力補助デバインド工程を示すフローチャート及び図を示す。図３４Ａ及
び図３４Ｂは、一例として（このようなチャネル有している）図２９の断面構造を使用し
て説明され、示されている。図３４Ａ及び図３４Ｂに示されるように、アクセス、ルーテ
ィング及び流通チャネルは、流体がパーツ内部に入り、より迅速にグリーンパーツをブラ
ウンパーツにデバインドすることを可能にする。溶媒ベース（熱アシストによる又は溶媒
アシストによる熱デバインドを含んでいる）又は触媒工程としてのデバインドは、時間、
充填除去流体サイクルを可能にするのに十分な時間を取ってもよい。一例の工程において
、図３４Ａ及び３４Ｂに示されるように、アクセス、流通及び／又はルーティングチャネ
ルを有しているパーツは、ステップＳ３４１においてデバインドチャンバ、容器又は設備
内に置かれる。図３４Ｂに示されるように、パーツは、多孔ラックに吊され又は入れられ
、そうでない場合は、少なくとも上部及び底のチャネルの入口及び出口が重力ベースの流
体流に対する障害が相対的に除かれようにして、保持されてもよい。
【０１９８】
　ステップＳ３４２において、チャンバは、溶媒又は他のデバインド剤で満たされてもよ
い（代わりに又は加えて、パーツが、予め満たされたバスに下ろされる又はそうでない場
合は、中に置かれる）。ステップＳ３４３において、パーツは、所定の、モデルの、計算
された又は測定された滞留時間、デバインド剤内で保持される。滞留時間は、例えば、デ
バインド剤がチャネルに浸透するのに十分であってもよい。滞留時間は、さらに又は代わ
りに、例えば、デバインド剤が第１有効量（例えば、母材材料除去の容量で５％乃至３０
％以上）により第１母材材料をデバインドするのに十分であってもよい。ステップＳ３４
３における滞留時間又は期間は、図３４Ｂに示されるように、攪拌（例えば、機械部材、
チャンバ全体、気泡等）、振動及び／又は循環により拡張されてもよい。任意のステップ
Ｓ３４４において、デバインドの状態の代表的な特性又は特徴が、認識され及び／又は測
定され及び任意に、次のサイクルに備えてデバインド剤及び除去材を除去又は流出させる
ための流出工程を開始するためのトリガとして利用されてもよい（測定の場合によっては
一サイクルのみであってもよい）。例示の測定は、（ｉ）光学又は電磁センサを介して、
デバインドされた材料の量の代表的な不透明度、色、静電容量、インダクタンス等の特性
を測定、（ｉｉ）（任意に光学又は電磁素子に接続される）機械又は流体応答センサを介
して、自然周波数、粘度又は密度等の特性を測定又は（ｉｉｉ）（任意に光学又は電磁素
子に接続される）化学センサを介して、ｐＨ、酸素含有量等の化学変化を測定し得る。
【０１９９】
　ステップＳ３４５において、また図３４Ｂに示されるように、デバインドチャンバは、
重力を介してリザーバに排出してもよい。十分な時間が与えられ、任意に攪拌、加熱、循
環又は他の熱機械工程により補助され、パーツ内の内部のデバインド剤流体で保存された
チャネル（流通及びアクセスチャネル等）も排出する。リザーバは、フィルタ、バッフル
又は他のデバインド材除去のためのクリーナ及び／又はデバインド剤からデバインド材を
沈殿させる又はそうでない場合は収集又は除去するための触媒、化学、磁気、電気又は熱
機械剤）を含んでいてもよい。代わりに又は加えて、リザーバは、デバインドチャンバか
らの排出をもたらすためのバルブ及び／又はデバインド剤をデバインドチャンバに戻して
再循環させるためのポンプを含んでいてもよい。代わりに又は加えて、リザーバは、デバ
インドチャンバに一体化されていてもよい（例えば、材料除去後にデバインドチャンバ内
で再循環される）。
【０２００】
　ステップＳ３４６において、また図３４Ｂに示されるように、ポスト流出又は部分的流
出、測定は、デバインドの進行を判断し、その後の段階トリガ又は次のサイクルのための
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指示を設定するために成されてもよい。適用可能なセンサは、ステップＳ３４４を参照し
て説明されているものと同様又は同一であってもよい。加えて又は代替手段において、パ
ーツ重量が、ロードセル等を介して測定されてもよい（デバインドサイクルの前後で）。
チャンバの充填及び流出のサイクル数が比較的少ない（例えば、２サイクル乃至１０サイ
クル）場合、パーツ重量の変更は、その後のサイクルの時間、温度及び／又は攪拌を決定
するために記録され（例えば、プロファイルとして）、利用されてもよい。サイクルカウ
ントが２乃至１０以上（例えば、連続的なリサイクリング及び／又は充填／排出を含んで
いる）である場合、重量変化のプロファイルも、パーツ重量毎の最大除去可能バインダに
関連する指数関数的減衰定数をモデル化する及び指数関数的減衰定数に基づき終了サイク
ルカウント又は時間を設定する（例えば、指数関数的減衰率に基づき重量で９０％乃至９
５％の材料が除去された時間又はサイクルカウントにおいて終了する）ために用いられて
もよい。
【０２０１】
　ステップＳ３４７において、また図３４Ｂに示されるように、サイクルは、完了するま
で繰り返されてもよい（「Ｎサイクル」は、所定のカウント又は時間により、上述のよう
な直接又は間接的な測定フィードバック又は他のモデリングにより決定される）。重力ベ
ースの充填／排出サイクルを介するデバインドのサイクルが完了すると、グリーンパーツ
は、ブラウンパーツになり、能動的に又は受動的に乾燥させられ又はそうでない場合は、
焼結に備えて後処理されてもよい。図３５に示されるように、また本明細書中に記載され
るように、グリーンパーツは、焼結性粉末だけでなく任意に二段バインダ（デバインド可
能、例えば、熱分解フォトポリマー又は熱可塑性物質のどちらか）を含んでいる硬化性及
び／又はデバインド可能なフォトポリマーから形成されてもよい。ＣＦＦ特許出願及び本
明細書中に組み込まれている他の先の特許出願において述べられているように、異なる付
加製造工程は、液体（例えば、ＳＬＡ）又は粉末（例えば、ＳＬＳ）フォームに母材を含
んで、芯材（例えば、金属粉末）の周囲に固化した母材（例えば、デバインド可能なプラ
スチック）を含んでいる複合材料を作ることができる。本明細書中に説明されている多数
の方法も、光造形に似ているが、液状樹脂と比較して母材としての構造媒体用に粉末樹脂
を利用する選択的レーザ焼結に適用できる。構造、電気伝導度、光学伝導度及び／又は流
体伝導度特性のため、強化材が利用されるかもしれない。ＣＦＦ特許出願及び本明細書中
に組み込まれている他の先の特許出願に記載されているように、また図３５に示されるよ
うに、光造形工程は、３次元パーツを形成するために利用され、印刷される層は、樹脂で
覆われ、ＵＶ光又は特定の波長のレーザで硬化され、樹脂を硬化させるために利用される
光は、パーツの表面をさっと通って、樹脂（母材）を選択的に固化し、それを先の下位層
に接着させる。
【０２０２】
　図３５は、上述の光造形工程の実施形態を示している。本明細書中の図１Ａ及び図１Ｂ
の記載は、（参照符号が異なるにも拘わらず）図３５と一致しているとして、当業者によ
り認識され得る。図に示されるように、パーツ１６００は、光造形を使用してプラテン１
６０２上に構築されている。パーツ１６００は、トレイ１６０６に含まれている液状樹脂
材料１６０４に浸される。液状樹脂材料は、任意の適切なフォトポリマー（例えば、一次
デバインド可能成分及び任意に二次デバインド可能成分及び焼結性粉末を含んでいるデバ
インド可能な複合物）であってもよい。樹脂浴に加えて、パーツ１６００の形成中、プラ
テン１６０２が、パーツ１６００を液状樹脂材料１６０４の水面下に保持するために、各
層の形成後、層の厚さに対応する位置を順次下げるように動かされる。示されている実施
形態において、レーザ１６１２又は他の適切なタイプの電磁放射が、樹脂を硬化させるよ
う指示される。レーザは、源１６１６により生成されてもよく、制御可能ミラー１６１８
により方向付けられる。
【０２０３】
　押出タイプ及び他の堆積３Ｄプリンタは、外周を完成させるため、特に閉じた外周パス
を押し出した結果の継ぎ目を減少させるための様々な印刷アプローチを採用する。外周パ
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スが、最外部のパスポイントを構成しているため、外周パス上でない任意のパスポイント
は、内部領域にある（例えば、外周囲のパーツを形成する新しいパスは、先のパスを内部
領域とする）。従って、印刷パスは、バットジョイント又はバットジョイント以外（例え
ば、重複、自己交差、連結）により継ぎ目を形成してもよい。一般に、継ぎ目が少ない方
が優れた美的感覚、封止及び寸法安定性を有している傾向があるため、１つのセグメント
及び１つの継ぎ目が好ましい。さらに、壁又はシェル輪郭パス（「ラスタ」充填パスと対
照的に）は、同一の回転方向、時計回り又は反時計回りのどちらかで堆積されている。パ
スは、外周パスが内部に分岐する場合も、同一の時計回り又は反時計回り方向に印刷され
る。これにより、外周パスが現在の向きから優角ターン（例えば、１８０度未満のターン
）なしで連続的に印刷できるように印刷を簡略化及び加速する。
【０２０４】
　プリンタが、デバインドされた後に焼結されることを目的とした複合供給原料を堆積さ
せ、焼結中に適所の二段バインダが共通の分子長の保持ポリマーを含んでいる場合、堆積
は、少なくとも堆積パスに沿ってある程度整列している二段バインダ内でポリマー分子鎖
（例えば、ＨＤＰＥ等）に沿って応力を生み出してもよい。グリーン又はブラウン状態に
おいて、応力は、寸法安定性に対して任意の特定の効果を有していなくてもよい。しかし
、パーツが焼結工程で加熱されるにつれ、応力は、各層において緩和又は引かれてもよく
、多数の小さな変更がパーツの多数の層で合わさる場合、パーツの形状を累積的に変更さ
せる。
【０２０５】
　このような場合、ブラウンパーツは、堆積されたグリーンパーツと寸法に関して一致し
ていてもよいが、焼結後に縦軸周りに捻れを示してもよい。ブラウンパーツを軽度のレベ
ル（例えば、１５０Ｃ乃至２００Ｃ）まで加熱することにより捻れが生じる場合、二段ポ
リマーバインダは、ブラウンパーツに構築される堆積応力が緩和されるにつれ、残留応力
が緩和できるレベルまで加熱され、捻れを生じさせるとみなされてもよい。プリンタが層
を堆積させるにつれ、二段バインダポリマー（一次デバインド後に残るバインダの一部）
を構成する長鎖分子は、印刷方向に沿って引っ張られてもよい。緩和温度まで加熱される
と、分子が引き戻り、潜在的に累積する多数の層の間の引力としてパーツに巨視的な捻れ
を生じさせるかもしれない。
【０２０６】
　捻れに対する一対策は、反対又は逆行方向にロードを印刷することである。３つの最も
一般的なカテゴリのロードは、印刷されてスライスされた内部又は外部の輪郭の外周を形
成するシェル又は壁、隙間のない方法で内部ボリュームを充填するために印刷される「ラ
スタ」充填及びハニカムにおける内部ボリュームを充填するために印刷されるインフィル
ハニカムである。加えて、内部ボリュームは、ロードを渡る及び／又は他のロード又は輪
郭に平行又は隣接する非ラスタ又は非牛耕式充填（例えば、無作為充填、壁に沿った充填
、スパイラル充填、ザンボーニパターン充填等）を含んでいる任意の範囲パターンで充填
されてもよく、規則的及び不規則なセルラー（セル壁及び低密度又は雰囲気セル内部）充
填の可変サイズ、ランダム化、異方性、泡状、スポンジ状、３次元又は他のバージョンで
充填されてもよい。シェル又は壁に関し、多数又は殆どのパーツは、垂直プリズム形状及
び貫通穴からは形成されず、そのため、層間で、スライスの形状及びシェルの形状又は全
ては、異なる壁スロープ、凹面及び凸面に対し徐々に変化する。上下面に近くでは、壁又
はシェル形状における漸進的変化は、より顕著であってもよい。
【０２０７】
　例えば、上の層で始まる突起又は他の形状を有している最上部の水平な又は実質的に水
平で平らな層において、シェル又は壁の形状は、１つの層からその次に完全に変わっても
よい。従って、より複雑かもしれない層毎の比較を避けるために、１つの層内に対向する
方向の壁又はシェルの第１及び第２のセットを印刷することは、任意に有利である。一ア
プローチは、コンパニオン、平行、隣接壁又はシェルロードで各外周囲又は負の輪郭内周
囲を印刷することである。このような場合、コンパニオン又はオフセットロードの長さは
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、特に、小さい正及び負の輪郭（例えば、３ｍｍの直径特性に対し、外周ロード対コンパ
ニオンロードの長さは、２５％又は３０％異なってもよい一方、３０ｍｍで、コンパニオ
ンロードの長さは、５％以下の違いがあってもよい）に関しては、必ずしも正確に同一で
はない。このような場合、外周長さにおける差に従って決定される重複量は、捻れを除去
するときに有効であってもよい。
【０２０８】
　シェル又は壁内のラスタ充填に関して、残留応力の緩和からの捻れ効果は、ラスタ行が
いくつかの逆行パスを含んでいてもよいため、顕著なほどではなくてもよい。しかし、充
填された内部領域が小さくなるにつれ、ラスタ行とターンとの間のパス長さの差は、より
顕著になってもよい。方向の長さ（例えば、行末ターンと同様に一直線の列を含んでいる
）における差に従って決定される重複は、長さの差をオフセットするために利用されても
よい。加えて、ラスタ状又はセルラーパターンは、各々がメインパス及び平行な逆行パス
を含み、タイル内及び／又はタイル間の捻れ応力を緩和するタイルパターンで印刷されて
もよい。
【０２０９】
　本発明のこのような実施形態又は表現の一例において、図３６Ａに示されるように、堆
積方向が堆積パス内に矢印で示される場合、堆積ベースの付加製造システムでパーツを構
築するための方法は、第１方向（内部矢印により示されるように）において、ポリマー含
有材料を第１輪郭ツールパスに沿って堆積させ、グリーンパーツの層の外周パス３７１を
形成し、外周パス内の内部領域を画定することを含んでいてもよい。材料は、また、第２
輪郭ツールパスにおいて第１方向に逆行する第２方向で堆積され、外周パス３７１に隣接
する内部領域における隣接パス３７２を形成する。第２方向における隣接パス３７２の堆
積は、外周パス３７１における材料のポリマー鎖における応力と反対の方向における材料
のポリマー鎖に応力を加え、パーツのポリマー鎖の緩みに起因するパーツの捻れを減少さ
せる。
【０２１０】
　図３６Ｂは、図３６Ａの層の異なるバージョンと見なされてもよいし、隣接層を示して
いると見なされてもよい（図３６Ｂは、ピークへと傾斜している隣接層に対する場合であ
るように、図３６Ａより小さい外周囲を示している）。図のように、隣接層における隣接
外周パス３７６は、代わりに又はまた、外周パス３７１に対して逆行する方向に堆積され
てもよく、ラスタ充填３７８又はハニカムインフィル３７７等の他のパスも、それぞれ、
隣接層３７４、３７３における平行パスに対して逆行する方向に印刷されてもよい。また
図３６Ｂに示されるように、隣接ロード又は堆積３７６は、外周パス３７５より幅広く又
はより速い速度で（又はより狭く）堆積されてもよい。奇数の壁が外周に堆積されると、
変更された幅又は堆積速度は、同一の層における（どちらかの側における）２つの隣接す
る堆積の捻れ傾向をオフセットしてもよい。
【０２１１】
　図３７Ｂ又は図３７Ｊに示されるようなバットジョイントが最もシンプルな継ぎ目の１
つであるのに対して（例えば、隣接ロード又は堆積におけるバットジョイントは、整列さ
れても、回転オフセットされても、離れた回転位置にあってもよい）、堆積の開始又は堆
積の停止の１つは、図３７Ａ又は図３７Ｃ乃至図３７Ｈに示されるように層の内部領域内
に位置付けられることになる。図３７Ａ乃至図３７Ｈに示されるように、開始点及び停止
点の位置は、様々なジョイント、重複及び連結を画定するように設定されてもよい。図３
７Ｈ及び図３７Ｊに示されるように、パスの開始点と停止点との間の輪郭ツールパスは、
少なくとも部分的に内部領域を充填するラスタパスを画定してもよい。
【０２１２】
　本発明のこのような実施形態又は表現の他の例において、図３６Ａ乃至図３６Ｂ、図３
７Ａ乃至図３７Ｈ及び図３７Ｊに示されるように、堆積ヘッド及び制御部２０を有してい
る堆積ベースの付加製造システムによりパーツを構築する際、パーツの層に対する第１ツ
ールパスは、制御部により受信されてもよく、受信された第１ツールパスは、外周輪郭セ
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グメント３７１を含んでいる。第２ツールパス３７２は、制御部によりパーツの層に対し
て受信されてもよく、外周輪郭セグメントに隣接する内部領域セグメントを含んでいる。
堆積ヘッドは、受信された第１ツールパスの外周輪郭セグメントをたどるパターンで動か
され（光又は電磁エネルギーのビーム又は光線の有向の動きを含んでいる）、焼結性粉末
を含んでいるデバインド可能な複合物の外周パス３７１を作成してもよく、受信された第
２ツールパスの内部領域セグメントをたどるパターンで動かされ、デバインド可能な複合
物の内部隣接パス３７２を作成してもよく、ここで、デバインド可能な複合物のバインダ
内の残留応力の方向が外周パス及び隣接パスで反対になるように、外周パス３７１及び隣
接パス３７２は、逆行する方向で堆積される。図３７Ａ乃至図３７Ｈ及び図３７Ｊに示さ
れるように、このことは、隣接層間にも適用してもよく、この場合、隣接パス３７６は、
隣接層にある。
【０２１３】
　本発明のこのような実施形態又は表現の他の例において、図３６Ａ乃至図３６Ｂ、図３
７Ａ乃至図３７Ｈ及び図３７Ｊに示されるように、堆積ベースの付加製造システムにより
パーツを構築する際、デジタル固体モデルが、パーツに対して受信されてもよい（例えば
、ＳＴＬファイル等の３Ｄメッシュ又はＮＵＲＢＳ、ｐａｒａｓｏｌｉｄ、ＩＧＥＳファ
イル等の３Ｄ固体）。デジタル固体モデルは、（例えば、コンピュータ又はクラウドベー
スのコンピューティングサービスにより）複数の層にスライスされてもよい。外周輪郭ツ
ールパス３７１は、複数の層の一層の外周に基づいて生成されてもよく、ここで、生成さ
れた外周輪郭ツールパスは、層の内部領域を画定する。内部隣接パス３７２は、内部領域
内の外周輪郭ツールパスに基づき生成されてもよい。デバインド可能な複合物は、外周輪
郭ツールパスに基づき第１方向において焼結性粉末を含んで堆積され、層に対してデバイ
ンド可能な複合物の外周３７１を形成してもよい。デバインド可能な複合物は、外周輪郭
ツールパスに基づき第２方向に押し出され、層に対してデバインド可能な複合物の内部隣
接パス３７２を形成してもよい。外周輪郭ツールパス３７１及び内部隣接パス３７２の堆
積は、デバインド可能な複合物のバインダ内の残留応力の方向が外周輪郭ツールパス３７
１及び内部隣接パス３７２において反対になるように、互いに逆行する方向にトレースさ
れてもよい。任意に、図３７Ａ及び図３７Ｃ乃至図３７Ｈに示されるように、外周輪郭ツ
ールパス３７１の開始点及び外周輪郭ツールパス３７１の停止点は、内部領域内に位置す
るように調整されてもよい。
【０２１４】
　本発明のこのような実施形態又は表現の他の例において、図３６Ａ乃至図３６Ｂ、図３
７Ａ乃至図３７Ｈ及び図３７Ｊに示されるように、堆積ヘッド及び制御部を有している堆
積ベースの付加製造システムによりパーツを構築することは、制御部によりパーツの層に
対する第１ツールパスを受信することを含んでいてもよく、ここで、受信された第１ツー
ルパスは、輪郭セグメントを備えている。第２ツールパスは、制御部によりパーツの層に
対して受信されてもよく、ここで、受信された第２ツールパスは、第２ツールパスの連続
的な堆積長の７０パーセント、好ましくは少なくとも９０パーセントを超えて第１ツール
パスと重複している。堆積ヘッドは、第１ツールパスをたどるパターンで動かされ、層に
対するデバインド可能な複合物の外周パス３７１を作成してもよく、また、第１ツールパ
スに逆行する方向における第２ツールパスをたどるパターンで動かされ、デバインド可能
な複合物の外周パスに隣接する応力オフセットパス３７２を作成してもよい。デバインド
可能な複合物のバインダ内の残留応力の方向は、外周パス３７１及び応力オフセットパス
３７２において反対であってもよい。
【０２１５】
　任意に、第２ツールパスは、同一の層内で第１ツールパスと連続的に隣接していても重
複していてもよいし、同一の層内に内部領域パスを含んでいてもよい。代わりに又は加え
て、第２ツールパスは、隣接層内で第１ツールパスの少なくとも９０パーセントに亘って
連続的に隣接し、隣接層の外周パスを含んでいてもよい。
【０２１６】
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　本発明のこのような実施形態又は表現の他の例において、図３６Ａ乃至図３６Ｂ、図３
７Ａ乃至図３７Ｈ及び図３７Ｊに示されるように、堆積ヘッド及び制御部を有している堆
積ベースの付加製造システムによるパーツの構築方法において、方法は、コンピュータに
よりツールパスを生成することを含んでいる。指示が、生成されたツールパスに対して制
御部へ生成されてもよい。デバインド可能な複合物は、堆積ヘッドを生成されたツールパ
スに沿って移動させながら堆積ヘッドから堆積され、パーツの層の外周パスを形成しても
よい。図３７Ｇに示されるように、外周パスは、第１輪郭ロード部３７８及び第２輪郭ロ
ード部３７９を含んでいてもよく、互いに偶数のＸパターンで交差する第１輪郭ロード部
及び第２輪郭ロード部の各々は、層に対して偶数の隠された継ぎ目を形成している。
【０２１７】
　本発明のこのような実施形態又は表現の他の例において、図３６Ａ乃至図３６Ｂ、図３
７Ａ乃至図３７Ｈ及び図３７Ｊに示されるように、堆積ヘッド及び制御部を有している堆
積ベースの付加製造システムは、堆積ヘッドを第１ツールパスセグメント３８０に沿って
移動させ、パーツの層に対する外周ロード部３７１を形成してもよい。図３７Ｃに示され
るように、堆積ヘッドは、方向転換ツールパスセグメント３８１に沿って動かされてもよ
く、第２ツールパスセグメント３８２に沿って動かされ、外周ロード部３７１に隣接して
いる応力均衡ロード部３７２を形成してもよい。図３７Ｃに示されるように、方向転換ツ
ールパスセグメント３８１は、同一の層内の第１ツールパスセグメント３８０と第２ツー
ルパスセグメント３８２との間に優角連続（例えば、１８０度と３６０度との間）を含ん
でいてもよい。
【０２１８】
　図３８Ａ、図３８Ｂ、図３９Ａ、図３９Ｂ及び図４０に示されるように、ノズル構造は
、本明細書中に説明されている金属粉末複合供給原料の印刷特性を改善させるために利用
できる。ＭＩＭ（金属射出成形）供給原料等の金属粉末複合供給原料は、本明細書中に説
明されているように、複合材料であり、焼結可能な金属粉末及びバインダを含んでおり、
ＭＩＭ特有の工程を促進するように設計されてもよい。過去２０年間の様々な創作者によ
り発見されたように、いくつかの供給原料は、押出タイプの３Ｄ印刷、例えば、溶融堆積
モデリング又は溶融フィラメント製造（「ＦＤＭ」又は「ＦＦＦ」、一般的な押出タイプ
の３Ｄ印刷に対する言葉）に適応させることができる。従来の押出供給原料は、ＭＩＭ供
給原料と同一の方法では形成されず、溶融又は軟化する熱可塑性材料を含んでいる。ＭＩ
Ｍ供給原料の場合、射出成形又はグリーンからブラウンパーツへの工程を対象とした他の
材料は、多くの場合、典型的にはワックスだが、他の低融点及び低粘度材料も含んでいる
供給原料に含まれている。ＦＤＭ／ＦＦＦ熱可塑性フィラメントの高粘度（ワックス含有
ＭＩＭ供給原料の低粘度に対して）及び低い熱伝導率（ＭＩＭ供給原料の高い金属粉末含
有量に対して）は、材料が流れに適した温度及びそのため適した粘度になるようにより大
きな溶融帯を必要としてもよい。
【０２１９】
　融点が十分に低い又は材料が十分に反応する場合、通常の押出タイプノズル、熱遮断及
び加熱を使用する押出工程の間、流体化された供給原料内に小さい気泡又は他の不連続が
生じ得る。気泡はいくつかの方法で印刷不良を生じさせる。例えば、ギャップ若しくは液
滴の両方の印刷ムラ又は層若しくはパーツの隣接ロード若しくは異なる部分におけるロー
ドの印刷ムラである。本開示は、特に均一な印刷を促進するための解決手段を提供する。
気泡は、多数の方法で形成されてもよい。例えば、固相からのガス溶解、すなわち少量の
水分発生蒸気である。代わりに又は加えて、微泡が、供給原料製造フェーズにおける供給
原料フィラメントに入るノズル内で融合してもよい。例えば、当該工程中に除去されない
フィラメントに変換されるペレット材料における気泡又はフィラメント生産中に導入され
る気泡である。代わりに又は加えて、空気が、安定した印刷に続く後退ステップ中にシス
テムに引き込まれてもよい（押出タイプ３Ｄプリンタは、安定した印刷に続いて又は溶融
帯における圧力を緩和するための非印刷ノズル移動中に、例えば、１ｍｍ乃至５ｍｍの少
量だけ、フィラメント駆動方向を「後退」、すなわち逆転させるように設定されてもよい
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）。加えて又は代替手段において、気泡は、フィラメント押出機ホブによる変形に起因し
てもよい（例えば、歯を掴む、圧力又は加熱の何れかに起因する）。
【０２２０】
　本システムの追加の利点は、実際的なサイズのヒータブロック及びノズルシステムのた
めの溶解量を減少させ、より反応がよい押出制御を提供することである。追加の背圧も、
いくつかのＭＩＭ材料の非常に低い粘度が与えられたより良い押出制御を付与してもよい
。一実装において、例えば、約１３０Ｃ乃至１５０Ｃで溶解又は液化し始めるＭＩＭ材料
に関して、材料は、印刷ヘッドにおいて１８０Ｃ乃至２３０Ｃまで加熱され、粘着を促進
させてもよい。当該代替手段において、長く、薄い溶融チャネル（例えば、直径に対して
１：１０の幅高さアスペクト比及び２０ｍｍ＾３の体積を使用して溶融帯の体積を減少さ
せることに代えて、溶融帯は、短い１：２のアスペクト比及び２０ｍｍ＾３の体積、例え
ば、３ｍｍの溶融帯高さ、直径１．５ｍｍの溶融帯であってもよい。より長い、薄い溶融
チャネルは、しかし、発熱体への暴露に対して、より長い加熱長さを可能にする（例えば
、図に示されるように、短い溶融帯は、必ずしも大きく、強力な加熱カートリッジを収容
できるわけではない）。縮小されたフィラメント径（例えば、通常の３ｍｍ又は１．７５
ｍｍに代えて、直径１ｍｍのフィラメント）は、任意の温度に対してより小さい曲げ半径
及び押し出された量に亘るより良い制御を可能にしてもよく、押出機における任意のステ
ップサイズに対し、より少ない材料が押し出される。
【０２２１】
　推奨された又は有利な寸法に関して、以下、１０：１のノズル粒子径比ジャミングが開
始されてもよい。ジャミングは、より少ない球状粒子（例えば、混合又はスクリュー押出
中に作成され得るプレートレット又はフレーク）により悪化する。従来のＭＩＭ（又はＣ
ＩＭ）材料は、容量でロードする５５％と６５％との間の金属（又はセラミック）粉末で
あってもよいが、当該レベルのローディングでは、小さい粉末サイズ（例えば、直径１ｕ
ｍ未満）のアルミナセラミックの分離層材料は、鋼鉄焼結温度で焼結する傾向があっても
よい。粉末のサイズが２ｕｍまでわずかに増加するにつれ、分離層は、チョーク状になっ
てもよい。従って、ＭＩＭバインダ（本明細書中に説明されているように、例えば、ワッ
クス－ポリエチレン）においてロードされたアルミナ又は類似のセラミック粉末に対する
５ｕｍ以上の粉末径を有している容量で１５％乃至３５％の粉末は、分離層として上手く
働いてもよい。代わりに、ＭＩＭバインダにおいてロードされたアルミナ又は類似のセラ
ミック粉末に対する２ｕｍ以下（又は１ｕｍ以下）の粉末径を有している容量で１０％乃
至２０％の粉末が、分離層として上手く働いてもよい。さらに、これらは、結合されても
よい（例えば、１ｕｍより小さいいくつかの粒子及び５ｕｍより大きいいくつかの粒子）
。
【０２２２】
　従来のＦＤＭ／ＦＦＦフィラメント又は溶融チャンバは、約１．７ｍｍ乃至３ｍｍであ
ってもよく、本発明において、溶融チャンバは、０．１ｍｍ乃至０．４ｍｍのチップ出口
径に対して（１．０ｍｍ乃至２ｍｍのフィラメント径に対して）、直径０．６ｍｍ乃至１
ｍｍであってもよい。溶融チャンバの体積（隣接するノズルチップから溶融界面まで延び
ている一定の径の加熱された実質的に円筒のチャンバ）は、約７０ｍｍ＾３の従来のＦＤ
Ｍ／ＦＦＦにおける溶融チャンバに対して、約１５ｍｍ＾３乃至２５ｍｍ＾３であっても
よい。
【０２２３】
　図３８Ａ及び図３８Ｂに示されるように、ＦＤＭ／ＦＦＦノズルアセンブリは、より大
きな直径及びノズル出口３８―３への遷移を有している円筒の溶融チャンバ３８―２の一
部を含んでいるノズル３８―１を含んでいてもよい。遷移は、滑らか（図３８Ａにおける
ように、先細３８―４）であっても、段階的３８―５（図３８Ｂにおけるように）であっ
てもよい。ノズル３８―１及び熱遮断３８―５の両方が、互いの当接を防いでヒータ３８
―６に締め付けられ（例えば、ねじ止めされ）、熱遮断３８―５は、円筒の溶融チャンバ
の残りを含んでいる。熱遮断３８―５は、低熱伝導率材料（例えば、ステンレス鋼）から
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成るくびれを含んでおり、（ヒートシンクを介して冷却される）熱遮断３８―５の上部と
熱遮断３８―５のより低い、伝導加熱された部分との間の急な温度推移を介して溶融界面
を提供する。固体フィラメント３８―８と溶融チャンバ３８―２の液化物質との間の溶融
界面は、典型的にくびれに近い（上若しくは下に隣接又はその中）。図３８Ａ及び図３８
Ｂの各々に示されるように、ＦＤＭ／ＦＦＦノズルアセンブリは、直径約０．２５ｍｍ乃
至０．４ｍｍのノズル出口に対して、直径約１．８ｍｍ及び高さ１０ｍｍ、体積約７０ｍ
ｍ＾３の溶融チャンバを含んでいてもよい。図のように、カートリッジヒータ３８―６（
図３８Ａにおける）又はコイル状誘導ヒータ３８―６（図３８Ｂにおける）が適切である
。図のように、場合によっては、ＰＴＦＥインサート３８―９がフィラメントジャミング
に抵抗を与えてもよい。
【０２２４】
　図３９Ａ及び図３９Ｂに示されるように、ＭＩＭ材料押出ノズルアセンブリは、例えば
、ノズル３９―１における滑らかな又は段階的な推移、くびれを含んでいる熱遮断３９―
５及びこれまでに説明されているような他の要素（例えば、これまでに用いられた番号３
８―＃に対応する符号３９―＃により）を有して、構造的に同様であってもよい。固体ペ
ルチェ冷却器は、熱遮断３９―５において又は熱遮断３９―５に隣接して利用されてもよ
く、伝熱セメント又は他の高熱伝導率インターフェースにより熱遮断３９―５に接着され
てもよい。図３９Ａ及び図３９Ｂの各々に示されるように、ＭＩＭ材料押出ノズルアセン
ブリは、直径約０．１ｍｍ乃至０．４ｍｍのノズル出口３９―３に対して、直径約０．６
ｍｍ乃至１ｍｍ及び高さ１０ｍｍ、体積約２０ｍｍ＾３の溶融チャンバ３９―２を含んで
いてもよい。図３９Ｂに示されるように、絞り込みインサート３９―１１は、ＭＩＭ材料
押出のためにＦＤＭノズルを変形させるために利用されてもよい（例えば、本明細書中に
説明されている溶融チャンバ体積対ノズル出口サイズ又はフィラメントの関係は、押し出
し中のＭＩＭ材料寸法に関連しているが、必ずしも特定のノズル、熱遮断又はインサート
パーツではない）。図４０に示されるように、ＭＩＭ材料押出ノズルアセンブリは、直径
約０．１ｍｍ乃至０．４ｍｍのノズル出口に対して、直径約１．７ｍｍ乃至３ｍｍ及び高
さ１ｍｍ乃至４ｍｍ、体積約２０ｍｍ＾３の溶融チャンバ３９―２を含んでいてもよい。
【０２２５】
　図１Ｂに示されるバインダジェッティング例に関して、フィラメントを使用する押出機
が必要ない先行の例の全てにおいて、バインダジェッティング例のプリンタ１０００Ｊ及
び関連工程が利用されてもよい。所望の３Ｄグリーンパーツを作成するための３Ｄプリン
タにおいて、バインダは、一連の隣接する２Ｄ層形状として粉末供給原料の連続層で焼結
可能な金属又はセラミックパウダーベッド上に噴出されてもよく、パウダーベッドは、新
しい又は再生された供給原料で補充され、連続層毎に再び平らにならされる／拭われる。
所望の３Ｄグリーンパーツの３Ｄ形状及び関連付けられている焼結サポート又は基礎的収
縮プラットフォーム（３Ｄグリーンパーツの全体形状の焼結及び維持中の重力に対して適
所の３Ｄグリーンパーツの支持されていないスパンを保持するため）は、焼結性粉末及び
バインダを含んでいるバウンド複合物として構築され、ゆるめ粉末の体積中に埋め込まれ
る。３Ｄグリーンパーツ及びその焼結サポートは、後にデバインドされ、続いて焼結され
ることになり、焼結サポートは除去される。
【０２２６】
　いくつかの層において、形成される２Ｄ層形状セグメントが外壁、内壁又はハニカム壁
又は内部バルク材料であるかに応じて（又はこのような外周又は面積に関連した印刷位置
に応じて）異なる量のバインダが噴出されてもよい。その結果、バインダと粉末の、例え
ば、９０％のバインダと１００％の粉末から５０：５０を経て１０％のバインダと９０％
の粉末までの異なる（任意に連続的又は段階的勾配の）体積分率割合が生じる。例えば、
高体積分率のバインダは、外側のシェル（及び／又は内側シェル）に配置され、次第に、
例えば、面重心へ向けて内方に減少していく。
【０２２７】
　いくつかの層において、（供給原料粉末の焼結温度で焼結しない他の粉末も含んでいる
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）剥離材は、また、例えば、下層のサポート形状と２つ上の層のパーツ形状との間に介在
している相補型２Ｄ形状（例えば、バインダ内に噴出される、バインダ内に押し出される
）において適用されてもよい。
【０２２８】
　いくつかの層において、プレースホルダ材も（グリーンパーツ粉末も剥離材料粉末もな
く）、グリーンパーツ及び／又は焼結サポート内の所望のフリースペースの相補型２Ｄ形
状において適用されてもよい（例えば、噴出される又は押し出される）。いくつかの層に
おいて、プレースホルダ材は、また又は代わりに、壁又は「モールド」形状において適用
されてもよく、例えば、外部のフリースペースをパーツ形状に使用し、モールド形状内の
非結合焼結性粉末を取り込む。言い換えると、外部のシェル（例えば、ワックス）は、プ
レースホルダ材から形成されてもよい。外部のシェル２Ｄ形状は、先行する粉末（例えば
、結合粉末、非結合粉末、及び／又は剥離材）層の上部の各候補の層に堆積され、その後
、非結合粉末供給原料のそれに続く層が拭われる。図１Ｂに示されるように、ドクターブ
レード１３８が、２Ｄシェル形状の上部をスライス（レベリング）するために利用されて
もよく、シリコンローラ／ブレード１３８が、２Ｄシェル形状の上部をスライスするため
に利用されてもよく、シリコンローラ／ブレードは、いくらかの変形、例えば、印刷平面
上のプラスチック耐性のバンプを提供するための変形を受け入れてもよい。
【０２２９】
　バインダは、モールド形状内の屋根、床、格子、ハニカム又は骨格強化形状に噴出され
（例えば、モールド形状から間を空けて開始）、重力又はパーツをステーションからステ
ーションへとレベリング又は移動させる等の下流工程の間の機械的かく乱に対して非結合
焼結性粉末を保持するのを助けてもよい。例えば、いくつかの２Ｄ層において、六角形、
三角形等の内部保持パターン又はこれまでに説明したような低密度若しくは高体積分率の
バインダは、バウンド複合物から形成された外側のシェル、高体積分率バインダバウンド
複合物（例えば、７０％のバインダ）から形成された外側のシェル及び／又はプレースホ
ルダ材から形成されたモールド形状のいずれかとの併用で、ホルダとして利用されてもよ
い。上述の通り、これにより、印刷中／又は層の再適用中にパーツの動きを妨げる手助け
をしてもよい。
【０２３０】
　さらに、いくつかの層において、プレースホルダ材は、また又は代わりに、例えば、結
合粉末から形成された収縮プラットフォームと基礎的ビルドプラットフォームとの間又は
複数の隣接する若しくは積み重なった３Ｄグリーンパーツと関連付けられている焼結サポ
ートとの間の接着の相補型２Ｄ形状において適用され、多数のパーツが実行毎に構築され
ることを可能にしてもよい。接着機能も、さらに、パーツをステーションからステーショ
ンへとレベリング又は移動させる等の下流工程の間の機械的かく乱に対して形状のいずれ
かを保持するのを助けてもよい。なお、焼結性粉末へのバインダジェッティングも、収縮
プラットフォームとビルドプラットフォームとの間、同様に又は代わりに複数の隣接する
若しくは積み重なった３Ｄグリーンパーツと関連付けられている焼結サポートとの間の本
明細書中に説明されているような接着鋲を形成するために利用されてもよい。言い換える
と、パーツは、地板（例えば、ビルドプレート）への（例えば、溶媒除去）バインダとの
アンカーパーツ及び／又は互いへのパーツ（例えば、Ｚ軸において、他のものの上に１つ
を印刷する場合）であってもよい。
【０２３１】
　各層に次いで、パウダーベッドが、グリーンパーツ形状、剥離材形状及び／又はフリー
スペースプレースホルダ材形状と同一平面で補充され、（ドクターブレード１３８、ロー
ラ、車輪又は他の粉末レベリング機構により）再び平らにならされる／拭われる。任意に
、表面処理機構が、パウダーベッドがそれらの周囲に補充される前に、グリーンパーツ形
状、剥離材形状及び／又はプレースホルダ材形状の新しい又は最新の層を平坦化又は形作
る（ローリング、シェービング、アイロニング、研磨、フライス加工）。
【０２３２】
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　グリーンパーツ、焼結サポート、介在剥離材及びプレースホルダフリースペース材の各
々の３Ｄ形状は、連続層で構築され、３Ｄ空間において、基本的に任意の連結３Ｄフォー
ムを取ってもよい。多くの場合、グリーンパーツは、３Ｄ物体を下の焼結サポートの円柱
から分離する平面、アーチ、半球、有機的形状等を形成している分離材により、認識でき
る３Ｄ物体として形成され、プレースホルダ材及び／又はバウンド複合鋲を介してビルド
プラットフォームに接着されている、本明細書中に説明されているような収縮プラットフ
ォームに繋がる。任意に、説明されているように、認識できる３Ｄ物体内で、所望のフリ
ースペースは、プレースホルダ材及び／又は非結合焼結性粉末で満たされてもよい。プレ
ースホルダ材及び／又は非結合焼結性粉末の間に、プレースホルダ材又は非結合焼結性粉
末のどちらか又は両方を含有又は同伴しているバウンド複合ハニカム又は格子等が堆積さ
れてもよい。任意に、説明されているように、認識できる３Ｄ物体に関して、３Ｄ物体の
外皮を画定しているモールド形状は、プレースホルダ材から形成されてもよい。さらに又
は代替手段において、３Ｄ物体の外皮を形成している肌形状は、バウンド複合物から形成
されてもよい。
【０２３３】
　続いて、焼結サポート、剥離形状及びプレースホルダ又は接着形状と共に、３Ｄグリー
ンパーツは、粉末から除去され、残りの非結合粉末が洗浄される。非結合粉末は、バウン
ド複合物において形成された出口を介して３Ｄグリーンパーツ及び焼結サポートの周囲か
ら除去されても、所望のグリーンパーツ内に同伴されて残されてもよい。続いて、グリー
ンパーツ及びその焼結サポートは、本開示に別段の記載がない限り、処理されてもよい。
バウンド複合物の外側及び内側壁並びに内部ハニカム壁は、説明されているようにデバイ
ンドされ、ブラウンパーツアセンブリを形成することになる。剥離材は、説明されている
ようにデバインドされ、焼結サポートを除去するための分離粉末となり、焼結のために保
持され、焼結に続いて除去される。プレースホルダ材は、デバインドされても（溶媒、触
媒又は熱工程においても含んでいる）、さらに、バインダと異なる材料であっても、デバ
インド前又は後に除去されてもよい。場合によっては、高熱でその形状を留める高温プレ
ースホルダ材だけが、さらなる振動、機械的、放射又は電気加工（例えば、炭素又はセラ
ミック複合）により解体されてもよいし、焼結を通して保持されてもよい。
【０２３４】
　代わりに、デバインドステップは、単段バインダが焼結炉において熱分解できれば、グ
リーンパーツ形状及び／又は焼結サポートに対して不要であってもよい。このような場合
、グリーンパーツアセンブリは、炉に直接運ばれる。バウンド複合物の外側及び内側壁並
びに内部ハニカム壁は、一体化工程においてデバインド及び焼結される。剥離材は、炉に
おける一体化デバインド及び焼結に先立ってデバインドされてもよいし、同様に炉におい
てデバインドされてもよい。プレースホルダ材は、炉における一体化デバインド及び焼結
に先立ってデバインドされてもよいし（溶媒、触媒又は熱工程においても含んで）、同様
に炉においてデバインドされてもよい。
【０２３５】
　材料は、本明細書中に説明されているような除去可能なバインダ（二又は一段）及び１
２００℃より高い融点を有している５０％より大きい体積分率の粉末金属（ステンレス鋼
又は工具鋼等、様々な鋼鉄を含んでいる）を含んで供給（ペレット押出、フィラメント押
出、噴射又は硬化）されてもよい。粉末金属は、直径１０ミクロン未満の５０パーセント
を超える粉末粒子及び有利に直径８ミクロン未満の９０パーセントを超える粉末粒子を有
していてもよい。平均粒子サイズは、直径３ミクロン乃至６ミクロンであってもよく、直
径６ミクロン乃至１０ミクロンの実質最大（例えば、＋／－３標準偏差又は９９．７パー
セントのスパンを超える）である。
【０２３６】
　より小さい、例えば、９０パーセントが８ミクロン未満の粒子サイズは、粒子間の表面
積及び表面接触の増加を含んでいる様々な効果の結果として焼結温度を下げてもよい。場
合によっては、特にステンレス及び工具鋼に対して、このことが、結果として、例えば、
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１２００℃未満の非晶質シリカのチューブを使用した溶融チューブ炉の操作範囲内である
焼結温度をもたらしてもよい。より小径の粉末材料は、連続層で付加的に堆積され、本明
細書中に説明されているようにグリーンボディを形成し、バインダが除去され、ブラウン
ボディが形成されてもよい（本明細書中に説明されている堆積及び／又はデバインドの任
意の例において）。
定義
【０２３７】
　材料の「焼結温度」は、材料が産業において焼結される温度範囲であり、典型的に、材
料が焼結により期待されるかさ密度、例えば、焼結炉において達すると期待されるピーク
のかさ密度の９０パーセント以上に達する最低の温度範囲である。
【０２３８】
　「ハニカム」は、３面、６面、４面、相補型形状（例えば、三角形と結合した六角形）
連結形状又はセルラーを含んでいる、面積（及びそれによって層が積み重ねられるにつれ
ての体積）のまばらな充填に対する任意の規則的又は繰り返し可能なテッセレーションを
含んでいる。「セル」は、本物のハニカム（中央キャビティ及び円柱のように延びている
周囲の壁）に似た幾何学的プリズム形状の垂直又はそうでない場合は円柱であってもよく
、多面体又は様々な形状の「気泡」を中央キャビティ及び３次元における全ての方向に積
み重なって配置されている周囲の壁と連結させる、アルキメデスの螺旋又は他のスペース
充填ハニカムであってもよい。セルは、同一のサイズ、異なるが繰り返されるサイズ又は
可変サイズであってもよい。
【０２３９】
　「押出」は、ストック材料が型を通して押され、ストック材料より下の断面積の特定の
形状を取る工程を意味してもよい。溶融フィラメント製造（「ＦＦＦ」）は、溶融堆積製
造（「ＦＤＭ」）とも呼ばれることもあり、押出工程である。同様に、「押出ノズル」は
、押出流体流の方向又は特性を制御するために、特に流体流が閉鎖したチャンバにある（
又は入る）際、速度を上昇させる及び／又は断面積を制限するために設計された装置を意
味すべきである。
【０２４０】
　「シェル」及び「層」は、多くの場合、区別しないで利用され、「層」は、「シェル」
（例えば、層は、シェルの２．５Ｄ制限バージョンであり、薄片が３Ｄ空間の任意の方向
に延びている）のサブセット又は「シェル」（例えば、シェルは、３Ｄ表面の周囲に巻か
れた層である）のスーパーセットの一方又は両方である。シェル又は層は、（デカルト、
極性又は「デルタ」と表現されてもよい）３自由度を有している２．５Ｄ連続表面として
及び４乃至６以上の自由度を有している３Ｄ連続表面として堆積される。
【０２４１】
　本開示において、「本開示において、「３Ｄプリンタ」は、より大きな工程内の付加製
造サブ工程を実行する、個別のプリンタ及び／又は製造機械へのツールヘッドアクセサリ
の両方を含んでいる。３Ｄプリンタは、専用のＧコードを解釈し、Ｇコードに従って３Ｄ
プリンタの様々なアクチュエータを駆動するモーション制御部２０により制御される。「
充填材」は、例えば、デバインド前の、デバインド可能な材料及び焼結性粉末から形成さ
れた複合材料を含んでいる。
【０２４２】
　「充填材」は、押出物、流体又は粉末材料としての実質的に均質なフォームで堆積され
てもよい材料を含んでおり、例えば、固化、結晶化又は硬化により固化される。「実質的
に均質」には、粉末、流体、ブレンド、分散、コロイド、懸濁液及び混合体が含まれる。
【０２４３】
　「３Ｄプリンタ」の意味は、より大きな工程内の付加製造サブ工程を実行する、個別の
プリンタ及び／又は製造機械へのツールヘッドアクセサリを含んでいる。３Ｄプリンタは
、専用のＧコード（ツールパス指示）を解釈し、Ｇコードに従って３Ｄプリンタの様々な
アクチュエータを駆動するモーション制御部２０により制御される。
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【０２４４】
　「堆積ヘッド」は、ジェットノズル、スプレーノズル、押出ノズル、導管ノズル及び／
又はハイブリッドノズルを含んでいてもよい。
【０２４５】
　「フィラメント」は、一般に、（例えば、スプールされた）構築材料の全体断面領域を
参照してもよい。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】



(70) JP 2020-513478 A 2020.5.14

【図２】 【図３】

【図４】 【図５】



(71) JP 2020-513478 A 2020.5.14

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(72) JP 2020-513478 A 2020.5.14

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(73) JP 2020-513478 A 2020.5.14

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】



(74) JP 2020-513478 A 2020.5.14

【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】



(75) JP 2020-513478 A 2020.5.14

【図２２】 【図２３Ａ】

【図２３Ｂ】 【図２４】



(76) JP 2020-513478 A 2020.5.14

【図２５】 【図２６Ａ】

【図２６Ｂ】 【図２６Ｃ】



(77) JP 2020-513478 A 2020.5.14

【図２６Ｄ】 【図２７】

【図２８】 【図２９】



(78) JP 2020-513478 A 2020.5.14

【図３０】 【図３１】

【図３２】 【図３３Ａ】

【図３３Ｂ】



(79) JP 2020-513478 A 2020.5.14

【図３３Ｃ】

【図３３Ｄ】

【図３４Ａ】

【図３４Ｂ】 【図３５】



(80) JP 2020-513478 A 2020.5.14

【図３６Ａ】

【図３６Ｂ】

【図３７Ａ】

【図３７Ｂ】

【図３７Ｃ】

【図３７Ｄ】

【図３７Ｅ】

【図３７Ｆ】

【図３７Ｇ】



(81) JP 2020-513478 A 2020.5.14

【図３７Ｈ】 【図３７Ｊ】

【図３８Ａ】

【図３８Ｂ】

【図３９Ａ】

【図３９Ｂ】



(82) JP 2020-513478 A 2020.5.14

【図４０】



(83) JP 2020-513478 A 2020.5.14

10

20

30

40

【国際調査報告】



(84) JP 2020-513478 A 2020.5.14

10

20

30

40



(85) JP 2020-513478 A 2020.5.14

10

20

30

40



(86) JP 2020-513478 A 2020.5.14

10

20

30

40



(87) JP 2020-513478 A 2020.5.14

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｂ２９Ｃ  64/393    (2017.01)           Ｂ２９Ｃ   64/393    　　　　        　　　　　
   Ｃ０８Ｌ 101/00     (2006.01)           Ｃ０８Ｌ  101/00     　　　　        　　　　　
   Ｃ０８Ｋ   3/013    (2018.01)           Ｃ０８Ｋ    3/013    　　　　        　　　　　
   Ｂ２８Ｂ   1/30     (2006.01)           Ｂ２８Ｂ    1/30     　　　　        　　　　　

(31)優先権主張番号  62/430,902
(32)優先日　　　　  平成28年12月6日(2016.12.6)
(33)優先権主張国・地域又は機関
                    米国(US)
(31)優先権主張番号  62/442,395
(32)優先日　　　　  平成29年1月4日(2017.1.4)
(33)優先権主張国・地域又は機関
                    米国(US)
(31)優先権主張番号  62/545,966
(32)優先日　　　　  平成29年8月15日(2017.8.15)
(33)優先権主張国・地域又は機関
                    米国(US)
(31)優先権主張番号  62/429,711
(32)優先日　　　　  平成28年12月2日(2016.12.2)
(33)優先権主張国・地域又は機関
                    米国(US)
(31)優先権主張番号  62/505,081
(32)優先日　　　　  平成29年5月11日(2017.5.11)
(33)優先権主張国・地域又は機関
                    米国(US)
(31)優先権主張番号  62/480,331
(32)優先日　　　　  平成29年3月31日(2017.3.31)
(33)優先権主張国・地域又は機関
                    米国(US)
(31)優先権主張番号  62/519,138
(32)優先日　　　　  平成29年6月13日(2017.6.13)
(33)優先権主張国・地域又は機関
                    米国(US)

(81)指定国・地域　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX
,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT

Ｆターム(参考) 4J002 AA011 BB031 BB121 BG061 CB001 CH021 DA016 DB016 DE136 DE146
　　　　 　　        DF016 DJ006 DK006 FA046 GT00 
　　　　 　　  4K018 AA14  AA24  AB01  AB02  AB03  AB07  AB08  AC01  BA08  BA13 
　　　　 　　        BB04  CA08  CA33  CA44  DA03  DA11  KA63 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

