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(57)【要約】
　三次元積層造形物製造装置は、層状に配置された導電
体粉末に対してビームを照射するビーム照射部と、導電
体粉末が硬化して形成された三次元積層造形物の表層部
を探傷する非破壊検査部と、ビームのエネルギを制御す
るエネルギ制御部と、を備える。エネルギ制御部は、非
破壊検査部による探傷結果に応じて設定された補修領域
にビームを照射する際に、ビームによるエネルギを増加
させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　層状に配置された導電体粉末に対してビームを照射するビーム照射部と、
　前記導電体粉末が硬化して形成された三次元積層造形物の表層部を探傷する非破壊検査
部と、
　前記ビームのエネルギを制御するエネルギ制御部と、を備え、
　前記エネルギ制御部は、前記非破壊検査部による探傷結果に応じて設定された補修領域
にビームを照射する際に、前記ビームによるエネルギを増加させる三次元積層造形物製造
装置。
【請求項２】
　前記ビーム照射部は、
　　前記ビームである電子線を照射する電子銃と、
　　前記電子銃に加速電圧を供給する加速電源と、
　　前記電子銃の照射口の前方領域に磁場を形成するコイル部と、を備え、
　前記エネルギ制御部は、
　　前記加速電圧を制御する加速電圧制御部と、
　　前記コイル部を制御するコイル制御部と、を含む請求項１に記載の三次元積層造形物
製造装置。
【請求項３】
　前記加速電圧制御部は、前記補修領域に対して前記電子線を照射する際に、前記加速電
圧を増加させる請求項２に記載の三次元積層造形物製造装置。
【請求項４】
　前記コイル制御部は、前記補修領域に対して前記電子線を照射する際に、前記電子線の
走査速度を低下させる請求項２または３に記載の三次元積層造形物製造装置。
【請求項５】
　層状に配置された導電体粉末に対してビームを照射して、前記導電体粉末を溶融し硬化
させ、三次元積層造形物を製造する三次元積層造形物製造方法であって、
　保持部に保持された第１層の前記導電体粉末に前記ビームを照射して、前記第１層の前
記導電体粉末を溶融させる溶融工程と、
　前記第１層の導電体粉末が溶融されて硬化した後の前記三次元積層造形物の表層部を探
傷する非破壊検査工程と、
　前記三次元積層造形物の上に第２層の前記導電体粉末を積層する積層工程と、
　前記非破壊検査工程による探傷結果に応じて設定された領域を補修する補修工程と、を
含み、
　前記補修工程では、前記第２層の前記導電体粉末に前記ビームを照射する際に、前記ビ
ームによるエネルギを増加させて、前記領域を補修する三次元積層造形物製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、三次元積層造形物製造装置及び三次元積層造形物製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、作業テーブル上に原料である粉末を層状に配置して、この粉末層の選択した部分
にエネルギを付与して順次溶融し、三次元製品を製造する装置がある（例えば特許文献１
参照）。このような三次元製品を製造する装置では、一つの粉末層について、部分的に溶
融させ、溶融した粉末が硬化した後に、その上に別の粉末層を形成し、さらに選択した部
分を溶融し硬化させて、これを繰り返して三次元製品を製造する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特表２００３－５３１０３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来、欠陥を有する三次元製品は、製品として利用されず不良品として廃棄されている
。上記の特許文献１では、欠陥を有する三次元製品について、どのように対処するかにつ
いて記載されていない。本開示は、表層部の欠陥を検出し、検出された欠陥を補修するこ
とが可能な三次元積層造形物製造装置及び三次元積層造形物製造方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の三次元積層造形物製造装置は、層状に配置された導電体粉末に対してビームを
照射するビーム照射部と、導電体粉末が硬化して形成された三次元積層造形物の表層部を
探傷する非破壊検査部と、ビームのエネルギを制御するエネルギ制御部と、を備える。エ
ネルギ制御部は、非破壊検査部による探傷結果に応じて設定された補修領域にビームを照
射する際に、ビームによるエネルギを増加させる。
【発明の効果】
【０００６】
　本開示によれば、表層部の欠陥を検出し、検出された欠陥を補修することが可能な三次
元積層造形物製造装置及び三次元積層造形物製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、一実施形態の三次元積層造形物製造装置を示す構成図である。
【図２】図２は、内部欠陥が検出された三次元積層造形物を示す断面図である。
【図３】図３は、図１に示す三次元積層造形物製造装置のブロック構成図である。
【図４】図４は、図３中のプローブにおける検査コイルの配置を上方から示す図である。
【図５】図５は、一実施形態の三次元積層造形物製造方法の手順を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本開示の三次元積層造形物製造装置は、層状に配置された導電体粉末に対してビームを
照射するビーム照射部と、導電体粉末が硬化して形成された三次元積層造形物の表層部を
探傷する非破壊検査部と、ビームのエネルギを制御するエネルギ制御部と、を備える。エ
ネルギ制御部は、非破壊検査部による探傷結果に応じて設定された補修領域にビームを照
射する際に、ビームによるエネルギを増加させる。
【０００９】
　この三次元積層造形物製造装置は、非破壊検査部を備えているので、この非破壊検査部
によって三次元積層造形物の表層部の欠陥を検出することができる。三次元積層造形物製
造装置は、エネルギ制御部を備えているので、非破壊検査部によって検出された欠陥を含
む補修領域にビームを照射する際に、ビームによるエネルギを増加させることができる。
これにより、三次元積層造形物製造装置は、次回の導電体粉末の層にビームを照射しなが
ら、その下層に存在する欠陥に対してビームのエネルギを付与することができる。三次元
積層造形物製造装置は、欠陥を補修することができる。
【００１０】
　ビーム照射部は、ビームである電子線を照射する電子銃と、電子銃に加速電圧を供給す
る加速電源と、電子銃の照射口の前方領域に磁場を形成するコイル部と、を備えていても
よい。エネルギ制御部は、加速電圧を制御する加速電圧制御部と、コイル部を制御するコ
イル制御部と、を含んでもよい。これにより、電子銃から導電体粉末に対して電子線を照
射することで、導電体粉末を溶融して、硬化させて三次元積層造形物を製造することがで
きる。加速電圧制御部は、補修領域に対して電子線を照射する際に、加速電圧を増加させ
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ることができる。これにより、電子線によるエネルギを増加させて、次回の導電体粉末の
層に電子線を照射しながら、その下層に存在する欠陥に対して電子線のエネルギを付与す
ることができる。その結果、三次元積層造形物製造装置は、欠陥を溶融して補修すること
ができる。
【００１１】
　コイル制御部は、補修領域に対して電子線を照射する際に、電子線の走査速度を低下さ
せてもよい。これにより、電子線が照射された領域に付与されるエネルギを増加させるこ
とができるので、次回の導電体粉末の層に電子線を照射しながら、その下層に存在する欠
陥に対してビームのエネルギを付与することができる。三次元積層造形物製造装置は、欠
陥を溶融して補修することができる。
【００１２】
　本開示の三次元積層造形物製造方法は、層状に配置された導電体粉末に対してビームを
照射して、導電体粉末を溶融し硬化させ、三次元積層造形物を製造する三次元積層造形物
製造方法であって、保持部に保持された第１層の導電体粉末にビームを照射して、第１層
の導電体粉末を溶融させる溶融工程と、第１層の導電体粉末が溶融されて硬化した後の三
次元積層造形物の表層部を探傷する非破壊検査工程と、三次元積層造形物の上に第２層の
導電体粉末を積層する積層工程と、非破壊検査工程による探傷結果に応じて設定された領
域を補修する補修工程と、を含む。補修工程では、第２層の導電体粉末にビームを照射す
る際に、ビームによるエネルギを増加させて、領域を補修する。
【００１３】
　この三次元積層造形製造方法では、非破壊検査工程を行うことによって三次元積層造形
物の表層部の欠陥を検出することができる。この三次元積層造形物製造方法の補修工程で
は、三次元積層造形物の上に積層された第２層の導電体粉末にビームを照射する際に、ビ
ームによるエネルギを増加させることができるので、検出された欠陥を含む領域を補修す
ることができる。これにより、第１層に含まれる欠陥を補修しながら、第２層の導電体粉
末を溶融させて、三次元積層造形物を製造することができる。
【００１４】
　以下、本開示の好適な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、
各図において同一部分又は相当部分には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
【００１５】
　図１に示される三次元積層造形物製造装置（以下「製造装置」という）１は、いわゆる
３Ｄプリンタであり、層状に配置した金属粉末（導電体粉末）２に部分的にエネルギを付
与して、金属粉末２を溶融又は焼結させることができる。製造装置１は、溶融又は焼結を
複数回繰り返して三次元部品（三次元積層造形物）３を製造する。三次元部品３は、例え
ば機械部品などであり、その他の構造物であってもよい。金属粉末としては例えばチタン
系金属粉末、インコネル（登録商標）粉末、アルミニウム粉末等が挙げられる。導電体粉
末は、金属粉末に限定されず、例えばＣＦＲＰ（Carbon Fiber Reinforced Plastics）な
ど、炭素繊維と樹脂を含む粉末でもよく、その他の導電性を有する粉末でもよい。
【００１６】
　製造装置１は、真空チャンバ４、作業テーブル（保持部）５、昇降装置６、粉末供給装
置７、電子線照射装置（ビーム照射部）８、非破壊検査装置９及びコントローラ３１を備
える。真空チャンバ４は、内部を真空（低圧）状態とする容器であり、図示しない真空ポ
ンプが接続されている。図２に示される作業テーブル５は、例えば板状を成し、三次元部
品３の原料である金属粉末２が配置される保持部である。作業テーブル５上の金属粉末２
は例えば層状に複数回に分けて配置される。作業テーブル５は、平面視において、例えば
矩形状を成している。作業テーブル５の形状は、矩形に限定されず、円形でもよく、その
他の形状でもよい。作業テーブル５は、真空チャンバ４内において、例えば底部で下方に
窪む凹部に配置されている。作業テーブル５は、Ｚ方向（上下方向）に移動可能であり、
金属粉末２の層数に応じて順次降下する。作業テーブル５の外周には、作業テーブル５の
移動を案内するガイド部１０が設けられている。ガイド部１０は、作業テーブル５の外形
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に対応するように角筒状（作業テーブルが円形の場合は円筒状）を成している。ガイド部
１０及び作業テーブル５は、金属粉末２及び造形された三次元部品３を収容する収容部を
形成する。作業テーブル５はガイド部１０の内側でＺ方向に移動可能である。例えばガイ
ド部１０は、真空チャンバ４の一部を構成している。
【００１７】
　昇降装置６は、作業テーブル５を昇降させる。昇降装置６は、例えばラックアンドピニ
オン方式の駆動機構を含み、作業テーブル５をＺ方向に移動させる。昇降装置６は、作業
テーブル５の底面に連結されて下方に伸びる棒状の上下方向部材（ラック）と、この上下
方向部材を駆動するための駆動源と、を含む。駆動源としては、例えば電動モータを用い
ることができる。電動モータの出力軸にはピニオンが設けられ、上下方向部材の側面には
ピニオンと噛み合う歯形が設けられている。電動モータが駆動され、ピニオンが回転して
動力が伝達されて、上下方向部材が上下方向に移動する。電動モータの回転を停止するこ
とで、上下方向部材が位置決めされて、作業テーブル５のＺ方向の位置が決まり、その位
置が保持される。上下方向位置調整機構は、ラックアンドピニオン方式の駆動機構に限定
されない。上下方向位置調整機構は、例えば、ボールねじ、シリンダなどその他の駆動機
構を備えるものでもよい。
【００１８】
　図１に示す粉末供給装置７は、金属粉末２を貯留する貯留部である原料タンク１１と、
金属粉末２を均す粉末塗布機構１２とを備える。原料タンク１１及び粉末塗布機構１２は
、真空チャンバ４内に配置されている。原料タンク１１は、Ｚ方向において作業テーブル
５より上方に配置されている。原料タンク１１は、例えば、Ｚ方向と交差するＹ方向にお
いて、作業テーブル５の両側に配置されている。原料タンク１１の下方には、張出板１３
が設けられている。張出板１３はガイド部１０の上端部から側方に延びている。張出板１
３は、作業テーブル５の周囲において、Ｚ方向に交差する平面を形成している。原料タン
ク１１に貯留されている金属粉末２は、原料タンク１１から流出して張出板１３上に堆積
する。
【００１９】
　粉末塗布機構１２は、作業テーブル５及び張出板１３の上方で、Ｙ方向に移動可能であ
る。粉末塗布機構１２は、張出板１３上に堆積する金属粉末２を作業テーブル５上に掻き
寄せると共に、作業テーブル５上の金属粉末２の積層物の最上層の表面（上面）２ａを均
す。粉末塗布機構１２の下端部は、金属粉末２の積層物の表面２ａに当接して高さを均一
にする。粉末塗布機構１２は、例えば板状を成し、Ｘ方向に所定の幅を有する。Ｘ方向は
、Ｚ方向及びＹ方向に交差する方向である。粉末塗布機構１２のＸ方向の長さは、例えば
作業テーブル５のＸ方向の全長に対応している。製造装置１は、粉末塗布機構１２に替え
て、ローラー部、棒状部材、刷毛部などを備える構成でもよい。
【００２０】
　電子線照射装置８は、電子銃１４、加速電源１５及びコイル部１６を備える。電子銃１
４は、カソード１４ａ、アノード１４ｂ及びフィラメント１４ｃを含む。これらのカソー
ド１４ａ、アノード１４ｂ及びフィラメント１４ｃは、加速電源１５に電気的に接続され
ている。加速電源１５の負極は接地されている。加速電圧は、例えば－６０ｋｖである。
加速電圧は、カソード１４ａとアノード１４ｂとの間の電位差である。カソード１４ａは
、フィラメント１４ｃによって加熱される。加熱されたカソード１４ａから電子が放出さ
れる。電子は、カソード１４ａ及びアノード１４ｂ間の電位差に応じて加速される。電子
ビーム（電子線）Ｂは、電子銃１４の照射口１４ｄを通じて、真空チャンバ４内に照射さ
れる。
【００２１】
　コイル部１６は、電子銃１４の照射口１４ｄの前方領域に磁場を形成する。前方領域と
は、電子ビームＢの照射方向における前方の領域である。コイル部１６は、収差コイル１
７、フォーカスコイル１８及び偏向コイル１９を備える。収差コイル１７、フォーカスコ
イル１８及び偏向コイル１９は、電子ビームＢの照射方向において、例えば電子銃１４側
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からこの順番で配置されている。収差コイル１７は、電子銃１４から出射される電子ビー
ムＢの周囲に設置され、電子ビームＢを収束させる。フォーカスコイル１８は、電子銃１
４から出射される電子ビームＢの周囲に設置され、電子ビームＢのフォーカス位置のずれ
を補正する。偏向コイル１９は、電子銃１４から出射される電子ビームＢの周囲に設置さ
れ、電子ビームＢの照射位置を調整する。偏向コイル１９は、電磁的なビーム偏向を行う
ため、機械的なビーム偏向と比べて、電子ビームＢの照射時における走査速度を高速にす
ることができる。電子銃１４及びコイル部１６は、真空チャンバ４の上部に配置されてい
る。電子銃１４から出射された電子ビームＢは、コイル部１６によって収束されて焦点位
置が補正される。電子ビームＢは、走査速度が制御され、金属粉末２の照射位置に到達す
る。
【００２２】
　図２に示される非破壊検査装置９は、三次元部品３の表層部３ａを探傷するプローブ（
非破壊検査部）９ａを備える。プローブ９ａは、粉末塗布機構１２に取り付けられている
。プローブ９ａは、粉末塗布機構１２と共にＹ方向に移動可能である。プローブ９ａは、
粉末塗布機構１２とは別に移動可能な構成でもよい。プローブ９ａの底面は、粉末塗布機
構１２の下端より上方に配置されている。プローブ９ａの底面と金属粉末２の積層物の表
面２ａとの間には隙間が形成されている。プローブ９ａは、金属粉末２及び三次元部品３
に対して接触していない。プローブ９ａは、プローブ９ａの走査方向であるＹ方向と交差
するＸ方向に延在している。プローブ９ａは、図４に示されるように、Ｘ方向に並んで配
置された複数の検査コイル２０を含む。プローブ９ａは、Ｘ方向に並ぶ複数個の検査コイ
ル２０の列を含む。この検査コイル２０の複数の列は、Ｙ方向に並んで配置されている。
プローブ９ａの検査コイル２０は、例えば箱形を成す筐体内に収容されている。図示の例
では、プローブ９ａは粉末塗布機構１２の移動方向において前側に配置されている。プロ
ーブ９ａは粉末塗布機構１２の移動方向において後側に配置されていてもよい。粉末塗布
機構１２によって金属粉末２を均した後に、プローブ９ａが金属粉末２の上を通過しなが
ら探傷してもよい。
【００２３】
　図４に示される検査コイル２０は、励磁コイル２１と、一対の検出コイル２２と、を備
える。励磁コイル２１は、交流電流が供給されて磁界を発生させる。これにより、励磁コ
イル２１は、三次元部品３の表層部３ａに渦電流を発生させることができる。励磁コイル
２１は、例えばＺ方向に延在する軸線周りに形成されている。一対の検出コイル２２は、
励磁コイル２１の内側に配置されている。検出コイル２２は、例えばＺ方向に延在する軸
線周りに形成されている。検出コイル２２の内側にはフェライトコア（鉄心）が配置され
ている。フェライトコアは、例えば棒状を成しＺ方向に延在している。フェライトコアは
、円柱状でもよく、角柱状でもよい。一対の検出コイル２２は、表層部３ａの渦電流によ
る磁界の変化を検出する。表層部３ａは、三次元部品３の表面及び表面近傍の内部の部分
を含んでもよい。表層部３ａは、例えば表面から深さ１ｍｍまでの領域を含んでもよい。
表層部３ａは、例えば深さ２ｍｍまでの領域を含むものでもよく、その他の深さまでの領
域を含むものでもよい。プローブ９ａは、三次元部品３の表層部３ａとして、金属粉末２
の複数層分（例えば５層分）の深さまで、同時に探傷可能である。
【００２４】
　表層部３ａに欠陥Ｃがある場合には、渦電流の流れに変化が生じこれにより磁界が変化
する。検出コイル２２により磁界の変化を検出することで、欠陥Ｃの有無を検出すること
ができる。一対の検出コイル２２のうち一方が磁界の変化を検出し、他方が磁界の変化を
検出しない場合がある。このような場合には、一対の検出コイル２２によって検出された
信号の差分を算出することで、磁界の変化を精度良く検出することができる。このように
複数の検出コイル２２で検出された信号の差分を算出することで、プローブ９ａが欠陥Ｃ
の上を通過したときに信号の差分が最も大きくなる。そのため、電気的ノイズを抑えるこ
とができ精度良く欠陥Ｃを検出することができる。検出コイル２２によって検出される欠
陥Ｃとしては、例えば溶け込み不良、割れ、融着、ポロシティ（空隙）などがある。
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【００２５】
　図１及び図３に示されるコントローラ３１は、製造装置１の装置全体の制御を司る制御
部である。コントローラ３１は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit)、ＲＯＭ(Read　O
nly　Memory)、およびＲＡＭ(Random　Access　Memory)等のハードウェアと、ＲＯＭに記
憶されたプログラム等のソフトウェアとから構成されたコンピュータである。コントロー
ラ３１は、入力信号回路、出力信号回路、電源回路などを含む。コントローラ３１は、演
算部３２、加速電圧制御部（エネルギ制御部）３３、コイル制御部（エネルギ制御部）３
４及び記憶部３５を含む。コントローラ３１は、加速電源１５、収差コイル１７、フォー
カスコイル１８、偏向コイル１９、粉末塗布機構１２、プローブ９ａ、昇降装置６、表示
部４１及び操作部４２と電気的に接続されている。
【００２６】
　製造装置１は、電子ビームＢのエネルギを制御するエネルギ制御部を備えている。コン
トローラ３１は、エネルギ制御部として、加速電圧制御部３３及び、コイル制御部３４を
含んでもよい。
【００２７】
　演算部３２は、プローブ９ａで検出された信号について演算を行う。演算部３２は例え
ば一対の検出コイル２２で検出された信号の差分を算出することができる。演算部３２は
、例えば、欠陥Ｃの有無、欠陥Ｃの位置（Ｘ方向の位置、Ｙ方向の位置）、欠陥Ｃの深さ
（Ｚ方向の位置）を算出することができる。演算部３２は、算出された検査結果（探傷結
果）を表示部４１に出力する。演算部３２は、算出された検査結果を記憶部３５に記憶す
る。
【００２８】
　加速電圧制御部３３は、加速電源１５によって印加される加速電圧を制御する。加速電
圧制御部３３は、検出された欠陥Ｃの位置及び深さに応じて、加速電圧を通常時より増加
させる。通常時の加速電圧とは、欠陥Ｃを補修する必要がないときの加速電圧である。通
常時の加速電圧は、例えば１層分の金属粉末２を溶融させることが可能な電子ビームＢを
照射するために必要な加速電圧である。加速電圧制御部３３は、加速電圧を増加させて、
電子ビームＢによる電子の速度を上昇させる。加速電圧制御部３３は、三次元部品３上に
堆積する金属粉末２を溶融させる際に、電子ビームＢが欠陥Ｃに照射されるタイミングに
合わせて、加速電圧を増加させる制御を行う。加速電圧制御部３３は、加速電圧を増加さ
せた後に、電子ビームＢが欠陥Ｃから外れた位置に照射されるときに、加速電圧を低下さ
せて通常時の値に戻す制御を行う。
【００２９】
　コイル制御部３４は、収差コイル１７を制御して、電子ビームＢを収束させる。コイル
制御部３４は、フォーカスコイル１８を制御して、電子ビームＢのフォーカス位置を制御
する。コイル制御部３４は、偏向コイル１９を制御して、電子ビームＢの照射位置を制御
する。例えば、通常時と比較して加速電圧を増加させた場合には、電子ビームＢの挙動が
変わるので、コイル制御部３４は、収差コイル１７における制御量、フォーカスコイル１
８における制御量、偏向コイル１９における制御量を補正することができる。例えば、こ
れらの収差コイル１７における制御量、フォーカスコイル１８における制御量、及び偏向
コイル１９における制御量に関するデータは、記憶部３５に記憶されている。
【００３０】
　表示部４１は、例えば、液晶表示装置であり、コントローラ３１から出力された検査結
果等を表示することができる。表示部４１は、例えば、検出された欠陥Ｃの位置、深さ等
に関する情報を表示する。表示部４１は、電子銃１４から照射される電子ビームＢに関す
る情報を表示することができる。表示部４１は、加速電圧、収差コイル１７の制御量、フ
ォーカスコイル１８の制御量、及び偏向コイル１９の制御量に関するデータを表示するこ
とができる。操作部４２は、使用者が操作可能な入力手段である。使用者は、表示部４１
に表示された情報を確認し、各種設定（制御量）を変更することができる。
【００３１】
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　次に、三次元部品の製造方法（三次元積層造形物製造方法）について説明する。図５は
、三次元部品の製造方法の手順を示すフローチャートである。三次元部品の製造方法は、
例えば製造装置１を用いて実行される。
【００３２】
　まず、製造装置１では、原料タンク１１から金属粉末２を排出し、第１層の金属粉末２
を作業テーブル５上に供給し、粉末塗布機構１２をＹ方向に移動させて、金属粉末２の積
層物の表面２ａを均す（ステップＳ１）。次に、作業テーブル５上の金属粉末２に電子ビ
ームＢを照射する照射工程を行う（溶融工程；ステップＳ２）。この照射工程では、加速
電圧制御部３３は、加速電源１５を制御して、加速電圧を制御する。これにより、電子が
加速されて電子銃１４から電子ビームＢが照射される。照射工程では、コイル制御部３４
は、収差コイル１７を制御して電子ビームＢを収束させ、フォーカスコイル１８を制御し
て電子ビームＢのフォーカス位置を制御し、偏向コイル１９を制御して電子ビームＢの照
射位置を制御し、電子ビームＢの走査速度を制御する。
【００３３】
　次に、コントローラ３１は、昇降装置６に指令信号を送信して、作業テーブル５を降下
させる（ステップＳ３）。これにより、第１層の上に第２層の金属粉末２を積層するため
のスペースが確保される。
【００３４】
　溶融した第１層（第ｎ層）の金属粉末２が硬化した後に、製造装置１では、第２層（第
ｎ＋１層）の金属粉末２を作業テーブル５上（第ｎ層の金属粉末２の上）に供給し（積層
工程）、粉末塗布機構１２をＹ方向に移動させて、第２層の金属粉末２の表面２ａを均す
（ステップＳ４）。このとき、粉末塗布機構１２を移動させる際に探傷工程（非破壊検査
工程；ステップＳ５）が実行される。例えば第２層（第ｎ＋１層）の金属粉末２の表面２
ａを均すと共に、第１層（第ｎ層）の表層部３ａに対する探傷工程が実行される。
【００３５】
　探傷工程では、励磁工程及び検出工程が行われる。励磁工程では、励磁コイル２１に電
流を供給して磁界を発生させて、表層部３ａに渦電流を生じさせる。検出工程では、表層
部３ａにおける磁界の変化を検出する。例えば表層部３ａに欠陥Ｃ、形状不連続部などが
ある場合には、渦電流が迂回して変化し磁界が変化する。検出工程では、演算部３２は一
対の検出コイル２２で検出された信号の差分を算出する。演算部３２は、この算出した結
果に基づいて検査結果を示す画像情報を生成する。検査結果を示す画像情報は、表示部４
１に出力されて表示される。表示部４１は、検査結果を示す画像情報として、欠陥Ｃの位
置、大きさ、向きなどを表示してもよい。
【００３６】
　次に、演算部３２は、検査結果に基づいて欠陥Ｃの有無を判定する（ステップＳ６）。
ここでは、演算部３２は、一対の検出コイル２２による信号の差分に基づいて、欠陥Ｃの
有無を判定してもよく、使用者が表示部４１に表示された画像情報を見て欠陥Ｃの有無を
判定してもよい。欠陥Ｃが検出されなかった場合には、ステップＳ８に進み、欠陥Ｃが検
出された場合には、ステップＳ７に進む。
【００３７】
　ステップＳ７では、補修準備工程を行う。補修準備工程では、コントローラ３１は、欠
陥Ｃを補修するための各種設定を行う。補修準備工程では、コントローラ３１は、例えば
、欠陥Ｃを含む補修領域を設定する。補修準備工程では、コントローラ３１は、欠陥Ｃを
含む補修領域に電子ビームＢを照射する際の加速電源の制御量を設定する。コントローラ
３１は、例えば、加速電圧を増加させるように加速電源１５の制御量を設定する。補修準
備工程では、コントローラ３１は、加速電圧を増加させた場合のコイル部１６の制御量を
設定する。コントローラ３１は、例えば、電子ビームＢにおける電子の速度の増加量に応
じて、収差コイル１７の制御量、フォーカスコイル１８の制御量、偏向コイル１９の制御
量を設定することができる。補修準備工程では、欠陥Ｃの位置、大きさ、形状、及び電子
ビームＢの過去の制御量等に基づいて、上記の制御量が設定される。これらの制御量は、
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使用者が設定してもよく、演算部３２が演算することで設定してもよい。設定された制御
量は、記憶部３５に記憶される。なお、欠陥Ｃを含む補修領域は、欠陥Ｃのみでもよく、
欠陥Ｃの周囲の領域を含むものでもよく、欠陥Ｃの一部のみを含むものでもよい。
【００３８】
　ステップＳ７の補修準備工程を実施した後、ステップＳ２に戻る。このステップＳ２照
射工程では、電子線照射装置８は、第１層の上に積層された第２層の金属粉末２に対して
、電子ビームＢを照射する。このステップＳ２では、欠陥Ｃを含む補修領域に、電子ビー
ムＢが照射される際に、補修準備工程で設定された制御量に基づく制御が実行され、加速
電圧が増加されると共にコイル部１６について制御が行われる。これにより、電子ビーム
Ｂによるエネルギが増加されて、電子ビームＢが欠陥Ｃまで到達し、欠陥Ｃが溶融される
。これにより、欠陥Ｃを補修する補修工程が実施される。なお、照射工程において、第２
層の金属粉末２に対して補修領域以外の領域について電子ビームＢを照射する際には、前
回の第１層の金属粉末２に対して電子ビームＢを照射したときと同様に、電子ビームＢを
照射する。すなわち、電子ビームＢの照射位置が移動して欠陥Ｃを含む補修位置から外れ
たら、加速電圧制御部３３は、加速電圧を戻す。
【００３９】
　このステップＳ２における照射工程を実施したら、ステップＳ３～Ｓ６を繰り返す。ス
テップＳ６で、欠陥なしと判定されたら、ステップＳ８に進む。ステップＳ８では、コン
トローラ３１は、三次元部品３の全層について造形が終了して、部品が完成しているか否
かを判定する。例えば、設計通りの層分について造形が終了しているか否かを判定する。
三次元部品の造形が終了していない場合には、ステップＳ２に戻る。このステップＳ２で
は、電子線照射装置８は、前回のステップＳ４において形成された金属粉末２に対して、
電子ビームＢを照射して部分的にエネルギを付与して、溶融を行う。以下、製造装置１は
、同様の工程を繰り返し、三次元部品３の全層について造形を行い、三次元部品３の製造
を完了する。
【００４０】
　本実施形態の製造装置１では、非破壊検査装置９を備えているので、この非破壊検査装
置９によって、三次元部品３の表層部３ａの欠陥Ｃを検出することができる。製造装置１
は、加速電圧制御部３３を備えているので、非破壊検査装置９によって検出された欠陥Ｃ
を含む補修領域に電子ビームＢを照射する際に、電子ビームＢによるエネルギを増加させ
ることができる。これにより、製造装置１は、第２層の金属粉末２に電子ビームＢを照射
しながら、その下層の第１層に存在する欠陥Ｃに対して電子ビームＢのエネルギを付与す
ることができる。その結果、欠陥Ｃを補修することができる。
【００４１】
　本開示は、前述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で下記のよ
うな種々の変形が可能である。上記の実施形態では、加速電圧を増加させる制御を行うこ
とで、電子ビームＢによるエネルギを増加させているが、ビームによるエネルギを増加さ
せる制御は、これに限定されない。例えば、コントローラ３１は、電子ビームＢの走査速
度を低下させることで、電子ビームＢの照射位置の移動速度を低下させて、導電体粉末に
付与されるエネルギを増加させてもよい。すなわち、コイル制御部３４は、補修領域に対
して電子ビームＢを照射する際に、電子ビームＢの走査速度を通常時よりも低下させる制
御をしてもよい。コイル制御部３４は、加速電圧を増加させる制御と走査速度を低下させ
る制御とを同時に行ってもよい。すなわち、加速電圧を増加させながら走査速度を低下さ
せてもよい。上記の実施形態において、製造装置１は、欠陥Ｃが検出された場合に、欠陥
Ｃを含む補修領域に対して、電子ビームＢを再照射することで、欠陥Ｃを補修することも
できる。
【００４２】
　上記の実施形態では、電子ビームＢを照射して、導電体粉末を溶融しているが、導電体
粉末に照射されるビームは、電子ビームに限定されず、その他のエネルギービームでもよ
い。三次元積層造形物製造装置は、例えば、レーザ発信器を備え、レーザビームを照射し
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て、導電体粉末を溶融するものでもよい。このように、レーザビームを照射する場合には
、コイル制御部は、レーザビームの出力を上げる制御を行ってもよく、レーザビームの走
査速度を低下させる制御を行ってもよい。これにより、補修領域にビームを照射する際に
、ビームによるエネルギを増加させて、欠陥を補修することができる。
【００４３】
　上記の実施形態では、三次元部品３の表層部３ａを探傷する非破壊検査部として、三次
元部品３に渦電流を発生させて、探傷を行う場合（渦流探傷試験）について説明している
が、非破壊検査部は、渦流探傷試験を行うものに限定されない。非破壊検査部は、例えば
、放射線透過試験など、その他の非破壊検査を行うものでもよい。非破壊検査部は、カメ
ラ（撮像部）を含んでもよく、撮像された画像に基づいて欠陥を検出して補修領域を設定
してもよい。
【００４４】
　上記の実施形態では、粉末塗布機構をＹ方向に移動させて、粉末の積層物（粉末層）の
表面２ａを均しているが、粉末塗布機構をその他のＸ－Ｙ面内の方向に移動させて、粉末
層の表面２ａを均してもよい。製造装置は、円周方向に粉末塗布機構を移動させてもよい
。製造装置は、平面視において、粉末塗布機構に対して作業テーブルを含む造形タンクを
相対的に移動させて表面２ａを均してもよい。造形タンク（ガイド部）は、例えばＸ方向
に往復運動する構成でもよく、その他の方向に移動可能な構成でもよい。造形タンクは、
Ｚ方向に延在する仮想線を中心として回転移動可能な構成でもよい。例えば、製造装置は
、平面視において円形の保持部（作業テーブル）を備え、Ｚ方向に延在する仮想線（保持
部の中央部）を中心として保持部及び粉末層を回転移動させながら、粉末の塗布及びビー
ム照射を順次行う構成でもよい。
【符号の説明】
【００４５】
１　製造装置（三次元積層造形物製造装置）
２　金属粉末（導電体粉末）
３　三次元部品（三次元積層造形物）
３ａ　表層部
５　作業テーブル（保持部）
８　電子線照射装置（ビーム照射部）
９　非破壊検査装置（非破壊検査部）
９ａ　プローブ
１４　電子銃
１５　加速電源
１６　コイル部
３３　加速電圧制御部（エネルギ制御部）
３４　コイル制御部（エネルギ制御部）
Ｂ　電子ビーム（電子線）
Ｃ　欠陥
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