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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】インクジェット方式で３次元造形物製造時に、構造体の損傷なしに支持体を除去
することができ、簡便かつ経済的に３次元造形物を製造できる３次元造形物の形成方法を
提供する。
【解決手段】複数のレイヤを積層して構造体及び支持体を含む３次元造形物を形成する段
階を備える。３次元造形物を形成する構造体インクと支持体インクとをインクジェットプ
リンティングして、構造体及び支持体を含む３次元造形物を形成する。３次元造形物形成
時に、光量を調節でき、例えば、下層を形成する時は、光量を減らして硬化反応速度を遅
延させ、硬化収縮を減らし、上層に上がるほど光量を強くして硬化させる。光硬化性樹脂
を非常に薄い層に噴射して薄い壁とオーバーハング、そして、動作パートを含んだ３次元
造形物を精密にプリンティングする。各層は、構造体インク組成物と支持体インク組成物
とが共に噴射される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）複数のレイヤを積層して構造体及び支持体を含む３次元造形物を形成する段階と、
　ｂ）前記支持体を水、または水及び極性有機溶媒の混合溶液で溶解させて支持体を除去
する段階と、
　を含み、
　前記支持体は、ジメチルアクリルアミドと、Ｉｒｇａｃｕｒｅ　８１９と、１－ビニル
－２－ピロリドン（ＶＰ）と、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）と、界面活性剤、可塑剤
、重合防止剤、消泡剤、希釈剤、熱安定剤、および粘度調節剤の少なくともいずれかから
選択されるさらに含まれ得る添加剤と、からなる３Ｄプリンティング支持体用インク組成
物の硬化段階を通じて製造された、
　３次元造形物の形成方法。
【請求項２】
　ｃ）支持体が除去された３次元造形物の乾燥段階をさらに含む
　請求項１に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項３】
　前記極性有機溶媒は、アルコール系、グリコール系、グリコールエーテル系、ケトン系
、クロリン系、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳ
Ｏ）、及びアセトニトリルからなる群から選択される１種以上である
　請求項１または２に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項４】
　前記支持体は、水、または水及びアルコール系溶媒の混合溶液で溶解させて除去される
　請求項１または２に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項５】
　前記極性有機溶媒は、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、エチレング
リコール、プロピレングリコール、エチレングリコールモノブチルエーテル、アセトン、
メチルエチルケトン（ＭＥＫ）、クロロホルム、クロロベンゼン、Ｎ－メチル－２－ピロ
リドン（ＮＭＰ）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、及びアセトニトリルからなる群
から選択される１種以上である
　請求項１または２に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項６】
　前記極性有機溶媒は、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、エチレング
リコール、プロピレングリコール、及びエチレングリコールモノブチルエーテルからなる
群から選択される１種以上である
　請求項１または２に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項７】
　前記３Ｄプリンティング支持体用インク組成物は、ビニルエーテル化合物をさらに含む
　請求項１から６のいずれか１項に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項８】
　前記ビニルエーテル化合物は、４－ヒドロキシブチルビニルエーテル（ＨＢＶＥ）、エ
チルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテル、２－エチ
ルヘキシルビニルエーテル、ドデシルビニルエーテル、ジエチレングリコールジビニルエ
ーテル、１，４－シクロヘキサンジメタノールジビニルエーテル、トリエチレングリコー
ルジビニルエーテル、１，４－ブタンジオールジビニルエーテルからなる群から選択され
る何れか１つ以上である
　請求項７に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項９】
　添加剤をさらに含む
　請求項１から８のいずれか１項に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項１０】
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　前記添加剤は、界面活性剤、可塑剤、重合防止剤、消泡剤、希釈剤、熱安定剤、及び粘
度調節剤からなる群から選択される何れか１つ以上である
　請求項９に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項１１】
　前記ジメチルアクリルアミドは、組成物全体重量を基準に１０～９９．９重量％含まれ
る
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項１２】
　前記１－ビニル－２－ピロリドン（ＶＰ）は、組成物全体重量を基準に０．１～８０重
量％含まれる
　請求項１から７のいずれか１項に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項１３】
　前記ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）は、組成物全体重量を基準に０．１～３０重量％
含まれる
　請求項１に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項１４】
　前記ビニルエーテル化合物は、組成物全体重量を基準に０．１～５０重量％含まれる
　請求項７に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項１５】
　前記Ｉｒｇａｃｕｒｅ　８１９は、組成物全体重量を基準に０．０１～２０重量％含ま
れる
　請求項１から１４のいずれか１項に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項１６】
　前記ｂ）段階遂行時に、前記水または水及び極性有機溶媒の混合溶液の温度は、２０℃
～９０℃である
　請求項１から１５のいずれか１項に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項１７】
　前記ｂ）段階遂行時に、前記水または水及び極性有機溶媒の混合溶液の温度は、４０℃
～６０℃である
　請求項１から１６のいずれか１項に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項１８】
　前記ｂ）段階遂行時に、前記水または水及び極性有機溶媒の混合溶液を撹拌または超音
波処理する段階をさらに含む
　請求項１から１７のいずれか１項に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項１９】
　前記ｃ）段階の乾燥段階は、自然乾燥または乾燥手段による乾燥である
　請求項２に記載の３次元造形物の形成方法。
【請求項２０】
　前記ｃ）段階の乾燥段階は、自然乾燥である
　請求項２に記載の３次元造形物の形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１５年１１月３日付の韓国特許出願第１０－２０１５－０１５３９６３号
に基づいた優先権の利益を主張し、当該韓国特許出願の文献に開示されたあらゆる内容は
、本明細書の一部として含まれる。
【０００２】
　本発明は、３次元造形物の形成方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
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　現在、製品生産において、無限競争市場の多様な要求に迅速に応じるために、３Ｄプリ
ンティング技術が急速に広がっている。これは、企業が３Ｄプリンティング技術を採択す
ることによって、製品の開発工程のうち、可能な限り早期に技術的な問題を解決して、コ
スト削減と共に概念設計から完成品生産に至る過程を最小化することができるためである
。インクジェット技術によって３次元造形物を形成する技術は、非常に薄いレイヤで製品
の形状を精密に具現することができて、各産業分野で要求する技術と用途とによって非常
に容易に適用することができるという長所がある。
【０００４】
　前記インクジェット技術によって３次元造形物を形成する場合、主材料である構造体イ
ンクの以外に支持体インクを共に使わなければならないが、支持体インクは、空中に浮か
んでいる形態の構造物を作る時、下側部分に臨時に形成して、支持役割をしながら今後に
はきれいに除去されなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来、３次元造形物を作った後、支持体部分を手で除去し、残った部分を手やウォータ
ージェット（ｗａｔｅｒ　ｊｅｔ）でいちいち除去しなければならないので、非常に煩わ
しく生産性が低下し、経済的ではないという問題点があった。これにより、支持体を手作
業で除去せずに、容易に除去することができる方法が必要な実情である。
【０００６】
　本発明の目的は、前記のような従来技術の問題点を解決するためのものであって、イン
クジェット方式で３次元造形物製造時に、構造体の損傷なしに支持体を除去することがで
きて、簡便かつ経済的に３次元造形物を製造することができる３次元造形物の形成方法を
提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記のような課題を解決するために、本発明は、ａ）複数のレイヤを積層して構造体及
び支持体を含む３次元造形物を形成する段階と、ｂ）前記支持体を水、または水及び極性
有機溶媒の混合溶液で溶解させて支持体を除去する段階と、を含む３次元造形物の形成方
法を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、インクジェット方式によって３次元造形物製造時に、構造体の損傷な
しに支持体を除去することができて、簡便かつ経済的に３次元造形物を製造することがで
きるという長所がある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、３次元造形物の形成方法に関するものであって、以下、前記形成方法を各段
階別に詳細に説明する。
【００１０】
　まず、ａ）複数のレイヤを積層して構造体及び支持体を含む３次元造形物を形成する段
階を行う。
【００１１】
　前記ａ）段階は、３次元造形物を形成する構造体インクと支持体インクとをインクジェ
ットプリンティング（ｉｎｋｊｅｔ　ｐｒｉｎｔｉｎｇ）して、構造体及び支持体を含む
３次元造形物を形成する段階であって、３次元造形物形成時に、光量を調節することがで
きるが、例えば、下層を形成する時は、光量を減らして硬化反応速度を遅延させ、硬化収
縮を減らし、上層に上がるほど光量を強くして硬化させることができる。
【００１２】
　前記ａ）段階は、光硬化性樹脂を非常に薄い層に噴射して薄い壁とオーバーハング、そ
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して、動作パートを含んだ３次元造形物を精密にプリンティングする段階である。各層は
、構造体インク組成物と支持体インク組成物とが共に噴射され、支持体インク組成物は、
オーバーハング、キャビティ、ホールなどの形状を可能にする。プリンティングヘッドは
、Ｘ軸とＹ軸とに移動し、造形板上にインク組成物を噴射する。一層のインク組成物が噴
射されれば、ヘッド左右にある紫外線ランプによって、即時構造体インク組成物と支持体
インク組成物は、硬化される。次の層の噴射のために、造形板が下に下がり、同じ作業が
反復されて最終３次元造形物を形成する。
【００１３】
　本発明の一実施例において、前記構造体は、アクリル系光硬化性樹脂、硬化剤、重合防
止剤及び感光剤を含む構造体インク組成物の硬化段階を通じて製造可能であり、望ましく
は、前記アクリル系光硬化性樹脂は、ジペンタエリトリトールヘキサアクリレート（ＤＰ
ＨＡ、ｄｉｐｅｎｔａｅｒｙｔｈｒｉｔｏｌ　ｈｅｘａａｃｒｙｌａｔｅ）、トリプロピ
レングリコールジアクリレート（ＴＰＧＤＡ、Ｔｒｉｐｒｏｐｙｌｅｎｅ　Ｇｌｙｃｏｌ
　Ｄｉａｃｒｙｌａｔｅ）、トリメチルプロパントリアクリレート（ＴＭＰＴＡ、Ｔｒｉ
ｍｅｔｈｙｌｏｌｐｒｏｐａｎｅ　ｔｒｉａｃｒｙｌａｔｅ）、イソボルニルアクリレー
ト（Ｉｓｏｂｏｒｎｙｌ　Ａｃｒｙｌａｔｅ）、ベンジルアクリレート（Ｂｅｎｚｙｌ　
Ａｃｒｙｌａｔｅ）、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート（１，６－Ｈｅｘａｎｅ
ｄｉｏｌ　Ｄｉａｃｒｙｌａｔｅ）、トリエチレングリコールジアクリレート（Ｔｒｉｅ
ｔｈｙｌｅｎｅ　ｇｌｙｃｏｌ　Ｄｉａｃｒｙｌａｔｅ）、ビスフェノールＡ（ＥＯ）４
ジアクリレート（Ｂｉｓｐｈｅｎｏｌ　Ａ（ＥＯ）４　Ｄｉａｃｒｙｌａｔｅ）、グリセ
リン（ＰＯ３）トリアクリレート（Ｇｌｙｃｅｒｉｎｅ（ＰＯ）３　Ｔｒｉａｃｒｙｌａ
ｔｅ）、及びペンタエリスリトールテトラアクリレート（Ｐｅｎｔａｅｒｙｔｈｒｉｔｏ
ｌ　Ｔｅｔｒａａｃｒｙｌａｔｅ）からなる群から選択される１種以上であり得るが、こ
れらに限定されるものではない。
【００１４】
　本発明の一実施例において、前記硬化剤は、硬化方式によって多様なものを使用し、当
該技術分野で使用するものであれば、特に制限はない。前記硬化剤の具体例として、光開
始剤を使用することができる。前記光開始剤としては、使用する光源に合わせて当該技術
分野で使用するものであれば、特に制限はないが、望ましくは、Ｉｒｇａｃｕｒｅ　８１
９（Ｂｉｓａｃｒｙｌ　ｐｈｏｓｐｈｉｎｅ系）、Ｄａｒｏｃｕｒ　ＴＰＯ（Ｍｏｎｏａ
ｃｒｙｌ　ｐｈｏｓｐｈｉｎｅ系）、Ｉｒｇａｃｕｒｅ　３６９（α－ａｍｉｎｏｋｅｔ
ｏｎｅ系）、Ｉｒｇａｃｕｒｅ　１８４（α－ｈｙｄｒｏｘｙｋｅｔｏｎｅ系）、Ｉｒｇ
ａｃｕｒｅ　９０７（α－ａｍｉｎｏｋｅｔｏｎｅ系）、Ｉｒｇａｃｕｒｅ　２０２２（
Ｂｉｓａｃｒｙｌ　ｐｈｏｓｐｈｉｎｅ）／α－ｈｙｄｒｏｘｙｋｅｔｏｎｅ系）、Ｉｒ
ｇａｃｕｒｅ　２１００（Ｐｈｏｓｐｈｉｎｅ　ｏｘｉｄｅ系）、またはこれと類似した
構造の光開始剤のような常用品を使用することができるが、これらに限定されるものでは
ない。
【００１５】
　本発明の一実施例において、前記重合防止剤は、ニトロソアミン（Ｎｉｔｒｏｓｏａｍ
ｉｎｅ）系及びヒドロキノン（Ｈｙｄｒｏｑｕｉｎｏｎｅ）系の重合防止剤からなる群か
ら選択される１種以上であり、望ましくは、ヒドロキノンモノメチルエーテル（ＭＥＨＱ
、Ｍｏｎｏｍｅｔｈｙｌ　Ｅｔｈｅｒ　Ｈｙｄｒｏｑｕｉｎｏｎｅ）、Ｎ－ニトロソフェ
ニルヒドロキシルアミン（Ｎ－ｎｉｔｒｏｓｏｐｈｅｎｙｌｈｙｄｒｏｘｙａｍｉｎｅ）
、２，５－ビス（１，１，３，３－テトラメチルブチル）ヒドロキノン（２，５－Ｂｉｓ
（１，１，３，３－ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｂｕｔｙｌ）ｈｙｄｒｏｑｕｉｎｏｎｅ）、
２，５－ビス（１，１－ジメチルブチル）ヒドロキノン（２，５－Ｂｉｓ（１，１－ｄｉ
ｍｅｔｈｙｌｂｕｔｙｌ）ｈｙｄｒｏｑｕｉｎｏｎｅ）、ニトロベンゼン（Ｎｉｔｒｏｂ
ｅｎｚｅｎｅ）、ブチル化ヒドロキシトルエン（ｂｕｔｙｌａｔｅｄ　ｈｙｄｒｏｘｙｌ
　ｔｏｌｕｅｎｅ）、及びジフェニルピクリルヒドラジル（ｄｉｐｈｅｎｙｌ　ｐｉｃｒ
ｙｌ　ｈｙｄｒａｚｙｌ、ＤＰＰＨ）からなる群から選択される１種以上であり、さらに
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されるものではない。
【００１６】
　本発明の他の一実施例において、前記感光剤は、ベンゾフェノン（ｂｅｎｚｏｐｈｅｎ
ｏｎｅ）及びイソプロピルチオキサントン（Ｄａｒｏｃｕｒ　ＩＴＸ、Ｉｓｏｐｒｏｐｙ
ｌｔｈｉｏｘａｎｔｈｏｎｅ）からなる群から選択される１種以上であり、イソプロピル
チオキサントン（Ｄａｒｏｃｕｒ　ＩＴＸ）であることが望ましいが、これらに限定され
るものではない。
【００１７】
　本発明の一実施例において、さらに望ましくは、前記構造体は、ジペンタエリトリトー
ルヘキサアクリレート（ＤＰＨＡ）、トリメチルプロパントリアクリレート（ＴＭＰＴＡ
）、ビスアクリルホスフィン系硬化剤（Ｉｒｇａｃｕｒｅ　８１９）、イソプロピルチオ
キサントン（ＩＴＸ）及びヒドロキノンモノメチルエーテル（ＭＥＨＱ）を含む構造体イ
ンク組成物の硬化段階を通じて製造可能であるが、これらに限定されるものではない。
【００１８】
　本発明の他の一実施例において、前記支持体は、アミン含有単量体及び硬化剤を含む３
Ｄプリンティング支持体用インク組成物の硬化段階を通じて製造可能である。
【００１９】
　前記アミン含有単量体は、当該技術分野で使用するものであれば、特に制限はないが、
望ましくは、下記化学式１から化学式６のうち何れか１つ以上であるものを使用すること
ができる。
【００２０】
　まず、本発明のアミン含有単量体として、下記化学式１の化合物を使用することができ
る。
　［化学式１］
【化１】

【００２１】
　前記化学式１において、Ｒ１は、水素またはメチル基であり、Ｒ２及びＲ３は、それぞ
れ独立して水素、Ｃ１～Ｃ１０のアルキル基、ビニル基、アルコキシ基、シクロヘキシル
基、フェニル基、ベンジル基、アルキルアミン基、アルキルエステル基またはアルキルエ
ーテル基であり得る。
【００２２】
　また、望ましくは、前記化学式１において、前記Ｒ２及びＲ３が、それぞれ独立して水
素、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、
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【化２】

　であり、
　前記Ｒ'１は、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ２）ＣＨ２、
ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）２またはＣ（ＣＨ３）２ＣＨ２ＣＨ２で
あり、Ｒ'２及びＲ'３は、それぞれ独立して水素、ＣＨ３、ＣＨ２ＣＨ３、ＣＨ２ＣＨ２

ＣＨ３、ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）２、ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）３、ＣＨ（ＣＨ３）２、ＣＨ２Ｃ
Ｈ２ＣＨ２ＣＨ３、Ｃ（ＣＨ３）２ＣＨ２ＣＨ３または－ＣＨ＝ＣＨ２であり、
　Ｒ''１は、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ２）ＣＨ２、ＣＨ

２ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）２またはＣ（ＣＨ３）２ＣＨ２ＣＨ２であり
、Ｒ''２は、水素、ＣＨ３、ＣＨ２ＣＨ３、ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ３、ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）

２、ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）３、ＣＨ（ＣＨ３）２、ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ３、Ｃ（ＣＨ３

）２ＣＨ２ＣＨ３または－ＣＨ＝ＣＨ２であり得る。
【００２３】
　また、望ましくは、前記化学式１は、下記化学式１ａであり得る。
　［化学式１ａ］

【化３】

【００２４】
　前記化学式１ａにおいて、前記Ｒ'１は、水素またはメチル基であり、Ｒ'２及びＲ'３
は、それぞれ独立して水素、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、ｔ
ｅｒｔ－ブチルまたは－ＣＨ＝ＣＨ２であり得る。
【００２５】
　また、本発明のアミン含有単量体として、下記化学式２の化合物を使用することができ
る。
　［化学式２］
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【化４】

【００２６】
　前記化学式２において、Ｒ'１及びＲ'２は、それぞれ独立して水素、Ｃ１～Ｃ１０のア
ルキル基、ビニル基、アルコキシ基、シクロヘキシル基、フェニル基、ベンジル基、アル
キルアミン基、アルキルエステル基またはアルキルエーテル基であり、Ｒ'３は、水素ま
たはメチル基であり得る。
【００２７】
　また、望ましくは、前記化学式２において、前記Ｒ'１及びＲ'２は、それぞれ独立して
水素、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、
【化５】

　であり得る。
【００２８】
　また、本発明のアミン含有単量体として、下記化学式３の化合物を使用することができ
る。
　［化学式３］

【化６】

【００２９】
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　前記化学式３において、Ｒ１は、水素またはメチル基であり、Ｒ２は、ＣＨ２、ＣＨ２

ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ２）ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ

２Ｃ（ＣＨ３）２またはＣ（ＣＨ３）２ＣＨ２ＣＨ２であり、Ｒ３及びＲ４は、それぞれ
独立して水素、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチ
ル、－ＣＨ＝ＣＨ２または－ＣＨ２－ＣＨ＝ＣＨ２であり得る。
【００３０】
　また、本発明のアミン含有単量体として、下記化学式４の化合物を使用することができ
る。
　［化学式４］
【化７】

【００３１】
　前記化学式４において、ｎは、１～４の整数であり、Ａは、Ｃ、Ｏ、ＮまたはＳであり
、Ｒ１、Ｒ２及びＲ３は、それぞれ独立して水素またはＣ１～Ｃ１０のアルキル基であり
、Ｒ４は、－ＣＨ＝ＣＨ２、

【化８】

　であり得る。
【００３２】
　また、望ましくは、前記化学式４は、
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　であり得る。
【００３３】
　また、本発明のアミン含有単量体として、下記化学式５、化学式６または化学式７の化
合物を使用することができる。
　［化学式５］

【化１０】

　［化学式６］
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【化１１】

　［化学式７］
【化１２】

　。
【００３４】
　前記アミン含有単量体は、本発明のインク組成物全体重量を基準に１０～９９．９重量
％で含まれうる。前記アミン含有単量体の包含量が、１０重量％未満であれば、支持体を
除去する時、水に対する溶解特性が十分ではない問題があり、９９．９重量％を超過すれ
ば、硬化特性が悪くなるという問題がある。
【００３５】
　前記３Ｄプリンティング支持体用インク組成物は、硬化剤を含む。前記３Ｄプリンティ
ング支持体用インク組成物は、硬化剤を含むことによって、多様な硬化方式を通じた硬化
工程に用いられる。
【００３６】
　本発明の一実施例において、前記硬化剤は、硬化方式によって多様なものを使用し、当
該技術分野で使用するものであれば、特に制限はない。前記硬化剤の具体例として、光開
始剤を使用することができる。前記光開始剤としては、使用する光源に合わせて当該技術
分野で使用するものであれば、特に制限はないが、望ましくは、Ｉｒｇａｃｕｒｅ　８１
９（Ｂｉｓａｃｒｙｌ　ｐｈｏｓｐｈｉｎｅ系）、Ｄａｒｏｃｕｒ　ＴＰＯ（Ｍｏｎｏａ
ｃｒｙｌ　ｐｈｏｓｐｈｉｎｅ系）、Ｉｒｇａｃｕｒｅ　３６９（α－ａｍｉｎｏｋｅｔ
ｏｎｅ系）、Ｉｒｇａｃｕｒｅ　１８４（α－ｈｙｄｒｏｘｙｋｅｔｏｎｅ系）、Ｉｒｇ
ａｃｕｒｅ　９０７（α－ａｍｉｎｏｋｅｔｏｎｅ系）、Ｉｒｇａｃｕｒｅ　２０２２（
Ｂｉｓａｃｒｙｌ　ｐｈｏｓｐｈｉｎｅ／α－ｈｙｄｒｏｘｙｋｅｔｏｎｅ系）、Ｉｒｇ
ａｃｕｒｅ　２１００（Ｐｈｏｓｐｈｉｎｅ　ｏｘｉｄｅ系）、Ｄａｒｏｃｕｒ　ＩＴＸ
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剤のような常用品を使用することができる。
【００３７】
　本発明の一実施例において、前記硬化剤は、本発明のインク組成物全体重量を基準に０
．０１～２０重量％で含まれ、望ましくは、１～１０重量％で含まれうる。前記硬化剤の
包含量が、０．０１重量％未満であれば、硬化が起こらないという問題があり、２０重量
％を超過すれば、硬化感度が過度に上昇して、ヘッド（ｈｅａｄ）が詰まるという問題が
ある。
【００３８】
　本発明の他の一実施例において、前記３Ｄプリンティング支持体用インク組成物は、ビ
ニル基及びアクリレート基のうち何れか１つ以上を含む単量体をさらに含みうる。前記３
Ｄプリンティング支持体用インク組成物は、ビニル基及びアクリレート基のうち何れか１
つ以上を含む単量体を含むことによって、硬化感度を調節し、硬化物の強度（ゆるいか、
堅い程度）のような特性を調節することができるという特性を有しうる。
【００３９】
　本発明の一実施例において、前記ビニル基及びアクリレート基のうち何れか１つ以上を
含む単量体は、当該技術分野で使用するものであれば、特に制限はないが、望ましくは、
酢酸ビニル（Ｖｉｎｙｌ　ａｃｅｔａｔｅ）、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレー
ト（２－ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ（ｍｅｔｈ）ａｃｒｙｌａｔｅ）、２－ヒドロキシメ
チル（メタ）アクリレート（２－ｈｙｄｒｏｘｙｍｅｔｈｙｌ（ｍｅｔｈ）ａｃｒｙｌａ
ｔｅ）、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート（２－ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｙ
ｌ（ｍｅｔｈ）ａｃｒｙｌａｔｅ）、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート（４－
ｈｙｄｒｏｘｙｂｕｔｙｌ（ｍｅｔｈ）ａｃｒｙｌａｔｅ）、エチル－２－ヒドロキシア
クリレート（Ｅｔｈｙｌ－２－ｈｙｄｒｏｘｙａｃｒｙｌａｔｅ）、２－（アクリロイル
オキシ）エチルヒドロゲンスクシネート（２－（Ａｃｒｙｌｏｙｌｏｘｙ）ｅｔｈｙｌ　
ｈｙｄｒｏｇｅｎ　ｓｕｃｃｉｎａｔｅ）、及びメタクリル酸（Ｍｅｔｈａｃｒｙｌｉｃ
　ａｃｉｄ）からなる群から選択される何れか１つ以上を使用することができる。
【００４０】
　本発明の他の一実施例において、前記ビニル基及びアクリレート基のうち何れか１つ以
上を含む単量体は、本発明のインク組成物全体重量を基準に０．１～８０重量％で含まれ
うる。前記ビニル基及びアクリレート基のうち何れか１つ以上を含む単量体の包含量が、
０．１重量％未満であれば、単量体添加による十分な効果を得にくいという問題があり、
８０重量％を超過すれば、硬化物が水に溶けないという問題がある。
【００４１】
　本発明の一実施例において、前記３Ｄプリンティング支持体用インク組成物は、水溶性
重合体をさらに含みうる。前記３Ｄプリンティング支持体用インク組成物は、前記水溶性
重合体を含むことによって、インクの粘度を調節して、硬化物が水にさらに容易に溶ける
ようにする特性を有しうる。
【００４２】
　本発明の他の一実施例において、前記水溶性重合体は、当該技術分野で使用するもので
あれば、特に制限はないが、望ましくは、下記化学式８ａから化学式８ｅからなる群から
選択される何れか１つ以上を使用することができる。
　［化学式８ａ］
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【化１４】

　［化学式８ｃ］
【化１５】

　［化学式８ｄ］
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【化１６】

　［化学式８ｅ］
【化１７】

　（前記化学式８ａから化学式８ｅにおいて、ｎは、５０～２５，０００であり得る）。
【００４３】
　本発明の一実施例において、前記水溶性重合体は、前記インク組成物全体重量を基準に
０．１～３０重量％で含まれうる。前記水溶性重合体の包含量が、０．１重量％未満であ
れば、添加による溶解度上昇の効果が微小であり、３０重量％を超過すれば、インクの粘
度が高くなって、ジェッティング（ｊｅｔｔｉｎｇ）が不可能であるという問題がある。
【００４４】
　本発明の他の一実施例において、前記３Ｄプリンティング支持体用インク組成物は、ビ
ニルエーテル化合物をさらに含みうる。前記３Ｄプリンティング支持体用インク組成物は
、ビニルエーテル化合物を含むことによって、組成物の硬化時に収縮されることを防止す
ることができる。
【００４５】
　本発明の一実施例において、前記ビニルエーテル化合物は、特に制限はないが、望まし
くは、４－ヒドロキシブチルビニルエーテル（ＨＢＶＥ）、エチルビニルエーテル、ブチ
ルビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテル、２－エチルヘキシルビニルエーテル
、ドデシルビニルエーテル、ジエチレングリコールジビニルエーテル（ｄｉｅｔｈｙｌｅ
ｎｅｇｌｙｃｏｌ　ｄｉｖｉｎｙｌ　ｅｔｈｅｒ）、１，４－シクロヘキサンジメタノー
ルジビニルエーテル、トリエチレングリコールジビニルエーテル、１，４－ブタンジオー
ルジビニルエーテルなどを使用することができる。
【００４６】
　本発明の他の一実施例において、前記ビニルエーテル化合物は、本発明のインク組成物
全体重量を基準に０．１～５０重量％で含まれうる。前記ビニルエーテル化合物の包含量
が、０．１重量％未満であれば、硬化時に、収縮現象に対する改善が微弱な問題があり、
５０重量％を超過すれば、硬化時に、膜の硬度及び強度が弱くなり、硬化感度が減少する
という問題がある。
【００４７】
　本発明のさらに他の一実施例において、前記３Ｄプリンティング支持体用インク組成物
は、前記組成以外に添加剤をさらに含みうる。前記含まれる添加剤としては、界面活性剤
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、可塑剤、重合防止剤、消泡剤、希釈剤、熱安定剤、粘度調節剤などがある。
【００４８】
　前記添加剤は、経済的な側面で前記作用が起こりうる最小限の量を含み、望ましくは、
インク組成物全体に対して０．１～５重量％で含まれうる。
【００４９】
　本発明の一実施例において、望ましくは、前記支持体は、（メタ）アクリルアミド系単
量体、ビニル系単量体、水溶性重合体及び硬化剤を含む支持体インク組成物の硬化段階を
通じて製造可能であり、さらに望ましくは、ジメチルアクリルアミド、１－ビニル－２－
ピロリドン（ＶＰ）、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）及びビスアクリルホスフィン（Ｂ
ｉｓ　ａｃｒｙｌ　ｐｈｏｓｐｈｉｎｅ）系硬化剤（Ｉｒｇａｃｕｒｅ　８１９）を含む
支持体インク組成物の硬化段階を通じて製造可能であるが、これらに限定されるものでは
ない。
【００５０】
　次いで、ｂ）前記支持体を水、または水及び極性有機溶媒の混合溶液で溶解させて支持
体を除去する段階を行う。
【００５１】
　前記ｂ）段階は、前記ａ）段階で生成した構造体及び支持体を含む３次元造形物を水、
または水及び極性有機溶媒の混合溶液で溶解させて支持体を除去する段階である。
【００５２】
　本発明の一実施例において、前記ｂ）段階遂行時に、前記水または水及び極性有機溶媒
の混合溶液の温度は、２０℃～９０℃であることが望ましく、４０℃～６０℃であること
がさらに望ましいが、これらに限定されるものではない。
【００５３】
　常温でも、前記ｂ）段階を行うことができるが、より迅速な除去のために、溶液の温度
を前記範囲内で高めることが望ましい。
【００５４】
　本発明の他の一実施例において、前記ｂ）段階遂行時に、水または水及び極性有機溶媒
の混合溶液を撹拌（ｓｔｉｒｒｉｎｇ）または超音波処理（ｓｏｎｉｃａｔｉｏｎ）する
段階をさらに行って、支持体の除去速度を早くできる。
【００５５】
　本発明の一実施例において、前記極性有機溶媒は、アルコール系、グリコール系、グリ
コールエーテル系、ケトン系、クロリン系、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、ジ
メチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、及びアセトニトリルからなる群から選択される１種以
上であり、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、エチレングリコール、プ
ロピレングリコール、エチレングリコールモノブチルエーテル、アセトン、メチルエチル
ケトン（ＭＥＫ）、クロロホルム、クロロベンゼン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭ
Ｐ）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、及びアセトニトリルからなる群から選択され
る１種以上であることが望ましいが、これらに限定されず、さらに望ましくは、メタノー
ル、エタノール、イソプロピルアルコール、エチレングリコール、プロピレングリコール
、及びエチレングリコールモノブチルエーテルからなる群から選択される１種以上である
ことが望ましいが、これらに限定されるものではない。
【００５６】
　前記ｂ）段階で、極性有機溶媒単独使用でも支持体を除去することができるが、極性有
機溶媒単独使用時に、構造体部分を共に溶かすか、スウェリング（ｓｗｅｌｌｉｎｇ）さ
せる問題点があるために、前記のように水または水及び極性有機溶媒の混合溶液を使用す
ることが望ましく、水及び極性有機溶媒の混合溶液の場合、水及びアルコール系の混合溶
液であることが望ましい。
【００５７】
　その次に、ｃ）支持体が除去された３次元造形物の乾燥段階をさらに含みうるが、これ
に限定されるものではない。
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【００５８】
　本発明の一実施例において、前記ｃ）段階の乾燥は、自然乾燥または乾燥手段による乾
燥であり、自然乾燥であることが望ましく、前記乾燥手段は、熱風機、オーブン及びヒー
トガン（ｈｅａｔ　ｇｕｎ）からなる群から選択される１種以上であり得るが、可能な乾
燥手段であれば、その種類に限定がない。
【００５９】
　以下、本発明を非限定的な実施例によってさらに詳細に説明する。下記に開示される本
発明の実施形態は、あくまでも例示であって、本発明の範囲は、これらの実施形態に限定
されるものではない。本発明の範囲は、特許請求の範囲に表示され、さらに特許請求の範
囲の記録と均等な意味及び範囲内でのあらゆる変更を含有している。また、以下の実施例
、比較例で含有量を示す"％"及び"部"は、特に言及しない限りに質量基準である。
【００６０】
　実施例
【００６１】
　実施例１
【００６２】
　ａ）複数のレイヤを積層して構造体及び支持体を含む３次元造形物を形成する段階
　ジペンタエリトリトールヘキサアクリレート（ＤＰＨＡ）８ｇ、トリメチルプロパント
リアクリレート（ＴＭＰＴＡ）６８．５ｇ、Ｉｒｇａｃｕｒｅ　８１９　３．５ｇ、イソ
プロピルチオキサントン（ＩＴＸ）１ｇ、及びヒドロキノンモノメチルエーテル（ＭＥＨ
Ｑ）０．５ｇを混合して、構造体インク組成物を製造した。
【００６３】
　また、ジメチルアクリルアミド４９．２ｇ、１－ビニル－２－ピロリドン（ＶＰ）３２
．８ｇ、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）１４ｇ、及びＩｒｇａｃｕｒｅ　８１９　４ｇ
を混合して、支持体インク組成物を製造した。
【００６４】
　前記構造体インク組成物及び支持体インク組成物をインクジェット方式で３Ｄプリンテ
ィング（Ｓｐｅｃｔｒａ社製造、Ａｐｏｌｌｏ　ＩＩ、ヘッド：Ｄｉｍａｔｉｘ　３０　
ｐＬ　１２８ノズルヘッド）して、３次元造形物を形成し、硬化は、３９５ｎｍ　ＬＥＤ
を使用した（２０００ｍＪ／ｃｍ２）。
【００６５】
　ｂ）前記支持体を除去する段階
　前記ａ）段階で形成された３次元造形物を５０℃の水に溶かして支持体を除去した。
【００６６】
　ｃ）支持体が除去された３次元造形物の乾燥段階
　前記支持体が除去された３次元造形物を常温で乾燥空気（ｄｒｙ　ａｉｒ）を吹いて１
０分間乾燥した。
【００６７】
　実施例２
　前記ｂ）段階で水の代わりに、水とエタノールとを５０：５０で混合した溶液を使用し
たものを除いては、実施例１と同じ方法で行った。
【００６８】
　比較例１
　前記ｂ）段階で水の代わりに、エタノールを使用したものを除いては、実施例１と同じ
方法で行った。
【００６９】
　比較例２
　前記ｂ）段階で水の代わりに、クロロベンゼンを使用したものを除いては、実施例１と
同じ方法で行った。
【００７０】
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　比較例３
　前記ｂ）段階で水の代わりに、アセトニトリルを使用したものを除いては、実施例１と
同じ方法で行った。
【００７１】
　比較例４
　前記ｂ）段階で水の代わりに、アセトンを使用したものを除いては、実施例１と同じ方
法で行った。
【００７２】
　比較例５
　前記ｂ）段階で水の代わりに、エーテルを使用したものを除いては、実施例１と同じ方
法で行った。
【００７３】
　比較例６
　前記ｂ）段階で水の代わりに、トルエンを使用したものを除いては、実施例１と同じ方
法で行った。
【００７４】
　前記実施例１及び実施例２から比較例１から比較例６において、支持体除去可能か否か
及び構造体損傷有無を確認して、その結果を下記表１に示した。
【表１】

　＊支持体除去可能か否か：
　支持体を含む３次元造形物を当該溶媒に浸漬させて、支持体部分が溶けば、Ｏ、溶けな
ければ、Ｘと表示する。
　＊＊構造体損傷有無：構造体の一部が溶ける場合、Ｏ、構造体部分が撓むか、色が変わ
るなどの損傷がある場合、△、損傷が全くない場合、Ｘと表示する。
【００７５】
　実施例１及び実施例２のように、除去溶媒として水を単独で使用する場合と、水及び有
機溶媒の混合溶液を使用する場合には、構造体が損傷されないように支持体を除去するこ
とができた。しかし、比較例１から比較例４のように、極性有機溶媒単独で支持体を除去
する場合には、構造体が一部溶けるか、損傷される結果を示した。比較例５及び比較例６
のように、非極性有機溶媒を使用する場合は、支持体が溶けない結果を示した。
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