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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三次元印刷に適合された粉末であって、該粉末がルーズな状態で、自由に流動する粒子
混合物を含み：
　その粒子混合物が、
　アセタールポリオキシメチレン、ポリラクチド、エチレンビニルアセテート、ポリフェ
ニレンエーテル、エチレン-アクリル酸コポリマー、ポリエーテルブロックアミド、ポリ
ビニリデンフルオリド、ポリエーテルケトン、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリシクロヘキシレンメチレンテレフタレート、ポリフェニレンスル
フィド、ポリフタルアミド、ポリメチルメタクリレート、ポリスルホン、ポリエーテルス
ルホン、ポリフェニルスルホン、ポリアクリロニトリル、ポリ(アクリロニトリル-ブタジ
エン-スチレン)、ポリアミド、ポリスチレン、ポリオレフィン、ポリビニルブチラール、
ポリカーボネート、ポリビニルクロリド、エチルセルロース、セルロースアセテート、セ
ルロースキサンテート、及びこれらの組合わせ及びコポリマーから成る群から選択される
熱可塑性粒子材料と；
　スルホン化ポリエステルポリマー、スルホン化ポリスチレン、ポリエチレンオキシド、
ブチル化ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール-コ-ビニルアセテート、カチオン
性澱粉、プレゼラチン化カチオン性澱粉、又はこれらの組合わせ又はコポリマーから成る
群から選択される、接着粒子材料と
を含み、
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　流体が該接着粒子材料を活性化すると、該接着粒子材料は該熱可塑性粒子材料を結合す
るように適合されている、
粉末。
【請求項２】
　該流体が水性である、請求項1に記載の粉末。
【請求項３】
　該熱可塑性粒子材料を活性化する該流体は、紫外線、可視光、又は、電子ビーム及びこ
れらの組合わせのうちの少なくとも1つに当てることにより凝固可能であるように適合さ
れている、請求項１に記載の粉末。
【請求項４】
　該流体が非水性であり、又、非ハロゲン化型である、請求項1に記載の粉末。
【請求項５】
　該熱可塑性粒子材料が、平均粒径が10マイクロメーターから100マイクロメーターの粒
子を含む、請求項1に記載の粉末。
【請求項６】
　該接着粒子材料が、平均粒径が10マイクロメーターから100マイクロメーターの粒子を
含む、請求項1に記載の粉末。
【請求項７】
　該流体は、該接着粒子材料を溶解させることによって、該接着粒子材料を活性化する、
請求項1に記載の粉末。
【請求項８】
　さらに、充填剤材料を含む、請求項1に記載の粉末。
【請求項９】
　該充填剤材料が無機材料を含む、請求項８に記載の粉末。
【請求項１０】
　該無機材料が、酸化アルミニウム、ソーダ石灰ガラス、ホウケイ酸ガラス、シリカ、ア
ルミノシリケート・セラミック、石灰石、石膏、ベントナイト、沈降ケイ酸ナトリウム、
非晶質沈降シリカ、非晶質沈降ケイ酸カルシウム、非晶質沈降ケイ酸マグネシウム、非晶
質沈降ケイ酸リチウム、塩、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、リン酸カルシウ
ム、砂、ウォラストナイト、ドロマイト、ナトリウムイオン、リチウムイオン、マグネシ
ウムイオン及びカルシウムイオンから成る群から選択された2種以上のイオンを含む非晶
質沈降シリケート、及びこれらの組合わせから成る群から選択される、請求項９に記載の
粉末。
【請求項１１】
　該充填剤材料が有機材料を含む、請求項８に記載の粉末。
【請求項１２】
　該有機材料が炭水化物を含む、請求項１１に記載の粉末。
【請求項１３】
　該炭水化物が、澱粉、変性澱粉、セルロース、アカシアゴム、イナゴマメ・ゴム、プレ
ゼラチン化澱粉、酸変性澱粉、加水分解澱粉、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、
アルギン酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、キトサン、
カラゲナン、ペクチン、寒天、ゲランゴム、アラビアゴム、キサンタンガム、プロピレン
グリコールアルギネート、グアールガム、及びこれらの組合わせから成る群から選択され
る、請求項１２に記載の粉末。
【請求項１４】
　さらに処理補助材料を含む、請求項1に記載の粉末。
【請求項１５】
　さらに強化繊維を含む、請求項1に記載の粉末。
【請求項１６】
　さらに、充填剤材料、及び処理補助材料を含む、請求項1に記載の粉末。
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【請求項１７】
　三次元印刷によって物品を形成する方法であって、該方法が、
　熱可塑性粒子材料と接着粒子材料とのルーズな状態で、自由に流動する粒子混合物を含
む、平均直径10マイクロメーターから100マイクロメーターの隣接する複数の粒子を用意
し；そして
　該複数の粒子に流体を塗布する工程を含み、該流体中では該接着粒子材料は少なくとも
部分的に可溶性であり、且つ熱可塑性粒子材料は不活性であり、該流体が、該複数の粒子
を結合するのに十分な量で、該接着粒子材料を不活性な状態から活性化することにより、
ソリッドの単一物品を画定し、ここで、熱可塑性粒子材料は、アセタールポリオキシメチ
レン、ポリラクチド、エチレンビニルアセテート、ポリフェニレンエーテル、エチレン-
アクリル酸コポリマー、ポリエーテルブロックアミド、ポリビニリデンフルオリド、ポリ
エーテルケトン、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリシク
ロヘキシレンメチレンテレフタレート、ポリフェニレンスルフィド、ポリフタルアミド、
ポリメチルメタクリレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリフェニルスルホ
ン、ポリアクリロニトリル、ポリ(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン)、ポリアミド
、ポリスチレン、ポリオレフィン、ポリビニルブチラール、ポリカーボネート、ポリビニ
ルクロリド、エチルセルロース、セルロースアセテート、セルロースキサンテート、及び
これらの組合わせ及びコポリマーから成る群から選択される、
三次元印刷によって物品を形成する方法。
【請求項１８】
　三次元印刷によって物品を形成する方法であって、該方法が、
　熱可塑性粒子材料と接着粒子材料とのルーズな状態で、自由に流動する粒子混合物を含
む、平均直径10マイクロメーターから100マイクロメーターの隣接する複数の粒子を用意
し；そして
　該複数の粒子に流体を塗布する工程を含み、該流体中では該接着粒子材料は少なくとも
部分的に可溶性であり、且つ熱可塑性粒子材料は不活性であり、該流体が、該複数の粒子
を結合するのに十分な量で、該接着粒子材料を溶解させることにより、ソリッドの単一物
品を画定し、ここで、熱可塑性粒子材料は、アセタールポリオキシメチレン、ポリラクチ
ド、エチレンビニルアセテート、ポリフェニレンエーテル、エチレン-アクリル酸コポリ
マー、ポリエーテルブロックアミド、ポリビニリデンフルオリド、ポリエーテルケトン、
ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリシクロヘキシレンメチ
レンテレフタレート、ポリフェニレンスルフィド、ポリフタルアミド、ポリメチルメタク
リレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリフェニルスルホン、ポリアクリロ
ニトリル、ポリ(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン)、ポリアミド、ポリスチレン、
ポリオレフィン、ポリビニルブチラール、ポリカーボネート、ポリビニルクロリド、エチ
ルセルロース、セルロースアセテート、セルロースキサンテート、及びこれらの組合わせ
及びコポリマーから成る群から選択される、
三次元印刷によって物品を形成する方法。
【請求項１９】
　三次元印刷によって物品を形成する方法であって、該方法が、
　複数の熱可塑性粒子材料と活性化可能な接着剤粒子材料とを含むルーズな状態で、自由
に流動する粒子混合物から成る第1膜の第1部分に、該接着剤を活性化する水性流体を、付
着粒子から成るソリッドの単一物品を形成するのに十分な量で塗布し；
　該第1膜上に、該粒子から成る第2膜を形成し；そして
　該第2膜の第1部分内部の粒子が互いにそして該第1膜の該第1部分の少なくとも一部に付
着する程度まで、粒子から成る該第2膜の該第1部分に、該接着剤を活性化するのに十分な
量の水性流体を塗布することにより、該第1膜の該第1部分と該第2膜の該第1部分とから、
ソリッドの単一物品を形成する工程を含み、ここで、熱可塑性粒子材料は、アセタールポ
リオキシメチレン、ポリラクチド、エチレンビニルアセテート、ポリフェニレンエーテル
、エチレン-アクリル酸コポリマー、ポリエーテルブロックアミド、ポリビニリデンフル
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オリド、ポリエーテルケトン、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレー
ト、ポリシクロヘキシレンメチレンテレフタレート、ポリフェニレンスルフィド、ポリフ
タルアミド、ポリメチルメタクリレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリフ
ェニルスルホン、ポリアクリロニトリル、ポリ(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン)
、ポリアミド、ポリスチレン、ポリオレフィン、ポリビニルブチラール、ポリカーボネー
ト、ポリビニルクロリド、エチルセルロース、セルロースアセテート、セルロースキサン
テート、及びこれらの組合わせ及びコポリマーから成る群から選択される、三次元印刷に
よって物品を形成する方法。
【請求項２０】
　三次元印刷によってソリッドの単一物品を形成する方法であって、該方法が、
　複数の熱可塑性粒子を含む粒子から成る第1膜の第1部分に、該熱可塑性粒子の表面を活
性化する非水性流体を、前記物品の第１断面部分を確定する付着粒子から成る構造を形成
するのに十分な量で塗布し；そして
　該第1膜上に、該粒子から成る第2膜を形成し；そして
　該第2膜の第1部分内部の粒子が互いにそして該第1膜の該第1部分の少なくとも一部に付
着する程度まで、粒子から成る該第2膜の該第1部分に、該熱可塑性粒子の表面を活性化す
るのに十分な量の非水性流体を塗布することにより、該第1膜の該第1部分と該第2膜の該
第1部分とを含む、前記物品の第２断面部分を確定し；そして、該印刷された断面部分上
に紫外線、可視光、又は電子ビームのうちの1つ以上を当てることにより、非水性流体を
凝固させる工程を含む、三次元印刷によって物品を形成する方法。
【請求項２１】
　物品であって：
　その物品が、
　(i)熱可塑性粒子材料、及び
　(ii)接着粒子材料
を含むルーズな状態で、自由に流動する粒子混合物を含む粉末と
　該接着粒子材料を活性化して該粉末から成るソリッドの物品を形成する流体との生成物
を含み、該流体中で、該接着粒子材料は可溶性であり、
　ここで、前記熱可塑性粒子材料は、アセタールポリオキシメチレン、ポリラクチド、エ
チレンビニルアセテート、ポリフェニレンエーテル、エチレン-アクリル酸コポリマー、
ポリエーテルブロックアミド、ポリビニリデンフルオリド、ポリエーテルケトン、ポリブ
チレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリシクロヘキシレンメチレンテ
レフタレート、ポリフェニレンスルフィド、ポリフタルアミド、ポリメチルメタクリレー
ト、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリフェニルスルホン、ポリアクリロニトリ
ル、ポリ(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン)、ポリアミド、ポリスチレン、ポリオ
レフィン、ポリビニルブチラール、ポリカーボネート、ポリビニルクロリド、エチルセル
ロース、セルロースアセテート、セルロースキサンテート、及びこれらの組合わせ及びコ
ポリマーから成る群から選択され、また、
　前記接着剤粒子材料は、樹脂及び無機接着剤からなる群から選択され、
　該物品が、該生成物によって形成された隣接する複数の層を含み、各層が、エッジを画
定する輪郭を有し、該物品の最終形状が該層のそれぞれのエッジによって画定されており
、前記接着剤粒子材料は、（イ）リン酸マグネシウム・セメント、オキシ塩化マグネシウ
ム・セメント、オキシ硫酸マグネシウム・セメント、リン酸亜鉛セメント、酸化亜鉛-ユ
ージノール・セメント、又はこれらの組合わせの少なくとも１つを含む無機接着剤、（ロ
）オクチルアクリルアミド/アクリレート/ブチルアミノエチルメタクリレートコポリマー
、アクリレート/オクチルアクリルアミドコポリマー、スチレン化ポリアクリル酸、又は
これらの組合わせ又はコポリマーの少なくとも１つを含む樹脂、及び（ハ）スルホン化ポ
リエステルポリマー、スルホン化ポリスチレン、ポリエチレンオキシド、ブチル化ポリビ
ニルピロリドン、ポリビニルアルコール-コ-ビニルアセテート、カチオン性澱粉、プレゼ
ラチン化カチオン性澱粉、又はこれらの組合わせ又はコポリマーの少なくとも１つを含む
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水溶性樹脂から成る群から選択される、物品。
【請求項２２】
　三次元印刷に適合された粉末であって、該粉末がルーズな状態で、自由に流動する粒子
混合物を含み：
　その粒子混合物が、
　アセタールポリオキシメチレン、ポリラクチド、エチレンビニルアセテート、ポリフェ
ニレンエーテル、エチレン-アクリル酸コポリマー、ポリエーテルブロックアミド、ポリ
ビニリデンフルオリド、ポリエーテルケトン、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリシクロヘキシレンメチレンテレフタレート、ポリフェニレンスル
フィド、ポリフタルアミド、ポリメチルメタクリレート、ポリスルホン、ポリエーテルス
ルホン、ポリフェニルスルホン、ポリアクリロニトリル、ポリ(アクリロニトリル-ブタジ
エン-スチレン)、ポリアミド、ポリスチレン、ポリオレフィン、ポリビニルブチラール、
ポリカーボネート、ポリビニルクロリド、エチルセルロース、セルロースアセテート、セ
ルロースキサンテート、及びこれらの組合わせ及びコポリマーから成る群から選択される
熱可塑性粒子物質；並びに
　（イ）リン酸マグネシウム・セメント、オキシ塩化マグネシウム・セメント、オキシ硫
酸マグネシウム・セメント、リン酸亜鉛セメント、酸化亜鉛-ユージノール・セメント、
又はこれらの組合わせの少なくとも１つを含む無機接着剤；及び
　（ロ）オクチルアクリルアミド/アクリレート/ブチルアミノエチルメタクリレートコポ
リマー、アクリレート/オクチルアクリルアミドコポリマー、スチレン化ポリアクリル酸
、又はこれらの組合わせ又はコポリマーの少なくとも１つを含む樹脂、
から成る群から選択される、接着粒子材料と
を含み、
　流体が該接着粒子材料を活性化すると、該接着粒子材料は該熱可塑性粒子材料を結合す
るように適合されている、
粉末。
【請求項２３】
　該流体が水性である、請求項２２に記載の粉末。
【請求項２４】
　該熱可塑性粒子材料を活性化する該流体は、紫外線、可視光、又は、電子ビーム及びこ
れらの組合わせのうちの少なくとも1つに当てることにより凝固可能であるように適合さ
れている、請求項２２に記載の粉末。
【請求項２５】
　該流体が非水性であり、又、非ハロゲン化型である、請求項２２に記載の粉末。
【請求項２６】
　該熱可塑性粒子材料が、平均粒径が10マイクロメーターから100マイクロメーターの粒
子を含む、請求項２２に記載の粉末。
【請求項２７】
　該接着粒子材料が、平均粒径が10マイクロメーターから100マイクロメーターの粒子を
含む、請求項２２に記載の粉末。
【請求項２８】
　該接着粒子材料が無機接着剤を含む、請求項２２に記載の粉末。
【請求項２９】
　該接着粒子材料が樹脂を含む、請求項２２に記載の粉末。
【請求項３０】
　さらに充填材料を含む、請求項２２に記載の粉末。
【請求項３１】
　該充填剤材料が無機材料を含む、請求項３０に記載の粉末。
【請求項３２】
　該無機材料が、酸化アルミニウム、ソーダ石灰ガラス、ホウケイ酸ガラス、シリカ、ア
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ルミノシリケート・セラミック、石灰石、石膏、ベントナイト、沈降ケイ酸ナトリウム、
非晶質沈降シリカ、非晶質沈降ケイ酸カルシウム、非晶質沈降ケイ酸マグネシウム、非晶
質沈降ケイ酸リチウム、塩、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、リン酸カルシウ
ム、砂、ウォラストナイト、ドロマイト、ナトリウムイオン、リチウムイオン、マグネシ
ウムイオン及びカルシウムイオンから成る群から選択された2種以上のイオンを含む非晶
質沈降シリケート、及びこれらの組合わせから成る群から選択される、請求項３１に記載
の粉末。
【請求項３３】
　該充填剤材料が有機材料を含む、請求項３０に記載の粉末。
【請求項３４】
　該有機材料が炭水化物を含む、請求項３３に記載の粉末。
【請求項３５】
　該炭水化物が、変性澱粉、セルロース、アカシアゴム、イナゴマメ・ゴム、プレゼラチ
ン化澱粉、酸変性澱粉、加水分解澱粉、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、アルギ
ン酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、キトサン、カラゲ
ナン、ペクチン、寒天、ゲランゴム、アラビアゴム、キサンタンガム、プロピレングリコ
ールアルギネート、グアールガム、及びこれらの組合わせから成る群から選択される、請
求項３４に記載の粉末。
【請求項３６】
　さらに、処理補助材料を含む、請求項２２に記載の粉末。
【請求項３７】
　さらに、強化繊維を含む、請求項２２に記載の粉末。
【請求項３８】
　さらに、充填剤材料、及び処理補助材料を含む、請求項２２に記載の粉末。
【請求項３９】
　さらに、該物品を加熱することにより、該熱可塑性粒子材料を少なくとも部分的に焼結
することを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項４０】
　さらに、該物品を加熱することにより、該熱可塑性粒子材料を少なくとも部分的に焼結
することを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項４１】
　さらに、該物品を加熱することにより、該熱可塑性粒子材料を少なくとも部分的に焼結
することを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項４２】
　ルーズな状態で、自由に流動する粒子混合物を含む、三次元印刷材料系であって、
　その粒子混合物が、
　アセタールポリオキシメチレン、ポリラクチド、エチレンビニルアセテート、ポリフェ
ニレンエーテル、エチレン-アクリル酸コポリマー、ポリエーテルブロックアミド、ポリ
ビニリデンフルオリド、ポリエーテルケトン、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリシクロヘキシレンメチレンテレフタレート、ポリフェニレンスル
フィド、ポリフタルアミド、ポリメチルメタクリレート、ポリスルホン、ポリエーテルス
ルホン、ポリフェニルスルホン、ポリアクリロニトリル、ポリ(アクリロニトリル-ブタジ
エン-スチレン)、ポリアミド、ポリスチレン、ポリオレフィン、ポリビニルブチラール、
ポリカーボネート、ポリビニルクロリド、エチルセルロース、セルロースアセテート、セ
ルロースキサンテート、及びこれらの組合わせ及びコポリマーから成る群から選択される
熱可塑性粒子材料；
　（イ）リン酸マグネシウム・セメント、オキシ塩化マグネシウム・セメント、オキシ硫
酸マグネシウム・セメント、リン酸亜鉛セメント、酸化亜鉛-ユージノール・セメント、
又はこれらの組合わせの少なくとも１つを含む無機接着剤、（ロ）オクチルアクリルアミ
ド/アクリレート/ブチルアミノエチルメタクリレートコポリマー、アクリレート/オクチ
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ルアクリルアミドコポリマー、スチレン化ポリアクリル酸、又はこれらの組合わせ又はコ
ポリマーの少なくとも１つを含む樹脂、及び（ハ）スルホン化ポリエステルポリマー、ス
ルホン化ポリスチレン、ポリエチレンオキシド、ブチル化ポリビニルピロリドン、ポリビ
ニルアルコール-コ-ビニルアセテート、カチオン性澱粉、プレゼラチン化カチオン性澱粉
、又はこれらの組合わせ又はコポリマーの少なくとも１つを含む水溶性樹脂、
から成る群から選択される前記接着剤粒子材料
並びに、
　流体が該接着粒子材料を活性化すると、該熱可塑性粒子材料を結合して、ソリド物品を
形成するように適合されている水性流体を含む、
材料系。
【請求項４３】
　ルーズな状態で、自由に流動する粒子混合物と、溶剤を含む流体を含む三次元印刷材料
系であって、
　前記粒子混合物が、
　ポリラクチド、エチレンビニルアセテート、エチレン-アクリル酸コポリマー、ポリビ
ニリデンフルオリド、ポリフェニレンスルフィド、ポリフタルアミド、ポリメチルメタク
リレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアクリロニトリル、ポリ(アクリ
ロニトリル-ブタジエン-スチレン)、ポリアミド、ポリスチレン、ポリオレフィン、ポリ
ビニルブチラール、ポリカーボネート、ポリビニルクロリド、エチルセルロース、セルロ
ースアセテート、セルロースキサンテート、及びこれらの組合わせ及びコポリマーから成
る群から選択される熱可塑性粒子材料と；
　オクチルアクリルアミド/アクリレート/ブチルアミノエチルメタクリレートコポリマー
、アクリレート/オクチルアクリルアミドコポリマー、及びこれらの組合わせ及びコポリ
マーから成る群から選択される樹脂を含む接着剤粒子材料とを含み；又、
　前記流体が該接着粒子材料を活性化すると、該熱可塑性粒子材料の接着性を活性化して
、ソリッド物品を形成するように適合されており、
　前記溶剤が、アルコール、グリコール、エステル、グリコール-エーテル、ケトン、芳
香族化合物、脂肪族化合物、非プロトン性極性溶剤、テルペン、アクリレート、メタクリ
レート、ビニルエーテル、オキセタン、エポキシ、低分子量ポリマー、カーボネート、及
びこれらの組合せから成る群から選択され、
　ここで、前記熱可塑性粒子材料が、前記活性化流体中で、少なくとも控えめに可溶性で
、接着性であり、又、前記流体が該接着粒子材料を活性化すると、結合するよう適合され
ている、
材料系。
【請求項４４】
　請求項４３に記載の三次元印刷材料系であって、前記熱可塑性粒子材料が、エチレン－
アクリル酸コポリマー、ポリビニルブチラール、及びこれらの組合わせ及びコポリマーか
ら成る群から選択され、又、
　前記流体が、メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロパノール、n-ブタノー
ル、及びこれらの組合わせから成る群から選択されるアルコールを含む、材料系。
【請求項４５】
　請求項４３に記載の三次元印刷材料系であって、前記流体が、エチルアセテート、プロ
ピレングリコールメチルエーテルアセテート、アミルアセテート、ジメチルスクシネート
、ジメチルグルタレート、ジメチルアジペート、ジエチレングリコールモノブチルエーテ
ルアセテート、n-プロピルアセテート、i-プロピルアセテート、i-ブチルアセテート、n-
ブチルアセテート、t-ブチルアセテート、2-エチルヘキシルアセテート、エチレングリコ
ールジアセテート、ジエチルスクシネート、メチルラクテート、エチルラクテート、ジメ
チルタルトレート、ジエチルタルトレート、及びこれらの組合わせから成る群から選択さ
れるエステルを含む、材料系。
【請求項４６】
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　請求項４３に記載の三次元印刷材料系であって、前記流体が、ジプロピレングリコール
メチルエーテル、ジエチレングリコールブチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチ
ルエーテル、プロピレングリコールメチルエーテル、エチレングリコールプロピルエーテ
ル、及びこれらの組合わせから成る群から選択されるグリコール-エーテルを含む、材料
系。
【請求項４７】
　請求項４３に記載の三次元印刷材料系であって、前記流体が、アセトン、メチルエチル
ケトン、メチルイソブチルケトン、メチルイソプロピルケトン、メチルn-プロピルケトン
、メチルイソアミルケトン、メチルn-アミルケトン、ジイソブチルケトン、及びこれらの
組合わせから成る群から選択されるケトンを含む、材料系。
【請求項４８】
　請求項４３に記載の三次元印刷材料系であって、前記熱可塑性粒子材料が、ポリエチレ
ン、ポリプロピレン、ポリオレフィン、及びこれらの組合わせ及びコポリマーから成る群
から選択され、又、前記流体が、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、及びこれらの組
合わせから成る群から選択される、材料系。
【請求項４９】
　請求項４３に記載の三次元印刷材料系であって、前記流体が、リモネンを含むテルペン
を含む、材料系。
【請求項５０】
　請求項４３に記載の三次元印刷材料系であって、前記流体が、アルコキシル化二官能性
アクリレート、2-フェノキシエチルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート
、2(2エトキシエトキシ)エチルアクリレート、ヘキサンジオールジアクリレート、プロポ
キシル化ネオペンチルグリコールジアクリレート、ラウリルアクリレート、イソデシルア
クリレート、トリデシルアクリレート、イソボルニルアクリレート、トリプロピレングリ
コールジアクリレート、ステアリルアクリレート、アリルアクリレート、イソオクチルア
クリレート、カプロラクトンアクリレート、アルコキシル化テトラヒドロフルフリルアク
リレート、ブタンジオールジアクリレート、1,3-ブチレングリコールジアクリレート、ジ
エチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、アルコキ
シル化ヘキサンジオールジアクリレート、アルコキシル化シクロヘキサンジメタノールジ
アクリレート、シクロヘキサンジメタノールジアクリレート、ジプロピレングリコールジ
アクリレート、エトキシル化ビスフェノールAジアクリレート、ネオペンチルグリコール
ジアクリレート、アルコキシル化脂肪族ジアクリレート、トリメチルプロパントリアクリ
レート、トリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌレートトリアクリレート、エトキシル化
トリメチルプロパントリアクリレート、プロポキシル化トリメチルプロパントリアクリレ
ート、プロポキシル化グリセリルトリアクリレート、ペンタエリトリトールテトラアクリ
レート、ペンタエリトリトールトリアクリレート、ジトリメチルプロパンテトラアクリレ
ート、ジペンタエリトリトールペンタアクリレート、エトキシル化ペンタエリトリトール
テトラアクリレート、アルコキシル化ノニルフェノールアクリレート、及びこれらの組合
わせから成る群から選択されるアクリレートを含む、材料系。
【請求項５１】
　請求項４３に記載の三次元印刷材料系であって、前記流体が、2-フェノキシエチルメタ
クリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレー
ト、ラウリルメタクリレート、イソデシルメタクリレート、トリデシルメタクリレート、
イソボルニルメタクリレート、プロピレングリコールモノメタクリレート、ステアリルメ
タクリレート、アリルメタクリレート、イソオクチルメタクリレート、ブタンジオールジ
メタクリレート、1,3-ブチレングリコールジメタクリレート、エチレングリコールジメタ
クリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタク
リレート、テトラエチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコールジメタ
クリレート、シクロヘキサンジメタノールジメタクリレート、ジプロピレングリコールジ
メタクリレート、エトキシル化ビスフェノールAジメタクリレート、ネオペンチルグリコ
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ールジメタクリレート、トリメチルプロパントリメタクリレート、メトキシポリエチレン
グリコールメタクリレート、アルコキシル化ノニルフェノールメタクリレート、エトキシ
ル化ヒドロキシエチルメタクリレート、アリルメタクリレート、プロポキシル化アリルメ
タクリレート、及びこれらの組合わせから成る群から選択されるメタクリレートを含む、
材料系。
【請求項５２】
　請求項４３に記載の三次元印刷材料系であって、前記流体が、ヒドロキシブチルビニル
エーテル、トリエチレングリコールジビニルエーテル、シクロヘキサンジメタノールジビ
ニルエーテル、プロピレンカーボネートのプロペニルエーテル、ドデシルビニルエーテル
、シクロヘキサンメタノールモノビニルエーテル、シクロヘキ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、2-エチルヘキシルビニルエーテル、ジプロピレング
リコールジビニルエーテル、トリプロピレングリコールジビニルエーテル、ヘキサンジオ
ールジビニルエーテル、オクタデシルビニルエーテル、ブタンジオールジビニルエーテル
、ビス[4-(ビニロキシ)ブチル]イソフタレート、ビス[4-(ビニロキシ)ブチル]アジペート
、及びこれらの組合わせから成る群から選択されるビニルエーテルを含む、材料系。
【請求項５３】
　三次元印刷材料系であって、
ルーズな状態で、自由に流動する熱可塑性粒子と、溶剤を含む流体を含み、
　その熱可塑性粒子材料が、ポリラクチド、エチレンビニルアセテート、エチレン-アク
リル酸コポリマー、ポリビニリデンフルオリド、ポリフェニレンスルフィド、ポリフタル
アミド、ポリメチルメタクリレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアクリ
ロニトリル、ポリ(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン)、ポリアミド、ポリスチレン
、ポリオレフィン、ポリビニルブチラール、ポリカーボネート、ポリビニルクロリド、エ
チルセルロース、セルロースアセテート、セルロースキサンテート、及びこれらの組合わ
せ及びコポリマーから成る群から選択され；又、
　前記流体が該接着粒子材料を活性化すると、該熱可塑性粒子材料の接着性を活性化して
、ソリッド物品を形成するように適合されており、
　前記溶剤が、アルコール、グリコール、エステル、グリコール-エーテル、ケトン、芳
香族化合物、脂肪族化合物、非プロトン性極性溶剤、テルペン、アクリレート、メタクリ
レート、ビニルエーテル、オキセタン、エポキシ、低分子量ポリマー、カーボネート、及
びこれらの組合せから成る群から選択され、
　ここで、前記熱可塑性粒子材料が、前記活性化流体中で、少なくとも控えめに可溶性で
、接着性であり、又、前記流体が該接着粒子材料を活性化すると、結合するよう適合され
ている、材料系。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本発明は、2003年5月21日付けで出願された米国特許仮出願第60/472,221号明細書の優
先権を主張する。この明細書の開示内容全体を参考のため本明細書中に引用する。
　発明の分野
【０００２】
　本発明は一般に、急速プロトタイプ製造技術に関し、より具体的には熱可塑性粒子混合
物を使用した三次元印刷材料及び三次元印刷法に関する。
　背景
【０００３】
　急速プロトタイプ製造分野は、プロトタイプ物品及び少量の機能部品、並びに、構造用
セラミックス及び金属鋳造のためのセラミック・シェルモールドを製造することに関与す
る。
【０００４】
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　よく知られた2つの急速プロトタイプ製造法は、選択的レーザー焼結法及び液状バイン
ダー三次元印刷法とを含む。これらの技術は、両方とも三次元物品を構築するために層形
成技術を用いるという範囲において類似している。両方法は、所望の物品の連続的な薄い
断面を形成する。個々の断面は、顆粒状材料床の概ね平面的な表面上で顆粒状材料の隣接
する粒子を結合することにより形成される。前に形成された層に各層を結合することによ
り、各層の粒子が結合されると同時に、所望の三次元物品が形成される。レーザー焼結技
術及び液状バインダー技術が有利なのは、これらが、コンピューターで生成された設計デ
ータから直接的に部品を形成し、そして複雑な幾何学的形状を有する部品を製造すること
ができるからである。さらに三次元印刷は、品目の複雑さに応じて数週間から数カ月かか
ることのあるプロトタイプ部品の機械加工、又はコンベンショナルな「ハード」又は「ソ
フト」な工作技術による鋳造又は成形部品の製造よりも、迅速且つ低廉に実現することが
できる。
【０００５】
　インベストメント鋳造のためのセラミック・モールドを形成して、完全に機能的な鋳造
金属部品を製造するために、三次元印刷が使用されている。三次元印刷のための付加的な
用途が考えられる。例えば、ビジュアル化、デモンストレーション、及び機械的なプロト
タイプ製造のための設計関連分野において、三次元印刷が有用な場合がある。三次元印刷
はまた、成形プロセスのためのパターンを形成するのに有用な場合もある。三次元印刷技
術はさらに、例えば医学及び歯科分野で有用な場合がある。このような分野では、処置を
実施する前に所期結果をモデル化することができる。急速プロトタイプ製造技術から恩恵
を得ることができる他のビジネスは、建築事務所、及び設計のビジュアル化が有用である
ようなその他のビジネスを含む。
【０００６】
　米国特許第4,863,568号明細書には、選択的レーザー焼結法が記載されている。この明
細書全体を参考のため本明細書中に引用する。選択的レーザー焼結法は、DTM Corporatio
nによって商業化されている。選択的レーザー焼結法は、粉末から成る薄層を平らな表面
上に広げることを伴う。粉末は、対向ロール機構又は対向ローラとして当業者に知られて
いる、選択的レーザー焼結法と共に使用するために開発された工具を使用して広げられる
。対向ローラを使用することにより、材料薄層が、前の層を妨げることなしに、比較的均
一に広げられるのが可能になる。粉末層が表面上に広げられた後、レーザーを使用して、
予め決められた二次元パターンを成して、粉末上にレーザー・エネルギーを導く。レーザ
ーは、レーザー・ビーム・エネルギーが衝突した領域内で、粉末を焼結又は融合させる。
粉末はプラスチック、金属、ポリマー、セラミック又は複合材料であってよい。対向ロー
ラを使用して前の層上に連続的な粉末層が広げられ、続いてこれらの層はレーザーで焼結
又は融合される。この方法は本質的に熱的であり、粉末を互いに、そして前の層に焼結さ
せて最終物品を形成するのに十分な量のエネルギーを有するレーザーの供給を必要とする
。
【０００７】
　米国特許第5,204,055号明細書(その全体を参考のため本明細書中に引用する)に記載さ
れた初期の三次元印刷技術においては、インクジェット型印刷ヘッドを使用することによ
り、連続して塗布された粉末状材料層に液体又はコロイド・バインダー材料を供給する。
三次元インクジェット印刷技術又は液状バインダー法は、対向ローラを使用して、粉末状
材料層を表面に塗布することを伴う。粉末状材料が表面に塗布された後、インクジェット
印刷ヘッドは、予め決められたパターンを成して粉末層に液状バインダーを供給する。バ
インダーは粉末材料中のギャップ内に浸透して硬化することにより、粉末材料を結合して
凝固層にする。硬化されたバインダーはまた各層を前の層に結合する。第1の断面部分が
形成された後、前の工程を繰り返し、最終物品が形成されるまで、連続した断面部分を構
築する。任意には、蒸発するキャリヤ中に接着剤を懸濁させ、硬化された接着剤を後に残
すことができる。粉末状材料は、セラミック、金属、プラスチック又は複合材料であって
よく、繊維を含んでもよい。液状バインダー材料は有機又は無機であってよい。使用され
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る典型的な有機バインダー材料は、高分子樹脂又はセラミック前駆体、例えばポリカルボ
シラザンである。バインダーが最終物品中に組み込まれる場合、無機バインダーが使用さ
れる。このような用途の場合、シリカが使用されるのが典型的である。
【０００８】
　レーザーではなく、インクジェット印刷ヘッドを使用する1つの利点は、粉末にバイン
ダーを供給するのに使用される複数のスプレー・ノズルを、単一の印刷ヘッド内に隣り合
った状態で配置できることである。選択的レーザー焼結機械の場合、粉末にエネルギーを
供給するのに、従来は1つのレーザーだけを使用する。いくつかのスプレー・ノズルを組
合わせると、より大きい面積が一度に印刷可能になることにより、レーザー焼結と比較し
て、液状バインダー印刷速度が増大する。加えて、レーザーのコストが高く、また関連す
るビーム偏光光学素子及び制御装置のコストが高いことにより、液状バインダー印刷装置
は、レーザー装置よりも著しく低廉である。
【０００９】
　選択的レーザー焼結技術及び液状バインダー技術の双方において目下使用される粉末、
特に金属粉末は、オフィス環境中での使用を望ましくないものにするおそれのある安全性
の問題を招く。これらの安全性の問題は、例えば皮膚の接触又は毒性物質の吸入を防止す
るために、特殊な衣類及び処理設備を必要とすることがある。加えて、毒性物質の廃棄に
関する規則に応じることにより、より多くの出費を被ることがある。これらの理由から、
これらの技術は、典型的なオフィス環境内、例えば建築設計事務所、又は診療所内での使
用には役立たない。
【００１０】
　米国特許第5,902,441号明細書及び同第6,416,850号明細書(これらの全体を参考のため
本明細書中に引用する)に記載された別の三次元印刷技術は、充填剤及び活性化可能な接
着剤を含有する粉末混合物を、接着剤を活性化して充填剤を結合する水性流体と併せて利
用する。流体はインクジェット印刷ヘッドによって塗布される。充填剤及び接着剤はそれ
ぞれ、非毒性材料、例えば水溶性ポリマー、炭水化物、糖、糖アルコール、タンパク質、
及び何らかの無機化合物を含んでよい。
【００１１】
　外観モデル及び小バッチの機能部品をオフィス環境内で迅速に、信頼性高く、安全に、
そして低廉に製作することを可能にする材料系及び方法が当業者に必要である。このよう
な外観モデル及び部品は、良好な品質を有する表面を有し、正確に画定され、そして頑丈
であり、脆くないことが必要である。さらに、いくつかの種類のモデルは、特定の機械特
性、例えばスナップ嵌めのための可撓性又は衝撃靭性を必要とする。
　概要
【００１２】
　本発明は、外観モデル及び少数の機能部品の両方をオフィス環境内で製造するための迅
速で信頼性の高い、安全且つ低廉な方法に対する必要性を満たす材料系及び方法に関する
。この材料系は熱可塑性粒子材料を含み、正確に画定され、強度及び靭性が高く、しかも
脆くなく、そして任意には薄い壁を有する平滑な表面仕上げを備えた外観モデル及び機能
部品を製作するのを可能にする。熱可塑性材料は、工業製品及び消費者製品のために極め
て幅広く使用されている。従って、これらの材料はプロトタイプ製造にとって特に魅力的
である。なぜならば、これらの材料は最終製造法においても使用されるのが典型的だから
である。
【００１３】
　1観点において、本発明は、三次元印刷に適合された粉末を特徴とする。この粉末は、
熱可塑性粒子材料と接着粒子材料とのブレンドを含み、流体が該接着粒子材料を活性化す
ると、該接着粒子材料は該熱可塑性粒子材料を結合するように適合されている。
【００１４】
　下記構成要件のうちの1つ又は2つ以上が含まれてよい。流体は、水性、非水性、且つ/
又は非ハロゲン化型であってよい。該接着粒子材料は該熱可塑性粒子材料を構成して、該
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熱可塑性粒子材料が、該活性化用流体中で少なくとも控えめに可溶性且つ接着性であるよ
うになっていて、そして該熱可塑性粒子材料を少なくとも部分的に溶解させることにより
該流体が該熱可塑性粒子材料を活性化すると、該熱可塑性粒子材料が結合するように適合
されていてよく、そして該接着粒子材料は下記材料：ポリメチルメタクリレート、ポリス
ルホン、ポリエーテルスルホン、ポリフェニルスルホン、ポリアクリロニトリル、ポリ(
アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン)、ポリアミド、尿素-ホルムアルデヒドの重縮合
物、ポリスチレン、ポリオレフィン、ポリビニルブチラール、ポリカーボネート、ポリビ
ニルクロリド、ポリエチレンテレフタレート、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセル
ロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、セルロースアセテート、ヒ
ドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシブチルメチルセルロース、ヒドロキシエ
チルメチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、セルロースキサンテート、
及びこれらの組合わせ及びコポリマーのうちの1種以上を含む。
【００１５】
　該熱可塑性粒子材料を活性化する該流体は、紫外線、可視光、熱及び電子ビームのうち
の少なくとも1つに当てることにより凝固可能であるように適合されていてよい。該熱可
塑性粒子材料は、平均粒径が約10マイクロメーターから約100マイクロメーターの粒子を
含んでよい。
【００１６】
　該熱可塑性粒子材料は、アセタールポリオキシメチレン、ポリラクチド、ポリエチレン
、ポリプロピレン、エチレンビニルアセテート、ポリフェニレンエーテル、エチレン-ア
クリル酸コポリマー、ポリエーテルブロックアミド、ポリビニリデンフルオリド、ポリエ
ーテルケトン、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリシクロ
ヘキシレンメチレンテレフタレート、ポリフェニレンスルフィド、ポリフタルアミド、ポ
リメチルメタクリレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリフェニルスルホン
、ポリアクリロニトリル、ポリ(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン)、ポリアミド、
尿素-ホルムアルデヒドの重縮合物、ポリスチレン、ポリオレフィン、ポリビニルブチラ
ール、ポリカーボネート、ポリビニルクロリド、ポリエチレンテレフタレート、エチルセ
ルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロ
ース、セルロースアセテート、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシブチル
メチルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロ
ース、セルロースキサンテート、及びこれらの組合わせ及びコポリマーのうちの1種以上
を含んでよい。
【００１７】
　該接着粒子材料は、平均粒径が約10マイクロメーターから約100マイクロメーターの粒
子を含んでよい。
【００１８】
　該接着粒子材料は、水溶性樹脂とアルカリ被還元性樹脂とから成る群から選択された樹
脂を含み、該流体は、該接着粒子材料を溶解させることによって、該接着粒子材料を活性
化することができる。樹脂は下記材料：ポリビニルアルコール、スルホン化ポリエステル
ポリマー、スルホン化ポリスチレン、オクチルアクリルアミド/アクリレート/ブチルアミ
ノエチルメタクリレートコポリマー、アクリレート/オクチルアクリルアミドコポリマー
、ポリアクリル酸、ポリビニルピロリドン、スチレン化ポリアクリル酸、ポリエチレンオ
キシド、ナトリウムポリアクリレート、マレイン酸とのナトリウムポリアクリレートコポ
リマー、ビニルアセテートとのポリビニルピロリドンコポリマー、ブチル化ポリビニルピ
ロリドン、ポリビニルアルコール-コ-ビニルアセテート、澱粉、変性澱粉、カチオン性澱
粉、プレゼラチン化澱粉、プレゼラチン化変性澱粉、プレゼラチン化カチオン性澱粉、及
びこれらの組合わせ及びコポリマーのうちの1種以上を含んでよい。
【００１９】
　接着剤は、無機接着剤、例えば、石膏、ベントナイト、沈降ケイ酸ナトリウム、非晶質
沈降シリカ、非晶質沈降ケイ酸カルシウム、非晶質沈降ケイ酸マグネシウム、非晶質沈降
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ケイ酸リチウム、塩、ポルトランド・セメント、リン酸マグネシウム・セメント、オキシ
塩化マグネシウム・セメント、オキシ硫酸マグネシウム・セメント、リン酸亜鉛セメント
、酸化亜鉛-ユージノール・セメント、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、リン
酸カルシウム、砂、ウォラストナイト、ドロマイト、ナトリウムイオン、リチウムイオン
、マグネシウムイオン及びカルシウムイオンから成る群から選択された2種以上のイオン
を含む非晶質沈降シリケート、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【００２０】
　粉末は充填剤材料を含んでよく、該充填剤材料は、平均粒径が約5マイクロメーターか
ら約100マイクロメーターの粒子を含んでよい。該充填剤材料は、無機材料、例えば酸化
アルミニウム、ソーダ石灰ガラス、ホウケイ酸ガラス、シリカ、アルミノシリケート・セ
ラミック、石灰石、石膏、ベントナイト、沈降ケイ酸ナトリウム、非晶質沈降シリカ、非
晶質沈降ケイ酸カルシウム、非晶質沈降ケイ酸マグネシウム、非晶質沈降ケイ酸リチウム
、塩、ポルトランド・セメント、リン酸マグネシウム・セメント、オキシ塩化マグネシウ
ム・セメント、オキシ硫酸マグネシウム・セメント、リン酸亜鉛セメント、酸化亜鉛-ユ
ージノール・セメント、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、リン酸カルシウム、
砂、ウォラストナイト、ドロマイト、ナトリウムイオン、リチウムイオン、マグネシウム
イオン及びカルシウムイオンから成る群から選択された2種以上のイオンを含む非晶質沈
降シリケート、及びこれらの組合わせを含んでよい。
【００２１】
　該充填剤材料は有機材料を含んでよい。該有機材料は、炭水化物、例えば澱粉、変性澱
粉、セルロース、マルトデキストリン、アカシアゴム、イナゴマメ・ゴム、プレゼラチン
化澱粉、酸変性澱粉、加水分解澱粉、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、アルギン
酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、キトサン、カラゲナ
ン、ペクチン、寒天、ゲランゴム、アラビアゴム、キサンタンガム、プロピレングリコー
ルアルギネート、グアールガム、及びこれらの組合わせを含んでよい。該有機材料は、タ
ンパク質、例えばゼラチン、ラビット・スキン・グルー、大豆タンパク質及びこれらの組
合わせを含んでよい。
【００２２】
　粉末は処理補助材料、例えば粘性液体及び/又は低融点のポリマーを含んでよい。処理
補助材料は、下記材料：ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ソルビタ
ンモノラウレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート、ポリソルベ
ート、ポリ(エチレンオキシド)変性シリコーン、ポリ(プロピレンオキシド)変性シリコー
ン、第2級エトキシル化アルコール、エトキシル化ノニルフェノール、エトキシル化オク
チルフェノール、C8-C10アルコール、C8-C10酸、ポリエチレンオキシド変性アセチレンジ
オール、シトロネロール、エトキシル化シリコーン、エチレングリコールオクタノエート
、エチレングリコールデカノエート、2,4,7,9-テトラメチル-5-デシン-4,7-ジオールのエ
トキシル化誘導体、ポリオキシエチレンソルビタンモノ-オレエート、ポリエチレングリ
コール、大豆油、鉱物油、フルオロアルキルポリオキシエチレンポリマー、グリセロール
トリアセテート、オレイルアルコール、オレイン酸、スクアレン、スクアラン、エッセン
シャルオイル、エステル、テルペン、グリース又はワックス、プロピレングリコール、エ
チレングリコール、モノ、ジ又はトリグリセリドのC8-C10エステル、脂肪酸、エトキシル
化脂肪酸、レシチン、変性レシチン、グリセロールトリブチレート、ナトリウムステアロ
イルラクチレート、モノ及びジ-グリセリドのジアセチル酒石酸エステル、コーンシロッ
プ及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【００２３】
　粉末は強化繊維を含む。強化繊維は、下記材料：天然ポリマー、変性天然ポリマー、合
成ポリマー、セラミック、セルロース繊維、炭化ケイ素繊維、グラファイト繊維、アルミ
ノシリケート繊維、ポリプロピレン繊維、繊維ガラス、ポリアミドフロック、セルロース
、レーヨン、ポリビニルアルコール、これらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【００２４】
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　粉末は、約50から100 %の熱可塑性粒子材料、0から20 %の充填剤材料、0から30 %の接
着粒子材料、及び0から2%の処理補助材料を含んでよい。
【００２５】
　別の観点において、本発明は、第1の沸点を有する第1の溶剤を含む、三次元印刷のため
の流体を特徴とする。該流体は、熱可塑性粒子材料と接着粒子材料とのブレンドを含む粉
末中で接着剤を活性化するように適合されている。
【００２６】
　下記特徴のうちの1つ又は2つ以上が含まれてよい。流体は、該接着粒子材料を溶解させ
ることにより該接着剤を活性化するように適合されていてよい。第1の溶剤は、下記材料
：エタノール、イソプロパノール、n-プロパノール、メタノール、n-ブタノール、グリコ
ール、エステル、グリコール-エーテル、ケトン、芳香族化合物、脂肪族化合物、非プロ
トン性極性溶剤、テルペン、アクリレート、メタクリレート、ビニルエーテル、オキセタ
ン、エポキシ、低分子量ポリマー、カーボネート、n-メチルピロリドン、アセトン、メチ
ルエチルケトン、二塩基エステル、エチルアセテート、ジメチルスルホキシド、ジメチル
スクシネート、及びこれらの組合わせのうちの1種又は2種以上を含んでよい。
【００２７】
　該流体は、第2の沸点を有する第2の溶剤を含んでよい。該第2の沸点が、該第1の沸点よ
りも高くてよく、且つ/又は第2の溶剤は水混和性であってよい。該第2の水混和性溶剤は
、下記材料：ブチロラクトン、グリセロールカーボネート、プロピレンカーボネート、エ
チレンカーボネート、ジメチルスクシネート、ジメチルスルホキシド、n-メチルピロリド
ン、グリセロール、1,4ブタンジオール、ポリエチレングリコール、ジエチレングリコー
ルブチルエーテル、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール
、ポリプロピレングリコール、ポリエチレングリコールエーテル、ポリプロピレングリコ
ールエーテル、テトラエチレングリコールエーテル、ブチレンカーボネート、ペンタンジ
オール、ヘキサンジオール、及びこれらの組合わせのうちの1種又は2種以上を含んでよい
。
【００２８】
　該流体は水を含んでよい。該第1の溶剤は水混和性であってよい。該第2の溶剤は水混和
性であってよい。該第2の溶剤は、該第1の沸点よりも高い第2の沸点を有してよい。
【００２９】
　該流体は界面活性剤を含んでよい。界面活性剤は、下記材料：ポリエチレンオキシド変
性アセチレンジオール、第2級エトキシル化アルコール、エトキシル化ノニルフェノール
、エトキシル化シリコーン、エトキシル化フッ素化界面活性剤、エトキシル化テトラメチ
ルデシンジオール、エトキシル化テトラメチルドデシンジオール、ポリエーテル変性ポリ
シロキサン、エトキシル化ソルビタンモノラウレート、オクチルフェノキシポリエトキシ
-ポリプロポキシ-プロパノール、スルホン化脂肪酸、両性イオン性ベタイン、ナトリウム
ジ-オクチルスルホスクシネート、ジメチルドデシルアンモニオプロパンスルホネート、
ナトリウムラウリルスルフェート、ナトリウムラウリルベンゼンスルホネート、ナトリウ
ムp-トルエンスルホネート、ナトリウムベンゾエート、ナトリウムベンゼンスルホネート
、カリウムソルベート、ナトリウム2-エチルヘキシルスルホネート、及びこれらの組合わ
せのうちの1種以上を含んでよい。
【００３０】
　該流体は、レオロジー改質剤を含んでよい。レオロジー改質剤は、下記材料：ポリビニ
ルピロリドン、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオキシド、疎水性物質変性エトキシウ
レタン、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアクリル酸の
アルカリ及びアンモニウム塩、ポリメタクリル酸のアルカリ及びアンモニウム塩、ポリビ
ニルピロリドン-コ-ビニルアセテート、ブチル化ポリビニルピロリドン、ポリビニルアル
コール-コ-ビニルアセテート、及びポリアクリル酸-コ-無水マレイン酸、スルホン化ポリ
スチレン、及びこれらの組合わせ及びコポリマーのうちの1種以上を含んでよい。
【００３１】
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　流体はアミンを含んでよい。該アミンは、下記材料：モノイソプロパノールアミン、ト
リエチルアミン、2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール、1-アミノ-2-プロパノール、2-ジ
メチルアミノ-2-メチル-1-プロパノール、N,N-ジエチルエタノールアミン、N-メチルジエ
タノールアミン、N,N-ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン、2-アミノエタ
ノール、1-[ビス[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アミノ]-2-プロパノール、3-アミノ-1-プ
ロパノール、2-(2-アミノエチルアミノ)エタノール、トリス(ヒドロキシメチル)アミノメ
タン、2-アミノ-2-エチル-1,3-プロパンジオール、2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオ
ール、ジエタノールアミン、1,3-ビス(ジメチルアミノ)-2-プロパノール、水酸化アンモ
ニウム、モノエタノールアミン、アミノメチルプロパノール、アミノエチルエタノールア
ミン、トリイソプロパノールアミン、ポリオキシプロピレントリアミン、ポリエチレンイ
ミン、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【００３２】
　別の観点において、本発明は、溶剤を含む、三次元印刷のための流体を特徴とする。該
流体は、少なくとも、控えめに可溶性の熱可塑性粒子材料の接着特性を活性化するように
適合されている。
【００３３】
　下記特徴のうちの1つ又は2つ以上が含まれてよい。該流体は非水性であってよく、また
該流体は非ハロゲン化型であってよい。該溶剤は、下記材料：アルコール、グリコール、
エステル、グリコール-エーテル、ケトン、芳香族化合物、脂肪族化合物、非プロトン性
極性溶剤、テルペン、アクリレート、メタクリレート、ビニルエーテル、オキセタン、エ
ポキシ、低分子量ポリマー、カーボネート、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含
んでよい。
【００３４】
　アルコールは、下記材料：メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロパノール
、n-ブタノール、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。グリコールは、
下記材料：エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ポリエ
チレングリコール、1,4-ブタンジオール、ペンタンジオール、ヘキサンジオール、及びこ
れらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【００３５】
　エステルは、下記材料：エチルアセテート、プロピレングリコールメチルエーテルアセ
テート、アミルアセテート、ジメチルスクシネート、ジメチルグルタレート、ジメチルア
ジペート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、n-プロピルアセテート
、i-プロピルアセテート、i-ブチルアセテート、n-ブチルアセテート、t-ブチルアセテー
ト、2-エチルヘキシルアセテート、エチレングリコールジアセテート、ジエチルスクシネ
ート、メチルラクテート、エチルラクテート、ジメチルタルトレート、ジエチルタルトレ
ート、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。該グリコール-エーテルは、
下記材料：ジプロピレングリコールメチルエーテル、ジエチレングリコールブチルエーテ
ル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールメチルエーテル、
エチレングリコールプロピルエーテル、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んで
よい。
【００３６】
　該ケトンは、下記材料：アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メ
チルイソプロピルケトン、メチルn-プロピルケトン、メチルイソアミルケトン、メチルn-
アミルケトン、ジイソブチルケトン、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよ
い。該芳香族化合物は、下記材料：トルエン、キシレン、フェノール、ベンゼン、スチレ
ン、高フラッシュ芳香族ナフサ、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【００３７】
　該脂肪族化合物は、下記材料：ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、及びこれらの組
合わせのうちの1種以上を含んでよい。該非プロトン性溶剤は、下記材料：n-メチルピロ
リドン、ジメチルスルホキシド、2-ピロリドン、ブチロラクトン、及びこれらの組合わせ
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のうちの1種以上を含んでよい。該テルペンはリモネンを含んでよい。
【００３８】
　該アクリレートは、下記材料：アルコキシル化二官能性アクリレート、2-フェノキシエ
チルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、2(2エトキシエトキシ)エチル
アクリレート、ヘキサンジオールジアクリレート、プロポキシル化ネオペンチルグリコー
ルジアクリレート、ラウリルアクリレート、イソデシルアクリレート、トリデシルアクリ
レート、イソボルニルアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、ステア
リルアクリレート、アリルアクリレート、イソオクチルアクリレート、カプロラクトンア
クリレート、アルコキシル化テトラヒドロフルフリルアクリレート、ブタンジオールジア
クリレート、1,3-ブチレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジアクリレ
ート、ポリエチレングリコールジアクリレート、アルコキシル化ヘキサンジオールジアク
リレート、アルコキシル化シクロヘキサンジメタノールジアクリレート、シクロヘキサン
ジメタノールジアクリレート、ジプロピレングリコールジアクリレート、エトキシル化ビ
スフェノールAジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、アルコキシル
化脂肪族ジアクリレート、トリメチルプロパントリアクリレート、トリス(2-ヒドロキシ
エチル)イソシアヌレートトリアクリレート、エトキシル化トリメチルプロパントリアク
リレート、プロポキシル化トリメチルプロパントリアクリレート、プロポキシル化グリセ
リルトリアクリレート、ペンタエリトリトールテトラアクリレート、ペンタエリトリトー
ルトリアクリレート、ジ-トリメチルプロパンテトラアクリレート、ジペンタエリトリト
ールペンタアクリレート、エトキシル化ペンタエリトリトールテトラアクリレート、アル
コキシル化ノニルフェノールアクリレート、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含
んでよい。
【００３９】
　該メタクリレートは、下記材料：2-フェノキシエチルメタクリレート、テトラヒドロフ
ルフリルメタクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレート、ラウリルメタクリレート
、イソデシルメタクリレート、トリデシルメタクリレート、イソボルニルメタクリレート
、プロピレングリコールモノメタクリレート、ステアリルメタクリレート、アリルメタク
リレート、イソオクチルメタクリレート、ブタンジオールジメタクリレート、1,3-ブチレ
ングリコールジメタクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリ
コールジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、テトラエチレング
リコールジメタクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリレート、シクロヘキサン
ジメタノールジメタクリレート、ジプロピレングリコールジメタクリレート、エトキシル
化ビスフェノールAジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、トリ
メチルプロパントリメタクリレート、メトキシポリエチレングリコールメタクリレート、
アルコキシル化ノニルフェノールメタクリレート、エトキシル化ヒドロキシエチルメタク
リレート、アリルメタクリレート、プロポキシル化アリルメタクリレート、及びこれらの
組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【００４０】
　該ビニルエーテルは、下記材料：ヒドロキシブチルビニルエーテル、トリエチレングリ
コールジビニルエーテル、シクロヘキサンジメタノールジビニルエーテル、プロピレンカ
ーボネートのプロペニルエーテル、ドデシルビニルエーテル、シクロヘキサンメタノール
モノビニルエーテル、シクロヘキ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、2-エチルヘキシルビニルエーテル、ジプロピレングリコールジビニルエーテル、
トリプロピレングリコールジビニルエーテル、ヘキサンジオールジビニルエーテル、オク
タデシルビニルエーテル、ブタンジオールジビニルエーテル、ビス[4-(ビニロキシ)ブチ
ル]イソフタレート、ビス[4-(ビニロキシ)ブチル]アジペート、及びこれらの組合わせの
うちの1種以上を含んでよい。
【００４１】
　該オキセタンは、下記材料：3-エチル-3-ヒドロキシメチル-オキセタン、1,4-ビス[(3-
エチル-3-オキセタニルメトキシ)メチル]ベンゼン、及びこれらの組合わせのうちの1種以
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上を含んでよい。該エポキシは、下記材料：3,4-エポキシシクロヘキシルメチル-3,4-エ
ポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ビス-(3,4-エポキシシクロヘキシル)アジペー
ト、リモネンモノキシド、1,2-エポキシヘキサデカン、及びこれらの組合わせのうちの1
種以上を含んでよい。該低分子量ポリマーはポリエチレンイミンを含んでよい。該カーボ
ネートは、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ブチレンカーボネート、グ
リセロールカーボネート、及びこれらの組合わせを含んでよい。
【００４２】
　該流体は水を含んでよく、該溶剤は、第2の沸点を有する第2の溶剤を含んでよい。該第
2の溶剤は、下記材料：ブチロラクトン、グリセロールカーボネート、プロピレンカーボ
ネート、エチレンカーボネート、ジメチルスクシネート、ジメチルスルホキシド、n-メチ
ルピロリドン、グリセロール、1,4ブタンジオール、ポリエチレングリコール、ジエチレ
ングリコールブチルエーテル、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレン
グリコール、ポリプロピレングリコール、ポリエチレングリコールエーテル、ポリプロピ
レングリコールエーテル、テトラエチレングリコールエーテル、ブチレンカーボネート、
ペンタンジオール、ヘキサンジオール、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んで
よい。
【００４３】
　該流体は界面活性剤を含んでよい。界面活性剤は、下記材料：ポリエチレンオキシド変
性アセチレンジオール、第2級エトキシル化アルコール、エトキシル化ノニルフェノール
、エトキシル化シリコーン、エトキシル化フッ素化界面活性剤、テトラメチルデシンジオ
ール、エトキシル化テトラメチルデシンジオール、エトキシル化テトラメチルドデシンジ
オール、ポリエーテル変性ポリシロキサン、エトキシル化ソルビタンモノラウレート、オ
クチルフェノキシポリエトキシ-ポリプロポキシ-プロパノール、スルホン化脂肪酸、両性
イオン性ベタイン、ナトリウムジ-オクチルスルホスクシネート、ジメチルドデシルアン
モニオプロパンスルホネート、ナトリウムラウリルスルフェート、ナトリウムラウリルベ
ンゼンスルホネート、ナトリウムp-トルエンスルホネート、ナトリウムベンゾエート、ナ
トリウムベンゼンスルホネート、カリウムソルベート、ナトリウム2-エチルヘキシルスル
ホネート、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【００４４】
　該流体は、レオロジー改質剤を含んでよい。レオロジー改質剤は、下記材料：ポリビニ
ルピロリドン、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオキシド、疎水性物質変性エトキシウ
レタン、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアクリル酸の
アルカリ及びアンモニウム塩、ポリメタクリル酸のアルカリ及びアンモニウム塩、ポリビ
ニルピロリドン-コ-ビニルアセテート、ブチル化ポリビニルピロリドン、ポリビニルアル
コール-コ-ビニルアセテート、及びポリアクリル酸-コ-無水マレイン酸、スルホン化ポリ
スチレン、及びこれらの組合わせ及びコポリマーのうちの1種以上を含んでよい。
【００４５】
　該流体は、該第2の沸点よりも低い第1の沸点を有する第1の溶剤を含んでもよい。該第1
の溶剤は、下記材料：エタノール、イソプロパノール、n-プロパノール、メタノール、n-
ブタノール、グリコール、エステル、グリコール-エーテル、ケトン、芳香族化合物、脂
肪族化合物、非プロトン性極性溶剤、テルペン、アクリレート、メタクリレート、ビニル
エーテル、オキセタン、エポキシ、低分子量ポリマー、カーボネート、アセトン、エチル
アセテート、ジメチルスクシネート、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよ
い。
【００４６】
　該流体はアミンを含んでよい。該アミンは、下記材料：モノイソプロパノールアミン、
トリエチルアミン、2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール、1-アミノ-2-プロパノール、2-
ジメチルアミノ-2-メチル-1-プロパノール、N,N-ジエチルエタノールアミン、N-メチルジ
エタノールアミン、N,N-ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン、2-アミノエ
タノール、1-[ビス[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アミノ]-2-プロパノール、3-アミノ-1-
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プロパノール、2-(2-アミノエチルアミノ)エタノール、トリス(ヒドロキシメチル)アミノ
メタン、2-アミノ-2-エチル-1,3-プロパンジオール、2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジ
オール、ジエタノールアミン、1,3-ビス(ジメチルアミノ)-2-プロパノール、水酸化アン
モニウム、モノエタノールアミン、アミノメチルプロパノール、アミノエチルエタノール
アミン、トリイソプロパノールアミン、ポリオキシプロピレントリアミン、ポリエチレン
イミン、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【００４７】
　別の観点において、本発明は、水とアミンとを含む、三次元印刷のための流体を特徴と
し、該流体は、少なくとも、控えめに可溶性のアルカリ被還元性粒子材料の接着特性を活
性化するように適合されている。
【００４８】
　下記特徴のうちの1つ又は2つ以上が含まれてよい。アミンは、下記材料：モノイソプロ
パノールアミン、トリエチルアミン、2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール、1-アミノ-2-
プロパノール、2-ジメチルアミノ-2-メチル-1-プロパノール、N,N-ジエチルエタノールア
ミン、N-メチルジエタノールアミン、N,N-ジメチルエタノールアミン、トリエタノールア
ミン、2-アミノエタノール、1-[ビス[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アミノ]-2-プロパノ
ール、3-アミノ-1-プロパノール、2-(2-アミノエチルアミノ)エタノール、トリス(ヒドロ
キシメチル)アミノメタン、2-アミノ-2-エチル-1,3-プロパンジオール、2-アミノ-2-メチ
ル-1,3-プロパンジオール、ジエタノールアミン、1,3-ビス(ジメチルアミノ)-2-プロパノ
ール、水酸化アンモニウム、モノエタノールアミン、アミノメチルプロパノール、アミノ
エチルエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、ポリオキシプロピレントリアミ
ン、ポリエチレンイミン、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【００４９】
　該流体は、第1の沸点を有する第1の溶剤を含んでもよい。該第1の溶剤は、下記材料：
エタノール、イソプロパノール、n-プロパノール、メタノール、n-ブタノール、グリコー
ル、エステル、グリコール-エーテル、ケトン、芳香族化合物、脂肪族化合物、非プロト
ン性極性溶剤、テルペン、アクリレート、メタクリレート、ビニルエーテル、オキセタン
、エポキシ、低分子量ポリマー、カーボネート、アセトン、エチルアセテート、ジメチル
スクシネート、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【００５０】
　該流体は、第2の沸点を有する第2の溶剤を含み、該第2の沸点は該第1の沸点よりも高い
。該第2の溶剤は、下記材料：ブチロラクトン、グリセロールカーボネート、プロピレン
カーボネート、エチレンカーボネート、ジメチルスクシネート、ジメチルスルホキシド、
n-メチルピロリドン、グリセロール、1,4ブタンジオール、ポリエチレングリコール、ジ
エチレングリコールブチルエーテル、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロ
ピレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリエチレングリコールエーテル、ポリ
プロピレングリコールエーテル、テトラエチレングリコールエーテル、ブチレンカーボネ
ート、ペンタンジオール、ヘキサンジオール、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を
含んでよい。
【００５１】
　該流体は界面活性剤を含んでよい。界面活性剤は、下記材料：ポリエチレンオキシド変
性アセチレンジオール、第2級エトキシル化アルコール、エトキシル化ノニルフェノール
、エトキシル化シリコーン、エトキシル化フッ素化界面活性剤、テトラメチルデシンジオ
ール、エトキシル化テトラメチルデシンジオール、エトキシル化テトラメチルドデシンジ
オール、ポリエーテル変性ポリシロキサン、
エトキシル化フルオロカーボン、エトキシル化ソルビタンモノラウレート、オクチルフェ
ノキシポリエトキシ-ポリプロポキシ-プロパノール、スルホン化脂肪酸、両性イオン性ベ
タイン、ナトリウムジ-オクチルスルホスクシネート、ジメチルドデシルアンモニオプロ
パンスルホネート、ナトリウムラウリルスルフェート、ナトリウムラウリルベンゼンスル
ホネート、ナトリウムp-トルエンスルホネート、ナトリウムベンゾエート、ナトリウムベ
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ンゼンスルホネート、カリウムソルベート、ナトリウム2-エチルヘキシルスルホネート、
及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【００５２】
　該流体は、レオロジー改質剤を含んでよい。レオロジー改質剤は、下記材料：ポリビニ
ルピロリドン、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオキシド、疎水性物質変性エトキシウ
レタン、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアクリル酸の
アルカリ及びアンモニウム塩、ポリメタクリル酸のアルカリ及びアンモニウム塩、ポリビ
ニルピロリドン-コ-ビニルアセテート、ブチル化ポリビニルピロリドン、ポリビニルアル
コール-コ-ビニルアセテート、及びポリアクリル酸-コ-無水マレイン酸、スルホン化ポリ
スチレン、及びこれらの組合わせ及びコポリマーのうちの1種以上を含んでよい。
【００５３】
　別の観点において、本発明は、三次元印刷によって物品を形成する方法を特徴とする。
この方法は、熱可塑性粒子材料と接着粒子材料とのブレンドを含む、平均直径約10マイク
ロメーターから約100マイクロメーターの隣接する複数の粒子を用意し；そして該複数の
粒子に流体を塗布する工程を含み、該流体中では該接着粒子材料は少なくとも部分的に可
溶性であり、且つ熱可塑性粒子材料は実質的に不活性であり、該流体が、該複数の粒子を
結合するのに十分な量で、該接着粒子材料を実質的に不活性な状態から活性化することに
より、実質的にソリッドの単一物品を画定する。
【００５４】
　下記特徴が含まれてよい。該物品を加熱することにより、該熱可塑性粒子材料を少なく
とも部分的に焼結することができる。
【００５５】
　別の観点において、本発明は、三次元印刷によって物品を形成する方法を特徴とする。
この方法は、熱可塑性粒子材料と接着粒子材料とのブレンドを含む、平均直径約10マイク
ロメーターから約100マイクロメーターの隣接する複数の粒子を用意し；そして該複数の
粒子に流体を塗布する工程を含み、該流体中では該接着粒子材料は少なくとも部分的に可
溶性であり、且つ熱可塑性粒子材料は実質的に不活性であり、該流体が、該複数の粒子を
結合するのに十分な量で、該接着粒子材料を溶解させることにより、実質的にソリッドの
単一物品を画定する。
【００５６】
　下記特徴が含まれてよい。該物品を加熱することにより、該熱可塑性粒子材料を少なく
とも部分的に焼結することができる。
【００５７】
　別の観点において、本発明は、三次元印刷によって物品を形成する方法を特徴とする。
この方法は、複数の熱可塑性粒子と活性化可能な接着剤とを含む粒子から成る第1膜の第1
部分に、該接着剤を活性化する水性流体を、付着粒子から成る本質的にソリッドの単一物
品を形成するのに十分な量で塗布する工程を含む。第1膜上に、該粒子から成る第2膜を形
成する。該第2膜の第1部分内部の粒子が互いにそして該第1膜の該第1部分の少なくとも一
部に付着する程度まで、粒子から成る該第2膜の該第1部分に、該接着剤を活性化するのに
十分な量の水性流体を塗布することにより、該第1膜の該第1部分と該第2膜の該第1部分と
から、本質的にソリッドの単一物品を形成する。
【００５８】
　下記特徴のうちの1つ又は2つ以上が含まれてよい。該物品を加熱することにより、該熱
可塑性粒子材料を少なくとも部分的に焼結することができる。
【００５９】
　別の観点において、本発明は、三次元印刷によって物品を形成する方法を特徴とする。
この方法は、複数の熱可塑性粒子を含む粒子から成る第1膜の第1部分に、該熱可塑性粒子
の表面を活性化する非水性流体を、付着粒子から成る本質的にソリッドの単一物品を形成
するのに十分な量で塗布する工程を含む。該第1膜上に、該粒子から成る第2膜を形成する
。該第2膜の第1部分内部の粒子が互いにそして該第1膜の該第1部分の少なくとも一部に付
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着する程度まで、粒子から成る該第2膜の該第1部分に、該熱可塑性粒子の表面を活性化す
るのに十分な量の非水性流体を塗布することにより、該第1膜の該第1部分と該第2膜の該
第1部分とから、本質的にソリッドの単一物品を形成する。該印刷された層上に紫外線、
可視光、熱又は電子ビームのうちの1つ以上を当てることにより、非水性流体を凝固させ
るようにする。
【００６０】
　別の観点において、本発明は、物品であって：(i)熱可塑性粒子材料、及び(ii)接着粒
子材料を含む粉末と、該接着粒子材料を活性化して該粉末から成る実質的にソリッドの物
品を形成する流体との生成物を含み、該流体中で、該接着粒子材料は実質的に可溶性であ
る。該物品は、該生成物によって形成された隣接する複数の層を含み、各層が、エッジを
画定する輪郭を有し、該物品の最終形状が該層のそれぞれのエッジによって画定されてい
る。
【００６１】
　下記特徴のうちの1つ又は2つ以上が含まれてよい。粉末は充填剤材料及び/又は処理補
助材料を含んでよい。物品は浸透剤を含んでよい。該浸透剤は、下記材料：エポキシ-ア
ミン系、フリーラジカルUV硬化アクリレート系、カチオン性UV硬化エポキシ系、イソシア
ネート-ポリオール及びイソシアネート-アミンを含む2部分ウレタン系、シアノアクリレ
ート、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【００６２】
　本発明のこれらの及びその他の特徴、観点及び利点は、下記説明及び添付の特許請求の
範囲を参照すれば、より良く理解されることになる。
　図面の簡単な説明
【００６３】
　下記図面は、必ずしも一定の比例に拡大縮小されてはおらず、通常本発明の原理を説明
する上で強調されている。添付の図面と共に実施態様例及び好ましい実施態様の下記説明
を読めば、本発明の前記及びその他の特徴及び利点、並びに本発明自体がより完全に理解
されることになる。
　詳細な説明
【００６４】
　本発明は、熱可塑性粒子充填剤材料及び接着粒子材料の粒子、及び任意には付加的な充
填剤材料、処理助剤、強化繊維、及び/又は安定化繊維から成る混合物；及び流体を含む
三次元印刷材料系であって、該流体が該接着粒子材料を活性化すると、該熱可塑性粒子充
填剤材料を結合して本質的にソリッドの物品を形成するように適合されている、三次元印
刷材料系に関する。流体は水性又は非水性であってよい。本明細書に使用される「水性流
体」という用語は、好ましくは25 %以上の水、より好ましくは40 %以上の水、そして最も
好ましくは50 %以上の水を含有する流体を意味する。本明細書中に使用される「非水性流
体」という用語は、25重量%未満の水、より好ましくは10重量%未満の水、そして最も好ま
しくは1重量%未満の水を含有する流体を意味する。流体は、これが非水性の場合には、非
ハロゲン化溶剤を含んでよい。本発明はまた、このような材料系のための使用法、及び本
発明の方法によって形成される物品に関する。本発明の物品は優れた精度及び並外れた表
面仕上げを有するように形成することができる。
【００６５】
　本明細書中に使用される「熱可塑性粒子材料」という用語は、接着粒子材料が流体によ
って活性化されると結合される充填剤成分であって、該成分が、加熱によって軟化させ、
冷却されると再び硬化させることを繰返すことができる材料を含む、充填剤成分を定義す
るものとする。「接着剤」とは、流体による活性化前には分離している、粒子のような網
状構造成分間、例えば熱可塑性粒子材料間に機械的な架橋を形成する成分を定義するもの
とする。機械的架橋が形成される結果、ソリッド構造が形成される。接着剤は、水溶性樹
脂であってよく、そして流体は、樹脂を溶解させることにより、接着剤を活性化すること
ができる。「樹脂」とは、1モル当たり500グラムの最小分子量を有する有機化学サブユニ
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ットから成る直鎖又は分枝鎖である材料を定義するものとする。いくつかの実施態様の場
合、接着剤は熱可塑性材料自体を含む。「充填剤」は、活性化用流体の塗布前には固体で
ある成分であって、接着剤よりも流体中の溶解度が実質的に低く、そして最終物品に構造
完全性を与える成分を定義するものとする。熱可塑性材料に対して付加的に充填剤、例え
ば種々の無機又は有機材料を使用することができる。「結合」とは、分離した粒子間に機
械的架橋を構築して、網状構造を形成することを定義するものとする。
【００６６】
　粒子混合物は、最終物品に構造的強化をもたらすために添加された強化繊維又は強化繊
維成分を含んでよい。「繊維」又は「繊維成分」とは、活性化用流体の塗布前には固体で
ある成分を定義するものとする。この成分は流体中に不溶性であると有利であるが、この
ことは必ずしも必要というわけではない。繊維又は繊維成分を添加することにより、最終
物品の強度を高めることができる。いくつかの実施態様の場合、安定化繊維を充填剤に添
加することにより、最終物品に寸法安定性をもたらし、これにより、バルク粉末を通して
液体が移動するのを制御し、また物品強度を僅かに高めることができる。
【００６７】
　繊維は、平均断面寸法の3から4倍以上の平均長さを有する一次粒子を含む固体成分であ
る。このような材料は産業において極めて一般的である。三次元印刷の目的上、繊維は一
般に制約されたサイズ範囲、すなわち広げられた粉末層の厚さ以下の範囲内で有用である
。
【００６８】
　いくつかの実施態様の場合、処理補助化合物、例えば印刷助剤として役立つ粘性液体を
粒子混合物に添加することにより、印刷中の歪みを防止又は最小化することができる。処
理助剤は、液体が印刷ヘッドから定量分配されている間に、混合物の微粒子が空気中に浮
遊するようになるのを防止する。このような微粒子の浮遊は、印刷された物品を、所望の
形態から歪めるおそれがある。
【００６９】
　図1を参照すると、本発明の材料系を使用した印刷法によれば、粒子材料20から成る層
又は膜が、容器24の直線運動可能な表面22上に塗布されている。粒子材料20から成る層又
は膜は、好適な形式で、例えば対向ローラを使用して形成することができる。表面に塗布
された粒子材料20は、熱可塑性粒子充填剤材料と接着粒子材料とを含む。粒子材料20は付
加的な充填剤材料、処理補助材料、及び/又は繊維性材料を含むこともできる。
【００７０】
　図2を参照すると、インクジェット型ノズル28が、粒子混合物20から成る膜又は層の少
なくとも一部30に、活性化用流体26を、二次元パターンを成して供給する。この印刷法に
よれば、任意の便利なメカニズム、例えばコンピュータ支援型設計(CAD)システムから得
られる物品モデルデータに基づいて、ソフトウェアによって駆動されるドロップ・オン・
デマンド(DOD)印刷ヘッドを使用して、流体26は、予め決められた二次元パターン(図面で
はただ一例を示す目的で円形である)を成して粒子材料20から成る層又は膜に供給される
。
【００７１】
　粒子混合物の第1部分30は流体26によって活性化され、これにより、活性化された粒子
は接着し合って本質的にソリッドの円形層を形成することになる。この円形層は、最終物
品38の断面部分である(例えば図3及び図4参照)。本明細書中に使用された「活性化」とい
う用語は、本質的に不活性状態から接着状態へ変化することを定義するものである。この
定義は、熱可塑性粒子材料を結合するための接着粒子材料の活性化、及び/又は、熱可塑
性粒子材料の部分的な溶解を含む。流体は、これが最初に粒子混合物と接触すると、毛管
作用によって衝撃点から外方に向かってすぐに流れ(顕微鏡スケールで)、接着粒子材料及
び/又は熱可塑性粒子材料を、比較的短時間以内、例えば最初の数秒以内で溶解させる。
典型的な活性化用流体液滴は、約100ピコリットル(pl)の容積を有し、そして粒子混合物
と接触した後、約100 μmの直径まで広がる。溶剤が接着剤を溶解させるにつれて、流体
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粘度は劇的に増大し、最初の衝撃点から流体がさらに移動するのを阻む。数分以内に、接
着剤が溶解された流体は、溶解度の低い僅かに有孔性の粒子に浸透し、熱可塑性粒子材料
間、並びに付加的な充填剤と繊維との間に接着部を形成する。活性化用流体は、流体液滴
質量の数倍の量の粒子混合物を結合することができる。流体の揮発性成分が蒸発するのに
つれて、接着部が硬化し、熱可塑性粒子材料と、任意には、付加的な充填剤と、繊維粒子
とを接合して、剛性構造にする。この剛性構造は完成物品38の断面部分である。
【００７２】
　流体に晒されなかった、活性化されていない粒子混合物32は、運動可能な表面22上でル
ーズな状態で、自由に流動し続ける。活性化されていない粒子混合物は、最終物品38の形
成が完成されるまで、典型的には所定の位置に残される。活性化されていないルーズな粒
子混合物を所定の場所に残すことは、物品38が処理中に十分に支持され、オーバーハング
、アンダーカット及びキャビティのような構成要件が、補足的な支持構造を使用する必要
なしに画定されて形成されるのを可能にすることを保証する。最終物品38の第1の断面部
分の形成後に、運動可能な表面22は、この実施態様において下方に向かって割送りされ、
そしてこのプロセスは繰返される。
【００７３】
　例えば、対向ロール機構を使用して、粒子混合物から成る第2の膜又は層が、次いで第1
の層上に塗布され、剛性の第1断面部分、及び近接するルーズな任意の粒子混合物の両方
をカバーする。上述のように、流体の第2の塗布を続けて行い、接着剤を溶解させ、横断
面形成された前回の部分の少なくとも一部と、熱可塑性粒子材料と、任意には第2の層の
付加的な充填剤及び繊維との間に接着部を形成し、そして硬化させることにより、上述の
ように最終物品の第1の剛性断面部分に加えられた第2の剛性断面部分を形成する。運動可
能な表面22は再び可能に向かって割送りされる。
【００７４】
　接着剤を含む粒子混合物層を塗布し、活性化用流体を塗布し、そして運動可能な表面22
を下方に向かって割送る前工程は、最終粒子38が完成されるまで繰り返される。図3を参
照すると、最終粒子38は、任意の形状、例えば円筒形であってよい。プロセス終了時には
、最終物品38の頂面34だけが容器24内で目に見える。最終物品38は典型的には、活性化さ
れていない周りの粒子材料床36内に完全に沈められている。或いは、このような一連の層
を連続してデポジットし、平滑化し、そして印刷することにより、運動不能なプラットフ
ォームから上方に向かって、これらの層内に物品を形成することもできる。
【００７５】
　図4を参照すると、活性化されていない粒子材料は、圧縮空気流又は真空によって、最
終円筒形物品38から除去することができる。最終物品38から未活性化粒子材料を除去した
あと、後処理、例えば清浄化、安定化材料の浸透、ペインティングなどを行うことができ
る。材料を安定化するのに適した浸透剤は、例えばエポキシ-アミン系、フリーラジカルU
V硬化アクリレート系、カチオン性UV硬化エポキシ系、イソシアネート-ポリオール及びイ
ソシアネート-アミンを含む2部分ウレタン系、シアノアクリレート、及びこれらの組合わ
せから選択することができる。後処理は、物品を加熱して、少なくとも部分的に熱可塑性
粒子材料を焼結することもできる。仕上げ物品38中の成分に応じて、例えば約45分間にわ
たって110℃で焼結を行うことができる。
【００７６】
　本発明の方法は、約250マイクロメーター(μm)以上のオーダーの寸法を有する構成要件
を製造することができる。本発明の方法によって達成された精度範囲は、約±250 μmで
ある。最終物品38の収縮率は約1 %である。この収縮率は、精度を高めるために、ファク
ターとして容易に構造に含めることができる。表面仕上げは微細な品質を有し、その有孔
率はから50 %であり、表面粗さはから200 μmである。最終物品38は、例えば厚さから1ミ
リメーター(mm)の薄い壁を有することができる。
　粉末成分
　熱可塑性粒子充填剤材料



(23) JP 4662942 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

【００７７】
　熱可塑性粒子材料が、本発明の材料系の主成分である。この粒子材料は、平均粒径が約
10 μmから約100 μmの任意の熱可塑性材料を含んでよいが、この範囲外のサイズも考え
られる。
【００７８】
　好適な熱可塑性粉末材料のいくつかの例は下記の通りである：
1)　アセタールポリオキシメチレン；
2)　ポリラクチド；
3)　ポリエチレン；
4)　ポリプロピレン；
5)　エチレンビニルアセテート；
6)　ポリフェニレンエーテル；
7)　エチレン-アクリル酸コポリマー；
8)　ポリエーテルブロックアミド；
9)　ポリビニリデンフルオリド；
10) ポリエーテルケトン；
11) ポリブチレンテレフタレート；
12) ポリエチレンテレフタレート；
13) ポリシクロヘキシレンメチレンテレフタレート；
14) ポリフェニレンスルフィド；
15) ポリフタルアミド；
16) ポリメチルメタクリレート；
17) ポリスルホン；
18) ポリエーテルスルホン；
19) ポリフェニルスルホン；
20) ポリアクリロニトリル；
21) ポリ(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン)；
22) ポリアミド；
23) 尿素-ホルムアルデヒドの重縮合物；
24) ポリスチレン；
25) ポリオレフィン；
26) ポリビニルブチラール；
27) ポリカーボネート；
28) ポリビニルクロリド；
29) ポリエチレンテレフタレート；
30) エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、
メチルセルロース、セルロースアセテート、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒド
ロキシブチルメチルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロース、エチルヒドロキシ
エチルセルロース、セルロースキサンテートを含むセルロース誘導体、及び；
これらの組合わせ及びコポリマー。
　接着剤
【００７９】
　接着粒子材料は、活性化流体中の高い溶解度、低い溶液粘度、低い吸湿性、及び高い結
合強度という特性のうちの1つ又は2つ以上に関して選択された化合物である。接着剤は、
これが流体中に迅速且つ実質的に完全に組み入れられることを保証するように活性化用流
体中に好ましくは高可溶性である。熱可塑性粒子充填剤材料及び/又は充填剤粒子と混和
する前に、接着剤を極めて微細に粉砕することにより、有効表面積を増大させ、流体中の
溶解を促進する。ただしこの場合、接着剤は、活性化されていない粉末が部品外面に誤っ
て付着する結果、表面の画定を不良にする望ましくない物品特性である「ケーキング」を
引き起こすほどには微細ではない。典型的な接着剤粒径は約10 μmから約100 μmである



(24) JP 4662942 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

。接着剤の低い吸湿性は、望ましくないケーキングに関与することもある、空気からの過
剰な湿分の吸収を回避する。
【００８０】
　いくつかの実施態様の場合、本発明の接着剤は水溶性であり、すなわち、接着剤は水性
流体中に溶ける。本発明の接着剤として使用するのに適した化合物は、下記の非限定的な
リストから選択することができる：水溶性ポリマー、炭水化物、糖、糖アルコール、タン
パク質、及び何らかの無機化合物。低分子量の水溶性ポリマーがいくつかの実施態様にお
いて好ましいことがある。なぜならば、これらのポリマーは、分子が小さいほど溶液中に
より急速に拡散することにより、一層素早く溶けるからである。好ましい水溶性樹脂は下
記のものを含む：
1)　ポリビニルアルコール；
2)　スルホン化ポリエステルポリマー；
3)　スルホン化ポリスチレン；
4)　オクチルアクリルアミド/アクリレート/ブチルアミノエチルメタクリレートコポリマ
ー；
5)　アクリレート/オクチルアクリルアミドコポリマー；
6)　ポリアクリル酸；
7)　ポリビニルピロリドン；
8)　スチレン化ポリアクリル酸；
9)　ポリエチレンオキシド；
10) ナトリウムポリアクリレート；
11) マレイン酸とのナトリウムポリアクリレートコポリマー；
12) ビニルアセテートとのポリビニルピロリドンコポリマー；
13) ブチル化ポリビニルピロリドン；及び
14) ポリビニルアルコール-コ-ビニルアセテート；
15) 澱粉；
16) 変性澱粉；
17) カチオン性澱粉；
18) プレゼラチン化澱粉；
19) プレゼラチン化変性澱粉；
20) プレゼラチン化カチオン性澱粉；
並びにこれらの組合わせ及びコポリマー。
【００８１】
　接着剤は、炭水化物、例えば澱粉、セルロース、マルトデキストリン、アカシアゴム、
イナゴマメ・ゴム、プレゼラチン化澱粉、酸変性澱粉、加水分解澱粉、ナトリウムカルボ
キシメチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、キトサ
ン、カラゲナン、ペクチン、寒天、ゲランゴム、アラビアゴム、キサンタンガム、プロピ
レングリコールアルギネート、グアールガム、及びこれらの組合わせを含んでよい。好適
な糖及び糖アルコールは、スクロース、デキストロース、フルクトース、ラクトース、ポ
リデキストロース、ソルビトール、キシリトール、シクロデキストラン、及びこれらの組
合わせを含む。クエン酸、琥珀酸、ポリアクリル酸尿素、及びこれらの組合わせを含む、
有機酸を含む有機化合物を使用することもできる。有機化合物は、タンパク質、例えばゼ
ラチン、ラビット・スキン・グルー、大豆タンパク質及びこれらの組合わせを含んでもよ
い。無機化合物は、石膏、ベントナイト、沈降ケイ酸ナトリウム、非晶質沈降シリカ、非
晶質沈降ケイ酸カルシウム、非晶質沈降ケイ酸マグネシウム、非晶質沈降ケイ酸リチウム
、ナトリウムイオン、リチウムイオン、マグネシウムイオン及びカルシウムイオンのうち
の2種又は3種以上の組合わせを含有する非晶質沈降シリケート、塩、ポルトランド・セメ
ント、リン酸マグネシウム・セメント、オキシ塩化マグネシウム・セメント、オキシ硫酸
マグネシウム・セメント、リン酸亜鉛セメント、酸化亜鉛-ユージノール・セメント、水
酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、リン酸カルシウム、砂、ウォラストナイト、ド
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ロマイト、及びこれらの組合わせを含んでよい。
　接着剤としての熱可塑性物質
【００８２】
　いくつかの実施態様の場合、接着剤として作用するための別個の成分は必要とされない
。熱可塑性材料は流体を用いて印刷することができ、この流体中には、熱可塑性粒子が少
なくとも控えめに可溶性である。接着剤として作用することができる熱可塑性粒子材料の
例は、下記のものを含む：
1)　アセタールポリオキシメチレン；
2)　ポリラクチド；
3)　ポリエチレン；
4)　ポリプロピレン；
5)　エチレンビニルアセテート；
6)　ポリフェニレンエーテル；
7)　エチレン-アクリル酸コポリマー；
8)　ポリエーテルブロックアミド；
9)　ポリビニリデンフルオリド；
10) ポリエーテルケトン；
11) ポリブチレンテレフタレート；
12) ポリエチレンテレフタレート；
13) ポリシクロヘキシレンメチレンテレフタレート；
14) ポリフェニレンスルフィド；
15) ポリフタルアミド；
16) ポリメチルメタクリレート；
17) ポリスルホン；
18) ポリエーテルスルホン；
19) ポリフェニルスルホン；
20) ポリアクリロニトリル；
21) ポリ(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン)；
22) ポリアミド；
23) 尿素-ホルムアルデヒドの重縮合物；
24) ポリスチレン；
25) ポリオレフィン；
26) ポリビニルブチラール；
27) ポリカーボネート；
28) ポリビニルクロリド；
29) ポリエチレンテレフタレート；及び
30) エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、
メチルセルロース、セルロースアセテート、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒド
ロキシブチルメチルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロース、エチルヒドロキシ
エチルセルロース、セルロースキサンテートを含むセルロース誘導体；
並びにこれらの組合わせ及びコポリマー。
　充填剤
【００８３】
　熱可塑性粒子充填剤材料以外の本発明の付加的な充填剤は、活性化用流体中の不溶性又
は極めて低い溶解度、迅速な湿潤、低い吸湿性、及び高い結合強度という特性に関して選
択された化合物である。充填剤は、硬化された組成物に機械的構造を提供する。控えめに
可溶性の充填剤材料が一般に有利ではあるが、しかし、不溶性充填剤材料を使用すること
もできる。活性化用流体が塗布されたあとに接着剤が乾燥/硬化すると、充填剤粒子は接
着し合うようになる。充填剤の典型的な粒子サイズ分布は、実際最大直径約100μmから下
方に向かって、実際最小直径約5μmまでの範囲である。大きい粒子サイズは、粉末内に大
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きな孔を形成してこの孔を通して流体を迅速に移動することができることにより、より均
質な材料の製造を可能にして、最終物品の品質を改善すると考えられる。より小さな粒子
サイズは、物品強度を強化するのに役立つ。従って、この粒子サイズ分布は双方の利点を
提供する。
【００８４】
　本発明の充填剤として使用するのに適した化合物は、種々の一般的な群から選択するこ
とができ、ただしこの場合、上述の溶解度、吸湿性、結合強度及び溶液粘度の基準に見合
うものとする。充填剤は無機、例えば酸化アルミニウム、ソーダ石灰ガラス、ホウケイ酸
ガラス、シリカ、アルミノシリケート・セラミック、石灰石、石膏、ベントナイト、沈降
ケイ酸ナトリウム、非晶質沈降シリカ、非晶質沈降ケイ酸カルシウム、非晶質沈降ケイ酸
マグネシウム、非晶質沈降ケイ酸リチウム、ナトリウムイオン、リチウムイオン、マグネ
シウムイオン及びカルシウムイオンのうちの2種又は3種以上の組合わせを含有する非晶質
沈降シリケート、塩、ポルトランド・セメント、リン酸マグネシウム・セメント、オキシ
塩化マグネシウム・セメント、オキシ硫酸マグネシウム・セメント、リン酸亜鉛セメント
、酸化亜鉛-ユージノール・セメント、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、リン
酸カルシウム、砂、ウォラストナイト、ドロマイト、及びこれらの組合わせであってよい
。或いは、充填剤は有機、例えば澱粉、澱粉誘導体、セルロース、マルトデキストリン、
及びこれらの組合わせのような炭水化物であってよい。一般に、溶剤の選択は、どの充填
剤を使用できるかを決定する。充填剤は、活性化用流体の塗布前には固体であり、流体中
の充填剤の溶解度が、流体中の接着剤の溶解度よりも著しく低いように選択される。
【００８５】
　有利には、充填剤を含む粉末成分は、高い吸収能力を有し、これにより浸透剤を吸収し
て保持することができる。
　繊維
【００８６】
　いくつかの実施態様の場合、粒子混合物は、構造強化及び構造完全性を最終物品に提供
するために添加された、強化繊維又は強化繊維成分を含んでよい。粒子材料は平均直径約
10から100 μmの複数の粒子を含んでよい。強化繊維長は一般に、粒子混合物層の厚さと
ほぼ等しい長さに制限される。強化繊維長は典型的には約60 μmから約200 μmであり、
そして総混合物の約50重量%以下、好ましくは30重量%以下、そしてより好ましくは20重量
%以下の量で含まれる。
【００８７】
　本発明の強化繊維は好ましくは接着剤を活性化する流体中で不溶性であるか、又は接着
剤よりも溶解速度が著しく遅い。強化繊維は、粉末を広げるのをあまりにも難しくするこ
となしに、最終物品の機械的強化度及び寸法制御度を高めるように選択された比較的剛性
の材料であってよい。強化繊維の湿潤を促進するために、選択された繊維は有利には、溶
剤に対して比較的高い親和性を有してよい。1実施態様の場合、繊維長は層厚にほぼ等し
い。このことはかなりの程度の機械的強化を可能にする。より長い繊維を使用すると、表
面仕上げに不都合な影響を与える傾向があり、また任意の長さを有する繊維を余りにも多
く使用すると、粉末をますます広がりにくくする。本発明を強化するのに適した繊維材料
の一例としては、セルロース、高分子繊維、セラミック繊維、グラファイト繊維、繊維ガ
ラス、及びこれらの組合わせが挙げられる。高分子繊維は、セルロース及びセルロース誘
導体、又は、炭素原子数が最大8の、置換型又は無置換型の直鎖状又は分枝鎖状のアルキ
ル又はアルケンモノマーであってよい。具体的な使用可能な繊維材料の一例としては、天
然ポリマー、変性天然ポリマー、合成ポリマー、セラミック、セルロース繊維、炭化ケイ
素繊維、グラファイト繊維、アルミノシリケート繊維、ポリプロピレン繊維、繊維ガラス
、ポリアミドフロック、セルロース、レーヨン、ポリビニルアルコール、及びこれらの組
合わせが挙げられる。
【００８８】
　いくつかの実施例の場合、安定化繊維を充填剤に添加することにより、最終物品に寸法
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安定性をもたらし、また物品強度を僅かに高めることができる。混合物中の過剰の安定化
繊維によって引き起こされる摩擦が増大し、充填密度を低減するのにつれて、対向ローラ
を用いて粒子混合物を広げることが徐々に難しくなる。従って、安定化繊維の量及び長さ
の両方を制限することにより、混合物の充填密度を高める結果、強度がより高い完成部品
が得られる。一般に、安定化繊維は、混合物全体の50重量%以下、好ましくは40重量%以下
、そして最も好ましくは30重量%以下の量で、強化繊維の約半分未満の長さに制限される
。例えば対向ローラを使用した日常的な試験によって、最適値を見極めることができる。
【００８９】
　強化繊維及び安定化繊維の両方がセルロースであってよい。本発明との使用を特に適し
たものにするセルロースの有用な特性のうちのいくつかは、低い毒性、生分解性、低コス
ト、及び種々様々な長さでの利用可能性である。
【００９０】
　熱可塑性粒子材料、接着剤、充填剤及び繊維を選択するのに際しては、最終物品の所望
の特性に応じた検討がさらに行われる。完成物品の最終強度は、混合物の粒子間の接着部
の質、及び接着剤が硬化した後で材料中に残っている空の孔のサイズにかなり依存する。
これらのファクターの双方は、粒子材料の粒子サイズと共に変化する。一般に、粒子材料
の平均粒子サイズは、層厚よりも大きくないのが好ましい。粒子サイズ分布が、粒子材料
の充填密度を高める。充填密度が高まると、物品強度及び寸法制御度の両方が増大する。
処理助剤
【００９１】
　三次元印刷のための処理助剤は典型的には、粉末材料系の粘性液体成分である。処理助
剤は液状ポリマー、又は低融点のポリマーであってよい。好ましくは、処理助剤は非水性
であり、これにより、水溶性粉末成分とは反応しない。粉末をルーズに結合することによ
り、処理助剤は、層が広がっている間、層をシフトさせないでおく。処理助剤は湿潤剤と
して作用して、流体を吸引し、流体が迅速に広がるのを可能にすることもできる。さらに
処理助剤はダスト形成を低減することができる。処理助剤として使用することができる材
料の例は、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール(PPG)、ソルビタンモノ
ラウレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート、ポリソルベート、
ポリ(エチレンオキシド)変性シリコーン、ポリ(プロピレンオキシド)変性シリコーン、第
2級エトキシル化アルコール、エトキシル化ノニルフェノール、エトキシル化オクチルフ
ェノール、C8-C10アルコール、C8-C10酸、ポリエチレンオキシド変性アセチレンジオール
、シトロネロール、エトキシル化シリコーン、エチレングリコールオクタノエート、エチ
レングリコールデカノエート、2,4,7,9-テトラメチル-5-デシン-4,7-ジオールのエトキシ
ル化誘導体、ポリオキシエチレンソルビタンモノ-オレエート、大豆油、鉱物油、フルオ
ロアルキルポリオキシエチレンポリマー、グリセロールトリアセテート、オレイルアルコ
ール、オレイン酸、スクアレン、スクアラン、エッセンシャルオイル、エステル、テルペ
ン、グリース又はワックス、プロピレングリコール、エチレングリコール、モノ、ジ又は
トリグリセリドのC8-C10エステル、脂肪酸、エトキシル化脂肪酸、レシチン、変性レシチ
ン、グリセロールトリブチレート、ナトリウムステアロイルラクチレート、モノ及びジ-
グリセリドのジアセチル酒石酸エステル、コーンシロップ及びこれらの組合わせを含む。
　活性化用流体
【００９２】
　本発明の流体は、上述のように、混合物の種々の粒子成分に必要とされる溶解度に適合
するように選択される。比較的低い溶液粘度により、接着剤が活性化用流体中に一旦溶解
されると、流体は熱可塑性充填剤及び強化用材料を接着するように、粉体床の所定の部位
に素早く移動することが保証される。流体は水性又は非水性であってよい。水性流体は、
好ましくは25 %以上の水、より好ましくは40 %以上の水、そして最も好ましくは50 %以上
の水を含有する。非水性流体は、25重量%未満の水、より好ましくは10重量%未満の水、そ
して最も好ましくは1重量%未満の水を含有する。
　第1の溶剤
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【００９３】
　流体は、第1の沸点を有する第1の溶剤を含んでよく、第1の溶剤中で接着剤は活性、好
ましくは可溶性である。第1の溶剤は、接着粒子材料を溶解させることにより接着剤を活
性化するように、そして流体の溶解を補助するように適合させることができる。第1の溶
剤は、非水性材料、エタノール、イソプロパノール、n-プロパノール、メタノール、n-ブ
タノール、グリコール、エステル、グリコール-エーテル、ケトン、芳香族化合物、脂肪
族化合物、非プロトン性極性溶剤、テルペン、アクリレート、メタクリレート、ビニルエ
ーテル、オキセタン、エポキシ、低分子量ポリマー、カーボネート、n-メチルピロリドン
、アセトン、メチルエチルケトン、二塩基エステル、エチルアセテート、ジメチルスルホ
キシド、ジメチルスクシネート、及びこれらの組合わせであってよい。或る特定の熱可塑
性材料を溶解させ、その結果として、溶剤が溶解するにつれて付着し合う熱可塑性材料を
もたらすのに適した高い沸点を有する好適な溶剤の例は次の通りである：
　1)　N-メチルピロリドン、アセトン、メチルエチルケトン、二塩基エステル、エチルア
セテートを使用することにより、ポリメチルメタクリレートを溶解させることができ；
　2)　ジメチルスルホキシド、n-メチルピロリドン及びアセトンを使用することにより、
ポリスルホン、ポリエーテルスルホン及びポリフェニルスルホンを溶解させることができ
；そして
　3)　ジメチルスルホキシド、n-メチルピロリドン及びアセトンを使用することにより、
ポリアクリロニトリルを溶解させることができる。
　第2の溶剤(湿潤剤)
【００９４】
　第1の沸点よりも高くてよい第2の沸点を有する第2の溶剤(湿潤剤)を流体中に含むこと
により、印刷された材料からの流体の蒸発を遅らせ、そして印刷ヘッド供給システムの乾
燥/目詰まりを防止することができる。第2の溶剤は水混和性であってよく、そして例えば
ブチロラクトン、グリセロールカーボネート、プロピレンカーボネート、エチレンカーボ
ネート、ジメチルスクシネート、ジメチルスルホキシド、n-メチルピロリドン、グリセロ
ール、1,4-ブタンジオール、ポリエチレングリコール、ジエチレングリコールブチルエー
テル、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ポリプロピ
レングリコール、ポリエチレングリコールエーテル、ポリプロピレングリコールエーテル
、テトラエチレングリコールエーテル、ブチレンカーボネート、ペンタンジオール、ヘキ
サンジオール、及びこれらの組合わせを含んでよい。
　界面活性剤
【００９５】
　界面活性剤を流体に添加することにより、その表面張力を低減し、これにより、流体が
印刷ヘッドのノズルを滑り抜けるのを助けることができる。界面活性剤は、ポリエチレン
オキシド変性アセチレンジオール、第2級エトキシル化アルコール、エトキシル化ノニル
フェノール、エトキシル化シリコーン、エトキシル化フッ素化界面活性剤、テトラメチル
デシンジオール、エトキシル化テトラメチルデシンジオール、エトキシル化テトラメチル
ドデシンジオール、ポリエーテル変性ポリシロキサン、エトキシル化ソルビタンモノラウ
レート、オクチルフェノキシポリエトキシ-ポリプロポキシ-プロパノール、スルホン化脂
肪酸、両性イオン性ベタイン、ナトリウムジ-オクチルスルホスクシネート、ジメチルド
デシルアンモニオプロパンスルホネート、ナトリウムラウリルスルフェート、ナトリウム
ラウリルベンゼンスルホネート、ナトリウムp-トルエンスルホネート、ナトリウムベンゾ
エート、ナトリウムベンゼンスルホネート、カリウムソルベート、ナトリウム2-エチルヘ
キシルスルホネート、及びこれらの組合わせであってよい。
　レオロジー改質剤
【００９６】
　レオロジー改質剤を流体に加えることにより、粘度を高め、これにより印刷ヘッドの効
率を高め、そして印刷を助けることができる。考えられるレオロジー改質剤の例は、ポリ
ビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオキシド、疎水性物質変性エトキ
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シウレタン、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアクリル
酸のアルカリ及びアンモニウム塩、ポリメタクリル酸のアルカリ及びアンモニウム塩、ポ
リビニルピロリドン-コ-ビニルアセテート、ブチル化ポリビニルピロリドン、ポリビニル
アルコール-コ-ビニルアセテート、及びポリアクリル酸-コ-無水マレイン酸、スルホン化
ポリスチレン、及びこれらの組合わせ及びコポリマーを含む。
　アミン
【００９７】
　アミンを流体に添加することにより、水混和性接着剤、例えば水溶性樹脂の溶解を助け
ることができる。好適なアミンの例は、モノイソプロパノールアミン、トリエチルアミン
、2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール、1-アミノ-2-プロパノール、2-ジメチルアミノ-2-
メチル-1-プロパノール、N,N-ジエチルエタノールアミン、N-メチルジエタノールアミン
、N,N-ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン、2-アミノエタノール、1-[ビ
ス[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アミノ]-2-プロパノール、3-アミノ-1-プロパノール、2
-(2-アミノエチルアミノ)エタノール、トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン、2-アミ
ノ-2-エチル-1,3-プロパンジオール、2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール、ジエタ
ノールアミン、1,3-ビス(ジメチルアミノ)-2-プロパノール、水酸化アンモニウム、モノ
エタノールアミン、アミノメチルプロパノール、アミノエチルエタノールアミン、トリイ
ソプロパノールアミン、ポリオキシプロピレントリアミン、ポリエチレンイミン、及びこ
れらの組合わせを含む。
　控えめに可溶性の熱可塑性粒子材料を活性化するための流体
【００９８】
　いくつかの活性化用流体が、少なくとも、控えめに可溶性の熱可塑性粒子材料の接着特
性を活性化するのに適している。このような活性化用流体は、固体粒子の表面を軟化し、
これにより、固体粒子が粘着性になるのを可能にする。これらの流体は、典型的には非水
性、非ハロゲン化流体、例えばアルコール、グリコール、エステル、グリコール-エーテ
ル、ケトン、芳香族化合物、脂肪族化合物、非プロトン性極性溶剤、テルペン、アクリレ
ート、メタクリレート、ビニルエーテル、オキセタン、エポキシ、低分子量ポリマー、カ
ーボネート、及びこれらの組合わせである。熱可塑性粒子材料のための溶剤であるいくつ
かの活性化用流体は、熱可塑性材料を溶解させた後、紫外線、可視光、熱又は電子ビーム
、及びこれらの組合わせに当てることにより、凝固することができる。
【００９９】
　アルコールは、下記材料：メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロパノール
、n-ブタノール、及びこれらの組合わせうちの1種以上を含んでよい。グリコールは、下
記材料：エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ポリエチ
レングリコール、ブタンジオール、ペンタンジオール、ヘキサンジオール、及びこれらの
組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【０１００】
　エステルは、下記材料：エチルアセテート、プロピレングリコールメチルエーテルアセ
テート、アミルアセテート、ジメチルスクシネート、ジメチルグルタレート、ジメチルア
ジペート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、n-プロピルアセテート
、i-プロピルアセテート、i-ブチルアセテート、n-ブチルアセテート、t-ブチルアセテー
ト、2-エチルヘキシルアセテート、エチレングリコールジアセテート、ジエチルスクシネ
ート、メチルラクテート、エチルラクテート、ジメチルタルトレート、ジエチルタルトレ
ート、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。グリコール-エーテルは、下
記材料：ジプロピレングリコールメチルエーテル、ジエチレングリコールブチルエーテル
、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールメチルエーテル、エ
チレングリコールプロピルエーテル、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよ
い。
【０１０１】
　ケトンは、下記材料：アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メチ
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ルイソプロピルケトン、メチルn-プロピルケトン、メチルイソアミルケトン、メチルn-ア
ミルケトン、ジイソブチルケトン、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい
。芳香族化合物は、下記材料：トルエン、キシレン、フェノール、ベンゼン、スチレン、
高フラッシュ芳香族ナフサ、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【０１０２】
　脂肪族化合物は、下記材料：ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、及びこれらの組合
わせのうちの1種以上を含んでよい。非プロトン性溶剤は、下記材料：n-メチルピロリド
ン、ジメチルスルホキシド、2-ピロリドン、ブチロラクトン、及びこれらの組合わせのう
ちの1種以上を含んでよい。テルペンはリモネンを含んでよい。
【０１０３】
　アクリレートは、下記材料：アルコキシル化二官能性アクリレート、2-フェノキシエチ
ルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、2(2エトキシエトキシ)エチルア
クリレート、ヘキサンジオールジアクリレート、プロポキシル化ネオペンチルグリコール
ジアクリレート、ラウリルアクリレート、イソデシルアクリレート、トリデシルアクリレ
ート、イソボルニルアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、ステアリ
ルアクリレート、アリルアクリレート、イソオクチルアクリレート、カプロラクトンアク
リレート、アルコキシル化テトラヒドロフルフリルアクリレート、ブタンジオールジアク
リレート、1,3-ブチレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジアクリレー
ト、ポリエチレングリコールジアクリレート、アルコキシル化ヘキサンジオールジアクリ
レート、アルコキシル化シクロヘキサンジメタノールジアクリレート、シクロヘキサンジ
メタノールジアクリレート、ジプロピレングリコールジアクリレート、エトキシル化ビス
フェノールAジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、アルコキシル化
脂肪族ジアクリレート、トリメチルプロパントリアクリレート、トリス(2-ヒドロキシエ
チル)イソシアヌレートトリアクリレート、エトキシル化トリメチルプロパントリアクリ
レート、プロポキシル化トリメチルプロパントリアクリレート、プロポキシル化グリセリ
ルトリアクリレート、ペンタエリトリトールテトラアクリレート、ペンタエリトリトール
トリアクリレート、ジ-トリメチルプロパンテトラアクリレート、ジペンタエリトリトー
ルペンタアクリレート、エトキシル化ペンタエリトリトールテトラアクリレート、アルコ
キシル化ノニルフェノールアクリレート、及びこれらの組合わせのうちの1種以上を含ん
でよい。
【０１０４】
　メタクリレートは、下記材料：2-フェノキシエチルメタクリレート、テトラヒドロフル
フリルメタクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレート、ラウリルメタクリレート、
イソデシルメタクリレート、トリデシルメタクリレート、イソボルニルメタクリレート、
プロピレングリコールモノメタクリレート、ステアリルメタクリレート、アリルメタクリ
レート、イソオクチルメタクリレート、ブタンジオールジメタクリレート、1,3-ブチレン
グリコールジメタクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコ
ールジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、テトラエチレングリ
コールジメタクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリレート、シクロヘキサンジ
メタノールジメタクリレート、ジプロピレングリコールジメタクリレート、エトキシル化
ビスフェノールAジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、トリメ
チルプロパントリメタクリレート、メトキシポリエチレングリコールメタクリレート、ア
ルコキシル化ノニルフェノールメタクリレート、エトキシル化ヒドロキシエチルメタクリ
レート、アリルメタクリレート、プロポキシル化アリルメタクリレート、及びこれらの組
合わせのうちの1種以上を含んでよい。
【０１０５】
　ビニルエーテルは、下記材料：ヒドロキシブチルビニルエーテル、トリエチレングリコ
ールジビニルエーテル、シクロヘキサンジメタノールジビニルエーテル、プロピレンカー
ボネートのプロペニルエーテル、ドデシルビニルエーテル、シクロヘキサンメタノールモ
ノビニルエーテル、シクロヘキ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
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テル、2-エチルヘキシルビニルエーテル、ジプロピレングリコールジビニルエーテル、ト
リプロピレングリコールジビニルエーテル、ヘキサンジオールジビニルエーテル、オクタ
デシルビニルエーテル、ブタンジオールジビニルエーテル、ビス[4-(ビニロキシ)ブチル]
イソフタレート、ビス[4-(ビニロキシ)ブチル]アジペート、及びこれらの組合わせのうち
の1種以上を含んでよい。
【０１０６】
　オキセタンは、下記材料：3-エチル-3-ヒドロキシメチル-オキセタン、1,4-ビス[(3-エ
チル-3-オキセタニルメトキシ)メチル]ベンゼン、及びこれらの組合わせのうちの1種以上
を含んでよい。エポキシは、下記材料：3,4-エポキシシクロヘキシルメチル-3,4-エポキ
シシクロヘキサンカルボキシレート、ビス-(3,4-エポキシシクロヘキシル)アジペート、
リモネンモノキシド、1,2-エポキシヘキサデカン、及びこれらの組合わせのうちの1種以
上を含んでよい。低分子量ポリマーはポリエチレンイミンを含んでよい。カーボネートは
、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ブチレンカーボネート、グリセロー
ルカーボネート、及びこれらの組合わせを含んでよい。
【０１０７】
　これらの活性化用流体のうちのいくつかは、熱可塑性粒子材料のための溶剤として作用
する反応性モノマーである。第1工程において、活性化用流体は、熱可塑性材料を溶解さ
せ、そして熱可塑性材料中に浸透する。この挙動は、熱可塑性粒子材料のハンセン溶解度
パラメーターとマッチするハンセン溶解度パラメーターを有するモノマーを含有する活性
化用流体を選択することにより容易にされる。ハンセン溶解度パラメーターは、流体の溶
解力挙動と、熱可塑性材料の溶解性とを記述する定量値である。活性化用流体のモノマー
はさらに、フリーラジカル開始メカニズム、カチオン開始メカニズム、又はこれらの組合
わせによって、第2の工程においてさらに凝固することができる。アクリレート、メタク
リレート、ビニルエーテル、オキセタン、エポキシド及びこれらの組合わせのような流体
が、溶剤として作用することもできる典型的な反応性モノマーである。或る特定の熱可塑
性材料を溶解させ、そして熱可塑性粒子内に浸透する結果、溶剤が溶解するにつれて付着
し合う熱可塑性粒子をもたらすのに適した溶剤として作用するモノマーの例は下記の通り
である：
　1)　ヘキサンジオールジアクリレート：ポリカーボネート、ポリスチレン及びポリエチ
レンテレフタレートを溶解させることができる。
　2)　ヘキサンジオールジビニルエーテル：ポリスチレンを溶解させることができる。
　3)　ビスフェノールAのジグリシジルエーテル：ポリスルホン又はポリエーテルスルホ
ンを溶解させることができる。
　モノマーが熱可塑性粒子材料を溶解させ、そして熱可塑性粒子材料中に浸透した後、次
いでモノマーは、フリーラジカル開始(モノマーがアクリレート、メタクリレート又はビ
ニル群に属する場合)によって、又はカチオン開始(モノマーがエポキシド及びオキセタン
群に属する場合)によって凝固することができる。ビニルエーテル群のモノマーは、フリ
ーラジカル開始又はカチオン開始によって凝固することができる。熱可塑性粒子材料中に
浸透したモノマーの凝固は、相互貫入ポリマー網状構造(IPN)を形成する。IPNは、互いの
隣接した存在において重合及び/又は架橋された2つ又は3つ以上の構成ポリマー網状構造
として定義される。好ましくはこのような高分子系は、或る程度相互貫入し、そして化学
的には結合されずに連結されて、化学結合が破断されない限り分離することができないよ
うになっている2つ又は3つ以上の網状ポリマーを含む。熱可塑性粒子材料と、重合された
モノマーとの間にIPNを形成することにより、より良好な接着力が可能になり、また、最
終物品の靭性を高めることができる。
【０１０８】
　熱可塑性材料と接着剤との双方を含有する粒子混合物のための好ましい材料、及び活性
化用流体のための好ましい材料の1つの群を表1に要約する。活性化用流体と接触したとき
に結合するように適合された熱可塑性材料のための好ましい材料、及び活性化用流体のた
めの好ましい材料の2つの例を表2に要約する。
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【表１】
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【表２】
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【表３】

　流量エンハンサー
【０１０９】
　流体は、処理助剤、例えば流量エンハンサーを含んでよい。流量エンハンサーは、いく
つかの湿潤剤特性を有してよいが、しかし主に、流体の流体力学的特性又は湿潤特性を変
えることにより、印刷ヘッドによって供給される流体容積を最大化するために役立つ。流
量の増強は、流体の流量を高める粘弾性現象であると考えられ、より厚い層が印刷される
のを可能にし、ひいては最終物品がより素早く構築されるのを可能にする。流体とノズル
壁との間の摩擦を低減することによって、又は流体の粘度を低減することによって、流体
の流量を増大させる化合物は、エチレングリコールジアセテート、カリウムソルベート、
及びカリウムアルミニウムスルフェートを含む。流量エンハンサーとして使用するための
他の好適な化合物は、下記非限定的リスト：イソプロピルアルコール、エチレングリコー
ルモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ドデシルジメチルア
ンモニオプロパンスルホネート、グリセロールトリアセテート、エチルアセトアセテート
、及び約30,000単位の分子量を有するポリビニルピロリドンを含む水溶性ポリマー、ポリ
エチレングリコール、ポリアクリル酸、及びナトリウムポリアクリレートから選択するこ
とができる。イオンポリマー、例えばナトリウムポリアクリレートの場合、流量の増大は
pHと共に変化する。
　色素及び顔料
【０１１０】
　本発明の流体は好ましくは、物品構築中に、作業者が見やすいように補助するための色
素又は顔料を含む。色素又は顔料は、活性化された粉末と活性化されていない粉末との間
にコントラストを提供し、このコントラストは物品構築中に作業者が、印刷された層をモ
ニタリングするのを可能にする。色素又は顔料は、例えばナフトール・ブルーブラック、
ダイレクト・レッド、及びアニオン系表面変性有機顔料、例えば銅フタロシアニン及びカ
ーボンブラックの分散体を含む群から選択することができる。流体と適合可能な数多くの
色素及び顔料が、当業者に知られている。
【０１１１】
　本発明の材料及び方法は、従来の三次元印刷法を凌ぐ数多くの利点を提供する。本発明
において使用される材料は低廉であり、並外れた表面仕上げを有する頑丈な薄肉物品の製
造を可能にする。さらに活性化用流体は、高沸点の成分を含有することができ、このよう
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な成分は印刷ヘッドノズルが時期尚早に乾ききるのを防止する。
【０１１２】
　本発明の方法において使用される設備は、信頼性高く、低廉で、維持しやすく、オフィ
ス環境における使用にとって理想的なものにする。本発明において使用される材料は、イ
ンクジェット技術と高い適合性を有する。こうして、設備保全の必要が少なくなり、そし
て装置の信頼性が増大する。従って、本発明の方法は、従来の方法よりも短い構築時間、
及び少ない労働量しか必要とせずに済む。
【０１１３】
　当業者には明らかなように、本明細書中に挙げた全てのパラメーターは一例であり、実
際のパラメーターは、本発明の方法及び材料が用いられる具体的な用途に依存する。従っ
て言うまでもなく、前記実施態様は一例にすぎず、そして添付の特許請求の範囲及びこれ
と同等の範囲内で、具体的に記載したものとは異なった形で本発明を実施することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】図1は、物品が構築されることになっている容器の、下方に向かって運動可能な
表面上にデポジットされた、本発明の1実施態様の第1の粒子材料混合物層を、流体が供給
される前の状態で示す概略図である。
【図２】図2は、図1の粒子材料層の一部に、予め決められたパターンで流体を供給するイ
ンクジェット・ノズルを示す概略図である。
【図３】図3は、容器内に閉じ込められた本発明の1実施態様の最終物品であって、図2に
示された一連の工程によって形成され、ルーズな未活性化粒子中にまだ沈められている最
終物品を示す概略図である。
【図４】図4は、図3の最終物品を示す概略図である。

【図１】 【図２】
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