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(1125-2) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

オブジェクトを継ぎ目のないかたまりで作る3D プリント技術（米国) 

2019 年 1 月 31 日  

 

 

コンピューター断層撮影からヒントを得た Computed Axial Lithography (CAL) 3D プリンティング技法で

は、継続的に変化する投影の動画を作る光子を、回転するシリンダーの液体樹脂に照射。CT スキャンを逆回

しにしたように、投影は結合して樹脂内で３D オブジェクトを形成する。写真は、CALシステムが感光性樹

脂に光を投影し、構造物を作製しているところ。 

写真提供：Hossein Heidari/UC Berkeley 画像ダウンロード 

 

 

それはまるで、スタートレックのエンタープライズの中での出来事のようだ。感光性樹脂

が入った容器に向けて、プロジェクターが 3D ビデオを放つ。容器が数分間回転する間、

ビデオが流れる。すると液体が排出され、そこには完全に成形された 3D オブジェクトが

現れる。 

 

まるで SF のようだが、これは、ローレンスリバモア国立研究所（LLNL）とカリフォルニ

ア大学バークレー校（UC バークレー）の科学者やエンジニアたちが開発した、Computed 

Axial Lithography (CAL)とよばれる新しい高速 3D プリンティング技術なのだ。この技術

https://www.llnl.gov/file/47796/download?token=KiofwXjN
https://www.llnl.gov/
https://www.berkeley.edu/
https://www.llnl.gov/sites/default/files/field/image/article/2019/01/resin875x500.jpg
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は、オンライン上で『Science』誌 1 月 31 日号に詳しく掲載されている。 

 

「これは、積層造形の方法の探求における、ブレークスルーです。」と、LLNL のエンジニ

アで本論文の共著者である Maxim Shusteff 氏は言う。「この技法では、これは、積層造形

ではしばしば障害となっている部分ですが、興味深い形のポリマー部品をより速く形成す

ることができ、より遅く層を積み上げていく積層造形技術ではうまく対応しない材料の活

用も、今や考慮することができるのです。」 

 

研究チームが以前発表した 3 本のレーザー光線による技法同様、CAL では構造物全体を

一度に作製する。しかしながら、コンピューター断層撮影法（CT）（3D 形状の画像にする

ために異なる角度から X 線が放射されている）から着想を得て、CAL は、継続的に変化す

る投影の動画を作る光子を、回転するシリンダーの液状樹脂に照射。CT スキャンを逆回

しにしたように、投影は結合して樹脂で 3D オブジェクトを形成する。CAL を使用して形

成したほとんどの構造物は数分で完成し、従来のポリマー3D プリント技術よりも何倍も

速い、と研究者たちは言う。 

 

 
Computed Axial Lithography (CAL) 研究チーム。左から：Hossein Heidari 氏、 Indrasen Bhattacharya 氏、  

Hayden Taylor 氏 (以上 UC バークレー)、 Maxim Shusteff 氏、 Brett Kelly 氏、Chris Spadaccini 氏(以上

LLNL) 写真提供：Hayden Taylor （UC Berkeley） 

http://science.sciencemag.org/content/363/6431/1075
https://www.llnl.gov/news/volumetric-3d-printing-builds-need-speed
https://www.llnl.gov/sites/default/files/media/2019/01/calinside.jpg
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「この技法は、他の VAM 技術より、さらに強力です。標準的な投影技術を使用しながら、

より複雑な構造物をさらに少ない層で作製することができるからです。」と、LLNL の

Center for Engineered Materials and Manufacturing のディレクターで、本論文の共著

者である Chris Spadaccini 氏は言う。「層が無く、表面粗さが良好な部品を作製し、そし

て速いので、より大きなサイズの作製も可能である、と私たちは考えています。」 

 

研究者たちは、マルチレーザービーム（科学者たちによる調整が必要）のかわりにプロジ

ェクターを使用することにより、樹脂が回転するごとに 1,440 の異なる投影（3D 空間の

角度毎に 4 光線）を、樹脂に照射できることを実証した。これにより、プロセスが他のレ

ーザーベースのボリューメトリック積層技法よりも制御し易くなり、曲面や滑らかな表面

なども簡単に作製できるといった、形状の幅広い選択肢を提供する、と研究者たちは言う。 

 

CAL はまた、標準的なプロジェクターと市販の薬品の使用が可能なので、マルチビームに

よるボリューメトリック積層技法よりも安価である、と研究者たちは言う。作製できる形

状の自由度、使用可能な材料が多いこと、使用方法が簡便であることなどが、CAL を産業

界で有望な技術とさせ、国防、宇宙探査、光学、航空宇宙、生命科学、医薬、歯学、自動

車や耐久消費財などへのアプリケーションの可能性が考えられている。 

 

CAL 技法の開発には、2 年間を要した。2016 年当時、UC バークレーの大学院生で LLNL

にてボリューメトリック積層技法の研究に取り組んでいた共同の筆頭著者の Brett Kelly

氏、および Kelly 氏の UC バークレーでの指導教員 Hayden Taylor 教授は、作製できる形

状の自由度を拡張させて、より自由に複雑なオブジェクトをプリントするには他の手法が

必要であると判断した。彼らは検討を重ね、3D 画像を作るために、コンピューター断層撮

影法（CT）からコンピューターによる解決法を見出した。Kelly 氏はその後、UC バーク

レーの博士課程大学院生であった Indrasen Bhattacharya 氏と、同大学のコンピューター

画像研究科の授業で出会い、二人は授業のプロジェクトとして、最初の原理を初めて立証

した。 

 

「ボリューメトリックマルチビームによるプリンティングは、部品をより速く作製するこ

とができますが、主な難点としては、形状が単純なものであったことです。」と、Taylor 氏

は言う。「CAL が形状的な自由度をあげるためには、感光性物質に対応した、回転を取り

入れることが鍵となります。回転の自由度は、任意に増加できます。たとえそのいくつか

に対称性が全くなくても、コンピューター断層撮影法を適用させ、その方法を逆転させて

応用し、オブジェクトを作製することができると予測していました。」 

 

CAL の工程は、まず Computer-Aided Design (CAD)モデルから始められる。ビデオ投影

はそれぞれの角度で計算され、研究者たちが最適化アルゴリズムで処理すると、樹脂が入
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ったシリンダーの回転角に連動して再生される、回転するビデオ投影のように見える一連

のイメージとなる。数分後、３D 構造物が現れてから、ビデオ投影を停止し、硬化しなか

った液体を排出して、完成した構造物のみが残る。（ビデオ参照） 

 

 

Computed Axial Lithography 技法は、標準的な商業用プロジェクターと市販の感光性樹脂を使用して、一度に、か

つ従来の積層３D プリンティングより数倍速く、３D 物質を作製できる。プロジェクターの使用により、他のレーザーベ

ースのボリューメトリック積層技術に比べ、より簡単に工程が制御できる。また、曲面を付けやすくしたり、表面を滑ら

かにしたりといった、形状の選択肢を広げる。 

写真提供：Hossein Heidari (UC Berkeley) 

 

CAL を作動させるハードウェアは、物理的には複雑でないが、ソフトウェアや工程を裏打

ちする数学的処理は、複雑だ。研究者たちは、光と樹脂材料の相互作用について、理解し

なければならなかった。論文の共同の筆頭著者である Bhattacharya 氏は、正の値のみを

持つ２D 画像のシーケンスを作り出すために、条件付き最適化を使用する、「フィルター補

正逆投影法(FBP)」アルゴリズムの改良版を実行した。このアルゴリズムは、樹脂を適切に

硬化させ、目的のオブジェクトを作製するための最適な光量を配分する、数学的なフレー

ムワークを構築した。 

 

「従来の積層造形技術では、プリンターにプリンティングを指示するデザインファイルに

入力したものがプリントされます。つまり、基本的には、見えているものが、出来上がっ

てくるものであったのです。」と、Bhattacharya 氏は言う。「しかし、私たちが開発した技

法では、全体積を通した画像を投影しており、それら全てが結合すると、プリントしたか

ったものに似た３D 構造を作製するのです。 投影した画像が何になるのかを決めるため

https://www.llnl.gov/file/47861/download?token=OBs45Ed0
https://www.llnl.gov/sites/default/files/media/2019/01/cal2inside.jpg
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には、まず計算しなければなりません。コンピューター計算をしないプリンティングはあ

りえないのです。」 

 

CAL を使用した最初の実験は、2016 年の秋に始まった。最初の試験では、UC バークレ

ーの研究チームがカリフォルニア大学バークレー校のゴールデンベアーズロゴの２D モデ

ルのプリントに成功し、その後、原子や球形のシンプルな３D モデルをプリントした。続

いて UC バークレーや LLNL で試験的にプリントしたものは、小型飛行機のモデルや、格

子構造、ケージの中の切断された球形、レンズや、ロダンの有名な彫刻、「考える人」のミ

ニチュア版などがある。最大サイズのオブジェクトは、人間の下顎の輪郭モデルで、CAL

は歯科インプラントの作製にも適用できる可能性を示した。 

 

製作した部品のひとつのスクリュードライバーは、既存のオブジェクトの上に樹脂でさら

にオブジェクトをプリントするといった、CAL の特殊な機能である「オーバープリント」

技術を示すものである。この機能はいつか、個人用のスポーツ用品や、フットウェア、衣

類や補聴器などにも使用できるようになるだろう、と Kelly 氏は言う。別の製作物として、

橋梁構造物があるが、従来のプリンティング技術が要した犠牲的なサポート構造が不要に

なる可能性を、研究者たちに示した。製作物の多くは、UC バークレーの学生と共同の筆

頭著者である Hossein Heidari 氏が作製した。 

 

「オブジェクトが、未硬化樹脂の中から現れ、周りの液体の浮力によって支えられること

で初めて、真にサポートが不要な 3D プリントが可能になります。」と、Heidari 氏は言う。

「このことがもたらす他の多くの利点の中でも特に、食用ゼリー程に変形しやすい柔らか

い材料のとても繊細なミクロ構造でも、今やプリントすることができるのです。再生医療

エンジニアやバイオプリンティング業界が長い間直面していた製造における制約の多くは、

これによって取り除くことができます。」 

 

研究者たちは、ほぼ 0 の材料の廃棄と、未硬化樹脂の 100％再利用化という、サポート不

要の３D プリンティングに付随する他の利点について実証した、と、Heidari 氏は言う。

CAL の技術はまた、従来の積層造形型３D プリンティングには使用できない、高粘性のポ

リマー樹脂等によるプリンティングの可能性を拓く、と Kelly 氏は言う。 

 

「今では、私たちは基本的に、どのような任意のオブジェクトでもデザインファイルから

選んで、積層ではなく、全体を造形することができるのです。」と、Kelly 氏は言う。「これ

は全く新しいプロセスであり、我々はまだ、ほんの一部の可能性しか知りません。私はこ

れを、多くの可能性を拓く、新しい積層造形技術であるとみています。今後の展開を楽し

みにしています。」 
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本研究は、LLNL の Laboratory Directed Research and Development (LDRD) プログラ

ムおよび、UC Berkeley faculty startup support より資金を得た。形状の制限に対処する

ため、LLNL の研究チームは、新 LDRD プロジェクトに焦点をあて、樹脂の特性と３D 挙

動に重点をおいて、より多くの材料を研究している。UC バークレーの研究チームも、

LDRD プロジェクトに関与しており、柔らかい材料や再生医療といった生命科学への適用

に関心を寄せている。本研究を継続して、より大きな体積の構造物の作製を目指す、と研

究者たちは言う。 

 

「これは、経歴や専門の異なる人たちが協力すれば、真に革新的な新しい技術を導くこと

ができるという、とてもよい例です。」と、Kelly 氏は言う。「これだけの人々の頭脳が集っ

て問題の解決に取り組まなかったら実現しなかったであろう、この新しい結果を導き出し

た共同努力のあり方に、私は大変期待しています。」 

 

この技術は、すでに商用パートナーの関心を呼んでいる。産業への適用の可能性について

は「やる気に満ちている」、と LLNL の Shusteff 氏は言っているが、商業化を実証するに

は、この手法に十分信頼性があり、形状的にも正確であることを、研究者たちは示さなけ

ればならない。Shusteff 氏は、CAL は総合的には 3D プリンティングにおける著しい進歩

であり、その技法は幅広い影響をもたらす可能性を有している、と考えている。 

 

「私たちは、すでに多くの発見をしていますが、本研究は異なるアプローチを考案する余

地が、まだ多くあることを示唆しています。」と、Shusteff 氏は言う。「私は、これが全く

新しい分野になってほしいと願っています。今ではもう、一度にすべての部品をプリント

してしまう考え方が可能だからです。この流れにおいて、科学コミュニティーは、新しい

エネルギー供給実現の手法を見出すことでしょう。これは私たちの技術的なツールキット

の、もう一つの重要で新しいツールです。今後の展開がとても楽しみです。」 

 

タグ：Engineering 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

出典：本資料は、ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)の以下の記事を翻訳したもので

ある。 

“3D printing method creates objects in one piece” 

(https://www.llnl.gov/news/3d-printing-method-creates-objects-one-piece) 

 

 

https://www.llnl.gov/news/research-areas/engineering
https://www.llnl.gov/news/3d-printing-method-creates-objects-one-piece

