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3Dプリンター業界における課題と動向を整理し、

3Dプリンター先進国とされている米国、欧州

今後の展開を予測していく。

では、AM
（Additive Manufacturing）という言葉
で表現することが多く、誰もが何でも作れる夢の

3Dプリンターの市場動向

道具から、ノウハウとスキルを持つプロフェッシ

3Dプリンターの世界全体の市場規模は、図 1

ョナルが使いこなす製造技術へのパラダイムシフ
トが進んでいる。

（a）に示すとおり製品とサービスを合わせて 2018

日本 3Dプリンティング産業技術協会では、米

年 時 点 で 約 100億 ド ル で あ る。2010年 以 来、 約

国、欧州での最大規模の 3Dプリンター展示会で

20%前後のCAGR（年平均成長率）を維持しつつ順

ある、RAPID+TCTおよびFormnextを毎年現地

調に成長している。今後は、産業向け製品の成長

調査し、市場、装置、材料、標準規格、設計手法

継続により、5年後には現在の 2倍以上の市場規

などの動向調査を行っている。
この調査をもとに、

模に達すると予測する。
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図 1 （a）3Dプリンター市場規模（b）
産業向け製品出荷数（出典:Wohlers Report 20201））
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表1

3Dプリンターの代表的な方式・材料

方式
Binder Jetting
Material Extrusion
Powder Bed Fusion
Vat Photo-Polymerization

略称
BJT
MEX
PBF
VPP

材料・形態
石膏、砂、金属粉末
熱可塑性樹脂フィラメント
金属粉末、樹脂粉末
UV硬化樹脂

ストダウン・高速化といった課題に注目が集まっ
ている。
1）PBF方式
PBF方式では、造形後に残った粉体は回収、リ
サイクルされる。これらは従来人手に頼ってきた
が、作業効率、作業者への健康配慮などの面から、

予測の根拠として、図 1（b）に示すように、
2010
年以降、販売価格が高い産業向け製品の出荷数が

大手の金属造形機メーカーは自動化システムの開
発を進めている。

急激に伸びていることが挙げられる。背景として

自動化したシステムは、材料の供給、造形、造

は、3Dプリンターの技術革新が続いており、そ

形物取り出し、粉体の回収・リサイクルユニット

の結果、適応できる製品製造の範囲が広がり、ま

を一体化もしくはAGV
（無人搬送機）などで連携

すます産業向け製品の出荷が拡大するという構造

させたもので、1ユニットに、1台から複数台の

になっている。したがって、産業向け製品での利

造形装置が含まれている。図 2 はEOS社がダイ

用が今後も増加しながら、3Dプリンター全体の

ムラー社、ジーメンス社と共同で行っている自動

市場の成長が継続すると予測する。

化工場の実証実験で使われているユニットであ

造形技術・材料開発の動向

る。
次に品質安定化であるが、造形前に造形パラメ

本節では、主流の材料である金属と樹脂に、近

ーターやサポート設置位置をシミュレーションし

年広がりを見せているセラミックスを加えて、材

て失敗のリスクを減らし、さらに造形中のチャン

料別に造形技術・材料開発の課題と動向を述べて

バー内の状態をモニタリング
（光学センサや温度

いく。表 1 に本稿で述べる代表的な方式・材料

センサにより）することで、異常な現象を監視す

についてまとめたので、適宜参照されたい。

るシステムを大型金属造形装置のメーカーは導入

1 . 金属造形における生産効率、造形品質の向上、

している。

新材料開発の動きと事例

さらに、造形のコストダウンに粉末材料のリサ

航空宇宙・医療分野での利用で発展してきた金

イクルは欠かせない。PBF方式では、造形に関

属造形だが、既存技術品と同等の強度の部品が作

与しなかった粉末材料は原則再利用が可能である

れることから、製品製造に向けての活用が進んで

が、酸化やコンタミの影響で造形物の品質に影響

いる。そのため生産の自動化、品質の安定化・コ

が出ることに注意が必要である。材料のコンタミ
による造形物物性への影響に関する研究されてお
り、材料の使用履歴をクラウド上で管理していく
仕組みも提供が始まっている。
2）BJT方式
コストダウン、高速化を狙った新しいプロセス
も登場している。金属粉末層の上からインクジェ
ット方式でバインダーを噴射し形状を固定し
（グ
リーン体）、取出し後に焼結することで効率よく
金 属 造 形 物 を 得 るBJT方 式 で あ る。 す で に
ExOne社、Digital Metal社から上市され、HP社、
Stratasys 社、GE Additive 社、Desktop Metal 社
など、大手メーカーも開発を進め、2021年には

図2 E
 OS社の自動化システム
（出所:Formnext 2019 展示会より）
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登場する模様である（図 3 ）
。
コストダウンが進むことで、製品製造での導入

特集

図3

Desktop Metal社のBJT装置
（出所:Formnext 2019 展示会より）

図4

3Dプリンター用材料の新たな展開

左：加工前 右：加工後
GPAINNOVA社の電解研磨加工
（出所:Formnext 2019展示会より）

が進んでいない自動車産業へのAMの普及が期待
される。また、レーザーを用いるPBF方式では
従来難しいとされてきた銅などの高反射材であっ
ても造形することができ、材料選択の幅がひろが
る。
3）
MEX方式
金属粉末を樹脂に練りこんだ材料をMEX方式
によりグリーン体を造形し、焼結することで金属
造 形 物 を 得 る 装 置 がDesktop Metal社 やMarkforged社で開発されている。装置自体のコスト
が安価であるにも関わらず、金属部品を造形でき
ることから注目されている。
4）
表面処理方式

図5

Stratasys社による電車運転席部品
（出所:Formnext 2019 展示会より）

金属造形に関連したトピックとして、造形物の
表面処理についても述べる。一例として、PBF

ベルの樹脂部品製造が期待されてきた。

方式での造形物は、表面はザラザラしており、耐

軽量化への要求が強い航空宇宙産業や、長期間

久性、特に疲労破壊への影響が懸念される。その

にわたり保守パーツのニーズがある鉄道業界など

ため、実部品では表面を平滑にする後処理が求め

で、3Dプリンター造形品を搭載する動き（Airbus

られ、ブラストなどの物理的な方法、電解研磨
（乾

社の旅客機部品、電車保守部品など）が加速して

式、湿式）
（図 4 ）などの化学的方法などが提案、

いる。材料面では難燃性などの特徴を持ったフィ

実用化されている。

ラメントも登場してきた（図 5 ）
。

2 . 樹脂造形における新材料開発の動きと事例

さらに、金属部品が使われる強度や耐熱性を求

試作用として発展してきた樹脂造形も、製品製

められる分野に、PEEKやPEKKなどのスーパー

造に向け材料の高性能化、造形の高速化といった

エンジニアリングプラスチックの造形が可能な装

課題への取り組みが進んでいる。

置がドイツや米国だけでなくスペイン、オースト

1）
MEX方式

リア、ポーランド、中国などから登場している。

MEX方式での造形は、既存の射出成型で用い

さ ら に、Markforged社 やDesktop Metal社 が

られる材料に近い材料が使えることから、実用レ

開発したカーボンファイバーなどの長繊維を樹脂
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