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このような激動の時に、3Dプリンティングに

はじめに

よる最終製品をデジタルデータから直接製造する
ための「新しいものづくり」を定着させるために

30有余年前に試作模型を作製する目的で日本

は、3Dプリンターで利用する材料の一層のレベ

の小玉秀男氏により発明された光造形法を緒に各

ルアップが必要であり、材料会社を中心に世界中

種三次元積層造形法
（Additive Manufacturing =

の大企業の参入が続いる。本解説では 2022年 5月

AM）が発明され実用化されてきた。これらの基

時点での 3Dプリンターの材料を概観するととも

本特許が消滅したことを契機に 2012年に大きな

にその将来について考察する。

ブームが巻き起こり
「ものづくり」
の新しい流れが
できた。そして、AM法は簡便に 3Dプリンティ
ングと呼び、その装置を 3Dプリンターと呼ぶよ

3D プリンティングとその分類

うになった。折しもわれわれの生活環境にはデジ

3Dプリンティング
（AM）はASTMの定義の 7種

タ ル に よ る 大 変 革 が 起 こ り つ つ あ り、Digital

類とともに、レーザによる金属粉末焼結に切削を

Transformation
（DX）
が叫ばれている。3Dプリン

組み合わせた金属光造形複合加工法や金属粉末を

ティングはDXの担い手として、新しい
「デジタ

レーザによる積層法（DED）に切削を組み合わせ

ルによるものづくり」の方法としての期待が大き

たもの、あるいは樹脂押出しに切削を組み合わせ

く、最近では「オンデマンド生産」や
「デジタル在

たものなどのハイブリッドタイプを加え、表 1

庫」が話題になり、3Dプリンティングが最終製品

のように分類される 1）〜 3）。

製造の手段として大きく成長しようとしている。
2020年に始まった新型コロナウイルスのパン
デミックは 2年以上経ても今なおその感染は続い

3D プリンティング市場

ている。人々の移動が制限されて、もののサプラ

Wohlers Report 20221）に よ る と 2021年 の 全 世

イチェーンは大きな変貌を余儀なくされ、製造業

界の装置、材料およびサービスからなる 3Dプリ

の世界分業が見直されるとともにその地図が大き

ンティングに関する市場は約 1.8兆円で、そのう

く変わりつつある。さらに、2022年 2月 24日に突

ち材料市場は約 3,000億円の規模を有している。

如開始されたロシア軍のウクライナ侵攻に伴い、

2019年までは年率 30%程度の割合で拡大してき

ロシアに対する経済制裁などにより、ものの移動

たが、一昨年の 2020年は新型コロナウイルス禍

にも大きなダメージを受けつつあり世界経済の地

により伸び率は 10%程度の伸びに留まった。しか

図もまた大きく変化している。

し、2021年はコロナ禍が継続しているにも関わ
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表1
積層技術
（略称）

各種3Dプリンティング方式とその特徴・用途

手段

材料
特徴
主な用途
工業製品の試作、機能
エポキシ/アクリレートハイブリット系 液
液槽光重合法
レーザビーム/スキャナ
高精度・高精細、大型の立体 試験
状光硬化性樹脂
（VPP）
DLP、LCD/LEDランプ
モデルが造形可能
歯科、医療モデル
ウレタンアクリレート系液状光硬化性樹脂
フィギュアー
工業製品の試作、最終
レーザビーム/スキャナ PA11、PA12粉末、PP粉末、PS粉末
粉末床溶融結合法
製品
電子ビーム、インクジェ SUS、Ti
（合金）、Al、Co-Crなどの金属粉末 最終製品の材料が使える
（PBF）
インプラント、航空機
ット/赤外ヒータ
PE11、PA12粉末、PP粉末
部品
汎用プラスチックからスーパ デザイン確認、高性能
材料押出法（MEX）熱/XYプロッタ
PLA、ABS、PEIなどの熱可塑性樹脂ワイヤ
ーエンプラまで
試作、工業製品
高速、石膏プリンターではフ デザイン確認、頭蓋骨
結合剤噴射法
石膏粉、砂/水系バインダ
インクジェット
ルカラーも可 セラミックや 鋳造用砂型、セラミッ
（BJT）
セラミック粉末 金属粉末/樹脂バインダ
金属では脱脂、焼成が必要
ク製品、金属製品
ウレタンアクリレート系光硬化性樹脂、天然
デザイン確認、試作確
材料噴射法（MJT） インクジェット
多彩な表現、フルカラーも
ワックス
認 歯科、医療モデル
シート積層法
レーザビーム、カッター
立体地図
紙、PVCシート、アルミニウムシート
紙ではフルカラーも
（SHL）
ナイフ
簡易金型
指向エネルギー堆 レーザビーム
既存部品への追加造形、金属 金属部品
金属粉末、金属ワイヤ
積法
（DED）
電子ビーム
粉末の混合も
肉盛り溶接
レーザビームおよび切削 金属粉末
金属製品、射出成形用
ハイブリッド
最終製品レベル
MEXおよび切削
樹脂ワイヤ、ペレット
金型、樹脂製品

らず再び拡大し、23%の大きな伸びに回復した。
1）

消 費 材 11.8%、 教 育・ 研 究 11.1%、 国 家・ 軍 事

このWohlers Report 2022 で報告された各材料

6.0%、建築 4.5%、その他 12.6%となっており、ハ

の販売額をもとに筆者が全世界の出荷量を推算す

イテク産業や歯科・医療などのヘルスケア分野で

ると、2021年は、液槽光重合法
（VPP）や材料噴

の 3Dプリンターの役割がますます重要となって

射法（MJT）で利用されている液状光硬化性樹脂

いることが示唆される。

が753億円で2,500トン、粉末床溶融法
（PBF）
用の

3Dプリンティングは当初から製品設計やデザ

ポリアミド12
（PA12）
、PA11などの熱可塑性樹脂

イン、試作などの用途に使われてきたが、最近で

粉末が 1,037億円で 10,400トン、次いで材料押出

は工業製品への指向が多品種少量生産や個人の好

し（MEX）用のABS樹脂などのフィラメント材料

みに応じたカスタム生産に流れが変わりつつあ

が595億円で6,000トンとなる。一昨年まで販売額

り、3Dプリンティングがこの流れに対応可能で

の割合で長い間トップを維持していた光硬化性樹

その役割を増している。特に、3Dプリンターを

脂はその座を熱可塑性樹脂粉末に奪われた。しか

用いることにより、デザイン（デジタルデータ）か

し、全体が拡大しているので販売額としては増加

ら直接最終製品に簡単に至れることからものづく

している。

りにおけるDXの観点から注目されており、その
た め の 設 計 手 段（Design for Additive Manufac-

3D プリンティングとその用途

現状、3Dプリンターによる最終製品の直接製

3Dプリンティングの主な用途は、Wohlers Re-

造には粉末床溶融法（PBF）を用いる金属製品や樹

port 20221）に よ る と、 ① 最 終 工 業 製 品・ 部 品

脂製品が大半を占め、その他スーパーエンジニア

33.7%、②機能試作 24.4%、③教育・研究 11.6%、

リング樹脂であるポリエーテルイミド
（PEI）やポ

④形状確認 9.8%、⑤注型などのマスターモデル

リエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリエーテ

6.8%、⑥治具 6.7%、⑦金属型関連 3.5%、⑧その

ルケトンケトン（PEKK）などを利用する材料押出

他 3.5%と報告されている。最終製品を目的とす

し（MEX法）や長繊維カーボンファイバーととも

る 割 合 が 前 年 2020年 の 31.6%か ら 2021年 に は

に樹脂を押し出すCFRP複合材料押出しが利用さ

33.7%に増加しており、市場規模の拡大とともに

れている。

最終製品・部品を目指した取組みが着実に拡大し

14

turing = DfAM）も発展しつつある。

3Dプリンター材料全体の開発の大きな流れは、

て い る。 ま た、 分 野 別 に 見 る と、 航 空・ 宇 宙

これら最終製品の用途を意識したものとなってい

16.8%、歯科・医療15.6%、自動車関連14.8%、家電・

る。

特

集

進化する３Dプリンターの材料とその適用

液槽光重合法は発明当初から実部品への応用が

3D プリンターの材料とその動向

期待されABS樹脂物性を目標としているが、靱
性と耐熱性のトレードオフの関係の壁を打ち破れ

3Dプリンターで使用する材料は液状光硬化性

ず、靱性を有するものは熱変形温度がなかなか

樹脂、熱可塑性樹脂やその粉末、石膏粉末や自然

60℃を超えられず、ABS相当品としての利用まで

砂のような無機物、鉄、アルミニウム、チタンな

には至っていない。そのため光造形法の利点であ

どの金属粉末に至る多種・多様な材料が用いられ、

る透明性を生かした用途や高精度で高精細な造形

ユーザのニーズに応じて使い分けられているが、

物が必要とされるところを中心に利用されてきた。

表 1 に分類される方式およびその装置に依存し

最近、自由液面方式の液槽光重合法が造形精度

たものであり、現状ではわれわれの日常生活で利

と経済性の点から優れており再度見直され、筆者

用されている材料のすべて使えるわけではない。

を含め研究・開発者が多大な努力を払っているが

しかし、3Dプリンターを利用する産業が大き

ここ 10年近く目立った樹脂性能の向上は見られ

く成長しており、それに伴って材料開発が活発化

ていない。

するとともに、新しい積層造形法も開発されます

これに対して、405nmのLDレーザ機や、LED

ます重要度を増している。以下それぞれの方式に

を用いるDLP機やLCD機からなる下面照射タイ

ついてその材料と動向を探ることとする。

プの規制液面方式の小型液層光重合装置は、この

3Dプリンターで三次元積層造形するための手

波長域でエポキシ系ハイブリッド樹脂用のカチオ

段は、大別して以下の 3つのカテゴリーに分類さ

ン重合開始剤とラジカル重合開始剤の好適な組み

れる。①光
（主に紫外線）
による硬化反応は、液槽

合わせが見つかっていないため、（メタ）アクリレ

光重合法や材料噴射法に利用。②熱は粉末床溶融

ートやウレタン（メタ）アクレリートからなる、い

法や材料押出し法に利用。③バインダー材料によ

わゆるアクリレート系光硬化性樹脂のみが用いら

る固定は、バインダー噴射法やPBF関連のハイ

れている。このアクリレート系樹脂は硬化時の体

スピードシンタリング
（HSS）
法に利用されている。

積収縮率が大きく、小サイズの造形物ではその収

1 . 液槽光重合用光硬化性樹脂

縮率がさほど問題にならないのと、低エネルギー

大型のレーザ方式の自由液面方式の液槽光重合

で硬化するので小型の装置には都合がよい。しか

（所謂光造形）
装置では、半導体励起の固体レーザ

し、最終製品を意識するにつれて大きな造形面積

から発振する 355nmの紫外光が用いられ、造形

を有する装置が次々に発表されており、硬化収縮

用の材料である光硬化性の液状樹脂は主として、

や反り変形が顕在化してくると思われる。

造形精度の観点から
（脂環式）
ジエポキシ化合物を

この分野では最終製品を目指し、耐熱性と靱性

主成分とし多官能アクリレートを含むいわゆるエ

を兼ね備えた材料の開発が加速されている。その

ポキシ系樹脂と呼ばれものである。これはラジカ

一例として、オーストリアのCubicure社は、高

ル反応とカチオン反応のハイブリッド構成となっ

分子量で高粘度のウレタンアクリレート系樹脂を

ており、最近ではさらにオキセタンアルコール化

高温に加熱して供給しながら高温度条件下でレー

合物を含有させて、エポキシ化合物の反応速度の

ザ描画を行うことで、高い耐熱性と靱性を兼ね備

向上と、組成物の粘度低減により積層塗膜形成性

えた造形物を得ることに成功している 4）。一方筆

の向上による造形時間の短縮を狙ったものとなっ

者らは、最終製品レベルの物性を目指し、硬いウ

ている。このオキセタンアルコールを含む光硬化

レタンアクリレート系マトリックスに衝撃エネル

性樹脂組成物は筆者らにより最初提案されたもの

ギー吸収材料であるロタキサン化合物を添加し

であるが現在では各社で広く用いている。また、

て、耐熱性と耐衝撃性の両立を図ろうとする材料

多くのエポキシ系樹脂組成物では取り扱い環境改

を提案している 3）。

善と、消失模型に用いた場合の消失残渣低減から

DLPを利用する連続引き上げ造形法が 2015年

エポキシ基の反応を開始する光カチオン重合開始

に 米 国 のCarbon3D社（現Carbon社）か ら 提 案 さ

剤は非アンチモン化が図られている 3）。

れて以来、同様のDLPやLCDを利用する高速造
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