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て押し出される。この押し出された細い樹脂が製

3D プリンターの歴史と原理
フィラメント状にした熱可塑性樹脂を溶融させ

品を形作る。
例として、丸い鳥かごのような構造の中にボー
ルがある図 1 の構造を3DCADで設計したとする。

て、少しずつ積層して 3次元の物体を成形する熱

これはTinkerCADで作成したものであり、誰でも

溶解積層法の特許をストラタシス社が取得した

簡単にできる。
著者が代表社員であるコンサルタン

が、2009年にその特許が切れた。その後、低価

ト企業のWebサイトに“漫画でわかるTinkerCAD”

格3Dプリンターが販売されるようになった 1）。熱

を掲載しているので参照されたい 4）。中学生に教

可塑性樹脂だけの成形であるならば、2万円を切

えたときもできたので、誰でもできるはずである。

る安価な製品も現在では存在する。また、3Dプ

図中x-y平面が 3Dプリンターで 3次元物体を印

リンターを使用する際に必要不可欠な 3DCADも

刷する土台となるベッドの面となる。スライスソ

2）

無料で使用可能なFreeCAD や積み木感覚で子供

フトにこのデータを入れると、z方位にスライス

でも利用できる簡単なTinkerCAD3）が使えるよう

して、平面の積み重ねで図 1 の物体を作成する。

になり、誰でも簡単に 3Dプリンターが使えるよ

図 2 は土台付近を印刷している様子の模式図
である。最初に外周（壁）を印刷し、内側（インフ

うになってきた。
ここで、簡単に熱溶融積層法による 3Dプリン

ィル）を45°方位に印刷する。

ターの原理を説明する。従来の熱溶融積層法の

ボール部分までz方向の印刷が終了すると、図 3

3Dプリンターでは、直径 0.4mmの程度の押し出

に示す切断面部分を印刷することになる。このた

し孔があるノズルを持っている。この上部に加熱

め、鳥かご内部にボールを印刷することができる。

用の金属ブロックがあり、そこに取り付けたヒー

ボールは下で土台に点で接触している。完成後

ターで熱可塑性樹脂のフィラメントを溶融させ

に籠の隙間からドライバーでボールの下の接触部

る。溶融した熱可塑性樹脂はフィラメントによっ

を折ると、籠の中を動くボールができあがる。こ
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図1

3DCADのモデル（鳥かごの中のボール）
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インフィル

図2

土台部分の印刷
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図3

ヒータ

フィラメント

ボール部分の印刷
図4

Markforged社の連続繊維成形ノズル例
表1

繊維束湾曲点

繊維束シフト点

ノズル

測定した引張強度 6）

引張強度
［MPa］
弾性係数［GPa］
ポアソン比

図5

同心円配置

図6

0°
701
60.9
0.42

90°
19.0
3.97
0.066

積層方位
5.07
2.40

UD（一方向）
配置

のように、通常の機械加工では困難な構造でも

て、層ごとに異なり、制御できなかった。このた

3Dプリンターを利用すれば簡単に印刷すること

めにvan der Kliftらは繊維方位の引張試験におい

ができる。

ても大きなばらつきを得ている 5）。現在の「MarkTwo」以降の機種ではこれは改善されている。

連続繊維複合材への適用

また、UD配置は実際には一方向ではなく、図 6
に示されるように繊維束湾曲点がある 6）。このた

2015年秋にMarkforged社は世界で初めて連続

め、90°方位試験結果などでUD方位を選択して

繊維強化熱可塑性複合材を成形可能な 3D プリン

いる論文はデータに信頼性がないので注意された

ターを発売した。これは、通常の熱溶融積層法の

い。Markforged社のデータシートは、試験片に

3Dプリンターと類似しているが、プリントヘッ

スライスソフト上でどのように繊維束を配置した

ドに樹脂（または短繊維複合材Onyx）のフィラメ

か記載されていないために構造部品の機械設計に

ントを印刷するノズルと、連続繊維フィラメント

は使えない。

を印刷するノズルの 2つが装備されており、どち

著者らが繊維湾曲点を切除した試験片で引張試

らか一方を使用することが異なる。これを図 4

験を実施した各方位の試験結果 6）を表 1 に示す。

に示す。連続繊維フィラメントの直径は 0.4mm

表 1 から、積層方位の引張強度は 90°方位の

であり、樹脂フィラメント直径は1.75mmである。

1/4しかないことがわかる。これはvan der Klift

連続繊維フィラメントには繊維切断カッターが設

ら 5）の論文に掲載されているように、ボイドが原

置されている。

因である。Markforged社の連続繊維のプリンタ

スライスソフトはMarkforged社のWebソフト

ーでは7%程度のボイドが生じている 6）。

「Eiger」を使用し、ユーザーが設定したベッド接

ボイド低減の方法として、上田らはノズルの後

地面から垂直方向に積層面を設定し、各平面にお

ろに、印刷したパスを圧縮する高温のローラーを

ける連続繊維の配置を選択できる。ただし、ユー

設置している 7）。これを図 7 に示す。

ザーが選択可能なのは、図 5 の同心円配置と図 6
のUD
（一方向）配置のどちらかか、もしくは混合
型だけである。
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複合材 3D プリンターの動向

Markforged社の
「MarkOne」では図 5 の同心円

3Dプリント複合材の現状を紹介してきた。ま

配置の繊維束シフト点の位置が自動的に決められ

だ開発途上技術であり、既存の複合材料成形加工

特

進化する３Dプリンターの材料とその適用

集

積層方向強化材
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図 7 コンパクションローラー付きヘッド
（日本大学上田政人准教授のご厚意による）

x 成形ベッド面

図8

積層方向強化手法の模式図

技術には及ばないことは事実である。しかし、ど

勝ると言える。とくに炭素繊維のリサイクル品を

のような新技術も初めは既存技術に及ばないのは

使用する場合には、炭素繊維も低価格になる。ま

当然である。ここから、今後変わっていく世界に

た、スポーツ用の炭素繊維は安価な海外製品があ

ついてお話をする。

るため、国産品にこだわらなければ低価格な成形

同一製品を金属 3Dプリンターで成形した場合

方法となりえる。

と、複合材 3Dプリンターで成形した場合、成形

さらに、1mm程度以下の微細な成形は現状の

ショップによって価格は異なるが、金属 3Dプリ

金属 3Dプリンターでは非常に困難である。これ

ンターでは 20 〜 5倍程度の高価格になる。金属

は複合材 3Dプリンターも同様であるが、ミルド

3Dプリンターにも種類がある。Markforged社の

繊維のフィラメントであれば可能となる。ただし、

「Metal-X」は熱溶融積層タイプのADAM方式で
あるため、価格はフィラメントの価格、3Dプリ
ンター成形後の化学処理や熱処理、表面処理の価

ミルド繊維のフィラメントでは樹脂の特性とほぼ
同様になってしまうことは注意を要する。
連続繊維で強化する複合材 3Dプリンターは、

格が高価格の原因となっている。バインダージェ

機械的特性は金属並みであり、コスト的に金属

ット方式もADAMとほぼ同様の事が言える。

3Dプリンターに勝る。しかし、ボイドができや

パウダーベッド方式ではベッドからの製品高さ

すい。これはボイド率を低減する図 7 のコンパ

で価格が大きく変わる。小さい断面積で背の高い

クションローラーや、著者らの研究室でもコンパ

造形物は高価格になってしまう。たとえばパイプ

クションローラーと別技術を開発中であり、近い

形状に近い長物は非常に高価格となる上に、成形

将来に解決可能である。

時の熱で直線性が失われる場合が多い。ベッドに

もう 1つの欠点は、積層方向に連続繊維を配置

横に成形すると中空部分にサポート材が使用され

できない問題である。表 1 に示されているよう

る場合もあり、機械によっては、このサポート材

に、積層方位強度は連続繊維の 90°方向と比較し

除去処理で高価格となる。

ても1/4程度の強度である。これに対しては、3D

金属 3Dプリンターは機械加工なしで複雑形状
の金属部品を成形できる利点を有するが、単純な

プリンターならではの対処法が著者らによって提
案されている 9）。

成形手法の置き換えでは機械加工や複合材 3Dプ

この方法を図 8 に模式的に示す。図 8 に示す

リンターと比較して高価格となってしまう。さら

ような 3次元的な部品を成形する場合を考える。

に、溶体化処理をしない製品は溶接のままの構造

図のx-y面が印刷ベッドであり、z方向が積層方

と同じであり、応力腐食割れの耐久性が悪化する

向である。図中黒いラインが連続繊維である。z

報告がある 8）。

方向に伸びている部分は、積層方向であり、連続

成形に必要なエネルギーやリサイクルなども考

繊維を入れることはできない。しかし、3Dプリ

慮すると、金属 3Dプリンターに対して熱可塑性

ンターであるので、貫通孔を開けて印刷すること

樹脂を用いた複合材 3Dプリンターはコスト面で

は可能である。この貫通孔に連続繊維を使った複
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