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１．議論の出発点 

～ものづくりに起きているデジタル化の流れと情報通信技術の進化～ 

マイクロエレクトロニクス革命とその深化（１９５０～） 

日本

中国

韓国

（出所）2013年ものづくり白書より 

（出所）2012年ものづくり白書より 

[製造プロセスのデジタル化] 

[3D-CADの普及推移] 

[NC工作機械の導入推移] 

（出所） Heinrich Arnold,"The recent history of the machine tool  
     industry and the effects of technological change",2001 

 ものづくりのデジタル化は、1950年代のアメリカの航空機産業におけるNC工作機械の実用化から始まる。 
 我が国の工作機械業界は、NCの技術を積極的に導入。1970年以降に製造業におけるNC工作機械の導入

が急速に進展。 
 1990年代に入るとCAD/CAE/CAMに係る技術が急速に発展し、設計などのプロセスのデジタル化も進展。 

日本の 
製造業は、 
欧米を上回る
ペースでNC
導入を進めた 

3D-CADは
1990年代に
急速に普及 
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１．議論の出発点 

～ものづくりに起きているデジタル化の流れと情報通信技術の進化～ 

デジタルファブリケーション技術の進展（１９８０～） 

[3D-CADの発展] [3Dプリンタの登場] 

（出所）水野操「俺たちのCAD／PLM50年史（1）」より 

 1981年 小玉氏       
3次元像造形に関する  
論文発表 

 1987年 3D Systems社  
世界初の光造形装置   
販売 

（出所）ディーメック社のWebサイトより 

デジタル
データ 造形物 

ｱｲﾃﾞｱ 

3D CAD等により、アイデアの
デジタルデータ化が可能に 

3Dプリンタにより、デジタルデータ
を直接、造形することが可能に 

もの 

 3D-CADの登場と進化により、シミュレーション等が容易になり開発期間の短縮化が実現。 
 さらに、 3Dプリンタの登場により、3Dのデジタルデータをもとに直接モノを造形することが可能に。 

機械の制御を中心とした製造プロセスのデジタル化 

デジタルデータと造形物が直接結び着くデジタルファブリケーション技術の発展 

3D-CADは、
ﾜｲﾔﾌﾚｰﾑ、
ｻｰﾌｪｲｽ、ｿ
ﾘｯﾄﾞと時代
を追うごと
に進化 
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ＩＴ革命とその深化（１９９０～） 

１．議論の出発点 

～ものづくりに起きているデジタル化の流れと情報通信技術の進化～ 

［製造業への影響：モノの概念が変化］ 

（出所）2012年ものづくり白書より 

「モノ」の概念が従来の「ハードウェア」単体 
から、ハード、ソフト、それに付随するサービス、 
さらに使い方に関する知見・ノウハウを一体 
として提供する「システム」へとシフトしつつある。 

［ムーアの法則によるCPU性能向上］ ［通信網の伝送速度］ 

 1990年代以降の急激なコンピュータの処理速度の高速化、データ通信速度の高速化が、ものづくりのデジタ
ル化の進展を促進。 

（出所）総務省公表資料より作成 （出所）Intel のWebサイトより 

1つのチップに集積
されるトランジスタ
の数は40年間で約
10万倍増加 

携帯電話の
伝送速度は
20年間で約10
万倍増加 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
→処理速度、通信速度の拡大の歴史は、添付資料を用いて整理予定



２．ものづくりの革新 
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付加製造技術（Additive Manufacturing）の強み 
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情報 
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積層造形 

塑性加工 

素材 

 

 

素材 

 

 

（ア）型を経ない製造方法が可能に 
従来の製造方法 
 
 ① 設計情報から型を作る（設計情報の１次転写） 
 ② 型に体化された設計情報を素材に転嫁する（設計情報の２次転写） 

新たな製造方法 
 
 ● 設計情報を基に、直接製品を積層造形する 

（イ）内部構造を含めた造形の自由度が向上 

 どんな形状の製品でも製造できる、切削の難しい金属材料も加工できる 
    

     切削工具が届かず製造できないような部品（例：金属ブロック内に曲がった中空管構造を有した部品）も容易に製造できる。 
  また、硬くて切削加工が難しい金属材料も自由に造形できる。ニアネットシェイプ製造が可能。 

 新しい機能が自由に付加できる 
  

   粉体を積層するため、一つの製品に複数の材料を組み合わせること（傾斜構造）や、焼結と溶融を使い分けることによっ
て多孔質金属と緻密金属の混合体が可能。製品に新たな機能を付加することができる。 
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２．ものづくりの革新 

３Ｄプリンタの現状 

 部品等の製造に直接用いられる可能性を有するプロ向けのものから、量販店での販売も始められた個人向
けのものまで、３Ｄプリンタのバラエティは幅広い。 

※「造形の前処理・後処理の手間」「専任人員・造形室の必要性」 
「産業廃棄物が出るかどうか」等の観点から「プロユース・パーソナルユース」を判断 

（出典）大塚商会のWebサイト、およびヒアリングより作成 

レーザ粉末 
焼結機 

光造型機 

ハイエンド 
3次元プリンタ 

ミドルエンド 
3Dプリンタ 

ローエンド 
3Dプリンタ 

パーソナル 
3Dプリンタ 

パーソナルユース※ 

プロユース※ 

本体価格 
（高額） 

本体価格 
（低額） 

100万 

300万 

500万 

1,000万 

2,000万 

5,000万 

10,000万 

造形法 概要 

粉末焼結法 粉末を薄い層状に敷き詰めて
レーザなどで焼き固めて造形
する 

光造型法 液体造形型樹脂に光を一層
ずつ当てて造形する 

インクジェット法 液状材料をノズルによって必
要なところに必要分積層させ
て造形する 

シート積層法 シート状にした材料を必要な
形にしてから接着、積層させ
て造形する 

押し出し法 
(FDM) 

流動性のある半固体状に材
料を溶かしノズルにより細い
糸状に押し出して一筆書きの
要領で造形する 

[代表的な造形法] 

（出典） （独）工業所有権情報・研修館の資料より作成 

インクジェット法、 
押し出し法等の様々な造形
法のプリンタが存在 
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（出典） Statistical Studies of Peer ProductionのWebサイトより作成 
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２．ものづくりの革新 

 近年、使える材料の多様化とともに、個人向けを中心に価格低下。これにより、用途やユーザの属性など活
用の裾野が大きく広がっている。 

[３Dプリンタを活用し始めた時期] 
 ※グローバルアンケート結果 

   現在3Dプリンタでものづくりを行っている個人 
   を対象に、いつ頃から3Dプリンタを使って 
   いるかを質問 

2006年以降から、 
一気に利用が進んでいる 

[３Dプリンタの変化] 

（出典）3Dプリンタメーカ、ベンダ等のヒアリングより作成 

素材

それぞれ
向上・多様化

・透明度
・強度

・耐熱性 など

光造形

1億円

5千万円

1千万円 FDM

100万円

1990年代 2000年代1980年代 2010年 2012年

光造形

パーソナルFDM

インクジェット
材料型

（年代）

（価格帯）

インクジェット
接着剤型

FDMとIJは
スペックの多様化

・造形サイズ
・寸法精度

・素材

利用可能な
素材が多様化

ナイロン樹脂
光硬化性樹脂

ABS
金属・砂
・・・など

急速に低廉化 

３Ｄプリンタの現状と量的・質的変化 

※:FDMは押し出し法の略。また、IJはインクジェットの略。 
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２．ものづくりの革新 

３Ｄプリンタの現状と量的・質的変化 

（注）サービスはシステムメンテナンスやセミナー等の 
   プライマリー・マーケットを指す。造形物等の二次的市場は含まない。 
（出所） Wohlers Associates,Inc. より 

[３Dプリンタの市場規模（世界）の推移] 

 ３Ｄプリンタの市場規模は急速に拡大。今後、さらなる拡大が見込まれている。 

2012年現在約20億ドル 
 
→2021年には約108億ドル に拡大
（予測） 

プロダクト 

サービス 
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２．ものづくりの革新 

３Ｄプリンタの現状と量的・質的変化 

ドイツ EOS 

(*)樹脂を直接吐出する場合は光硬化性樹脂＋紫外線、バインダー・接着剤を吐出する場合は素材＋バインダー・接着剤 

光造形 

光硬化性樹脂 

紫外線照射 

三次元積層造形法の原理・特徴と主な参入企業 

インクジェット（＊） 

光硬化性樹脂 

原理 

材料 

成形手段 

主要用途 

参入企業例 

デザインモデル・試作品・治具 

押出（ＦＤＭ） 

熱可塑性樹脂 

溶融樹脂の冷却 

粉末焼結 

樹脂・金属他 

レーザー焼結 

部品・金型 

米国 ３D Systems 

米国 Stratasys 

シート積層 

紙・樹脂 

接着 

プレゼンテーション 
用途の模型 

Mcor Technoligies 

松浦機械製作所 キーエンス シーメット 

ディーメック 

ホットプロシード 

アスペクト 

樹脂・砂他 

紫外線照射 接着 

模型 
鋳造用砂型 

Ｓｔｒａｔａｓｙｓ → 2013年 Objet（インクジェット）、2013年 Makerbot（低価格FDM) 
３DSystems → 2010年 Bits from Bites、2012年 Z Corporation（接着型インクジェット）、2013年 Phenix Systems 

米国大手2社の近年の企業買収・統合 

 1980年代末～1990年代の頃から、日本と米国が先行して３Dプリンタ上市。しかしながら、米国大手2社が市
場と知財の両睨み、企業買収・統合を繰返し寡占。 

日本企業 

使用する材
料は装置
メーカが 
指定すること
が一般的 

(出所）みずほ銀行産業調査部 
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２．ものづくりの革新 

３Ｄプリンタの現状と量的・質的変化 

[世界市場における３Dプリンタ導入業種] 
    

（出所） Wohlers Associates,Inc. より 

[３Dプリンタでの造形に占める部品等の直接造形の割合] 

 活用用途も、試作用途のみ（ラピッドプロトタイピング）ではなく、部品等の直接造形へと広がりつつある。ま
た、業種別に見ても、幅広い業種で導入が進みつつある。 

（出所） Wohlers Associates,Inc. より 

3Dプリンタでの直接造形 
2003年3.9％ 
 →2012年28.3%に増加 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
→シーメットにヒアリング（出典はおそらく自社製品ユーザーからのヒアリング）→同様の推計についてのヒアリングを３次元造形機器メーカーに対して実施



米国, 

38.0%

日本, 9.7%
中国, 8.7%

ドイツ, 

9.4%

その他欧

州, 13.7%

その他ア

ジア, 3.8%

その他, 

16.7%
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２．ものづくりの革新 

我が国における３Ｄプリンタ活用 

[３次元プリンタに対する企業（製造業）の関心動向] 
    （経済産業省調べ（12年12月）） 

（出所）2013年ものづくり白書より 

 我が国においても、３Ｄプリンタの導入は一定程度進んでおり、製造業における関心も高まっている。 

[世界市場における主要国別３次元プリンタの導入シェア] 
     

（出所） Wohlers Associates,Inc. より作成 

（出典）3Dプリンタメーカ、ベンダ、ユーザー等のヒアリングより作成 

メ
リ
ッ
ト 

・試作に要する時間短縮・コスト削減 
・早いサイクルでの開発・試作が可能 
・少ない工数とコストで高付加価値品実現 
・新たな構造の製品の創出 
・少量生産品の製造コストの削減 
 
 ・・・（今後、ヒアリング等で追加・精査） 
 

デ
メ
リ
ッ
ト 

・修理時に装置メーカー本国への送付などメンテ
ナンス負荷・コスト大 

・装置メーカー指定材料利用によるランニングコ 
 スト増 
・設計デジタルデータの流出による日本企業の 
 競争力低下 
 
 ・・・（今後、ヒアリング等で追加・精査） 
 

[日本企業の３Ｄプリンタ活用進展に伴い 
               生じると想定されるメリット/デメリット] 

     

３Dプリンタ導入台数シェア（1988～2012年累計） 
販売価格USD5,000以上が対象 

日本のシェア
は約１０% 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
→シーメットにヒアリング（出典はおそらく自社製品ユーザーからのヒアリング）→同様の推計についてのヒアリングを３次元造形機器メーカーに対して実施



２．ものづくりの革新 

新しいものづくりの潮流がもたらす可能性 

アイデア 
創出 

設計・ 
デザイン・ 
開発 

試作・評価 生産ライン 
の作り込み 製造 営業 メンテナンス・ 

サービス 

 3Dプリンタをはじめ新たなものづくりの潮流が生み出すインパクトはどのようなものか。 

ものづくりの 
基本的な流れ 

コミュニケーションの円滑化 

高速化 

機能検証 

交換部品 
製造コスト 

削減 
一品物生産対応 

複雑構造品 
一体成型 

従来工法との 
ハイブリッド 

迅速な治具・ 
金型の成形 

コミュニケーションの円滑化 

デモ用品 
としての利用 

プロダクト
の革新 

プロセス
の革新 

産業 
の革新 ものづくりにおける革新に留まらない新たなビジネスモデルの誕生？ 
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少量生産対応 

新規性 

新規性 

代替性 

代替性 
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２．ものづくりの革新 

開発・試作プロセスにおける革新 

［3Dプリンタで作った造形物でデザイン確認］ 
（トンボ鉛筆） 

トンボ鉛筆では、従来、手で削って作成していたモック
アップをデジタルデータ化し、サーフェス処理、実際の商
品に近い重量バランス調整を実施。 

さらに、3Dプリンタで出力し、デザイン確認を行うとい
う工程を取り入れ。 

デジタルならではの精密な処理を加えることで、従来に
ない、正確なユーザテストが可能となり、結果として、被
験者に主観的な使いやすさを聞く調査で平均15%のスコ
アアップ実現。 

（出所）日経デザイン 
     （2013年9月）より 

［透明素材での実物造形により高度な 
            シミュレーションを実施］ 
（コマツ） 
 
開発に当たり、３Ｄプリンタを活用することにより、 

     ①これまで見れなかった潤滑油の挙動が明確化 
     ②今後の気体と液体混合物のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの基礎データ取得 
   などシミュレーションソフトでは十分に把握できない情報を 
   収集可能に。 

（出所）小松製作所より 
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２．ものづくりの革新 

開発・試作プロセスにおける革新 

13 

(出所）みずほ銀行産業調査部 

[造形日数に関する試算] 
型の製作日数を含めた製品製造にかかる日数を、金型、
簡易型、3Dプリンタといった成形方法ごとに試算※  
 

→ 試算結果： 
少数の製品製造であれば、3Dプリンタの方が製造に

かかる日数は少なくなる 
一方、一定数以上の数量の製品を製造するのであれ

ば、金型の方が製造に係る日数は少ない 
したがって、製品製造数量に応じて、最適な成形方法

（金型、簡易型、３Dプリンタでの直接造形）は異なる 

※前提条件：型の製作日数（金型：30日、３Dプリンターによる樹脂型：7日）、製品1個あたりの
造形時間（金型・樹脂型 30秒、３Dプリンター 3時間）、造形個数上限 樹脂型100個 他はな
し。なお、試算結果では、 1～55個と101～239個は3Dプリンター、56～100個は簡易型、240個
以上は金型が最も早い。 

［部品の組み付けを実際の造形物で確認］ 
（試作メーカ（三重）） 
 

自動車用シートの骨格を試作し、部品の組み付けやリクライニ
ング等の駆動を確認するに当たり、３Ｄプリンタ（樹脂）を活用。 

 
プレス成型～組立加工で作成していた従来工法に比べ、 
  時間は約1/4、コストは約1/10に大幅削減。 

従来工法 ３Ｄプリンタ活用 

(出所）試作メーカ（三重）より 
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3Dプリンターによる造形 金型による造形 簡易型による造形

造形個数
（簡易型造形上限：100個）

３Dプリンター

部品造形

３Dプリンター

簡易型造形

３Dプリンター

部品造形

金型による造形

経過日数

（日）

最も早い

手法



２．ものづくりの革新 

製造プロセスにおける革新 

鋳型総点数：２２型 
主型 中子 

【従来工法（模型）による鋳型】 

主型 中子 

【砂積層造型による鋳型】 

鋳型総点数：４型 
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３Ｄプリンタを 
活用した砂型作成 

 従来型の製造プロセスとの「ハイブリット型」の活用も検討されている。 

(出所）株式会社コイワイより 

鋳造分野では、部品の薄肉・軽量化、複雑形状化、高精度化などに伴い、超複雑形状を実現することが
必要。またこの分野が日本の活路。 

3Dプリンタを砂型の作成に活用することにより、これまで日本が培ってきた鋳造技術とハイブリッドで   
高付加価値化を目指す。 
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２．ものづくりの革新 

プロダクトの革新～「新規性」 

シリコンで耳の正確な型をとり、3Dスキャナにより3Dイメージを作成。
そのデータを用いて0.1mmのピッチで積層して造形 

（デンマークWIDEX社） 

[耳にフィットする補聴器の造形] 

(出所）Widex社のWebサイトより 

[ジェットエンジン部品の造形] 

(出所）GE社資料より 

骨接触面に積層造型特有の複雑なハニカム構造を造ることで、骨
組織が侵入しやすくより自然な接着が可能になる。 

（写真は東北大学で研究中の事例） 

[人工骨の造形] [理論モデル] 

 一般論としては、部品の複雑性が高いほど３Ｄプリンタの活用可能性が高まる。 

(出所）東北大学 

 複雑性の高い部品
ほどメリットが出る
可能性。 
 

 技術進展とともに活
用範囲も広がる可
能性。 

GEは2015年末また
は2016年初に、新
型航空機エンジン
のノズルを3Dプリン
タで製造する計画。 
さらに3Dプリンタに
よる部品製造の領
域を拡大させること
により最大約450kg
／基の軽量化が可
能とGEは試算 

3Dプリンタの 
活用範囲拡大の可能性 
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２．ものづくりの革新 

プロダクトの革新～「代替性」 

[交換部品に関する費用試算] 
・造形個数：1年目1万個、2年目以降30％ずつ減少 
・金型保管料＋メンテナンスコスト：年間30万円 
上記の場合、3Dプリンタでは、交換部品の製造コストは一定である
のに対し、金型では一定年数以降大きく増大※ 

[造形物に関する費用試算] 
金型、3Dプリンタそれぞれでの、製品1個当たりの造形費用を試算。 
少量生産の場合、３Dプリンタの方がコスト的に優位となる可能性あり※ 

(出所）みずほ銀行 
    産業調査部 

※前提条件：射出成形用金型重量50kg。金型1kgあたり単価4,000円。造形物重量100g。射出成
形用樹脂の1kg単価300円。3Dプリンター用樹脂の1kg単価5,000円。なお、造形数の試算では、 
425個で製造コストは逆転。 

 材料や強度・耐久性等の課題はあるものの、コスト面だけで見れば、生産量等によって優位を持つ可能性。 

[ＢＭＷ（独）の事例] 

(出所）Nicolai Skrynecki  (BMW Group)ほか” Kundenorientierte Optimierung generativer 
Herstellungsprozesse” RTejournal - Forum für Rapid Technologie, Vol. 5, Iss. 1 

0

2,000

4,000

6,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 経過年数

1個あたり
造形費用

３Ｄプリンターによる造形 金型による造形

交換部品は少量生産品といえる

1

10

100

1,000

10,000

造形個数

1個あたり価格
単位：百円

３Ｄプリンターによる造形 金型による造形

３Dプリンターは少量の造形に親和的

一定の条件のもと、コス
ト面のみで試算した場合
には、9年以上では3Dプ
リンタが優位 

一定の前提のもと、
コスト面のみで試
算した場合には、
425個以下で3Dプリ
ンタが優位 

BMWは、車両生産に用いる樹脂製
の治具を3Dプリンタで製造するほ
か、機能テスト用の部品の金属焼
結による製造を研究。 
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３．製造業のあり方・社会のあり方の変容可能性 

バリューチェーンの高度化 

 製品のデジタル化やネットワークの発達など、ものづくりの潮流が変化すると、これを巧みに捉えて成長を実
現する企業が登場し、利益構造等を一変させることもある。 

（出所）2012年ものづくり白書より 

中国の獲得する付加価値は僅か

日本の獲得する付加価値も僅か

利益の多くをアップルが獲得

（出所）2012年ものづくり白書より 

[iPhoneのバリューチェーン] [EMS市場の拡大] 

0  

20 , 000  
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80 , 000  

100 , 000  

120 , 000  

140,000  

160 , 000  

180 , 000  

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

（ 100 万 ドル ) 

（年） 

Hon Hai Precision  
Ind. Co Ltd 

Flextronics  
International Ltd 

Venture Corp Ltd 

Universal 
Scientific  
Industrial 

Benchmark 
Electronics  
Inc 

Celestica Inc 

Jabil Circuit Inc 

Plexus Corp 

Sanmina - SCI Corp 

製品企画・開発及び販売・
サービスに注力する 

アップルが利益を多く獲得 

製造を担う企業の 
利益はわずか 
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３．製造業のあり方・社会のあり方の変容可能性 

新たなビジネスモデルの可能性 

 3Dプリンタの出現をひとつの契機とし、ものづくりを絡めた新たなビジネスモデルが現出する可能性。 

[株式会社ファソテックの内臓モデル] 

（出所）株式会社ファソテック提供 

 3Dプリンタを用いて、人体のスキャンデータを基に臓器モデ
ルを作成。 

医師のトレーニング、シミュレーション、手術のナビゲーション、
患者に対するインフォームドコンセントに寄与。 

[ノキアのスマートフォンケース] 

 ノキアは、同社の携帯電話用
ケースをデザインするための
CADデータや、技術仕様に関す
る情報を一般に提供。 
 

 3Dプリンタを使ってユーザが、オ
リジナルのケースを作成可能に。 

（出所）ノキアWebサイトより 

[ビーサイズ株式会社のＬＥＤデスクライト] 

同社が開発したLEDデスクライト「STROKE
（ストローク）」は、フリーソフトや３Ｄプリンタ
などを駆使し一人で開発・製造した製品。 

（出所）ビーサイズWebサイトより 
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３．製造業のあり方・社会のあり方の変容可能性 

オープンネットワークの活用・顧客により近い商品開発加速 

[クラウド・ファンディングの世界市場規模推移] 

（出所）総務省 
   情報通信白書より 

[世界のクラウド・ファンディングプラットフォームの分布（2012年）] 

（出典）Crowdfunding industry report 
   （Crowdsourcing.org）より 米国は日本の約60倍 

 製品の開発段階から、インターネット経由で不特定多数の人々から製造に必要な資金を調達する、「クラウ
ド・ファンディング」が注目を集める。 

 単なる資金獲得ツールのみではなく、顧客との直接対話により製品開発も加速・高度化するメリットも。 

近年、市場規模は急速に拡大 
2012年には、28億ドルに 

Pivot Power Junior 
（出所）QuirkyのWebサイトより 

ものづくり実現例 

Pebble 
（出所） KickStarterの 
     Webサイトより 

Petzval 
（出所） CAMPFIREの 
     Webサイトより 

・・・など数多く
の事例あり 



[大手企業の活用事例 ～GEによるQuirkyを活用した試み～] 
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３．製造業のあり方・社会のあり方の変容可能性 

（出所）CEREVO DASH, CAMPFIE, trickcover. のWebサイトより作成 

プロジェクト全体を 
通したサポート 

企画立案の 
サポート 

Kickstarterへの 
共同プロジェクト 

出展 

成立後の 
生産サポート 

製品の 
販売サポート 

ダブルブランド・ 
量産 

※CEREVO DASHは、CAMPFIEのプラットフォー
ムを活用したクラウドファンディング 

※CEREVOは、家電ベンチャー企業。近年、もの
づくりクラウドファンディングに参入 

ものづくり 
成功事例 

PROJECT : 
 無駄にかっこいいヌンチャク
系iPhoneケース「iPhone 
Trick Cover」 
  支援総額  ¥1,317,000 
  パトロン数  200人 
  目標達成率  263％ 
株式会社ニットー 

[日本でも、ものづくりプラットフォームが登場] [プラットフォームを活用した 
            中小企業のものづくり事例] 

 GEの保有する数千
件の特許をQuirky
社コミュニティーに
参加する発明家た
ちに開放。 

 GEとQuirky社は商
品開発プラット
フォーム「Wink」も立
ち上げ、家電製品の
共同ブランド構築に
注力。 （出所）GE、QuirkyのWebサイト等より作成 

 我が国でも、中小下請け企業が自社製品を開発するなど活用の兆し有り。 
 海外では、大手メーカが活用している事例も。 
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３．製造業のあり方・社会のあり方の変容可能性 

社会のあり方の変容可能性 

ファブラボは、地域のラボの世界的なネットワーク。人々に
デジタル工作機器を利用する機会を提供することで、個人
による発明を可能にするもの。 

ファブラボ 

（出所）ファブラボ鎌倉のWebサイトより 

カリフォルニア州メンローパーク
を本拠地とする会員制DIY工房
チェーン。3Dプリンタをはじめ、
従来型の工具、個人ではおよそ
購入できないNC工作機械や成
形機などを備える。2006年10月
設立。13年8月現在、テック
ショップは全米に6カ所。 

TechShop 

（出所）TechShopのWebサイトより 

3Dプリント 
出力サービス 

近年、国内だけでも3Dプリント出力サー
ビスを運営する事業者が続出 

・・・ ・・・ 

 デジタルファブリケーション技術を活用した様々なサービスを通じ、ものづくりが手軽に行える環境が整いつ
つある。こうした動きは、消費者や社会の変容につながっていくのか。 

個人向け 
ものづくりプラットフォーム 

・・・ ・・・ 



ドイツ 米国 英国 

DMRC(Direct Manufacturing 
Research Center) 

• パダボーン大学内に機関を2008
年に設立 

• 2013年1,100万ユーロ（約14億円）
を計上 

• EOS、Stratasys等の装置メーカー
と、Siemens, Boing, LEGO等の
ユーザーが参加 

• 設計ルール、コスト分析、リペア、
複雑形状、材料開発、強度評価
等を産学官で研究 
 
 
 
 
 

NAMII（National Additive 
Manufacturing Innovation Institute） 

• 3Dのパイロット拠点(NAMII)設立に対し、国
防省等から3,000万ドル、民間企業や州政
府等から約4,000万ドルの資金を提供 

• エネルギー省、商務省、国防総省、国立科
学財団、NASAが支援 

• NAMII以外にも3Dに関するプロジェクトあり 
 

 
• 2012年より4年間で、全米千カ所の学校に
３Ｄプリンタやレーザーカッターなどのデジ
タル工作機械を設置 

教育での３Ｄ装置の活用 

MTC(Manufactruing 
Technology Center) 

中国 

・2010年、産学連携拠点 
・政府より4千万￡（約60億
円） 

・“Net Shape Manufacture”
の観点でＡＭ実用化研究 

・Arcamの装置を活用 
・Rolls-Royce, AirBus参加 

3Dプリンタ技術産業
連盟 

・国・大学・企業が共同出資 
・3Dプリンタ技術開発セン
ターを雙流県に建設予定 

・北京航空航天大学、精華
大学など研究機構が参加 DMRC以外に複数PJが存在 

４．政府に求められる取組 

主な外国政府の取組 

 米国、ドイツを始め、世界各国で国をあげた取組が行われている。 
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第Ⅱ．３つのアクションプラン 
 一．日本産業再興プラン 
  ６．中小企業・小規模事業者の革新 
   ③戦略市場に参入する中小企業・小規模事業者の支援 

 中小企業・小規模事業者が、環境・エネルギー、健康・医療、航空宇宙な
どの成長分野に参入するためには、成長分野における参入障壁を克服す
るとともに、企業連携のためのマッチングやインターネットの活用を進める。 
○成長分野進出に向けた専門的支援体制の構築 

・ものづくり産業の強化を図るべく、中小ものづくり高度化法の22 技術

分野を見直し、医療、環境分野などの成長分野に中小企業・小規模
事業者が直接参入しやすくする。また、素材や機械制御技術等の日
本の強みを活かし、３次元造形システムの研究開発を国家プロジェク
トとして推進する。加えて、国際認証の取得に向けた業界経験者等の
長期派遣等を行う。 

「日本再興戦略 -JAPAN is BACK-」(平成25年６月14日) 
関係箇所抜粋 

４．政府に求められる取組 
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