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概 要
近年、
「３Ｄプリンタ」が急速に注目を集めている。その本質は、
“付加製造”という新
たな技術により、「デジタルデータから直接様々な造形物を作り出す」ことで、1950 年代
以降着実に進んできたデジタル製造技術の発展を一気に加速する点にある。この技術は今
後、①精密な工作機械としての発展可能性と、②個人も含めた幅広い主体のものづくりツ
ールとしての発展可能性の２つの方向性を持っていると考えられる。
第１に、精密な工作機械としての発展可能性を有する「付加製造装置」は、ものづくり
のプロセス及びプロダクトに革新をもたらす。具体的には、プロセスの革新として、①試
作・設計を迅速化する、②高機能の型が製造できることで生産性を向上させる、③材料の
無駄が出ない省資源性を持つ、と言った効果をもたらす。
また、プロダクトの革新として、①形状や内部構造の複雑性、材料の自由により、従来
複数部品を組み合わせて実現していた構造を一気に作り出すことが可能となる、②人体や
自然物などと接点を有する場合の親和性を有し、人工骨や臓器モデルなどが製造可能とな
る、③少量生産品にもコスト合理性を持ち、細かにカスタマイズされた製品の連続生産な
どが可能となる、と言った活用が進められつつある。
第２に、幅広い主体のものづくりツールとしての発展可能性を有する「３Ｄプリンタ」
は、①個人にとっても直接的でわかりやすい、②自宅やオフィスでの手軽なデータの実体
化、③即興性を持った「アイデアの実体化」、といった特長を有している。このため、個人
も含めて幅広い主体が活用でき、また造形物を通じたコミュニケーションやアイデア誘発
が加速され、創造性の高い製品が生み出されるきっかけとなる。また、④ネットワークと
の親和性が高いことから、オープンな開発環境でものづくりを進める契機となり、産業や
社会への革新をもたらす可能性も有している。
ただし、付加製造技術は決して万能な技術ではなく、使用材料の制約や造形物の強度、
大きさの問題などまだまだ限界も多い。また、量産の段階においては金型等を用いる従来
の工法に比べて速度やコストの面で劣後するなど、従来の製造技術が優位を持つ領域も多
く残る。こうした可能性と限界を踏まえ、2020 年時点での付加製造技術の経済波及効果（①
装置、材料等の直接市場、②付加製造装置・３Ｄプリンタで製造した製品市場、③研究開
発等で付加製造技術を活用することによる生産性の向上を合計したもの）は、約 21.8 兆円
と予想される。付加製造技術への対応については、欧米が先行しており我が国はまだ波に
乗り切れていない。我が国の競争力強化につなげるためには戦略的取組が必要である。

以上述べた付加製造技術の２つの発展可能性は、我が国製造業の競争力や付加価値づく
りという視点から２つの重要な方向性をもたらすと考えられる。
１つは、精密なものづくりとしての付加価値であり、ここでは製造プロセスのデジタル
化の影響を踏まえた対応が重要である。自動車や航空機、医療等の分野でデジタル製造技
術を用いた精密なものづくりを行う上では、様々なデータや経験値を蓄積して「設計情報
の高度化」を行い、再現可能な組織知へと結びつける能力（「データ統合力」）が競争上重
要となる。付加製造技術の活用拡大は、設計情報に盛り込むことができるデータ量を増大
させることなどにより、データ統合力の重要性を高めうる。精密な部品を付加製造装置で
製造する可能性を一層広げるためには、設計と製造の現場がより密接に連携してすりあわ
せを行い、新しい製品を生み出していく「設計・製造連携」が重要となる。このように、
付加製造技術は製造業の発展を支え、製造業の競争力に影響を与えていく可能性がある。
もう１つは、３Ｄプリンタを一つの契機としてものづくりの裾野が広がることで生まれ
る付加価値であり、ここでは、世界の多様な市場ニーズを掴む「ものづくりの協業・ネッ
トワーク化」が重要となる。具体的には、基幹部品の共通化が進んだ情報家電などを中心
に、大規模資本や設備を有さない新たな主体が「インディーズ・メーカー」として参入し、
様々なアイデアが造形化されて「適量規模の消費市場」が開拓できるようになる。こうし
た世界では、個人やベンチャー、中小企業、専門主体等によるものづくり協業により、オ
ープンなネットワークでのものづくりにより付加価値を高めることが重要となる。
こうした付加価値の源泉の変化を見据え、我が国製造業が競争力・収益力を確保してい
くため、産学官で連携した取組が必要である。第１に、精密な付加製造装置の活用可能性
を切り拓く上では金属積層装置や材料、ソフト等の一体の技術開発により、装置ユーザー
にとって使いやすい基盤を構築すること、そしてこれを契機に、付加製造装置ユーザーが
使いやすい構造を創出することが重要である。第２に、オープンなネットワークでのもの
づくりを促進する上では環境整備やソフト面も含めた地域拠点の整備とネットワークの形
成等が重要である。またベンチャーが活躍するための資金面での環境整備も求められる。
第３に、３次元データに慣れたものづくりを担う人材を増やしていくため、初等・中等教
育も含めた教育、デザインと製造技術の双方を理解した人材育成、設計開発部門のノウハ
ウを高めるための人材育成が求められる。最後に、付加価値の源泉の変化に柔軟に対応で
きる企業組織のあり方についても見直しを行っていくことが重要である。

本 文
序

問題意識

近年、「３Ｄプリンタ」が急速に注目を集めている。その本質は、プリンタそのものでは
なく、
「デジタルデータから直接様々な造形物を作り出す」ことで、デジタル製造技術1の発
展を一気に加速する点にある。
欧米各国は、ものづくりにおけるこうした新しい動きに対して産学官を挙げた取組を進め
ている一方、我が国は対応が遅れているとの指摘がある。このため、本研究会において下記
の点を検討する。
1. この技術は、ものづくりにおいてどのような活用可能性があるのか。その革新性はどこ
にあるのか。
2. 製造プロセスのデジタル化が進展している中で新たな技術を捉えた場合、産業や社会に
どのような変化が起きるのか。こうした変化をビジネスの変革に生かし、企業の収益力、
競争力を高めていくための戦略はどのようなものか。
3. こうした変化を捉え、日本企業の強みを生かし弱みを克服していくために、必要な政策
対応は何か。

コンピュータによりデジタル制御される装置を用いた各種製造技術の総称。①ＮＣ工作機械やマシニ
ングセンタを用いた切削製造技術や、②３Ｄプリンタのような積層技術を含む付加製造技術（Additive
Manufacturing）などがある。
1

1

第１章

付加製造技術がもたらすものづくりの革新

１．ものづくりのデジタル化の潮流と付加製造技術の位置づけ
ものづくりのデジタル化は、1950 年代の米国の航空機産業におけるＮＣ工作機械の実用
化に端を発し、設計におけるＣＡＤ2やＣＡＥ3の導入や加工におけるマシニングセンタの
活用など、製造の各プロセスにおいて着実に進んできた。３次元の設計情報を基に素材を
積層して製品を形作る「付加製造技術4」も、その意味では、これらデジタル製造技術の中
の１つのツールに過ぎない。
しかし、付加製造技術は、設計データから直接製品を造形するところに特長があり、デ
ジタル製造技術に大きな進展をもたらす可能性がある。特に近年、いわゆる「３Ｄプリン
タ」の価格が大きく低下し、家庭向けにも手軽に使える商品が販売されるようになり、付
加製造技術の個人への浸透が始まっている（図表 1）。今後、情報通信技術の発展と相まっ
て、ものづくりのデジタル化、ネットワーク化が一層進むことが予想されている。
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各社Webサイト、カタログ等より作成
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2014

2013
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6万円
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romscraj
Portabee GO
7.5万円

メーカ（国）

Buccaneer
(バッカニア)

Mojo
uPrint

価格（万円）
5.47
7.48
5.98
18.9
19.98
16
32.58
128
198

発売時期
2014年
5月予定
2013年
12月
2013年
10月
2013年
7月
2013年
7月
2013年
6月
2013年
6月
2013年
6月
2009年
4月

３Ｄプリンタの急速な価格低下
（出所）各社製品情報より事務局作成

Computer Aided Design：コンピュータ支援設計。コンピュータを用いて設計をすること、もしくはコンピ
ュータによる設計支援ツールをいう。
3 Computer Aided Engineering：設計した製品モデルについて強度等の特性を解析することにより、工業製
品の設計・開発工程を支援するシステム。
4 切削工法と対比させて、３次元の設計情報から、材料を付加させて立体物を造形する工法のこと。通
常、積層造形（一層一層の積み重ね）によって行われる。本報告書では、これを行う装置のうち、ハイ
エンドのものを「付加製造装置」、パーソナル領域の比較的安価なものを「３Ｄプリンタ」と呼ぶ。
2

2

小

図表 2

大

造形サイズ

金 属 材料

3

造形サイズ

樹 脂 系材料

主要な付加製造装置・3D プリンタマップ

ストラタシス

uPrint SE
0.254mm
203x152x152mm

ストラタシス

ストラタシス

3DSystems

Mojo
0.178mm
127x127x127mm

EOS

大
小

積層ピッチ

3DSystems

粉末焼結

ストラタシス

Objet24
0.028mm
240x200x150mm

EnvisionTEC

ULTRA 3SP
0.025‐0.1mm
266x184x193mm

Objet500 Connex
0.016mm
490x390x200mm

Objet1000
0.016mm
1,000x800x500mm

各社Webサイト、カタログ等より作成

DWS

DWS 029J PLUS
0,01mm
150x150x100mm

キーエンス

EnvisionTEC

Perfactory 4 DSP XL
0.015‐0.15mm
192x120x160 mm

ストラタシス

Objet30 Pro
0.016mm
294x192x148.6mm

AGILISTA‐3100
0.015mm
297x210x200mm

Objet Eden260V
0.016mm
255x252x200mm

ストラタシス

Objet260 Connex
0.016mm
255x252x200mm

ストラタシス

ストラタシス

Objet Eden500V
0.016mm
490x390x200mm

sPro 250
0.020‐0.1mm
250x250x320mm

M1
0.02‐0.05mm
250x250x250mm

ProJet 3500 HDMax
0.016mm
3DSystems
298x185x203mm

ProJet 5000
0.029mm
550x393x300mm

3DSystems
ストラタシス

ATOMm‐4000
0.025mm
400x400x300mm

シーメット

EOSINT M 280
0.02mm
250x250x325 mm

3DSystems

EOS

金属等の粉末を薄い層状に敷き詰めて
レーザー等で焼き固めて造形する方法

液化した材料をノズルによって必要な箇
所に必要分積層させて造形する方法

Concept Laser
ストラタシス

Phenix PXL
0.02mm
3DSystems
250x250x300mm

3DSystems

FORMIGA P 110
0.06mm
200x250x 330 mm

EOS

ProJet 7000 HD/MP
0.05mm
380x380x50mm

CubeX
0.1mm 3DSystems
275x265x240mm

ストラタシス

Fortus 360mc/400mc
0.127mm
406x355x406mm

ストラタシス

Cube
0.2mm
140x140x140mm

Dimension Elite
0.178 mm
203x203x305mm

ストラタシス

Dimension 1200es
0.33 mm
254x254x305mm

EOSINT P 760
0.06mm
700x380x580mm

iPro 9000 XL
Arcam
0.05‐0.15mm
1500x750x550mm

Arcam A2
0.05‐0.2mm
200x200x350 mm

液状の光硬化性樹脂に光を一層ずつ
当てて造形する方法

光造形法

ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ法

ATOMm‐4000
0.025mm
松浦製作所
400x400x300mm

細いワイヤー状で提供される樹脂を
高温で溶解させて造形する方法

熱溶解積層法
（FDM)

ストラタシス

Fortus 250mc
0.178mm
254x254x305mm

Fortus 900mc
0.178mm
914x610x914mm

【凡例】
・装置名称
・積層ピッチ
・造形サイズ

主要な付加製造装置・
３Dプリンタ（2013年現在）

大
小

２．付加製造技術を契機としてもたらされるものづくりの革新
まずは、付加製造技術のものづくり現場での活用可能性や限界について検討する。
「付
加製造技術」と言っても、様々な用途とそれに応じた装置開発がなされている（図表 2）
ことを踏まえ、検討に当たっては、
(1)

「精密な工作機械」としての発展可能性（付加製造装置）

(2)

「個人も含めた幅広い主体のものづくりツール」としての発展可能性（いわゆ
る３Ｄプリンタ）

に大別して、今後の活用可能性について考えることが有用である。

4

（コラム１） 付加製造技術の２つの発展の方向性
付加製造技術は、1980 年代に日本人が特許出願して以来、開発が進められてきたが、当初は、「ラピ
ッド・プロトタイピング」、すなわち試作を素早く行う道具と捉えられてきた。しかしその後、付加製造
装置・３Ｄプリンタは、図表 2 で示したように、性能や造形方法、使用できる材料など、多岐にわたっ
て発展し、その活用方法も広範に広がりを見せている。
付加製造技術は、精密なものづくりが追求される、医療分野や航空機分野等で徐々に活用が進められ
つつある。他方、これまでものづくりに携わったことがない、個人も含めた幅広い主体が道具として活
用できる領域も存在し、価格が一気に低下したこと等によって耳目を集めている。技術の活用可能性を
議論する上では、誰が、どのような分野で活用できるかについて整理することが有用である上、普及の
進展度合いも大きく異なるため、本研究会では上記２つの方向に大別して議論を行う。
このような、適用分野ごとの付加製造技術に求める要素の違いは、ドイツの Paderborn 大学に設置さ
れた Direct Manufacturing Research Center (DMRC)が公表している資料を分析することによっても明
確になる。この資料は、付加製造技術を適用する各分野のユーザーが求める要素を整理したものである
が、この資料を航空・自動車・軍事・金型といった「①高度なものづくりを行う業種・分野」と、家具・
宝飾・食物・スポーツ・服飾・玩具といった「②身近なコンシューマー製品の製造に関わる業界・分野」
とに大別して見ると、両者に異なるニーズの方向性があることを確認することができる。
例えば、共通の課題として「設計基準・表面品質・プロセスの品質の安定・新素材」がある一方で、
「①
高度なものづくりを行う業種・分野」の特有の課題として、
「品質保証・積層厚さ・製造証明・標準化…
高耐熱性樹脂」等 11 項目が挙げられている。また、
「②身近なコンシューマー製品の製造に関わる業界・
分野」の特有の課題としては、
「製造費用・容易に使えるＣＡＤソフト・多色化」などが挙げられている。
このように、付加製造技術の方向性を議論するに当たっては、
「精密な工作機械」としての発展可能性
と、
「個人も含めた幅広い主体のものづくりツール」としての発展可能性の２つに分けて議論していくこ
とが有益である。
付加製造技術の課題
②身近なコンシューマー製品の製造に関わる業界・分野

①高度なものづくり業界・分野

共通項目

設計基準
表面品質
プロセスと品質の安定
新素材
材料多様性
品質保証
積層厚さ
高度なものづくり業界・
製造証明
分野の特有項目
標準化
危機管理
強靭な材料
部品の長寿命化
複数の造形技術の組合せ
製造プロセスの速度
造形サイズ
高耐熱性樹脂
製造費用
容易に使えるCADソフト
多色化
分野特性に対応したCADソフト
生体親和材料
安価な３Dスキャナー
製造装置の移送容易さ

航空
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

自動車
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

軍事
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

金型
●
●
●
●

家具
●
●
●

宝飾
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

食物
●
●
●
●
●

スポーツ
●
●
●
●
●
●

●

服飾
●
●
●
●
●
●

●
●

玩具
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●

●
●

●

●

●

●
●
●
●
●
●

身近なコンシューマー製品の製造
に関わる業界・分野の特有項目

（出所）DMRC, "Thinking ahead the Future of Additive Manufacturing Analysis of Promising Industries", 2011 より作成
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(1)

「精密な工作機械」としての発展可能性（付加製造装置）
まず始めに、付加製造装置が本格的な工作機械として発展することにより、付加製造
技術の有する様々な特長が、ものづくりのプロセス・プロダクトの双方に革新をもたら
す可能性について考察する。

① ものづくりプロセスにおける革新
A) 試作・設計を迅速化
付加製造技術は、型を製造せずに造形することが可能であるため、設計情報を素材
に転写する時間や、コストの観点で優位性がある（迅速性・簡便性）
。このため、特に
試作・設計段階で活用され、試作・設計に要する期間が短縮されることで、より早い
サイクルでの開発・試作が進んでいる。
試作段階では既に一定の活用が進められ、製品や部品の形状の確認や複数部品を組
み合わせて作る場合の部品同士の接合・干渉の検証、また、発電用タービンブレード
など大型の部品を試作・設計する際に、素材や大きさに影響を受けにくい制御理論の
検証を行う場面などにおいて有用な技術となっている。さらに近年では、透明素材の
実現により液体等の流れが実際に確認できたり、造形物の精度が向上することにより
風洞実験等において高度な機能の確認が可能となったりするなど、材料の多様化や技
術の高度化により、更に幅広い活用が進んでいる。
（コラム２）試作での活用例と効果
自動車産業では、様々な部品について研究開発段階で試作品や模型を付加製造装置で製作し、組み付
け等についての検証が行われている。例えば、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ための試作品を、付加製造装置により製作している実例があるが、これ
によりこの試作品メーカー（三重県）は、プレス成形～組立加工で製作していた従来工法に比べ、約 1/10
のコスト低減と約 1/4 のリードタイム短縮を実現している。
また同様の動きは自動車部品のみならず、家電製品やロケットエンジン、航空機部品、建築模型など、
様々な製品等の研究開発段階においても見られる。中には試作品や模型の製作について、従来の製法に
比べて最大で 1/100 程度のコスト低減、リードタイム短縮を実現している事例もある。
付加製造装置活用

従来工法
コスト削減

リードタイム短縮

家電製品

1/5

20～40万円（樹脂切削加工 or 注型）
↓
5～10万円

航空機エンジン
部品

1/100

数百万円（金属切削）
↓
数万円程度

1/5

早くとも１週間程度（外注）
↓
１日

航空機部品

1/5～1/10

（鋳造→付加製造技術）

1/5～1/10

（鋳造→付加製造技術）

航空機部品

1/10

1/10
（木型、粘土→付加製造技術）

1/10

1/10
（木型、粘土→付加製造技術）

建築模型

1/10～1/20

50～100万円程度（外注）
↓
約5万円

1/5

１週間程度（外注）
↓
1日

建築模型

3/5程度

従来は、外注で安いもので10～20万
円、高いもので100～200万円

1/10以下

2-3週間（外注、手続含む）
↓
1日

（出所）試作品メーカー（三重県）より

1/3

6～10日（樹脂切削加工 or 注型）
↓
2～3日

（出所）ヒアリング調査より事務局作成
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（コラム３）製造数量に応じた付加製造技術の時間的優位性
試作品を実際に造形する際の代表的な手法として、金型、簡易型を用いる成形と、付加製造装置によ
る直接造形による場合があると考えられる。それぞれごとに、例えばマスコットキャラクターのキーホ
ルダーなど簡易な成形品を造形すると仮定して、製品製造に要する日数を比較したものが下記のグラフ
である。
試算に当たっては、試作メーカーや金型メーカーからのヒアリングにより、簡易な成形品を造形する
場合に用いられる金型等の重量とそれに要する期間を設定［具体的には、型の製作日数（金型：30 日、
付加製造装置による樹脂型（簡易型）：7 日）、製品 1 個あたりの造形時間（金型・簡易型 30 秒、付加
製造装置による直接造形 3 時間）、造形個数上限 簡易型 100 個 他はなし）］して行った。また、あく
まで時間に関する比較とし、付加製造装置で直接造形した製品の品質が、金型、簡易型を用いた成形と
同等の品質が確保できることは前提条件としておいた。
この結果、金型設計、加工、仕上げ・組立、試し加工など造形開始までに時間を要する金型を用いた
造形に比べ、少数の製品製造であれば付加製造装置の方が製造に要する日数は少なく、この時間的な優
位性を活用し、試作を早いサイクルで何度も繰り返して行うことができるようになっている。
なお、少量多品種の製造を行うラインを想定した場合、これに加え、実際の製造の現場で金型を用い
て造形するに際しては、射出成形機への金型の取りつけ、成形条件の設定などの段取り作業を必要とす
る。このため、金型を用いた成形で製造を開始できるまでのリードタイムは下の図に示した日数よりも
かなり長いものとなることに留意が必要であり、こうした段取り作業も考慮すれば、少量多品種の製造
を担うラインにおける付加製造技術の活用可能性は更に広がる可能性がある。
また、簡易型を用いた造形は、少量の生産を迅速に行い、次々
と製品を上市することが意味を持つ分野においては、これまで
生産を諦めていた製品を実現できる場合がある。一例として、
漫画やアニメーションの人気キャラクターについて、服装やポ
ーズの異なるマスコットを、原作の展開に応じて限定個数ずつ
製造するなどが挙げられる。また、簡易型の耐久性や品質安定
性が前提となるが、デザインの選択性やバリエーションを多様
化したい雑貨や玩具類などへの応用も考えられる。

経過日数
（日）

3Dプリンターによる造形
付加製造装置

金型による造形
金型

簡易型による造形
簡易型

60
50

付加製造装置による造形

40
30

金型

20
10
0

簡易型

（簡易型造形上限：100個）

55 100

最も 早い 付加製造装置 付加製造装置
手法
部品造形
簡易型造形

240
付加製造装置
部品造形

造形個数

金型による造形

（出所）みずほ銀行産業調査部

7

B) 高機能な型が製造できることによる生産性向上
鋳造や金型など、従来からある製造プロセスに付加製造技術を組み合わせて活用す
ることで、より少ない工数とコストで高機能品を生み出すことも可能となっている。
例えば、精密鋳造品に必要となる複雑な砂型を付加製造装置で造型することにより、
高精度鋳物製品を短納期で製造している事例（図表 3）や、従来の切削技術では実現
しなかった、冷却用の水管を３次元的に配置した金型を付加製造装置で造型すること
で、金型の冷却性能を向上させるとともに製品の品質を改善し、生産性の向上を実現
している事例（図表 4）が出てきている。

株式会社コイワイ（神奈川県）は、車両用Ｖ型８気筒エンジンのインテークマニホールド部
品の鋳造用砂型の造型を従来の木型工法から付加製造装置による砂積層造型に転換したことに
より、鋳型点数が 22 型から 4 型に削減され、工期は 1/4 に短縮、コストは 50%まで削減するこ
とが可能となった。
図表 3 鋳造用砂型の造型における活用例
（出所）株式会社コイワイ資料

パナソニック株式会社は、付加製造装置を用いて内部に３次元水管を有する金型を造型して
いる。これにより、従来の加工法による金型に比して金型冷却性能は飛躍的に向上し、成形時
間を 30%短縮させることができた。
図表 4 金型の冷却性能の向上
（出所）パナソニック株式会社資料
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C) 材料の無駄が出ないことによる省資源性
部品・製品として残す部分を削り出す切削加工法では、削り出す部分の材料が無駄
になるが、付加製造によれば最終的に必要な部分のみを付加していくため、徹底した
省資源が図られる。また、これにより、例えば航空・宇宙分野のエンジン部品など高
価な金属を削り出して製造している部品においては、原材料コストの面でも付加製造
技術を用いる方が優位となる可能性が指摘されている。
②

プロダクトの革新

A) 形状や内部構造の複雑性、材料の自由による高機能化
複雑な形状を自由に造形することができるようになり、これまで先端加工技術を組
み合わせても実現が困難であった形状が一気に実現する。例えば、複数部品を組み合
わせて製造する必要のあった部品の一体化や、金属ブロック内に曲がった中空管構造
を有しているなど切削工具が届かずに製造できないような新たな形状の部品の製造
も可能となる（図表 5）。

約100mm
ジェットエンジンの燃料噴射装置は、内部構造
の複雑さからこれまで６部品を別に製造し、こ
れを組み合わせて製造していたが、現在は内部
構造も含めて複雑な形状を一気に造形すること
ができる付加製造技術を活かし、一体造形を行
っている。一体化により、工期の短縮（1/3 程度）
が実現しているだけでなく、これまでロウ付け
していたノズルを一体化することで、強度の向
上にもつながっている。

約200mm

図表 5

ジェットエンジンの燃料噴射装置の一体造形
（出所）Morris Technologies

また、積層して造形するという特質を活かした、新たな構造の製品が創出され、部
品の軽量化を実現している。例えば航空機分野では、軽量化の追求が極めて重要な課
題であり、航空機部品への付加製造技術の活用が進んでいる（図表 6）。また、付加
製造であれば、例えば部品の設計時に金型からの抜き勾配5を考慮する必要がないな
ど、設計の自由度が増すことを一層活用し、従来想定できなかった設計や構造を持っ
た部品が登場する可能性もある。
5

成形した製品をスムーズに抜くために金型に付ける傾斜のこと
9

軽量化の追求が進められている航空機分野で
は、付加製造による部品の造形がその手段とし
て注目されており、部品の軽量化やそれに伴う
原材料コストの削減に加え、一体成形により安
全性の向上にもつながると見られている。
左のエアバス A380 のエンジンカバー用ドアヒ
ンジは、既に付加製造によって製造された部品
が実用化している。

図表 6

A380（エアバス社）のエンジンカバー用ドアヒンジ軽量化の事例
（出所）EADS

B) 人体や自然物などと接点を有する場合の親和性
付加製造技術により、一品モノを連続製造することが可能となっている。この特性
を活かし、作業工程それぞれで多様な形状が求められる製造現場での治具や、医療な
どの一つ一つ形状の異なる自然物と接する領域で特に活用の可能性が広がっている。
例えば、補聴器や義足・義手の製造、インプラント用の手術治具の製造に当たって付
加製造技術の活用が進められている。
また、付加製造技術によって、従来の工法では難しかった立体網目（メッシュ）構
造を作ることが容易になった。立体網目構造にすることにより骨組織が侵入しやすく
なり、人体との自然な接着が可能となる性質を利用し、人工骨や人工関節の製造開発
も進められている（図表 7 から 11）。

10

耳の穴に入れて装用するタイプのオーダーメイド補聴
器の製造においては、付加製造装置で直接造形する方式
が世界的に主流となっている。リオン株式会社（東京都）
では、一人一人の耳型を３Ｄデータ化し、付加製造装置
を用いた直接造形で補聴器を製造している。
図表 7 補聴器
（出所）リオン株式会社資料

付加製造装置を活用することによ
り、従来は作れなかったような立体
網目（メッシュ）構造を作ることが
でき、骨組織の侵入を容易にするこ
とで、人体との親和性を高めている。

図表 8 立体網目（メッシュ）構造
（出所）Within-lab 社資料

株式会社ジェイ・エム・シー（神奈川県）では、
患者のＣＴやＭＲＩのデータをもとに、付加製造
装置を用いて患者ごとの実物に限りなく近い形状
を製作することにより、インプラントやステント、
矯正器具など患者ごとにカスタマイズされた医療
器具のデザイン・設計を支援するサービスを提供
している。
例えば、頭蓋骨が陥没した患者の頭蓋骨インプ
ラントを、ＣＴやＭＲＩのデータを用いて造形す
る等が実用化されている。
図表 9

頭蓋骨インプラント

（出所）株式会社ジェイ・エム・シー資料

株式会社ファソテックでは「生体質感造形」
技術を用い、手術シミュレーション用の人体モ
デルの造形（左）や、患者のＣＴスキャンのデ
ータを用いて、がん患部を可視化して造形した、
肝臓がんの実物モデル（右）を実現している。
診察、治療だけでなく、教育も含めた医療分野
での幅広い活用が見込まれる。
図表 10

株式会社クロスエフェクトでは、付加製造技
術を用いてＣＴデータから、心臓内部の表現を
含めた、軟質な心臓のレプリカの製作を実現し
ている。特に小児医療等の術前シミュレーショ
ンで効果を発揮している。
図表 11

「生体質感造形」技術の活用

（出所）株式会社ファソテック

心臓シミュレーター

（出所）株式会社クロスエフェクト
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C) 少量生産品のコスト合理性
型を用いた製造は、大量生産する場合は極めて低コストで製造できる反面、製造ロ
ットが少ない場合は、型自体を製造するコストが部品１個あたりの製造コストに大き
く積み上がる。その一方で、付加製造は型を用いないため、１個あたりの製造コスト
は一定であり、少量生産であれば、型を用いた製造よりも、少ないコストや時間で供
給可能となり得る。これにより、小ロットでカスタマイズされた製品の供給が可能と
なり、例えば人工歯など医療用途での製造に用いることが検討されている。また、少
量であれば短時間で製造できることを活用し、納期の直前であっても大きな設計変更
ができる、ぎりぎりまで市場動向を見極めた上でスピーディに製品を提供できる、と
いったメリットが出ることも期待されている。
また、量産段階に比べて大きく生産量が減少する交換用部品の製造に活用されるこ
とも検討されている。現時点では精度や材料の制約などの限界はあるものの、仮に交
換用部品製造への活用が可能となれば、金型を保管・メンテナンスするコストや必要
以上の材料在庫が不要となるなどの効果も期待でき、サプライチェーンに変化が生じ
る可能性もある。このため、建材や自動車、白物家電や事務機器の共通部品など、交
換用部品の供給期間が長期に及ぶ分野を中心に量産終了後の交換用部品製造に付加
製造装置の活用が検討されている。
例えば自動車分野においては、樹脂を用いた内外装部品の交換用部品の需要が発生
する件数は、新車販売開始から５年目以降は非常に少なく、特に天井、ピラー（窓枠）、
エアコン吹出口など壊れにくい部品については、金型を倉庫から取り出して成形に用
いる例は年間に１回程度に過ぎないといった例も少なくない。ヒアリングによれば、
自動車の内装用の樹脂部品を例に考えた場合、部品の３Ｄ－ＣＡＤの設計データのみ
を保存し、付加製造技術によって必要な分だけを生産・供給することが可能となれば、
生産コスト（材料コスト6）は８割以上の大幅な削減、金型保管コストは３～５割程
度削減できることが期待される。

材料メーカーとの取引においては、一定の数量（ロット）以上からしか発注ができないため、仮にごく
少量の部品製造に必要な場合でも材料のロスが大きくなることが通常である。

6
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（コラム４）製造数量に応じた射出成形とのコスト比較
コラム３では時間的な優位性について検討を行ったが、ここでは、金型、付加製造装置それぞれでの
製品 1 個当たりの造形費用を比較する。その結果、少量生産の場合は付加製造装置の方がコスト的に優
位となる可能性がある。下の図は金型メーカーA 社の協力を得て、樹脂部品の造形コストについて、金
型を用いた射出成形と付加製造装置による直接造形を比較した結果である。成型品の大きさや複雑さに
伴い金型の製造に要する費用は千差万別であり、単純な比較は困難であるが、付加製造技術を用いる有
用性が予想されるものの例として、小物・中物では複雑形状の精密品、大物では製造ロットが少量とな
る部品を具体的に想定して比較した場合、小物（重量約 0.2g）の場合は約 124,800 個まで、中物（約 20g）
の場合は約 8,000 個まで、大物（約 370g）の場合は約 430 個まで、それぞれ付加製造装置を用いて造形
した方がコスト的に優位となった。
あくまでもコスト面での比較を行うための試算であり、実際に製造に用いる場合には A 社がサンプル
として用いた部品はいずれも高精度な成形を必要とするものであるため（従って成形に用いる金型も高
額である）、現状の付加製造技術の水準では造形が難しいことに留意する必要があるが、理論値としては、
より材料費を抑えられる小物、より複雑で高度な金型製造が求められる精密品において、より優位性が
出ると考えられる。
その一方で、一定の数量を超える量産段階においては、付加製造技術を用いると射出成形を用いた場
合と比較して、造形に要する時間は数百倍、コストは数十倍となってしまい、金型を用いた製造が合理
的である。つまり、いずれかの技術が常に優れているということではなく、活用の段階に応じて適応す
べき技術は異なることとなる。
比較対象製品及び成形に用いる金型の概要
小物
医療器具部品

製品

中物
カメラ部品
約6cm

約45cm
約6cm

約1cm

約15cm

約1cm

大物
事務機外装部品

約 0.2g
約 20g
約 370g
PP（ポリプロピレン）
PC（ポリカーボネート）
ABS 樹脂
250 円／kg
500 円／kg
350 円／kg
1 個取り
2 個取り
32 個取り
ホットランナー金型
ホットランナー金型
ホットランナー金型
8,000,000 円／型
9,000,000 円／型
13,500,000 円／型
※一方、付加製造装置での直接造形に用いる材料価格は 20,000 円／kg、サポート材価格は 30,000 円／
kg とし、造形に際しては造形物と同量のサポート材を要するものと仮定する。
※また、付加製造装置での直接造形の場合、サポート材の除去など後加工に小物は 100 円／個、中物は
200 円／個、大物は 300 円／個のコストを必要とするものと仮定する。
製品重量
材料
材料費用
成形に用いる金型

小物

付加製造装置による造形と金型による成形のコスト比較
中物

1個あたり価格
（単位：円）
1,000,000
450,000

1個あたり価格
（単位：円）
10,000,000
8,000,000

1個あたり価格
（単位：円）
10,000,000
4,500,000

100,000
10,000

1,000,000

1,000,000

100,000

100,000
付加製造装置による造形

10,000
付加製造装置による造形

1,000
付加製造装置による造形

1,000

100

金型による成形
10
124,800

金型による成形

金型による成形

100

1

10,000
1,000

100
10

大物

10

1

8,000

造形個数

造形個数

1
430

造形個数

（出所）金型メーカーA 社の協力を得て事務局作成
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(2)

「個人も含めた幅広い主体のものづくりツール」としての発展可能性（３Ｄプリンタ）
付加製造技術は、これまで述べた「精密な工作機械」としての可能性だけでなく、個
人も含めた幅広い主体のものづくりツール（いわゆる３Ｄプリンタ）として発展する可
能性がある。その特長について、以下に整理することができる。
① 直接性とわかりやすさ
現段階では精度などに課題はあるものの、立体物が「組み立てることなく直接造形
される」という製造方法自体が目新しく、個人にとっても直感的に理解しやすい。例
えばレーザーカッターによってものづくりを行おうとすると、組み立てを考慮した構
造設計の技術が必要となるほか、切削工法では集塵機などの付帯設備が不可欠である。
これに比べ、３Ｄプリンタは装置単体で一気に最終造形が可能であり、本格的なもの
づくりを比較的簡単に始めることができる。
② 自宅やオフィスでの手軽なデータの実体化
従来、ものづくりのアマチュアが３次元データを実体化するには、高額の料金を払
ってプロの試作メーカーなどに外注する必要があった。しかし、３Ｄプリンタの価格
低下により、自宅やオフィスで簡便かつ安価に実物を手に入れることが可能となり、
データを実体化するのに伴うコストや時間が大幅に短縮されている。これにより、フ
ィギュアなど、日本が得意とするコンテンツを大きく後押しするだけでなく、伝統工
芸品など独特の質感や風合いが求められる領域でも、職人が自ら３Ｄプリンタを活用
して形状等を検証することが行えるようになっている（図表 12）。

和ろうそくの灯火の風合いを、従来は木型を削り出して検証していたが、３Ｄ－ＣＡＤと３
Ｄプリンタを活用することにより、迅速かつ低コストに検証が可能となった上、微調整も容易
になった。
図表 12 民芸品・芸術分野での応用事例（和ろうそく）
（出所）福井県工業技術センター資料
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（コラム５）３Ｄプリンタ活用によるコンテンツ産業活性化
人気アニメやゲームなどのキャラクターのフィギュアの多くは、原型を作成してシリコン型を作り、
樹脂を流し込んで成形し、さらに手作業で表面を研磨、塗装して作られている。中でも最も重要となる
工程は原型作りであり、これは専ら原型師といわれる職人たちが粘土を用いて手作業で製作している。
当然、アニメやゲームのキャラクターのフィギュア製作には、量産にあたり版権を保有する版元の監修
を得ることが不可欠となる。版元から形状の変更が少しでも求められた場合は、手作業で修正を行う。
修正内容によっては原型作りを最初からやり直さなければならず、大きな時間的ロスが生じていた。
株式会社グッドスマイルカンパニー（東京都）は、３Ｄプリンタを導入したことにより、この修正に
要していた時間的ロスを大幅に短縮化している。同社は３Ｄプリンタという新しい技術の導入を進め、
国内のみならず海外でも「クールジャパン」の市場を積極的に開拓していくことを目指している。
またエンタテインメント業界でも 3D プリンタの活用が注目され始めている。株式会社ソニー・ミュー
ジックコミュニケーションズ（東京都）は、ＤＶＤ、ＣＤの購入者から抽選でアーティストとのツーシ
ョットを 3D プリントで作ることができるという企画を 2013 年 7 月に発表している。このほかにも、博
物館や自動車メーカー、アイドルなどが、その３ＤデータをＷＥＢ上に公開する取組も見られ、今後、
商品プロモーションにおける３Ｄデータの活用が盛んになっていくと考えられる。
株式会社グッドスマイルカンパニーの製品の例

オリジナル３Ｄプリント・フィギュアによる
ＤＶＤ、ＣＤのプロモーション

©GOOD SMILE COMPANY

（出所）株式会社グッドスマイルカンパニー
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（出所）株式会社ソニー・ミュージック
コミュニケーションズ

③ 即興性を持った「アイデアの実体化」
クリエイターやデザイナー等が、試作や製造以前の発想段階で、即興的に低価格で
アイデアを実体化できるようになる。これにより、様々な人との間で、アイデアを造
形物にして共有し、更なるアイデアを誘発するなど、コミュニケーションの円滑化が
図られる。これにより、より創造性が高く、機能とデザインが両立した商品が生み出
される可能性がある。
なお、付加製造技術のみならず、他の技術を組み合わせて、データと実物の双方を
駆使した試行錯誤の円滑化を目指すなど、付加製造技術と他の技術との組み合わせに
ついての研究も進んでいる。

（コラム６）対向三指電動義手製作における「アイデアの実体化」
東京大学生産技術研究所の山中俊治教授は、国立障害者リハビリテーションセンター、奈良先端科学
技術大学院大学、ダイヤ工業株式会社と共同で、付加製造装置を用いて、容易に装着、操作可能な電動
義手の開発を進めている。
通常、柔軟素材を使った人体にフィットする製品の開発には、多大なコストと時間がかかるが、付加
製造技術を活用して短サイクルの試作と検証を重ね、トライアンドエラーを繰り返すことでアイデアの
誘発と最適化を実現した。そればかりでなく、従来は機能的な原理試作と、美的観点を考慮したモック
アップは別々に製作され、製品になるまで合流しないことが多かったが、本製品の開発では機能性とス
タイリングを同時に開発することに成功している。

（出所）山中委員提供資料
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（コラム７）付加製造技術と他の技術との組み合わせによる「アイデアの実体化」
米国インテル社では、色などが自由に変化する微細な粒子状の物体(catoms）を組み合わせ、下図のよ
うに、平板上に、細かい粒子からなる立体的な造形物（例えば自動車）を形作る研究を進めている。こ
の微細粒子は、膨大なネットワークを形成しつつ協働する数十億の微細な粒子（catoms）であり、物体
の色を変えたり、手触り感を変えたりして３次元の物体を形成できる。
今後、実用化されれば、例えばタブレット上で設計データを柔軟に変更しながらその都度実際に造形
して検証を進めるなど、データと造形物を行き来しながら試行錯誤を重ねる環境が一層整うこととなる。

（出所）jIAPS（the Journal of the International Association of Physics Students）, "Claytronics: from
Atoms to Catoms" (http://jiaps.org/claytronics-from-atoms-to-catoms/)

④ ネットワークとの親和性
３Ｄプリンタによりアイデアの実体化が容易となったことに加え、ソーシャルネッ
トワークの発達により、アイデアを他者と共有することも容易となっている。こうし
た特長を活かしたオープンな開発環境によるものづくりは、新しい金融的手法（クラ
ウドファンディング7）とも結びつきながら、産業や社会に革新をもたらす大きな可
能性を有している（第２章に詳述）。

7インターネットを介して不特定多数の個人から資金を調達する方法。資金提供者は、投資金額に応じて利益

を得る投資型、リターンの発生しない寄付型、製品等の一部を購入することで資金提供する購入型などの方
法がある。
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(3)

ものづくりの革新の小括
以上見てきたように、付加製造技術の可能性は「精密な工作機械」としての発展可能
性と、「個人も含めた幅広い主体のものづくりツール」としての発展可能性に大別され
る。

「個人も含めた幅広い主体の
ものづくりツール」としての
発展可能性（３Ｄプリンタ）

「精密な工作機械」としての
発展可能性（付加製造装置）
製品

アイデア

 直接性と分かりやすさ
 自宅やオフィスでの手軽
なデータの実体化
 即興性を持った「アイデア
の実体化」
 ネットワークとの親和性

設計
生産方法

試作

製造

（プロダクトの革新）
 形状や内部構造の複
雑性、材料の自由によ
る高機能化
 人体や自然物などと接
点を有する場合の親和
性
 少量生産品のコスト合
理性

販売
ｻｰﾋﾞｽ

（ものづくりプロセスにおける革新）
 試作・設計を迅速化
 高機能な型が製造で
きることによる生産性
向上
 材料の無駄が出ない
ことによる省資源性

付加製造技術は「精密な工作機械」として、試作・設計プロセスの高サイクル化など
を実現し、従来の「ものづくりプロセス」の生産性を向上させるだけでなく、最終製品
（プロダクト）そのものを革新し、設計や生産方法に変革をもたらす。さらに、個人も
含めた幅広い主体が「アイデアを実体化」する気軽なツール（３Ｄプリンタ）としてこ
れを用いることで、多様なアイデアの共有・共創が実現する。
図表 13 ものづくりにおける付加製造技術の活用
（出所）事務局作成

付加製造技術は、単なるラピッド・プロトタイピングの手段としての位置づけを超え、
ものづくりに新たな付加価値を生み出していく起爆剤となりつつあり、その方向性は下
記に二分される。
第１に、試作での活用によるアイデアの誘発だけでなく、複雑なシミュレーションや
部品の組み付け検証など部門を超えた様々な検討を可能とし、設計段階への情報の盛り
込みを加速させている。また、付加製造装置の高機能化（高精度化・大型化等）、活用
できる材料の多様化等により、形状や内部構造の複雑性を生かした最終製品製造のツー
ルとして現実味を帯び始めている。今後さらに活用が本格化していけば、切削加工や塑
性加工、鋳造に並び立つ新たな加工技術として、ものづくりの設計や生産の方法そのも
18

のを変えていく可能性を有している。技術進展と、これを使いこなす製品や部品の設計
そのものの発展を両輪で加速させ、精密な工作機械としての可能性が広がることで生み
出される、製造業の付加価値づくりや競争力について検討を進める必要がある。
第２に、３Ｄプリンタの活用により、アイデア段階でのイメージを実体化し、開発者
同士や消費者等とのコミュニケーションが促されることで、幅広く、多様なアイデアの
喚起・創造が一層加速していく。製品のライフサイクルが短期化するとともに、情報通
信・物流の発展により消費者が世界中から自由に製品を選べるようになる中、消費者の
嗜好に合った製品をいかに速く実現し、提供するか、という点の重要性が高まっている。
付加製造技術は製品の提供スピードを速め、ユーザーの要求に柔軟かつ迅速に応えてい
く有益なツールの一つであり、ものづくりの障壁が下がることでもたらされる付加価値
について検討を進めていく必要がある。
「個人も含めた幅広い主体の
ものづくりツール」としての
発展可能性（３Ｄプリンタ）

「精密な工作機械」としての
発展可能性（付加製造装置）
製品

設計
生産方法

アイデア

試作

製造

販売
ｻｰﾋﾞｽ

「アイデアの実体化」
が容易に

複雑で精密なものづくりに
ノウハウを駆使して対応

多様なアイデアの
共有・共創が実現

コミュニケーションが円滑化し、
設計情報の高度化を加速

「適量規模の消費市場」
に結びつく

図表 14

掛け合わせによる付加価値作りが決め手に

ものづくりにおける付加製造技術の活用とその展開
（出所）事務局作成

(4)

決して万能ではない
これまで述べたとおり、付加製造技術は大きな発展の可能性を秘めており、その特長
を活かした新しい活用方法について研究が進められている。しかし、現時点では積層す
るに当たって精度や強度の問題を残している上、使用できる材料の制約や造形速度、造
形可能な大きさ等の限界も少なくない。最終製品への活用も進む一方で、少なくとも当
面は、付加製造技術でどんな製品も作れる世界がすぐに実現する訳ではない。
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製造の現場において使用する付加製造装置も、デジタルデータがあれば思いのままの
ものが作れるわけではなく、造形に当たって繊細な条件設定等のノウハウが必要となり、
また、複雑部品の仕上げ・最終調整や部品同士の複雑な組み合わせなどの局面における
「擦り合わせ」の世界はこれまで同様に残る。また、速度やコストの面でも、量産にお
いては金型等を用いる場合に比べて劣後するなど、従来の製造技術が優位を持つ領域も
まだ多い。
また、３Ｄプリンタの家庭への普及についても、それを活用して自ら作るほどのニー
ズがある物自体の乏しさ、前提となる３次元データの扱いづらさ等の理由により、現時
点では、大きく膨らんだ期待ほど活用は広がらないのではという指摘や、例えば自ら作
曲・編曲する手軽な手段としてシンセサイザーが登場したとしても、一般家庭で購入し
て自ら音楽を作る人は限られるのと同じく、３Ｄプリンタの普及にも限界がある、とい
う意見もある。

３．付加製造技術の経済波及効果
付加製造技術は万能ではないながらも、更なる技術進展を重ねながら、徐々にもの
づくりにおけるプロセス・プロダクトの双方に革新が進展していくと考えられるが、
その効果について、経済波及効果という観点から考察を行う。
付加製造装置・３Ｄプリンタのもたらす経済波及効果については以下３つの観点か
ら整理できると考えられる。
（１）付加製造装置・３Ｄプリンタ等の直接市場（装置、材料及びソフトウェア市場）
（２）関連市場（付加製造装置・３Ｄプリンタで製造した製品市場）
（３）付加製造装置・３Ｄプリンタの活用によりもたらされる生産性の向上（試作・
開発プロセスでの活用による研究開発効率化、製造プロセスにおける生産コ
ストの削減）
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(1)付加製造装置・3Dプリンタ等の直接市場
（装置、材料及びソフトウェア市場）

(2)関連市場（付加製造装置・3Dプリンタで
製造した製品市場）

10.7兆円
3Dプリンタ
（消費者向け）
材
料
・
関
連
機
材

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

付加製造装置

①個人向け3D
出力サービス

1.1兆円

②部品等の直接
造形

6.5兆円

③交換用部品
の製造

3.1兆円

(3)生産性の革新によるコスト削減

10.1兆円

1.0兆円

①試作・開発
プロセス

1. 6兆円

②製造プロセス

8.5兆円

合計 21.8兆円
2020 年には付加製造装置・３Ｄプリンタは広く一般消費者、産業界で用いられるようになり、
その経済波及効果は世界全体で合計約 21.8 兆円に達するものと考えられる。内訳は、付加製造
装置・3D プリンタ等の直接市場で約 1.0 兆円、関連市場で約 10.7 兆円、生産性の革新で約 10.1
兆円となる見込みである。
図表 15 付加製造装置・３Ｄプリンタによる経済波及効果試算
（出所）事務局作成

以下、それぞれの項目について具体的に検討を行う。
（１）付加製造装置・３Ｄプリンタ等の直接市場（装置、材料及びソフトウェア市場）
まず、付加製造装置・３Ｄプリンタ等の直接市場としては、装置そのものに加え、
これに用いる材料、装置を用いる上で不可欠なソフトウェアの市場が考えられる。付
加製造装置・３Ｄプリンタは今後数年で急速に普及すると見込まれており、2012 年
時点で約 2,300 億円あるこれらの市場は、2020 年時点では約 1.0 兆円になると想定
できる8。

8装置メーカー、販売代理店等へのヒアリングから推計。なお、米国のウォーラーズ・アソシエイツ社の試算

によると、2012 年現在で約 2,300 億円ある市場は、2021 年には約 1.1 兆円になると予測されている。
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（２）関連市場（付加製造装置・３Ｄプリンタで製造した製品市場）
また、関連市場としては、付加製造技術によって造形される製品の市場規模を考え
る。具体的には、①個人向け３Ｄ出力サービス市場及び②部品等の直接造形品市場が
考えられる。なお、使用する製品を直接造形するという意味では、個人が３Ｄプリン
タを購入し、自宅などで製造を行う場合も考えられるが、これらは価格が定義しづら
く、市場への流通も少ないと考えられるため、今回の試算においては金額換算を行っ
ていない。
①

個人向け３Ｄ出力サービス市場
近年、消費者を含めた個人向けに３Ｄプリンタを用いてフィギュアやアクセサリ

ーなどの出力サービスを提供する「個人向け３Ｄ出力サービス」が発展しつつある。
色や大きさ、精度など、出力できる造形品が拡大し、活用のニーズが掘り起こされて
いくことにより、事業者（サービスビューロー）の成長が見込まれており、2020 年
時点の市場規模は、約 1.1 兆円程度と予測される9。
②

部品等の直接造形品市場
多品種少量品や複雑形状品、個々のカスタマイズが必要な部品であれば、型を用い

た成形やマシニングセンタによる切削といった現在量産品の製造に用いられている
方法と比べて、付加製造技術の方がコスト面で有利となることも想定される。よって、
「部品の直接造形」分野では、①多品種少量品であり、複雑形状品や個々のカスタマ
イズが必要な部品が多く用いられる「航空機」「医療機器」「金型」、②業界規模が大
きいため、複雑形状品や少量品の部品の市場規模も小さくない「自動車・二輪車」
「家
電」を中心に、具体的な活用可能性につき関係事業者へのヒアリングを通じて検討を
行った10（図表 16）。

サービスビューローの活用として、法人が試作等を行う形態も有るが、ここでの経済波及効果はその法
人にもたらされる「生産性の向上」によって考慮する。
10ウォーラーズ・アソシエイツ社によれば、現在の付加製造技術・３Ｄプリンタの活用業種については、
自動車、家電、医療機器、航空機で付加製造装置導入業種の約７割を占める（そのほかは、軍事や研究
機関等）。
9
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自動車

業種
付加製造装置の
活用状況

開発

• 新車開発におけるCAEの前後での設計チェック、組立作業性の
確認等（完成車）
• 量産用鋳型（砂型）を開発するための樹脂型造形（鋳造部品）
• 試作品製作のための砂型の直接造形（鋳造部品）

付加製造装置が
もたらした効果

開発

• 新車開発期間の短縮（完成車）
• 量産用鋳型の開発リードタイムの短縮化（鋳造部品）
• 試作品製作の短納期オーダーへの対応が可能に（鋳造部品）

開発

• 精密鋳造や重力鋳造、低圧鋳造、ダイカスト部品の試作品（形状
確認・性能確認用のほか、テストコース走行用車両に採用）

製品

• ダイカスト、重力鋳造、樹脂成形の金型への特殊部品（３次元水管
を組込み）の採用による部品の品質向上とハイサイクルの実現
• レーシングカー用部品への活用
• アフターパーツ（シフトノブなど安全性に直接影響しないような部位
が中心）の付加製造による生産に伴う金型保管コストの低減
• 生産方法の付加製造への代替に伴う温暖化ガス排出量削減効果
に期待

課題

• 金属の積層部品は強度に不安が伴う
• 鋳鉄部品は製品単価が非常に安く、アフターパーツについても付
加製造による代替（砂型の直接造形を含む）は困難

付加製造装置
による製造への
移行の展望

航空・宇宙

業種
付加製造装置の
活用状況

付加製造装置が
もたらした効果

付加製造装置
による製造への
移行の展望

開発

• 試作品の製作（燃焼試験用エンジン部品など）

製品

• 軍用機の冷却ダクト用部品の製作
• ジェットエンジンの燃料噴射装置、エンジンカバー用ドアヒンジ等
の一体成形

開発

• CAEの結果確認への活用による開発リードタイムの短縮とコスト
ダウンの実現
• チームメンバー間での情報共有ツールとして有効

製品

• 一体成形による納期短縮、コスト削減、強度向上の実現

開発

• 翼や機体の設計、空力検証などの分野でも活用
• 既存部品の代替ではなく、新しい設計を可能に

製品

• 「10年以内にエンジン部品の50%が生産可能となり、10～30%重量
削減、25～50%部品削減が可能に」との航空機メーカーの見通しも
発表されている。一方で付加製造によるエンジン部品の比率は25%
に達しないのではとの意見もある。
 軍用機はエンジン以外の部品から適用開始
 民間機のジェットエンジン用タービンブレードの付加製造は、
次々世代のエンジンから適用開始
• 翼胴結合金具やファスナーなどのうち、重要箇所に用いられるもの
の付加製造
• 傾斜構造や複合材などの付加製造でしかできない製品や溶解鋳
造では得られない特性を持った部材でもニーズあり

課題

• 高機能樹脂を材料として活用できること

図表 16

調査対象業種の付加製造装置の活用状況等
（出所）ヒアリング調査結果より事務局作成
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業種

IT・情報家電

付加製造装置の
活用状況

開発

• 筐体、基本パーツの試作品製作（外注から内製化に移行）
• 樹脂による簡易型の製作

生産

• 金属粉末焼結による量産用金型（３次元水管を組込み）の製作
• 製造ラインで用いる治具の製作

マーケティング

付加製造装置が
もたらした効果

付加製造装置
による製造への
移行の展望

• 商談ツールとして造形物を活用

開発

• 試作品製作に要する時間とコストが大幅に低減
• 開発段階が活発化し、新規デザインへの挑戦が容易に
• 部品の嵌合状態や干渉具合の確認が容易に

生産

• 量産用金型の短納期化、成形生産性向上、量産立上期間短縮
• 治具の一体成形によるコスト低減

マーケティング

• ユーザーとの商談でモノの質感など、感性に訴えることが容易に

開発

• 試作品は既にほぼ付加製造装置による製作に移行済み

製品

• 量産用の適用金型数の拡大、長寿命化、コスト削減、適用拡大
• スマホのカバーなど、個人がカスタマイズできる領域については
付加製造装置によって担われる可能性が大きい

課題

• 使用できる材料の種類の多様化
• サービスパーツの付加製造による生産に伴う金型保管コストの
低減
• 製造寿命の短いデジタル家電の製造用治具を付加製造すること
によるコストの低減
• 最終製品の付加製造（コスト的な問題から可能性は低い）

医療機器

業種
付加製造装置の
活用状況
付加製造装置が
もたらした効果

開発

• 開発用の試作品製作（注射筒などの量産品）
• 義歯、インプラント、人工骨、人工関節など

製品

• オーダーメード補聴器の造形
• 鋳造冠（銀歯）、床義歯（入れ歯）のパターンの製作（義歯）

開発

• 商品開発の迅速化（量産品）

製品

• 精度向上により再調整や作り直しの減少（補聴器）
• 直接造形することによる作業時間、コストの削減（義歯）

開発

• 既に付加製造装置は研究開発部門では一般的に活用（量産品）

製品

• 高機能樹脂による耐久性、審美性に優れた義歯等の直接造形（義
歯）
• 手術支援用、医師の教育用臓器モデルの直接造形（臓器モデル）
• 多孔質構造により人体との自然な接着が可能な人工骨、人工関
節（人工骨、人工関節）

課題

• 歯科技工関係者のITリテラシーの向上（義歯）
• 口腔内印象データ、設計データのオープン化（あらゆる機器で使
用可能になること）（義歯）
• CTスキャンに映らない神経組織の再現（義歯）
• 使用可能な樹脂の多様化（義歯、臓器モデル）
• 臓器モデルに付随する個人情報の取り扱い（臓器モデル）

付加製造装置
による製造への
移行の展望

図表 16

調査対象業種の付加製造装置の活用状況等（続き）
（出所）ヒアリング調査結果より事務局作成
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金型

業種
付加製造装置の
活用状況
付加製造装置が
もたらした効果

付加製造装置
による製造への
移行の展望

開発

• 光造形装置を用いた試作型の製作

製品

• 付加製造装置を用いた特殊金型部品（内部に３次元の冷却用水
管を組込み）の製作

開発

• 開発に必要なトライアル回数の減少（最大5回→3～4回）

製品

• 樹脂成形部品の品質の安定化、生産効率の向上
• 金型製作期間2/3、成形時間30%短縮、量産立上期間1/2

製品

• 金型全体の20%に付加製造装置を用いた特殊金型部品が組み込
まれる（特殊金型部品の占める割合は金型部品全体の1%）
• リードタイム1/100、1個のものづくりの実現

課題

• 金型業界で普及するにはNC工作機械並みの価格になることが必
要
• 精密順送プレス金型には不向き（3D-CADによる設計が不要）
• 意匠性が高く、高精密な製品を成形する金型を製作するためには、
積層面や内部に形成される微小なポーラスの問題を解決すること
が必要

試作品・模型製作下請け

業種
付加製造装置の
活用状況

製品

• 付加製造装置は試作品を作るツールの１つであり、ユーザー
ニーズに応じて真空注型、切削と使い分け
• サポート材の除去、表面研磨、塗装などで熟練職人による処理
が必要
• 依頼主から受領した3Dデータの修正作業が必要

付加製造装置が
もたらした効果

製品

• 多くの種類の試作品を一回で造形できる点が付加製造のメリット
• 近年の付加製造装置ブームが販促に直結

付加製造装置
による製造への
移行の展望

課題

• 使用できる材料の多様化が必要
• 積層面の問題などにより、真空注型、切削で製作した試作品に比
べてどうしても意匠性が劣る

図表 16

調査対象業種の付加製造装置の活用状況等（続き）
（出所）ヒアリング調査結果より事務局作成
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建設

業種
付加製造装置の
活用状況

付加製造装置が
もたらした効果

付加製造装置
による製造への
移行の展望

開発
マーケティング

開発
マーケティング

• 建築模型の一部を付加製造装置で造形
• 成約客へのノベルティとしてプレゼント
• 顧客との打ち合わせツールとして顧客用と自分用の2つの模型を
造形
•
•
•
•

模型製作の時間短縮（2割）、コスト削減（4割～1/10以下）
建築模型が簡単に出来るようになったことで、設計検討回数が増加
カットモデルの作成により室内も再現できることが顧客に好評
図面が読めない顧客とのコミュニケーションが円滑化

開発

• カラー装置による造形

製品

• 建物自体をまるごと作ることは想定できないが、パーツを付加製造
することはあり得る。

課題

• 造形物の後処理に手間がかかり、ノウハウ（専門の担当者）が必要
• 材料の強度が弱い、発色にばらつきがある
• 補修用の建設部材の出力については、コストの問題に加えて強度、
耐久性が課題

玩具・日用品等

業種

付加製造装置の
活用状況

付加製造装置が
もたらした効果

開発
生産

• 製造工程における治具の製作（化粧品）

開発

生産
製品
付加製造装置
による製造への
移行の展望

図表 16

試作用シリコン型の製作に光造形装置を活用（フィギュア）
造形のアイデア出しに廉価なFDM装置を活用（フィギュア）
量産用型の製作に光造形装置を活用（フィギュア、宝飾品）
一部を除きほとんどの商品の型製作で活用（宝飾品）
デザイン開発工程における試作品製作（化粧品）

•
•
•
•
•

課題

• 版元への確認、修正のプロセスにおける手戻りや無駄な試作が
減少（フィギュア、宝飾品）
• 開発効率が２～３倍向上（宝飾品）
• 宝飾品以外の玩具、フィギュアの原型の受注も増加（宝飾品）
• 手作業の経験のない人材の業界への参入が容易に（宝飾品）
• 工程が短縮し、コストが低減しただけでなく、デザイナーのデザイ
ンの幅が拡大（化粧品）
• 付加製造による治具を採用したことにより製造工程開発期間が
短縮（化粧品）
• 消費者による3Dデータからのパーツや付属品の自作や、海外への３
Dデータの送信と現地での造形出力も検討（フィギュア）
• サポート材の処理に手間がかかる
• 造形物の商用化には高度技能による研磨や彩色の工程が必要
（研磨しても積層の痕は消えない）
• 材料の多様化も商品化につなげる上で重要

調査対象業種の付加製造装置の活用状況等（続き）
（出所）ヒアリング調査結果より事務局作成
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その結果、各分野では具体的に
○自動車・二輪分野では、エキゾーストマニホールドなどの複雑形状部品や、少量
生産である高級車及び特殊車両（レーシングカー）の部品など
○航空機分野では、主に航空機エンジンのタービンブレードや燃料ノズル及び翼胴
結合金具（ファスナ）など
○医療分野では、歯冠補綴物（インプラント）、義手・義足、補聴器（耳穴型）、臓
器モデル、量産品の開発における試作品
などを中心に活用が進んでいくと見込まれる。また、
○従来は生産や保管にコストを要していた自動車や家電などの交換用部品の分野で
は、付加製造技術の活用によりコスト削減が可能となるため、交換用部品につい
ても活用されると考えられる。
こうした各業種での活用可能性の広がりを勘案した結果、2020 年時点では付加製
造技術によって直接造形される関連製品の世界市場は、合計約 6.5 兆円程度、交換用
部品の製造による市場は 3.1 兆円程度と予測される。
ただし、付加製造技術は、既存の部品の製造方法を代替するだけでなく、その特性
を生かすことで新たな設計の部品（複数部品を組み合わせていた部品の一体造形や従
来考えられなかった部品等）が登場する可能性があり、ここでの試算に加え、関連市
場がさらに拡大する可能性もある。
（３）生産性の革新
こうした市場とは別に、試作・開発プロセスや製造プロセスにおいて付加製造技術
を活用することにより、下記のような効果があると考えられる。
○試作・開発プロセスでは、以下のようなコストの削減及び開発期間の短縮による
研究開発の効率化が見込まれる。
 早期段階で実際の造形物により繰り返しデザイン確認を行うことができ、開発
期間が短縮する。
 テスト用に少量のみ必要になる部品を迅速に製造でき、形状や性能の確認に要
する期間が短縮する。
 複数の部品同士の干渉具合を容易に確認することができ、詳細な調整を早期に
行って手戻りが減る。
 マーケティングや商談に造形物を活用でき、顧客とのイメージのズレのない製
品開発が可能となる。
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○また、製造プロセスでは、以下のような生産コストの削減が見込まれる。
 自動車や家電等の量産品においては、金型製造部門との事前コミュニケーショ
ンにより型のトライアル期間が短縮すること、組立作業性の事前確認による部
品の設計変更を回避できることなどにより、量産立上までのリードタイムが短
縮される。また、３次元水管など高機能の金型を用いることによる生産効率の
向上も見込まれる。
 オーダーメイドの医療機器（補聴器など）等の製造においては、精度が向上す
ることにより、再調整や作り直しが減少する。
こうした活用は、３Ｄプリンタ・付加製造装置の普及とともに、今後、より多くの
企業において進むと考えられる。その効果を研究開発費や生産コストを基に金額換算
すると、2020 年時点で約 10.1 兆円程度と見込まれる。
以上のとおり、（１）付加製造装置・３Ｄプリンタ等の直接市場、（２）付加製造装
置・３Ｄプリンタで製造した製品が構成する市場に、市場規模とは異なる概念ではあ
るものの、（３）生産性の革新をもたらす効果として導かれる金額を「経済波及効果」
として合計すると、2020 年における付加製造技術による経済波及効果は、総額で約 21.8
兆円程度に達することが予想される。
付加製造技術はこのように大きな可能性を秘めており、我が国製造業においても、
競争力強化に向けて十分に活用していく必要がある。
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４．我が国の置かれた状況
（欧米と比べて立ち後れ）
かつて我が国は、デジタル製造技術に比較的早く対応してきた。例えば日本企業は、
米国で開発されたＮＣ工作機械を欧米企業に先行して導入を進め、1980 年代には日本製
のＮＣ工作機械が世界市場を席巻した（図表 17、18）。

図表 17

1970 年代～1980 年代における工作機械生産高の国別シェアの推移
（出所）Elias Dinopoulos and Mordechai E. Kreinin,
“ The U.S. VER on Machine Tools: Causes and Effects “ 1991

図表 18 ＮＣ工作機械の普及率の推移
（出所）Heinrich Arnold “The recent history of the machine tool industry and
the effects of technological change” 2001
1970 年代、我が国の工作機械メーカー各社は NC(数値制御) 技術の応用開発にいち早く取り組み、
積極的に導入した。ＮＣ技術発祥の地である米国が高級機のＮＣ化を推進したのに対し、日本は旋
盤のＮＣ化を進めるほか、複合加工機化の方向の中でマシニングセンタとしてのＮＣ化率を高めた
結果、世界の市場から日本製ＮＣ工作機械が高く評価されるようになり、1980 年代には世界市場を
席巻するようになった。また、日本の製造業も欧米を上回るペースでＮＣ工作機械の導入を進め、
ＮＣ工作機械は高度経済成長期の自動車、家電等の大量生産に大きく寄与した。
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他方、付加製造技術における現状を見ると、日本企業の多くは必ずしもこの先端技術
の波に乗れていない。例えば、付加製造技術に関する特許出願件数は欧州国籍が約４割、
米国籍が約３割、日本国籍は約２割となっているが、付加製造技術に関する被引用回数
11

が 10 回以上の特許出願件数を見ると、欧米に比べてその数が大きく下回り、技術開発

に当たって、基幹となる特許が取れていない可能性がある（コラム 8）。
また、３Ｄプリンタ・付加製造装置の生産シェア（累積ベース）で見た場合には、我
が国が占めるシェアは３％に過ぎず、欧米メーカーが市場を席巻している（図表 19）。

世界の３Ｄプリンタ・付加製造装置 累積出荷台数シェア

世界の３Ｄプリンタ・付加製造装置の生産は米国企
業が寡占している。1988 年から 2012 年までの累計
出荷台数シェアは米国が 70％超を占めている。一
方、わが国企業のシェアは 3.3％と大きく劣後して
いる。なお、2013 年にはイスラエルの最大手３Ｄ
プリンタメーカーである Objet 社が米国 Stratasys
社と合併し、フランスの Phenix Systems 社が米国
３D Systems 社の傘下に入ったため、実質的な米系
企業のシェアは 80％超とみられる。
1988年～2012年累計の３Ｄプリンタ・付加製造装置出荷台数シェア
販売価格USD5,000以上が対象

図表 19

３Ｄプリンタ・付加製造装置の国・地域別生産シェア
（出所）Wohlers Report 2013

特許出願の被引用回数とは、自身の特許出願が、後に出願された類似の発明を審査する際等に、先行
する技術文献として引用（参照）される回数であり、被引用回数が大きいほど関心が高い技術を示す指
標といえる。

11
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（コラム８）付加製造技術に関する特許出願動向（特許庁）
特許庁が実施した付加製造技術12に関する特許出願動向調査によれば、日本、米国、欧州、中国、韓
国において出願された付加製造技術に関する特許出願件数は 2001 年から 2011 年の期間で 4,318 件であ
ったが、国籍別では欧州国籍13が 1,710 件(40%)と最も多く、次いで米国籍が 1,242 件(29%)であり、日本
国籍はそれに次ぐ 969 件(22%)であった。出願年別にみると、2003 年に 536 件で一度ピークを迎えた後、
2009 年までは 400 件程度で横ばい傾向を示している。日本は、各年で 100 件弱の出願があり、米国、
欧州よりも少ない状況である。
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日本国籍
969
22%

欧州国籍
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注）2010 年以降はデータベース収録の遅れ、国
際特許出願の各国移行のずれ等で全出願データ
を反映していない。
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付加製造技術に関する出願人国籍別の特許出願件数比率・推移
付加製造技術の方式は、世界最大級の工業規格に関する民間規格制定機関であるＡＳＴＭインターナ
ショナルにおいて７つのカテゴリが標準化されている14。付加製造技術は方式によって要素技術や市場
一般に３Ｄプリンターとして知られる技術であるが、ASTM インターナショナルにおいて付加製造技術
（Additive Manufacturing）との用語定義がなされている。長らく統一的な用語が存在しなかった本分
野において初めての統一的な用語定義であり、国際的に普及しつつあるため、これを用いる。特許文献
は、付加製造技術が含まれる検索式で得た特許文献から目視によりノイズを除去して取得した。
13 欧州国籍の出願とは、欧州特許条約（EPC）加盟国 38 か国からの出願。
14 ７つのカテゴリとは、Binder Jetting（結合剤噴射）、Directed Energy Deposition（指向エネルギ
ー堆積）、Material Extrusion（材料押出）、Material Jetting（材料噴射）Powder Bed Fusion（粉末
床溶融結合）、Sheet Lamination（シート積層）、Vat Photopolymerization（液槽光重合）。
12
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が異なるため、それぞれの技術開発状況を把握することが適切である。また、材料の観点からは、付加
製造技術において適用可能または適用が見込まれている６つに分類することができる。
付加製造方式別の特許出願件数（図１左）をみると、日本は粉末床溶融結合（295 件）が最も多く、次
いで液槽光重合（286 件）が多い。米国は材料押出（200 件）が、また欧州は粉末床溶融結合（741 件）
が他国よりも多くなている。そのような中、粉末床溶融結合はいずれの国においても出願割合が高い。
主材料別（図１右）では、全体的に樹脂（光硬化性、熱可塑性）の出願が多い傾向にあり、日本は光硬化
性樹脂（390 件）が最も多く、次いで金属（115 件）が多い。

次に、図１に示した付加製造方式及び主材料に関する特許出願のうち特許審査等における被引用回数
が 10 回以上の特許出願件数を図２に示す。日本は結合剤噴射、粉末床溶融結合、液槽光重合、光硬化性
樹脂に 10 件前後の出願が存在するものの、ほとんどは欧米勢の出願となっている。
これらのうち、付加製造方式に関する上位出願人は、3D システムズ（96 件）、ストラタシス（59 件）、エボ
ニックデグサ（38 件）等となっており、日本国籍では富士フィルム（16 件）、パナソニック（10 件）等が存
在する。また、主材料に関する上位出願人は、3D システムズ（86 件）、ストラタシス（71 件）、エンビジョン
テック（42 件）等となっており、日本国籍は富士フィルム（14 件）、シーメット（8 件）等が存在する。
図１ 付加製造技術に関する技術区分別の特許出願件数（優先権主張年：2001-2011 年）
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こうした中、付加製造装置に関連したソフトウェア開発も欧米が先行しており、必ず
しも我が国企業に使いやすいものとなっていない（第３章１（１）②「造形に当たって
の『設計情報の流れ』の歪み」も参照）。また、実際の活用に当たっても、精密な加工
条件を設定しようと装置メーカーへ依頼してもなかなか迅速な対応がなされなかった
り、多くの場合付加製造装置に使える材料が装置メーカー指定のものに限られ、割高な
材料等を輸入せざるを得ないなど、我が国企業は不利な立場に置かれている。
【付加製造装置のユーザーへのヒアリングを通じて指摘のあった弊害の例】
 我が国の製造ノウハウが活かされる装置となっていない。精密な加工条件を設定
しようとすると、装置メーカーに情報を提供しなければ実現できない
 高価な材料を輸入しなければならない
 メンテナンスが行き届いておらず、故障した場合には長期間利用できない
 利用にあたり講習を求められるメーカーもあり、負担が大きい。また、高度の利
用を進めるには高レベルの講習を待たなければならない
現在、世界の主要国で付加製造技術の開発や活用に向けた積極的な取組が進められて
いる（図表 20）。付加製造技術を我が国の競争力強化につなげていくためにも、技術動
向を見極めつつ戦略的な方策を検討することが急務となっている。
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図表 20

主要国・地域における付加製造技術の研究開発等の動向

（出所）事務局作成
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人材育成

付加製造技
術
研究開発

製造技術
研究開発拠
点

製造業
関連政策

項目
• 2010年7月、「The new
High-Tech Strategy
2020」を公表
• 2012年1月、「Photonics
Research Germany: Light
with a Future」政策を立上
げる
• 研究開発拠点として
Fraunhofer-Gesellschaft
• 2008年に、Paderborn大学
にDirect Manufacturing
Research Center（DMRC）
を設立。2013年に1100万
ユーロを計上

• Fraunhofer Institute for
Laser Technologyでは、
レーザの応用として製造
技術、計測技術等を研究
• 付加製造についてSLMに
よるRapid Manufacturing
等を研究

• 政府のイニチアチブとして、
若者を対象とした “Make
Light”
• 同イニシアティブでは、職
業訓練学校生徒に、3Dス
キャナー、3Dプリンタ等の
使い方を学ぶ環境を提供

• 製造業再生に向けた取組み
は、リショアリング促進策、
製造イノベーション政策の2
つ
• 上記の一環で、全国各地に
製造イノベーション機関創設
を提案
• 製造イノベーション機関
（IMI）の設立、その全国ネッ
トワーク化構想（NNMI）を打
ち出す
• 2012年3月、NNMIに新規10
億ドルの予算を講じると公
表
• IMIは全米各地に最大15か
所設置する計画
• 2012年8月、付加製造技術
に係るIMIとして、National
Additive Manufacturing
Innovation Institute（NAMII）
を設置
• 連邦政府は約3000万ドルを
投資。それに加え産業界、
学界等の組織より約4000万
ドルを拠出
• 2010年10月、政府は1000万
ドルを投資し、工作機械（3D
プリンタを含む）を全国の高
校に展開することを目指す
• 民間の取り組みでは、公立
学校に3Dプリンタを配布す
る「MAKERBOT ACADEMY」
あり

• 2010年10月、全国に技
術・イノベーション・セン
ターを設置し、ネットワー
ク化する計画を発表
• 技術・イノベーション・セ
ンターを「カタパルト」と命
名

• 全国へのカタパルト・セ
ンター・ネットワーク（現
在7拠点）設置に、4年間
で2億ポンドを計上
• 最初のセンターとして、
2011 年10 月「高付加価
値製造カタパルト」を設
置

• 2011年「Manufacturing
Technology Centre
(MTC)」が稼働。
• MTCでは、高付加価値な
製造分野の製造プロセ
ス（付加製造含む）に特
化。

• 2012～2013年、21の公
立学校（中高校）を対象
に、授業で3Dプリンタを
使うプロジェクトあり
• 今後、さらに予算として
50万￡を講じ、60学校へ
の3Dプリンタ導入を予定

ドイツ

米国

英国

中国

• 2012年7月、台湾・新竹の
工業技術研究院（ITRI）南
分院に「レーザー積層造
形産業クラスター」設置
• 3次元積層造形向けの
レーザー技術、積層造形
産業用アプリケーションの
研究を促進

• 国家重点大学である、西
安交通大学（陝西省）、華
中科技大学（湖北省）、清
華大学（北京市）の3大学
で1980年代から付加製造
技術について研究を実施
• 近年ではその他の大学で
も研究を開始
• 2012年に付加製造関連
産業及び研究機関からな
る「3Dプリント技術産業連
盟」が発足
• 「世界3Dプリンタ技術産業
大会」を開催（2013年北京
開催、2014年青島開催予
定）
• 一部の学校で3Dプリンタ
を用いた教育を開始

• 経済部、工業技術院では、 • 科学技術部は、2014年に
レーザー技術のクラス
戦略ハイテク研究開発の
ターとして、「レーザーバ
陣容の強化によりブレー
レー」の構築を計画
クスルーを実現すべき重
要技術の１つとして付加
製造技術を提示

台湾

（コラム９）米国における付加製造技術に係る政策
製造・イノベーション分野での新興国の台頭、米国の競争力低下への危機感の高まりを踏まえ、2012
年 7 月、オバマ政権は米国製造業再生計画を公表した。この中で、製造イノベーション機関（IMI：
Institute for Manufacturing Innovation）の設立、およびその全国ネットワーク化構想を打ち出してい
る。
IMI は全米各地に最大 15 か所設置する計画であるが、最初に設置された IMI が付加製造技術をターゲ
ットとした NAMII（National Additive Manufacturing Innovation Institute，現在 America Makes に
改称）であり、DOD（国防総省）主導で官民による共同出資により 2012 年 8 月にオハイオ州ヤングス
タウンに設置された。なお、NAMII を含む IMI の仕組みの特長として、その設立から 7 年後には自己資
金での運営が求められる組織であること、中小・ベンチャー企業の参画が可能となる枠組みになってい
ること等が挙げられる。
America Makes（旧 NAMII、以下同じ）には、85 以上の企業、13 の研究型大学、9 のコミュニティ
カレッジ、18 の非営利団体・学会が参加している。また、教育分野、民間分野、公的分野からの参加者
が参加することで、研究者・エンジニア・起業家・学生等が集い、共同利用インフラを活用しながら、
多様な主体と連携し、イノベーティブな製品や製造技術の開発、事業化、人材育成等を行っていく仕組
みとなっている。
America Makes の仕組み

America Makes の設備

（出所）Howard A. Kuhn, "National Additive
Manufacturing Innovation Institute
(NAMII)"February 8, 2013（右）

（出所）Industry Week April 2013（左）
Howard A. Kuhn, "National Additive
Manufacturing Innovation Institute
(NAMII)"February 8, 2013（右）

また米国では、官民共同で３Ｄプリンタを含む各種工作機械を学習の中で活用する環境整備が進めら
れている。その代表的な取組が、2010 年 10 月に DARPA（国防総省国防高等研究計画局）の 1000 万ド
ルの投資により開始された MENTOR（The Manufacturing Experimentation and Outreach）である。
MENTOR は、2014-2015 年の学期までに全米の高校 1000 校を対象に、高校生による共同デザインの取
組、ものづくり体験を支援するプログラムを提供することを目指している。MENTOR が支援するプログ
ラムの中でも３Ｄプリンタの活用に積極的なのが、コンピュータ技術書籍の出版社の O’Reilly 社が中心
となった「Makerspaces」プロジェクトである。2012 年 1 月から始まったこのプロジェクトは、初心者
でも簡単に扱えるマイコンボード、オープンソースのマイクロコントローラ、そして３Ｄプリンタを備
えた「Makerspaces」を高校に設置し、オンライン・デザインツールを活用した革新的なものづくり教
育を支援するというものである。
また、民間企業も教育分野への支援を積極的に行っている。例えば、３Ｄプリンタメーカーの MakerBot
社は、旧 NAMII 等と連携して米国の公立学校（小中学校を含む）に３Ｄプリンタを寄贈する取組を開始
している。
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（中小ものづくり企業の置かれた状況）
日本のものづくり企業は、３Ｄ－ＣＡＤ等の３次元データを活用したデジタル化の動
きに対応し、製造の技能を高めてきた（図表 21）。もちろん順送プレスの金型設計など
のように、３次元データを用いなくとも、２次元データの方が簡便で取り回しの良い分
野も存在する。しかし、今後、３次元データを全面的に取り込んだ付加製造技術が発展
し、ものづくりのデジタル化がますます加速していくと、製品設計においてもこうした
技術の取り込みが進むのは自然である。
受注型産業となっている多くの中小企業においては、従来の加工技術に安住せず、製
品設計の変化に応じた発注形式の変更や、後述する「ネットワーク型」のものづくりの
出現など社会全体の大きな環境の変化を見極め、先手を打って対応する必要がある。

図表 21

３Ｄ-ＣＡＤの普及曲線

（出所）竹田陽子, 青島矢一, 延岡健太郎, 林采成,元時太「設計 3 次元化が製品開発プロセスと成果に及
ぼす影響に関する日本・中国・韓国の比較調査」, 『技術マネジメント研究』, Vol.8, 2009 （p.55 図 1）.
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（コラム 10）中小・零細企業における３Ｄプリンタ・付加製造装置の活用
【事例１】試作品製作メーカー
株式会社大成モナック（大阪府）は、従来大手メーカーが作った試作品の後処理（表面処理、塗装な
ど）を行っていたが、数年前に付加製造装置を導入し、マシニングセンタでの切削とうまく使い分ける
ことにより、短納期かつ高精度の試作品づくりで業績を伸ばしている。
付加製造装置での試作品づくりは、依頼主から受領した３Ｄ－ＣＡＤデータをそのまま付加製造装置
で出力するのではなく、データ内容を確認し、必要に応じてソフトで修正を行い、他の方法が安価な場
合はその旨依頼主に逆提案を行う。また、付加製造装置での出力後も、オーブンでサポート材を溶かす
→油を入れた超音波洗浄器で残ったサポート材を溶かす→洗剤で油を洗浄する、さらに積層ラインのピ
ッチを紙やすりやサンドブラスター（砂を高圧空気で噴射し対象物を削る方法）で磨く、塗装する場合
は塗装方法に合せて表面を薄肉化するといった熟練職人による処理が不可欠であり、ここが同社の強み
となっている。
付加製造装置により造形されたアンモナイトの化石

左端が本物、右端が付加製造装置で出力しただけの状態、真中が付加製造装置で
出力したものに塗装を施したもの。
（出所）株式会社大成モナックより提供

【事例２】ジュエリー原型等製作の個人事業主
東京都台東区にあるティーズクリエイトは、主に貴金属加工やデザイン等を行っている個人事業主で
あるが、ジュエリー原型を手作りで行っていく従来手法の将来性に限界を感じていた。そのため、2005
年頃より３Ｄ－ＣＡＤを導入してデジタルでのモデリングを始め、その翌年には切削機を導入すること
により、低価格かつ高精度な造形物作成が可能となった。モデリングや仕上げを人間が行い、制作（出
力）は機械と分業することで、生産性も大幅に向上した。
また、光造形のサービスビューローの活用を経て 2008 年頃に光造形機を導入することにより、ジュエ
リー以外の玩具、フィギュア原型作成など、仕事の幅が広がった。
特に付加製造装置を導入することで、開発効率が 2～3 倍に高まっている。例えば玩具では、版元との
デザイン確認が必要となるが、３Ｄ－ＣＡＤデータを画面で示すだけではデザイン確認がうまくいかな
い場合が多く、立体の造形物で確認することが求められる。過去にはクレイモデルなどで確認をおこな
っていたが、軽微な修正でも大きな手戻りが発生してしまい、時間を要していたが、付加製造装置を活
用することで修正・確認が大幅に効率化された。
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第２章

デジタル化がもたらす産業・社会の変容

付加製造技術は、ものづくりのプロセス・プロダクトに革新を起こすにとどまらない。
付加製造技術の発展により製造プロセスのデジタル化が進むと、前章で述べた２つの付
加製造技術の方向性（「精密な工作機械としての発展可能性」と「幅広い主体のものづく
りツールとしての発展可能性」）は、日本の産業や社会に少なからぬ変革を促すと考えら
れる。

１．精密なものづくりとしての付加価値
付加製造装置は、航空機や医療をはじめとする分野で活用が進みつつあり、精密なものづ
くりを行うための工作機械としての発展可能性を有していることは前章に記載のとおりで
ある。この発展可能性から新たに生み出される付加価値について、付加製造装置ユーザーと
なる製造業の観点から検討を行う。
(1) 製造プロセスのデジタル化の影響
付加製造技術もデジタル製造技術の１つであり、ここから生み出される付加価値を検討
する上では、製造プロセスのデジタル化の潮流を踏まえる必要がある。
既述のとおり、製造プロセスのデジタル化はＮＣ工作機械の実用化に端を発して着実に
進んできた。この中では、デジタル製造技術を活用するためのプログラムを構築する必要が
ある。このため、例えばＮＣ旋盤の活用においては、従来は旋盤・フライス盤等の手動によ
る操作をコンピュータによる数値制御へと変換したように、「製造現場に蓄積していた製造
ノウハウ」のデジタル情報への変換を進めてきた。さらに、この情報はＣＡＤの登場により
設計情報に盛り込まれることとなり、ＣＡＭ15によってＮＣ旋盤やマシニングセンタといっ
たデジタル製造技術への指示情報としても活用できるようになった。
（設計情報の高度化）
これに加え、1990 年代以降には３ＤーＣＡＤが本格的に普及し、２つの意味から「設計
情報の高度化」が進められてきた。
computer aided manufacturing：ＣＡＤで作成された形状データをもとに加工用のＮＣプログラム作成な
どの生産準備全般をコンピュータ上で行い、このデータを工作機械に送り実際の加工を行うこと。コンピュー
タの援用による製造の自動化システム。
15
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１つは、
「設計情報の正確な図面への転写」が可能となったことによる設計情報の高度化
である。すなわち、従来は設計者の描いた２次元図面では製品の設計情報として不十分であ
ることが多かった。このため、２次元情報を３次元情報に置き換えることに長けた限られた
人材が、金型等の設計の段階で設計者の意図を踏まえた修正を加え、図面情報を補正するこ
とで実際の製造に活用できるようにしてきた。しかし、３Ｄ－ＣＡＤにより３次元の製品の
設計情報をそのまま３次元で表現できるようになったため、設計者の意図がより正確に設計
情報に写し込まれるようになった。
もう１つは、設計情報を活用した製造部門との「コミュニケーションの円滑化」による
設計情報の高度化である。従来の２次元図面と違い、３次元図面で表現された設計情報は製
造部門などものづくりに関わる幅広い部門で容易に理解することができるため、設計の段階
で製造部門等も含めた複数部門間での検証を行うことができる。このため、製造部門で生じ
うる不具合等を設計の段階で考慮しておくことができるなど、後工程で生じうる問題をあら
かじめ考慮することができ、その結果が設計情報に盛り込まれる形で設計情報の高度化が進
められてきた。近年では更に、３次元図面で表現された設計情報はより幅広く活用されてお
り、例えば、製品の設計情報をもとに、画面上で生産工程における作業員の組み付け等をシ
ミュレートしたり、誰でも理解しやすい３次元画像での作業指示書を自動生成したりしてい
る（図表 22）。

複数部門間でのコミュニケーションの円滑化を促進してきた３次元の設計情報の活用可能性は幅広い。
近年では、３Ｄ－ＣＡＤデータを軽量化する技術を用いることで３次元の設計情報に更なる機能を追加
し、設計の後工程で発生する干渉チェック、静電気検証、生産工程検証などをあらかじめ把握すること
ができるようになっている。また、作業指示書や部品表、イラスト等、製造現場で必要となる様々な情
報を３Ｄ－ＣＡＤデータから自動的に作成するという設計情報の利用も進んでいる。
図表 22

設計情報の高度化の例
（出所）ラティス・テクノロジー株式会社
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（「データ統合力」の重要性）
精密なものづくりは、主に基幹部品など品質要求が継続して高まっていく分野での
ＢｔｏＢの高機能部品や、高度に安定した品質要求がある安全等への要求が強いＢｔｏＣ財
において求められる。デジタル製造技術を用いて精密なものづくりを行う上では、部品・製
品を設計するにあたって、バリューチェーン上の様々な情報（生産工程における経験知、ユ
ーザーの使用履歴など）を収集し、それを特定の主体でなくとも再現可能な組織知として統
合していく「データ統合力」が製造業の差別化要素として重要になっていると考えられる。
例えば、自動車の新型エンジン開発に当たっては、
「データ統合力」により燃費性能が大
幅に向上したエンジンが生み出されている。（図表 23）
マツダ株式会社は、新型エンジンの開発において、データ統合力を
発揮している。ガソリンエンジンを製造する過程で、部品を加工す
る条件やサイクルタイムの他、加工面温度や工具の使用履歴など、
約１万種に及ぶデジタルデータを管理し、これを基に、加工を加え
る対象物の状態と過去の実績値を照らし合わせて１つ１つの加工対
象に最適な加工条件を割り出して、適用している。これにより、製
造部品の品質が高度に安定し、熱効率や燃費等の性能が大幅に改善
されたエンジン（ＳＫＹＡＣＴＩＶ－Ｇ）が実現している。
図表 23

「データ統合力」を活用したものづくり
（出所）マツダ株式会社

(2) 付加製造技術の進展による変化
付加製造技術の発展により、前述した設計情報の高度化と、それに伴う「データ統合力」
の重要性はさらに高まることとなる。その際、下記の２点が重要となる。
① 設計情報の高度化の更なる進展
まず、付加製造技術の進展により、より少ない時間・コストで大量のデータ集積が可能
となる。例えば、


造形物の試作とシミュレーションのサイクルを従来より速く回すことにより、設計情報
をより高度化することが可能になる。例えば、液体の流れの可視化が挙げられる。付加
製造技術を活用することにより、短時間、低コストで内部構造が把握できる透明な造形
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物を製造することが可能となった。これにより、液体の流れなどの内部の複雑な挙動を
可視化できるようになった。従来は膨大な時間を要した流体解析シミュレーションも、
付加製造技術を用いた実物での検証と組み合わせることで低コストかつ高精度に実施
可能となっており、最適値を設計情報に反映することができる。（造形物とシミュレー
ションの組み合わせによるデータ獲得）


試作品を迅速に製造することで、開発初期において、感触・風合い等も含めた消費者嗜
好を検証し、商品訴求力を見極めることが可能になる。例えば、扇風機の開発において
枚数や形状の異なる羽根を数多く試作し、シミュレーションでは検証することが難しか
った「心地よい風当たり」を検証し、商品化に結び付けている。（マーケティング情報
の早期データ獲得）



実物を通じた試作検証が短時間、低コストでできるようになり、設計段階で後工程の部
門とのコミュニケーションが円滑化する。これにより、後工程の課題を事前に吸い上げ
ることが可能となる。例えば、量産するための金型が製造できるか、組み付けの作業に
支障のある形状になっていないか、等の検証を事前に行うことで、手戻りを少なくする
ことができる。（実物を通じたコミュニケーション）
上述の扇風機の生み出す風当たりのように、従来は設計段階では十分に把握できなかった

微妙な情報も、迅速に試作品を作り出して検証を繰り返す中で、データとして取り込み、管
理できるようになる。さらに、付加製造装置の性能（精度や使用可能な材料等）向上により、
データを取り込むことのできる範囲はますます拡大する可能性があり、これに伴い、設計情
報に盛り込むことのできる情報量が一層増大すると考えられる。このため、製造プロセスの
デジタル化の中で進められてきた設計情報の高度化はますます進展していき、
「データ統合
力」がものづくり競争力のカギになっていくと考えられる（図表 24）。
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NASA：ロケットエンジンインジェクター
の製造・評価

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
（出所）株式会社小松製作所

複雑形状品の構造解析
（出所）NASA（左）、JAXA（右）
航空機のエンジンなど複雑形状の構造解析は、流体解
析シミュレーションを用いた場合、解析時間が膨大に
なるなどの課題が伴う。付加製造技術を用いて実際に
構造物を製作することにより、流体がどのように流れ
るかを実験して計測することが容易となった。

開発に当たり、付加製造装置を活用することに
より、これまで見ることができなかった潤滑油
の挙動の明確化、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が収集
可能になった。

大量の試作によるトライ＆エラーによる
新製品開発
（出所）バルミューダ株式会社

図表 24

JAXA：航空エンジンの研究

扇風機の内側 5 枚、外側 9 枚の羽根について、 付加製
造装置を活用し、 50 個の試作品を作る等のトライ＆
エラーを行う中で、自然な「そよ風」を生み出す製品
を開発した。従来の金型を使うやり方では、試作品を
多数作ることになり、膨大なコストと時間が必要とな
るのに対し、 付加製造装置を活用することで、何回も
試作品を作り製品検討を行うことができた。

設計情報の高度化の更なる進展の例
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② 「設計・製造連携」の重要性
前章において「プロダクトの革新」としてまとめたとおり、付加製造技術を部品・製品
の製造そのものに活用することについても検討が進められており、新しい分野でのものづく
りが広がっている。
例えば、医療分野では、今後、医工連携を進めることでデジタル製造技術の活用が進む
可能性が指摘されており、歯科の分野では、デジタル製造技術の活用加速化と相俟って、近
年さらに、付加製造技術による義歯や歯科矯正用のマウスピースの製作が始められており、
製造プロセスのデジタル化が進むことで、付加製造技術の特長が生かされる分野においては、
その活用の可能性が広がっている（図表 25、26）。また、複雑な自動車部品や航空機部品の
分野でも、付加製造技術の活用により、従来の工法では製造しにくかった部品を製造するこ
とが可能となってきている。

国境を越えた歯冠補綴物・インプラント製作の発注が進展
特にEU諸国は2004年以降に歯科医療での公的負担が縮小されたために、一部の
ハイエンドを除いて中国やトルコ、イスラエル、東欧へ外注

歯科技工の業界にデジタル技術が一気に流入
歯科向けのCAD・CAM、スキャナ、ソフトウェア、そして付加製造装置の開発が進展

3D Systems ホームページより

新興国にデジタル技術を駆使して製作を受託する巨大ラボが登場
A社（台湾系、中国広東省）の例
中国最大規模の歯科技工所（従業員1,500人以上）
欧州を中心に世界14カ国から義歯・クラウン（冠）製作を受注
NCで義歯を加工するほか、付加製造装置3台を導入、クラウン（冠）の型を
１日2,000個以上生産が可能。
A社ホームページより

世界の歯科技工の業界は近年大きく変容している。特にＥＵ諸国では 2004 年以降に歯科医療
での公的負担が縮小されたために人件費の安い新興国へのアウトソーシングが進展した。また
同時期以降、歯科技工の業界にデジタル技術が流入し、ＣＡＤ・ＣＡＭを活用した義歯などの
製作が急速に普及した。さらに中国では、義歯などの製作を先進国の歯科から受託する、巨大
な歯科技工所（ラボ）も登場している。こうした巨大ラボは３Ｄデータから義歯などを直接造
形し始めている。
図表 25 世界の歯冠補綴物・インプラント製作の動き
（出所）台湾系歯科技工所ヒアリングより事務局作成

43

米国アライン・テクノロジー社（Align Technology, Inc.）は、３次元画像化技術やＣＡＤ
／ＣＡＭ等の最先端技術を融合した歯科矯正法「インビザライン・システム」を開発し、世界
各国の矯正歯科医にシステムと関連サービスを提供している。
このシステムは、
（１）ＣＴスキャンで撮影された患者の歯列の画像データをもとに、アライ
ナーと呼ばれる透明な樹脂製のマウスピースを付加製造装置を用いて造形して患者に装着させ
る、
（２）歯科矯正医師のプログラムに基づき、少しずつ形状を変えて造形したマウスピースを
約２週間ごとに交換する、
（３）これにより患者は目立たず快適に歯列矯正を行うことができる、
というものである。３次元データをもとに、形状を少しだけ変えたものを効率的に造形できる、
という付加製造技術の利点を活用した、優れた歯列矯正法であるといえる。
図表 26 「インビザライン・システム」で用いるマウスピース（左）
同システムで用いるマウスピースの生産の模様（右）
（出所）アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社

ホームページ

付加製造できる材料の多様化に向けた研究も進んでおり、例えば、再生医療等に用いる
ことができる生体親和性の高い材料や、導電性のある材料について開発が進んでいる（図表
27）。材料の多様化が進み、これらを用いた付加製造技術が実現すれば、例えば、導電性の
ある材料を用いて電子回路と筐体を組み合わせて付加製造するなど、最終製品への応用可能
性を広げることができる。
このほかにも、一つの部品に複数の異なる素材を組み合わせる「傾斜構造16」の技術や、
同じ素材の中でも積層の仕方を変えることで内部に粗密を作るなどし、同じ素材を使ってこ
れまでと異なる性質を引き出す技術などが研究されており、将来的には付加製造技術の活用
拡大につながる可能性がある。

16

融点の異なる２種類の金属など、複数の素材の組成を連続的に変化させて付加製造し、一体的に組み合わせ
ること
44

東京大学は、英国マイクロソフトリサーチと米国ジョージア工科大学と共同で、一般的な家
庭用のインクジェットプリンタと市販の銀ナノインク、紙、導電性接着材料を組み合わせ、独
自の設計手法を確立することで、従来の百分の一程度の価格の機器を使用し、１分程度の短い
時間（従来の百分の一以下）で高精度のタッチセンサや通信用アンテナ、電子回路の配線を紙
やＰＥＴフィルムといった柔軟な素材上に印刷することに成功した。
図表 27 導電性ある材料を用いてインクジェットで基板作成した事例
（出所）東京大学大学院情報理工学系研究科記者発表（平成 25 年 11 月 5 日）
（http://www.u-tokyo.ac.jp/public/public01_251105_j.html）

その一方、現在の付加製造装置は、こうした可能性を実現に結びつけていく上でまだまだ
使い勝手が良くないとの指摘も多い。例えば、付加製造技術ならではの立体網目構造を持つ
部品を設計しようとする場合、設計ソフトが充実していないためデータの作成に非常に手間
がかかる、精密なものづくりを行おうとしてもサポート材17を適切に配置できないために精
度が出ない、といった課題が指摘されている。
付加製造技術の更なる活用を進めるためには、付加製造技術を試行錯誤しながら使い込む
ことで製造ノウハウを蓄積し、こうした課題を克服していくことが求められる。このために
は、設計と製造の現場が密接に連携し、密にフィードバックしながら課題を解決していくこ
とが重要となる。こうした観点から、次章に述べるような技術開発を進める上でも、ユーザ
ーにとって使い勝手が良い装置の技術開発を集中的に行うことが必要である。また、これに
加えてデータ統合力を高めていくために必要となる人材育成、企業組織のあり方の見直しを
行うことで、データを蓄積、設計情報に反映し、データ統合力を生かして製造業の可能性を
広げていくことが重要となっていく。

17

上に覆いかぶさるような形状を造形する際、最終的に造形物とする部分が垂れ下がらないようにその下部に
形成する支えのこと
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試作や製造等の各工程で得られる情報を設計に反映［データ統合力］

アイデア
創出

設計
デザイン
開発

試作
評価

製造

営業・
サービス

ノウハウ蓄積
の不足

新たな構造の製品
創出の可能性

新たな製品は、設計と各工程のノウハウとを
摺り合わせて生み出すことが重要［設計・製造連携］
図表 28 データ統合力と設計・製造連携
（出所）事務局作成

２．ものづくりの裾野が広がることで生まれる付加価値
一方、精密なものづくりによる付加価値づくりとは別に、ネットワークを通じて幅広い
主体がアイデアを実体化し、消費者ニーズに応えた商品を生み出していくこともこれから
の産業や社会の発展で大きな付加価値を持ってくると考えられ、３Ｄプリンタの登場は、
ものづくりに新たな主体が参入する１つのきっかけとなっている。
(1) ものづくりの参入障壁低下とビジネス・社会への波及
（ものづくりの参入障壁低下）
従来の製造業では、大規模な設備やサプライチェーンを保有して、同じ部品・製品を
大量に製造することで合理的なコストに抑えることが基本であった。しかし、廉価な３
Ｄプリンタの登場とネットワークの発達によって以下のことが可能になりつつある。
 出力サービス等への生産委託やインターネットを通じて外部からの部品調達を行う
ことで、自ら設備を有さずともネットワークを活用してものづくりを行うことがで
きること
 デジタル製造技術は生産量の多寡に柔軟に対応できるため、試作品を作りながら開
発段階で消費者と対話し、実ニーズに応じた適量の供給ができること
 製造工程以外についても、インターネットを通じて手軽にアイデアを探索したり、
商品情報をグローバルに発信・販売したりできること。ソーシャルメディアの発達
（図表 29）により、ニッチでも特定のニーズを持ったコミュニティが形成され、こ
こに特化した販売戦略等が取れること
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インターネット環境の高度化、使い勝手
の良い携帯端末の普及とともに、フェイ
スブックをはじめとするソーシャルメ
ディアの活用が消費者の間で浸透して
いる。特にフェイスブックにおいては、
2012 年末の段階で世界の 10.6 億人が利
用するに至っており、フェイスブック上
でユーザー同士が様々な情報のやり取
りを楽しんでいる。それと同時に、ソー
シャルメディアを通じて、特定のニーズ
を持ったコミュニティが形成され、多様
な消費者のニーズを把握するための重
要な情報資産となりつつある。

図表 29

ソーシャルメディア（フェイスブック）のユーザー数の推移
（出所）Facebook, Annual Report 2012

この結果、業種によって程度に差はあるものの、モジュール化や標準化が進み製品
の基幹部品を外部調達することが可能となってきている情報家電などを中心に、もの
づくりに対する参入障壁は下がりつつある。

（新たなものづくり担い手の出現）
こうしたことから、必ずしも大規模な資本や設備を有さない主体にも「メーカー」
となるチャンスが提供されるようになってきている。例えば、実機能を備えた高度な
試作品を短期間で設計し、映像・画像等の配信による資金調達（クラウドファンディ
ング）やマーケティングをインターネットで行うことで、個人がビジネスとして行う
チャンスが広がっている。またコーポレートベンチャーキャピタルのような、アイデ
アに対する新しい資金の出し手も増えてきている18。このように、個人も含めた規模の
小さな主体が「インディーズ・メーカー」として新たなものづくりの担い手として加
わり、より多くの人々のアイデアが繋がってくれば、ネットワークに裏打ちされた、
これまでにない製造業が現れる可能性がある。
こうした中、例えば大企業に勤めていたエンジニアが、社内組織では採用されなか
ったアイデアを自力で商品化に結びつけていく事例も出てきており、働き方や自己実
現の観点で新しい価値観が広がる可能性もある。
18 海外では例えばシンガポール系ＥＭＳ（electronics manufacturing service ：電子機器等の受託生産
サービス）のフレクトロニクスは 200 億円規模のファンドを設立し、新興のインディーズ・メーカーの
立ち上げやその適量生産をサポートするとともに、クラウドファンディング事業者などにも出資してい
る。資金は元より大手企業の遊休知財などが日本のこれからのインディーズ・メーカーに開かれること
も大切である。
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（コラム 11）ものづくり企業によるクラウドファンディングの活用

設計・試作からプレス製品量産までを一貫して手掛る
株式会社ニットー（神奈川県）は、さらに仕事の幅を広
げるべく、最終製品の製造にも取り組み、SNS (Social
Network Service)を活用して、iPhone のカバーケース
（右図）を開発・販売している。まず商品を開発するに
当たっては、試作品やアイデアをインターネットや
Facebook 等の SNS に掲載して反応や要望を集め、購入
希望者の開発要望が高ければ開発費を募って開発すると
いう「クラウドファンディング」の手法を活用している。

（出所）株式会社ニットー

このため、発売前から口コミで購入希望者が増え、広告費もゼロにてヒット商品を生み出すことが可
能となっている。また、購入者が、自ら出資して開発された商品を Facebook や YouTube 等で紹介す
ることによって、さらにその商品の売れ行きが伸びる、という好循環が形成されている。B to C の仕
事を行ったことによって、消費者をより身近に感じられるとともに、従来から取引があるユーザー企
業からも新たな仕事の提案や引き合いがあるなど、仕事の幅が広がったという。

クラウドファンディングの世界市場規模推移

クラウドファンディングのプラットフォームの
分布（2012 年）

米国は日本の約60倍

（出所）Crowdfunding industry report
（Crowdsourcing.org）より

（出所）総務省「情報通信白書」より
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(2) 多様な市場ニーズを掴む「ものづくりネットワーク」の形成を
（「適量規模の消費市場」の開拓）
以上の変化の中では、
「いかに多様な消費者ニーズを取り込み、商品開発していくかと
いうアイデアや企画力」がより付加価値を生み出していく。実際、ものづくりの担い手
の裾野の広がりとともに、他者とのノウハウやアイデアの共有・共創がより現実的にな
っている。これにより、
 消費者からすれば、
「従来与えられたものを選んできた」商品ではなく、自分が欲し
い商品を作り出す、または作ってもらう世界が広がる（図表 30）。
 作り手としても、ネットワークの中で自分の製品を求める消費者を全世界から見つ
けることができ、従来の大量生産モデルでは困難であった、
「適量規模の消費市場」
を狙うことができる。
このように、デジタル製造技術と情報通信ネットワーク技術の親和性が発揮されて新
たな需要の開拓が可能となっている。

包帯用のテープの衛生確保など医療現場の使用環境に適したテープカッター開発に３Ｄプリ
ンタを活用。看護師個人のアイデアを基に、テープ取り出し、軽い力でのカットなど看護師の
ニーズに沿った商品開発が実現しており、与えられたテープカッターを、不便を感じながら使
うのではなく、全体としての市場ニーズは限定的でも、自ら求めるものを作り出す一つの事例
と言える。
図表 30 医療現場のニーズに基づくテープカッターの開発
（出所）福井県工業技術センター資料
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（コラム 12）「適量規模の消費市場」の具体例
デジタル製造技術を駆使し、ネットワークでのものづくりを進めることにより、生産量の多寡に柔
軟に対応できる。実際に市場化された例として、株式会社Ｃｅｒｅｖｏ（東京都）の、タクシーに搭
載するドライブレコーダーが挙げられる。タクシーという特定分野に特化した機能の製品とすること
で、従来品よりも３割程度安い価格で提供できているが、ニッチ分野故に当初の販売台数は数千台に
とどまる。従来どおり、自前で設備等を保有した場合には数万台程度の出荷が見込めない限り投資回
収できなかったと想定されるため、こうした製品は市場化が不可能（または極めて高額）であったが、
ネットワークにおいて他者と連携しながら製品を作り上げることで、数千台の出荷でも利益が出せる
状況が生じており、こうしたニーズを確実に捉える商品を迅速に提供することが重要な戦略となって
いる。

ドライブレコーダー本体

装着した様子
（出所）株式会社Ｃｅｒｅｖｏ

（ものづくりの協業・ネットワーク化の重要性）
他方、こうした多様なニーズアイデアを基にした「適量規模の消費市場」を開拓して、
ビジネスとして成り立たせるためには、企画開発、設計、試作、製造、販売、対顧客サ
ービス・メンテナンス等の各工程で対応が求められるが、個人や小規模ベンチャー、中
小企業がこれを全て自前で行うことはなかなか難しい。
いわば、アイデアとビジネスのギャップが存在しておりこれを埋めるためにも、各工
程や事業領域に機能分化したプレイヤーの活用が必要であり、このネットワーク化が効
果的に進むことが重要となる。そしてここでは、このプラットフォームを提供する事業
者や製造業ベンチャーを支援するサービス事業者など各工程の専門事業者が、それぞれ
に利用者を拡大しながら自らのサービスを高度化することが求められる。
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以上のようなものづくりの協業・ネットワーク化に向けた動きは、世界において急速
な流れとなっている。例えば米国では、クラウドファンディングを活用しつつ、誰でも
容易にアイデアを造形化し、他者とコミュニケーションしてそのアイデアを商品化し、
適量規模の消費市場で販売するプラットフォームが普及している。このため、大規模資
本や設備、流通チャネルを有さなくても、幅広い主体が参入可能な領域が広がりつつあ
る。
ここでは、オープンな環境の中で、
「商品開発のアイデアや企画力」とともに、
「全て自
前で設備や販売網等を持たずとも他者と連携しながら事業を進めていく能力」、
「ネットワ
ークの価値を高める場作り（プラットフォーマー）の能力」が付加価値を生み出していく
と考えられる。
我が国企業が、こうした変化に対応し付加価値を提供できるようになるためにも、も
のづくりのネットワーク化を促進する環境整備、さらには、若者が早いうちから３次元
データに馴染み、他者とコミュニケーションしながらものづくりを進めることに関心を
持てるような人材育成や教育面での取組が求められる。
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（コラム 13）ネットサービスを活用した製造業ベンチャー支援
我が国でもネットサービスを活用して製造業ベンチャーを支援する投資スキームが立ち上がり始めて
いる。ものづくり系スタートアップを支援するプログラム「ABBALab」は、製造業ベンチャーの立ち上
げを志す者たちに対して、部材調達や法務等のアドバイスを伴う投資スキームを用意している。このス
キームでは、試作品の製作で認められて少額の投資を受けた者が、クラウドファンディングを活用しな
がらまずは少量生産に挑戦し、そこで成功すればさらに多額の投資が受けられて大量生産メーカーへの
道も開かれる。我が国ではまだこうした製造業ベンチャーへの支援の仕組みは黎明期の段階にあるが、
今後の支援体制の充実が期待される。
ソーシャルなネットサービスを活用した新たなものづくりの試みも始まっている。米国の Quirky は、
ソーシャルな製品開発支援サービス及び製品販売サイトが一体となったプラットフォームであり、アイ
デアを思いついた人がアイデアを投稿し、コミュニティからコメントや投票、評価を受けつつ、企画が
仕上げられ、一定数以上の投票が得られれば実際に製品の生産・販売が行われる。Quirky は製造業ベン
チャーが事業を開始する上で有用なプラットフォームとなっており、既に生産・販売に至った製品とし
てキッチン用品、携帯アクセサリー、簡単な電子機器等がある。
ABBA Lab の投資スキーム

（出所）ABBA Lab 資料
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Quirky の仕組み

（出所）株式会社シグマクシス作成資料
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（コラム 14）３Ｄプリンタや付加製造装置によるものづくりの広がり
切削加工や鋳型、金型等を用いた従来の生産技術と、付加製造技術によるものづくりの広がりを示し
たものが下図である。
製品に対する安全性や環境性能、軽量化等への要求は今後も高まり続け、これまで見てきたように、
付加製造技術の活用により、より複雑で付加価値の高い方向にものづくりの領域は拡大していくと考え
られる。例えば、医療分野では、人工骨や義歯において付加製造技術の実用化が進んでいることからも
わかるように、必要な製品が個々に異なる上、高い複雑性が求められる。今後は、臓器モデルなど、さ
らに複雑性が高い分野においても、活用が進んでいくとみられる。また、航空部品や自動車部品の分野
においても、その複雑さの程度（金型等従来方式による加工の難しさの程度）に応じて、付加製造装置
がコスト合理性を持つ領域が出てくると考えられる。
一方、個人や、規模の小さな主体がインディーズ・メーカーとして参入しやすい、アイデア商品やニ
ッチ分野の商品は適量規模の消費市場での活躍が進み、複雑さは低くても３Ｄプリンタの価格低下とあ
いまって、その裾野が広がっていく。
いずれの分野も、今後開拓される市場全体から見ると付加製造技術が優位となる領域はまだまだ小さ
く、従来工法が優位な領域も大きいが、付加製造技術を中心とした技術進展により、ものづくりの可能
性が今後も広がっていく。

（出所）事務局作成
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第３章

求められる取組

以上のように、デジタル製造技術の普及により付加価値の源泉が変化していく中で、
我が国製造業が競争力を確保していくためには、企業の戦略のみならず、社会システム
全体での対応が必要となるものがあり、産学官での連携した取組が求められる。

１．付加製造技術の活用可能性を切り拓く技術開発
(1)

付加製造技術が持っている課題
① 装置メーカー主導による制約
付加製造技術は、我が国の目指すべき高付加価値のものづくり領域において豊かな
活用可能性を有している。しかし、その技術が欧米に先行される中で、現状の付加製
造装置は多くの場合、造形に当たっての条件出し（パラメータ）にユーザーの意向が
届きづらく、また、装置メーカー指定の材料でしか保証が受けられない状況になって
いる。つまり、装置メーカー側にメンテナンス費用等の金銭的利益だけでなく、装置・
材料の使用データやニーズまでもが蓄積する、装置メーカー主導の下での技術進展と
なっている。こうした構造の下にある現在、既述（第１章４．
）のように装置ユーザー
から様々な弊害が指摘されている。こうした指摘を踏まえると、他の加工機械と比較
しても、ユーザー側の自由度が極めて低く、加工ノウハウや材料技術が装置メーカー
に集約する現在の構造は、装置ユーザーのニーズを捉え切れているとは言えず、中長
期的には市場拡大のボトルネックになると考えられる。
付加製造技術の有する豊かな可能性を十分に引き出していくためには、生産ノウハ
ウや材料技術に優れた我が国が率先してこの構造を取り払い、ユーザー側の使用材料
や材料加工のパラメータ設定の自由度を高めていくことが重要である。
② 造形に当たっての「設計情報の流れ」の歪み
付加製造装置で実際に造形が行われるまでの各工程には、下記のような課題が存在し
ている。（図表 31）
A) ３Ｄ－ＣＡＤ等を用いた設計データの作成時の表現手法の乏しさ
→付加製造技術が得意とする構造（立体網目構造など）を自動的に生成する手
法に乏しく、付加製造の強みを生かし切れない。また、質感や重量などのデ
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ータが含まれない場合もある。
B) 設計データから造形データへの変換における情報欠落（ＳＴＬ形式19など）
→変換の過程で、色や曲面の表現などが失われ、データ量の大きい点群データ
になってしまう。
C) 造形データのエラーや、物理特性（厚みなど）を踏まえた修正
→前述のＡ），Ｂ）の工程が充実すれば本来不要となるはずの工程ではあるが、
現時点では補正が必要であり、海外企業が独占的にソフトウェア供給を行っ
ている。
D) 実際に造形するに当たってのパラメータ設定の使い勝手（サポート材配置や材料
の特性に応じた加工等）
→設計データごとに改めてパラメータ設定（材料吐出量、送り速度等）を行う
必要があり、加工方法との紐付け（例えば、曲面なのでゆっくり造形したい
など）がなされていない。
このように、現状の「設計情報の流れ」は各工程に対して局所的には、ノウハウが蓄
積され、ソフトウェアの最適化がなされているものの、全体的には手間のかかる工程も
多く、装置ユーザーからすれば、アイデアを実体化していく上で大変使いづらい状況と
なっている。
今後、付加製造技術を活用する業種や参入主体が増えていくことを見据えると、一気
通貫でデータから製品が造形できるソフトウェアを、最終製品毎の特性や造形ノウハウ
を上手く捉えながら開発するなどして、最終製品に向けた「設計情報の流れ」を効率化
することが重要になる。

Standard Triangulated Language：３次元形状を表現するデータを保存するファイルフォーマットのひと
つであり、付加製造装置の出力に用いられることが多い。３次元形状を三角形の集合体として表現する。
19
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図表 31 付加製造技術を活用した設計から製造までの流れ／必要なツール
付加製造装置で造形するための入力データには、３Ｄ－ＣＡＤで作成した設計データ、実物
のスキャンデータ、３Ｄ－ＣＧによって作成された３Ｄモデリングデータ、ＷＥＢサイトから
ダウンロードされた３Ｄモデリングデータなどが考えられ、各工程を経て造形される。データ
の作成から装置による出力に至る工程で用いられるハードウェア、ソフトウェアの大半が欧米
の製品によって占められている。

（出所）事務局作成
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(2)

今後の方向性

（装置・ソフト・材料一体の基盤技術開発）
付加製造技術の中でも、早くから実用化された技術もあれば、まだ技術的に黎明期に
ある技術も存在する。まずは、どのような産業技術が存在するか体系的に整理し、時間
軸を持って戦略的に進めていくことが必要である。金属積層技術は、黎明期にある技術
の一例であるが、型を用いずに金属素材を焼結・造形できるため、ものづくりへの影響
は非常に大きいと考えられる。この技術を実用化につなげるためには、①精度やスピー
ド、大きさなどの基本的な要求を満たした装置開発が行われることはもとより、②加工
の際に修正やパラメータ設定を行うソフトウェアの開発や、③取り扱う材料自体の開発
を、一体的に進めていくことが極めて重要である。
欧米主導の現状では、精密なものづくりを目指すユーザーから弊害があると指摘され
ており、我が国製造業の強みが十分発揮されにくい。しかし、もし我が国発の付加製造
技術によって、前述の構造的課題を除去しながら早期かつ確実に市場に結びつけていく
ことができれば、我が国製造業の強みが発揮されるとともに、世界のものづくりに対し
ても大きな貢献となりうる。以上を踏まえれば、企業の取組だけでなく、官民を挙げた
取組が必要であり、日本再興戦略にも掲げられている（図表 32）ように、「３次元造形
システム」の研究開発に関する国家プロジェクトを核としながら、これを実現していく
ことが求められる。その際、海外も含めた企業活動を阻害しないよう、特許動向につい
ても十分留意していく必要がある。

図表 32

「日本再興戦略 -JAPAN is BACK-」(平成 25 年 6 月 14 日閣議決定)
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（コラム 15）付加製造技術の技術戦略マップの作成
経済産業省は 2005 年から、NEDO・産総研等の協力を得て、国家的に重要な産業技術のロードマッ
プを俯瞰する「技術戦略マップ」を策定してきた。2013 年度、付加製造技術に関連する「設計・製造・
加工分野」マップの改訂作業が行われ、設計技術やその他の加工法（成形・除去加工）も含めた革新的
で高付加価値な、「新たなものづくり」の確立に資する技術テーマを検討している。
関連する要素技術・技術課題等の技術体系を整理するとともに、今後取り組むべき重要技術を選定し、
研究開発内容や求められる機能等の向上・進展について時間軸に沿って整理する予定である。
特に、付加製造技術について、技術体系を整理するに当たっては、国際動向を踏まえることが重要で
あることから、アメリカの標準化機関である ASTM に準拠する製造手法の分類を基本とする。また、今
後我が国が開発を進めていく上で、様々な応用出口を見据えた上で多様な材料開発への取組を後押しす
ることが重要であると考えられることから、材料別の整理も行う予定である。
＜ASTM が分類する製造方式＞
①

粉末床溶融結合(Powder bed fusion)

②

材料押出(Material extrusion)

③

指向エネルギー堆積(Directed energy deposition)

④

シート積層(Sheet lamination)

⑤

材料噴射(Material jetting)

⑥

液槽光重合(Vat photo polymerization)

⑦

結合剤噴射(Binder jetting)

（出所）新野委員提出資料

59

（金属の３次元造形システムの技術開発）
金属積層造形装置については、精度や速度、大きさ等の基盤的な機能をものづくりで
広く活用できるレベルに引き上げるとともに、異種材料を組み合わせて積層する傾斜構
造や、材料ごとに異なる加工ノウハウのような技術を実用化させるなど、積極的な取組
が求められる。
この際、我が国の強みである生産技術や、試行錯誤の中で装置を使いこなす力を集積
して最大限活用するためには、ユーザーが個別にノウハウを蓄積する領域と、関係者で
装置への要求をオープンに議論できる共通領域を峻別し、装置開発やソフト開発、材料
開発にユーザーの声を的確に反映できるプラットフォームを早期に整備することカギ
になってくると考えられる。
また、これら一体の技術開発に当たっては、特許の実態を調査して、必要な特許を確
保しながら開発を進めていくことがポイントとなる（コラム８を参照）。
（金属以外の３次元造形システムの技術開発）
付加製造技術の活用可能性は、少量生産品においてより多くなると考えられる。材料
の可能性は多岐に亘っているものの、材料メーカーにとっては、多くの量を販売できな
ければ開発コストが回収できず、少量品を積上げたマーケットには進出が難しいという
構造的な課題が存在する。その結果、良い材料がないために用途が広がらず、用途が広
がらないから良い材料が開発されないという悪循環に陥っている。
金属以外の付加製造技術についても、材料の物性の違いによる応用分野の広範さを、
技術開発によって飛躍的に広げることが必要であり、技術開発に当たっては、ユーザー、
材料メーカー、装置メーカーだけでなく大学や研究機関などが、研究開発の各段階で有
機的、能動的な体制を柔軟に組み替えながら、技術の進展に応じて材料等の選択や技術
的な方向性を随時見直しながら進めることが重要である。
例えば、これまですでに実用化されてきた樹脂や、今後重要性が増す金属系の他、セ
ラミックス、これらの複合材料や、傾斜構造による機能発現などについても研究開発の
課題を見極めていく必要がある。また、再生医療等に用いることができる生体親和性の
高い材料や、導電性や可食性のある材料開発が着手されている。このように、様々な応
用を見据えた上で多様な材料開発への取組を後押しすることで、その可能性が広がって
いくと考えられる。
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（コラム 16）多様な材料による取組事例
＜傾斜構造を有した金属、セラミックスの造形技術＞
大阪大学接合科学研究所の桐原聡秀准教授は、高分子媒質に金属やセラミックスの微粒子を分散させ
たペースト素材を光造形法によって導電体や誘電体などの複雑構造へ自在に造形する技術開発に取り組
んでいる。
計算機シミュレーションを用いて構造設計を行い、これを光造形法によって高精度に忠実に再現する
ことができるため、これまでに伝導性の高い微細構造を持つ固体酸化物燃料電池の電極、一定周波数の
電磁波を遮断等する電磁波制御用の回折格子、生体パターンに近い人工骨の多孔構造等を再現した。
紫外線硬化性樹脂へ分散するナノ微粒子の種類を検討することで、多様な素材を用いたデバイスやイ
ンプラント形成が可能となるため、全く新しい分野への貢献が期待される。
光造形装置

再現した電磁波回折格子の構造例

（出所）桐原聡秀准教授提供
＜ゲル（ソフトマテリアル）の造形技術＞
山形大学大学院理工学研究科の古川英光教授は、レーザと光ファイバを駆使したゲル（溶媒を多量に
含んだ柔らかい物質）の造形技術と造形物の評価技術開発に取り組んでいる。
ゲルは容易に振動や変形をするため造形が困難であったが、ゲル前駆体を紫外線レーザにより局所的
に固化することにより高強度のゲルを自由な形状に製作することに成功した。
機能性ソフトマテリアルの研究領域への新たな展開はもとより、人工血管や人工筋肉などの医療応用、
食品や化粧品、ソフトコンタクトレンズ等の様々な製品製造への応用展開が進むことが期待される。
高強度ゲルの例

３Ｄゲルプリンタ

DNゲル
ゲルレンズ

多彩な
高強度ゲルの
バリエーション
高延性ICNゲル
形状記憶ゲル

光造形ゲル
ゲル血管モデル

（出所）古川英光教授提供
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＜生きた細胞を材料とした造形技術＞
佐賀大学大学院工学系研究科の中山功一教授（先端融合医工学）は、光造形方式や粉末積層方式など
の付加製造技術を活用し、生きた細胞が多数集まった細胞の塊（細胞凝集塊）を最小単位として積層さ
せ生きた細胞から構成される立体的な構造体を作製する技術を開発した。
この技術を基盤として、再生医療バイオベンチャー企業“株式会社サイフューズ”やものづくり企業
である“澁谷工業株式会社”と共同で工程を自動化するバイオ３D プリンタを開発。
他の再生医療技術とは異なり、世界で初めて、細胞だけで複雑な立体構造を出力することを可能にし
た技術である。開発した３D プリンタの造形物の事例として、血管の細胞で作製したチューブ上の構造
体（下図参照）は、佐賀大学医学部で血管バイパスグラフとして動物への移植試験を開始している。
ヒト iPS 細胞由来の肝臓様構造体や、半月板、心筋細胞などの構造体も作成できており、自分自身の
細胞から作った臓器移植医療の実現を目指している。
造形した人工の動脈

（出所）中山功一教授提供
＜可食性の材料を用いたプリンタの例＞
慶應義塾大学と工業品設計の合同会社 SHC 設計（神奈川県）などは、米粉を材料に食べられる食器
が作れる「キッチン３Ｄプリンタ」を共同開発した。このように、可食性のある材料を活用することで、
今後新たな市場が開拓されていく可能性がある。
キッチン３Ｄプリンタ（左）と出力した食器（右）

（出所）田中委員提供提供
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米国 NASA は、Systems & Materials Research Corporation（SMRC）の「フードプリンタ」の開発
を支援している。同社が開発している付加製造装置は、粉末状にした炭水化物、タンパク質、脂質、水、
ビタミン、ミネラルなどの主要成分から食糧を合成するというもので、長期間にわたる宇宙空間での生
活での活用等が想定されている。
Food printing (SMRC)

（出所）”Pizza from a printer: NASA to spend $125,000 funding 3D food production project”
（http://rt.com/usa/nasa-3d-pizza-printer-590/）

（国際標準）
現在、付加製造のデータフォーマットに関しては標準化の議論が進められている。ま
た今後、材料など関連する他の項目も標準化の議論が想定される。
今後、グローバル市場での我が国企業の競争優位に結びつける観点から、例えば繊細
な質感や表面精度に関する表現力が損なわれないといった、我が国ものづくりの繊細さ
や強みが活かされるデータフォーマットとなるよう、積極的に標準化すべき技術とブラ
ックボックス化すべき技術とを見極めた上で、国際的な議論に参画していくことが必要
である。

以上を踏まえ、平成 26 年度政府予算案として研究開発プロジェクトを計上しており、今
後も産学官挙げての取組を加速していく必要がある。
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（コラム 17）ドイツの研究機関における付加製造技術の研究開発
ドイツでは、60 の研究所を有するフラウンホーファー協会（Fraunhofer-Gesellschaft）、ノルトライ
ンウェストファーレン州の Paderborn 大学を中心に、付加製造技術の研究開発が行われている。特に金
属の付加製造技術の研究では世界でも有数の機関である。
フラウンホーファー協会には幅広い 7 つの研究分野・グループが存在するが、うち Fraunhofer
Institute for Laser Technology はレーザの応用研究として製造技術、計測技術等に取り組んでおり、
Selective Laser Melting(SLM)による Rapid Manufacturing の研究を行っている。また、Fraunhofer
Additive Manufacturing Alliance は、金属、プラスチック、セラミック、その他材料によるカスタム品
製造に関する高速製造プロセスについての欧州最大の学際研究のアライアンスとして知られている。同
アライアンスはドイツの中小企業の競争力やパフォーマンスを強化するために、国内、国外のパートナ
ーと緊密に連携しながら新たな技術開発を進めている。
さらに、2008 年に Direct Manufacturing Research Center（DMRC）を設立した Paderborn 大学は、
大学と産業界の人材やリソースを Direct Manufacturing 技術の研究に集中させている。研究予算として、
毎年 1 社当たり 10 万ユーロの拠出により、5 年間に渡り 200 万ユーロの投資を行っており、主に共同研
究プロジェクトを実施している。また、60 万ユーロの投資をインフラ整備及びスタッフの雇用に投資し
ている。これに加え、ノルトラインウェストファーレン州は、140 万ユーロを大学施設の改良のために
投資するとともに、産業界から同額の投資が集まるならば、5 年間に渡り、340 万ユーロまでのプロジェ
クトへの投資を承認するとしている。
付加製造技術の研究開発を行う研究機関の概要（ドイツ）
Fraunhofer Institute for Laser Technology
運営資金

年間約1800万ユーロ（＋研究開発投資資金
200万ユーロ）

スタッフ

約260名

産業界との連携研究
プロジェクト

年間200以上

研究領域

基礎研究～応用研究（製造技術、計測技術、
マイクロエレクトロニクス、ライフサイエンス）

付加製造技術の研究

Selective Laser Melting(SLM)によるRapid
Manufacturingの研究グループあり

Direct Manufacturing Research Center（DMRC）

Fraunhofer Additive Manufacturing Alliance

概要

ノルトラインウェストファーレン州のPaderborn
大学が設立（2008年）
大学や産業界の人材が付加製造技術に関す
る研究に従事

研究予算

5年にわたり1100万ユーロまでを確保
（財源は大学の投資、州からの助成、企業と
の共同研究）

スタッフ

約25名

プロジェクト数

12テーマ
（航空機産業、その他産業への適用可能性と
障害評価など）

• 同Allianceは、金属、プラスチック、セラミック、その他材料によるカス
タム品製造に対するハイスピードな製造プロセスについての欧州で
最も大きな学際的アライアンス。
• 中小企業の競争力やパフォーマンスを強化するために、国内、国外
のパートナーと緊密に連携し、新たな技術開発をしている。

（出所）Fraunhofer-Gesellschaft ホームページなどより事務局作成
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２．オープンネットワークでのものづくりを促進する環境整備
(1) オープンネットワークを促すインフラ整備
オープンなネットワークで幅広い主体がものづくりに関わることを前提とした場合、
アイデアや創造力の発現が一層促される仕組みとする上で課題がないか、知的財産権
や製造物責任等の観点も含め検討が必要である。
例えば、個人やデザイナーなどのものづくりへの関わりが変化し、アイデアの実体
化の流れが加速する可能性がある中で、これまでと異なる市場を形成し、発展に結び
つけていくためには、幅広い主体が積極的に製品を生み出していける環境を整えるこ
とが重要である。３Ｄデータの流通についても、データ全体の問題と捉え直した上で、
法制度（保護のあり方）と許諾（ライセンスのあり方）の２つに整理してこれらを捉
えていく必要がある。
一方で、生み出される製品によっては、消費者保護の観点から安全面への懸念が生
じうることも事実である。また、アイデアの実体化の流れが加速することに伴い、製
造物責任の分野においても、従来多く見られた「製造上の瑕疵」の事例に加え、設計
データ段階の不備等に由来する、
「設計上の瑕疵」の事例の増加も想定される20など、
質的な変化がみられる可能性もある。
オープンネットワークを活用したものづくりを促進していくためには、上記のよう
な懸念や変容を十分に踏まえつつ、豊かな可能性を有する市場形成を阻害することの
ないよう、実効性のある手法でインフラ整備を進めていくことが有効である。

(2) ネットワーク化を加速するハブ機能の構築
第２章に記載のとおり、多様な消費者ニーズを取り込んだ「適量規模の消費市場」
が形成されつつある中で、関係者が連携する「ものづくりの協業・ネットワーク化」
が重要となる。付加製造技術を含むこうした新しい動きを加速させていくためには、
地域に根付いているものづくりの力をうまく結集することが重要である。
このためには、ものづくりにこれまで関与しなかった主体にまでものづくりの裾野

たとえ、個人が製造する場合であっても、多くの人が入手できる製造物を提供することとなった場合
には「業として」に該当し、製造物責任の対象となりうるとの見解がある。また、個人が製造の元とな
るデータをデザインして提供する場合にも、当該データの欠陥が原因で当該データに基づき作成された
製造物に欠陥が生じた場合には、最終的に当該デザインを行った個人にも、責任が発生する場合がある
との見解がある。
20
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を広げることができるような、幅広い関係者間の円滑な情報交換が必要である。
また、一定程度のものづくりを誰でも可能とする製造プロセスのデジタル化、特に
金型を用いない造形を可能とする付加製造技術は、一見すると中小ものづくり企業に
とって脅威であると捉えられがちである。しかし、肉厚の設計やサポート材の位置に
よる微妙な精度のズレ、材料特性に応じた加工時の応力分散のための条件設定など、
精緻なものづくりに必要な知見は、これまで培ってきた金属加工等の技術が発揮され
る領域である。むしろ、デジタル製造技術を従来からの技術・技能をフル活用する手
段と捉えて積極的に使い込んでいくことが重要である。また、付加製造技術を用いて
中子を迅速に造形すると同時に、鋳造品の製造に用いる砂型の水分量の微妙な調整を
丹念に行うことで従来にないスピードと精度を同時に実現するなど、従来の技術と新
たな技術とを掛け合わせて活用し、競争力につなげる視点も重要である。
国としては、中小ものづくり企業が３次元デジタル製造技術に確実に対応できるよ
う、付加製造技術など新しい技術を使いこなすノウハウの集積が地域内で進むよう支
援が必要である。このため、公設試験場（以下「公設試」）や高等専門学校などに地域
のイノベーション促進のための拠点を整備し、最先端技術を中小企業が活用しやすい
環境を作っていくことが重要である。この際、地域の力を引き出す上で、自治体等の
取組とも連携することも重要である。
併せて、幅広い関係者間の情報交換が円滑に進むような、情報のハブ機能、ソフト
なネットワークの形成も促進し、新たな取組が有機的につながり、大きな流れとする
後押しをしていくことが必要であり、こうした観点から平成 25 年度の補正予算に必要
な事業を計上したところである。
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付加製造装置はすでに多くの公設試で導入されている。保有台数の内訳を見ると、1
台または 2 台という公設試が大半であり、3 台以上保有しているのは、東京（8 台）、北
海道（4 台）、福井（4 台）、京都（3 台）、大阪（3 台）、沖縄（3 台）の各公設試に限ら
れる。また、北海道(1 台)、大阪（3 台）、沖縄（1 台）の各公設試では、金属粉末を材
料に造形する装置が導入されている。
図表 33 公設試における付加製造装置の導入状況
（出所）日刊工業新聞記事（平成 25 年 8 月 29 日）より事務局作成
教育、学習
支援業
2%

その他 医療、福祉 情報
1%
通信業
2%
1%

10,571

卸売業、
小売業
10%
学術研究、
専門・技術
サービス業
26%

3,187

製造業
58%

東京都立産業技術研究センターにおける付加
製造装置を用いた設計・生産支援の業種別利
用比率（平成 24 年度）

271

560

948

1,202

934

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

付加製造装置の利用件数
注：H18-H22 は、旧デザインセンターでの実績

東京都立産業技術研究センターは保有する 8 台の付加製造装置を用いて、主に中小企
業の設計・生産支援を行っている。利用実績は近年大きく増えており、我が国製造業の
付加製造装置に対する潜在的な利用需要の高さがうかがえる。
図表 34 東京都立産業技術研究センターにおける付加製造装置の利用
（出所）東京都立産業技術研究センター資料
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名称

所在地

設立年

FabLab Kamakura

神奈川県鎌倉市

2011年

FabLab Tsukuba

茨城県つくば市

2011年

FabLab Shibuya

東京都渋谷区

2012年

FabLab Kitakagaya

大阪府大阪市

2013年

FabLab SENDAI – FLAT

宮城県仙台市

2013年

FabLab Kannai

神奈川県横浜市

2013年

FabLab Oita

大分県大分市

2014年

FabLab Hiroshima

広島県安芸高田市

2014年
（4月開所予定）

「ファブラボ」（Fab Lab）は、デジタル・ファブリケーション（パソコン制御のデジ
タル工作機械）を揃え、市民が発明を起こすことを目的とした地域工房である。提唱者
であるニール・ガーシェンフェルド氏（マサチューセッツ工科大学（MIT）ビット・アン
ド・アトムズ・センター所長）が 1998 年にボストンの旧スラム街とインドの田舎の村に
設置して以来、ファブラボは世界中に広まり、2013 年現在、世界 50 か国以上に 200 カ
所以上のファブラボが存在する。
国内でも、鎌倉（2011 年設立）、つくば（同）を皮切りに、渋谷、大阪など、全国 7
ヶ所（2014 年 1 月現在）で同様の取組が進められている。
図表 35 Ｆａｂｌａｂ（ファブラボ）の広がり
（出所）http://fablabamersfoort.nl/nl/fablabs-globally（左図）
事務局作成（右図）

(3) ベンチャーへの支援
ものづくりネットワークが進む中で、個性的な製品で適量規模の消費市場にアプロー
チしようとする起業家の活躍が期待されている。３Ｄプリンタの浸透や、ネットワーク
を活用し有休設備を持つ既存製造事業者と結びつくこと等により、従来の製造業におい
て必要であった大規模な設備投資が不要となり、製造業への参入障壁が低くなっている。
また、自己のアイデアに共鳴し投資や購買してくれる層との早い段階からのコミュニケ
ーションによる企画実現方法として、インターネットを介して多数の資金提供者から少
額ずつ資金等を集めるクラウドファンディングが注目されている。
ものづくりネットワーク時代においては、アイデアの実体化と商品化のスピードで製
造業に参入するベンチャーは重要なプレイヤーとなり、家電等の大手企業においても、
ベンチャーとの協業等によって開発の「時間を買う」ことが益々重要になってくる。こ
うした観点から、今般成立した産業競争力強化法（平成 25 年 12 月 11 日法律第 98 号）
では、企業のベンチャー投資促進のための税制優遇制度を創設したところであり、今後、
こうした制度を活用しながらベンチャーと大企業の連携促進を図っていくことが必要
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である。また、経済対策で実施しているベンチャー支援事業においても、ものづくりベ
ンチャーのビジネスモデル確立を応援していく。更に、クラウドファンディングに関し
ては、米国では規制緩和が実施されており、わが国においても、クラウドファンディン
グの利用促進を図るための法律改正案の国会審議が予定されているなど、新しいリスク
資金の供給促進の検討が進んでいる21。

３．人材育成
(1) ３Ｄプリンタを活用した初等・中等教育段階におけるものづくり
これまで技術的な制約から、ものづくりのプロセスにおいて２次元の図面が必要と
なってきたが、これまで見たように、既に設計から造形までを３次元データで一貫し
て行っていくものづくりが可能となっている。一方、これを活用する人材が２次元の
発想に縛られてしまい、３次元ならではのアイデア創出を十分に行えない可能性も指
摘されている。
初等教育において、簡易な３Ｄ－ＣＡＤ、３Ｄプリンタを導入し、早くから３次元
でのものづくりに触れてものづくりへの関心を高めるとともに、立体認知能力の向上
や３次元での創造性育成を図ることが必要である。またこの場合、教育者の指導も必
要となる。
米国においては、すでにデザインやものづくり体験に焦点を当てたプログラムが開
始しており、全米の高校 1000 校を目標として３Ｄプリンタを含む工作機械を整備する
ほか、民間企業によって米国の全ての公立学校（小中学校を含む）に３Ｄプリンタを
導入する取組が開始されている。海外においてこうした環境整備が積極的に進められ
ていることを踏まえ、我が国としても将来を見据えた人材育成・教育プログラムを検
討していく必要がある。

(2) 高専・大学における「情報と製造技術」「デザインと製造技術」のハイブリッド人材
の育成
デジタル製造技術においても、デジタルデータさえあれば思いのままにものが作れ
21

金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング･グループ報告書」
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るわけではなく、精密なものづくりを追求するためには、材料特性や塑性加工等の金
属加工に対する基礎的な知識が必要不可欠である。しかし、金属加工等の基礎的知見
を有する大学等の金属系学科や塑性加工等の機械系学科は厳しい状況に置かれており、
高等教育におけるテコ入れが必要である。
同時に、今後、デジタルデータを介して製造ノウハウを形式知化し、設計情報やソ
フト等に移し込んでいくことが重要となる。もはや製造だけの知見で設計情報の高度
化を図ることは難しく、情報と製造技術の両方を理解した人材の育成が必要となる。
また、デザイン価値の重要性が高まっている中、製造技術者との乖離により最終製品
ではデザイン性が失われるなどの事態が生じないよう、デザインと製造技術の両方を
理解した人材が必要である。製造プロセスのデジタル化が進み、上流に位置する、設
計・デザインの過程で、材質、製法、用途等を考える必要（デザイン・オリエンテッ
ド）があることは、ハイブリッドの人材の重要性をますます高めていく。
このような背景を踏まえると、大学や高専のような高等教育においては、各学科を
融合しつつ、デジタルものづくりの時代に見合った人材を育成することが必要である。
その際、企業で戦力となる人材を育成するため、デジタルデータや、デザインに通じ
た人材だけでなく、設計等の知識のある企業のシニア人材を教育現場で活用すること
も有効である。
STEP1：成形工程を細分化・可視化

STEP2: 不良発生対策パターン抽出

STEP3：システム利用により若手でも短時間での成形が可能に

I 社では、金型や成形品等の成形にあたって必要なノウハウは、従来熟練者の暗黙知となって
いた。そこで成形工程を細分化・可視化し（STEP1）、バリなど主要な不良発生における対策パ
ターンを抽出し（STEP2）、対話型のトラブルシューティングシステムを構築することにより、
若手でも熟練者と同様の成形条件調整が可能となった（STEP3）。
図表 36 熟練者の暗黙知を形式知化した事例
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（出所）https://www.solize-group.com/innovations/case/0044/003.html

製造情報の上流化によって、製造部門における生産技術は設計段階にできる限り取り込まれ
ていく。今後、デジタルものづくりを高度に行うためには、設計開発部門の人材育成が必要。
図表 37 製造情報の上流化
（出所）朝比奈委員提供資料

４．アプリケーション市場拡大のための環境整備
付加製造技術をはじめとする先端設備の使い込みを行い、イノベーションが促進され
れば、デジタル製造技術が導入される市場（アプリケーション市場）が一層開拓されて
いく可能性がある。こうした新たな市場においては、技術の導入によりさらにイノベー
ションが進み、当該市場そのものの変革を促していく可能性がある。
たとえば医療分野においては、人体のＣＴ断面データを３次元データ化することで、
病理診断・検査能力の向上が図られるとともに、質感も含めた内臓や人工骨等の造形物
が製造されることで、侵襲性が低く患者負担が小さい手術シミュレーションや医学教育
等への応用範囲が広がる。こうした医工連携による日本発のサービスモデルを海外展開
することで新しい市場を開拓することが期待される。また、再生医療をはじめとした新
しい医療分野においても、新たな材料開発を進めることで、付加製造技術を用いた新し
い治療方式の確立が予想されている。（コラム 18）
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（コラム 18）デジタル製造技術による医療現場の革新
医療分野は付加製造技術の応用市場として大きな可能性を秘めている。かつて工業用の設計図が２次
元の図面から３次元シミュレーションに進化していったように、医療データも、現在の２次元ＣＴスキ
ャンデータから３次元画像や治療シミュレーションに進化してきた。今後、付加製造技術を活用して、
様々な疾患データ、臓器データ、手術手法（手技）から臓器モデルを作製し、インフォームドコンセン
トや手術支援（シミュレーション、ナビゲーション、トレーニング）
、医学教育等に活用することが期待
される。また患者個々人にとって最適で負担の少ない治療手法の開発が期待されている。

（出所）ファソテック株式会社資料

ナカシマメディカル株式会社（岡山県）は、80 余年の歴史を持つ船舶用推進機器メーカーの
加工技術を応用し、日本人の骨格や生活様式に即した人工関節の製作を行ってきた。付加製造
装置も 7 年前に導入し、同社ではこれを用いて個人向けにカスタマイズした人工関節、人工骨
の製作についての研究も進めている。
図表 38 人工骨・人工関節
（出所）ナカシマメディカル株式会社資料

このようにデジタル製造技術が医療現場や患者のニーズを大きく引き出す可能性が
ある一方、例えば造形品が体に直接触れたり、造形品を埋め込んだりする場合、薬事法
上の安全性審査に時間がかかるといった指摘もある。安全性を確保しつつ、新しい技術
の普及やイノベーションが進みやすい環境整備が重要であり、必要な制度改革が求めら
れる。同時に、日本発の医療サービスの海外市場展開に向けた支援も重要である。
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５．企業組織のあり方の見直し促進
かつて我が国企業は、自前主義と称され、自社や垂直統合された下請け企業により、
全ての工程を抱え込むこともあった。デジタル製造技術の進展は、我が国の企業のあ
り方をも問うている。
具体的には、まず、自動車、航空機等のように、高く安定した品質の製品を作り込
んでいく産業については、第２章で見たように、デジタル製造技術を積極的に活用し
これを使いこなし、データ統合力を高めていく必要がある。経営の視点からは、競争
して稼ぐ領域なのか非競争領域なのかを厳しく峻別し、差別化領域は戦略的な知財マ
ネジメントも駆使して厳格な囲い込みを行うことがますます重要となってくる。
また、他社と連携しつつオープンにアイデアをやり取りして付加価値を高めていく
ネットワーク化が進む領域においては、ネットワークだからこそ実現する多様な市場
ニーズを実現していく市場を如何につかんでいくかが重要になる。このためには、例
えば、顧客ニーズに対する感度やアイデアが必要とされる情報家電産業などでは、最
終製品を生み出し、技術の出口を広げる「インディーズ・メーカー」を育成し、大企
業の資金投入を促すといった方策もあり得る。また、内部資源を活用する上でも、製
品提供サイクルの加速化等により競争スピードが加速する中、トライアンドエラー型
でプロジェクトを遂行し、迅速にイノベーションを促進していくことが求められる。
このように、どこで戦い（差別化して稼ぐ領域）、どこで戦わない（共通資源化する
領域）か、バリューチェーン上の「選択と集中」が問われており、付加製造技術を含
めた新しい技術による価値源泉の変化を捉えた企業が付加価値を独占する「バリュー
アグリゲータ」となっていく。デジタル化やグローバル化の時代にも、比較的小さな
市場で高い収益力を確保するグローバルニッチトップ企業22が我が国にはたくさんあ
る。要は、企業自身が持っている根源的な強さを活かし、そこに集中する経営力や戦
略が重要となってくる。
近年、海外のソフトウェアサービス産業がものづくりに参入し、インターフェイス
標準を追求する等して、商品そのものも含めてデジタル化する製造業において競争力
を確保しようとする動きがみられる。製造業は潜在的には大きな付加価値を生み出す
産業であり、非製造業も巻き込み、ものづくりのデジタル化に伴う膨大なデータを製
品の競争力に結びつけていくグローバルな開発競争は今後も激しさを増していくと考
える。日本の企業としても、こうした動きを十分念頭に置き、
「稼ぐ力」を伸ばしてい
22グローバルニッチトップ企業とは、グローバル化された比較的中小規模な市場において、自ら適切にマーケ

ティングを実施し、一定のシェアを維持・拡大し、トップとしての地位を有し、高水準の利益を有する企業を
さす。経済産業省では、「グローバルニッチトップ企業 100 選」を実施し、これらの企業を認定、顕彰すると
ともに、グローバルニッチトップを目指す企業の経営上の羅針盤として活用できる様に、グローバルニッチト
ップ企業の経験値を分析することとしている。
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くことがますます重要となる。
この「稼ぐ力」を伸ばし、企業が成長を持続していくため、不断に企業戦略や組織
のあり方を見直していくことが求められる。

６．産業政策への含意
以上見たように、ものづくりのデジタル化がもたらす新しい付加価値を企業が着実
にとらえて稼ぐ力を伸ばしていけるよう、産業政策としても柔軟に考えていく必要が
ある。
例えば、第１に、精密なものづくりという観点からは、企業の競争領域を強化する
という観点から、本章１．で述べた技術開発プロジェクトについても、ユーザーにと
って使い勝手の良い装置の技術開発を集中的に行う体制を構築していくことが重要で
ある。また、企業のデータ統合力を高めたり、グローバルニッチトップを狙うこと等
を含め「稼ぐ力」を促進するような環境整備も検討していくことが有用と考えられる。
第２に、ものづくりのネットワーク化により付加価値を高めていくという観点から
は、アイデアを事業化していくためのオープンネットワークの活性化、金融面も含め
たベンチャー事業者に対する支援、創造的なものづくりに参画する人材の厚みを増す
ための教育面の支援などが必要となってくる。このように、新陳代謝を促進して事業
環境をより活性化させることが重要であり、今般の産業競争力強化法の活用が期待さ
れるところである。
第３に、こうした新しいものづくりの潮流を広く国内に伝播していくことが重要で
あり、本章第２節で述べたようにイノベーションのネットワークを広げ、この研究会
の成果を含め広く波及していくことが求められる。既に、大学･学会、一部の地方都市
で、３Ｄプリンタを始めとする新しい造形技術の拠点作りとネットワーク化が進み始
めており、こうした自立分散的な取組同士を更につないで大きな運動として広げ、地
域地域に根付いているものづくりの力を結集して大きく育てていくことが重要である。
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（参考） 主要国・地域における付加製造技術の研究開発の動向
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台湾の取組概要
工業技術院 （ITRI）

レーザー積層造形産業クラスターの概要

• 工業技術研究院は、台湾・新竹に1973年に成立された応用
科学技術研究開発機構。

レーザー産業の発展を促進することをめざし、レーザー、
フェムト秒レーザー技術等、及び将来の応用産業技術の研
究・開発に向けたセンターを構築。
3次元積層造形向けのレーザー技術、積層造形産業用ア
プリケーションの促進により、台湾の製造業付加価値向上
を加速することを狙う。

• 新竹に本部、光復院区、中興院区の拠点を有するほか、台
南科学工業園区には2005年にITRI南分院が設立され、南台
湾創新園区（台南市）、六甲院区（台南県）にも拠点を持つ。
• 研究開発分野として、「情報通信」「エレクトロニクス」「機械
システム」「材料化学・ナノテクノロジー」「生物医学・生物医
療機器」「グリーンエネルギー・環境関連」等に取り組む。

～重要技術の開発と応用～
・多層レーザー技術製造用途（ AM-3Dプリント）
・ファイバレーザソース技術
・レーザー加工の微細プロセス技術
・高出力レーザー応用技術
・フェムト秒レーザー応用技術

ITRI南分院にクラスターを設置
• 経済部、工業技術院では、世界中でも影響力があるレー
ザー技術のクラスターとして、台湾の機械産業の高付加価
値化を進める役割となる「レーザーバレー」の構築を計画。
• その一環とし
て、2012年7月、
「レーザー積層
造形産業クラ
スター」をITRI
南分院に設置。

（同クラスターでの研究開発対象概要）

出所：工業技術研究院 南
分院のWebサイトより

（積層造形によるバイオリン）

（レーザー金属積層造形装置）

出所：工業技術研究院 南分院のWebサイトより

81

中国の取組概要
2014年の科学技術部の重要任務として

業界団体の設立

• 2014年1月9日に開催された全国科学技術会議にて、科学
技術部（※）の万鋼部長は、2014年に科学技術部が取り組
むべき任務を発表

• 2012年10月に付加製造関連
産業および研究機関からなる
「3Dプリント技術産業連盟」
（ http://cn.world3dassociatio
n.com/）が発足

• その1つが「戦略高技術研発部署」（戦略ハイテク研究開発
の陣容）の強化であり、これによりブレークスルーを実現す
べき重要技術としてスーパーコンピュータや太陽エネルギー
などと共に「3D打印」（3Dプリンタ）が挙げられた

付加製造技術に関する国際会議の開催
• 「世界3Dプリンタ技術産業大
会」を開催（2013年北京開催、
2014年青島開催予定）

出所：科学技術部Webサイトより
http://www.most.gov.cn/ztzl/qgkjgzhy/2014/2014mtbd/201401/t20140113_111544.htm
（※）中国の科学技術政策の実施主体を主に担い、所管の領域には基礎研究のみならず
日本の経済産業省が所管する産業技術の研究開発も含まれる

• Staratasys、3D-Systemsほ
か主要企業の多くが参加

国家重点大学における研究開発
• 教育部が定める国家重点大学のうち、西安交通大学（陝
西省）、華中科技大学（湖北省）、清華大学（北京市）では
1980年代から付加製造技術に関する研究開発を実施

人材育成

• 中国の付加製造技術の研究は主
にこの3大学によって担われており、
西安交通大学は光硬化技術、華中
科技大学はレーザ粉末焼結技術、
清華大学はプラスチック積層技術
を重点的に研究

• 3Dプリンタを用いた教育に関する政府発表はない
• 教育現場への３Dプリンタの導入に関する報道記事等が
見られ、一部の学校においては既に3Dプリンタを用いた
教育を開始している模様
（出所）苏州四所学校将用上3D打印机 ほか
http://difang.gmw.cn/sunan/2013-11/07/content_9423679.htm

• 3大学以外にも付加製造技術の研
究に取り組む大学は少なくない
（例：西北工業大学（陝西省）、同済
大学（上海市）、杭州電子科技大学 西北工業大学（陕西省）が
（浙江省）など）
製造した積層による航空機
出所：
http://www.spc.jst.go.jp/news/130505/topic_5_
04.html ほか

部品（チタン合金製）
出所： http://www.guancha.cn/shiyang/2013_01_21_122111.shtml
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新ものづくり研究会開催実績
■第１回会合
日時：2013 年 10 月 15 日（月） 10:00～12:00
場所：経済産業省 本館 17 階 第 1 特別会議室
議事：（１）新たなものづくりの展開について、（２）その他
■第２回研究会
日時：2013 年 10 月 29 日（火） 10:00～12:00
場所：経済産業省 本館 17 階 第 1 共用会議室
議事：（１）３Ｄプリンタ等の最新動向についてのプレゼンテーション
（２）ものづくりにおける革新について議論
ゲスト：小岩井豊己氏（株式会社コイワイ代表取締役）
■第３回研究会
日時：2013 年 11 月 12 日（火） 9:15～12:00
場所：経済産業省 本館 17 階 第 1 特別会議室
議事：（１）デジタルものづくりの現状に関するプレゼンテーション
（２）ビジネス、人材育成、政府の取組等に関する議論
ゲスト：渡辺欣一氏（株式会社ファソテック取締役、メディカルエンジニアリングセンター長）
森川利昭氏（東京慈恵会医科大学教授）
田中昌行氏（パナソニック株式会社モノづくり本部副本部長、生産技術開発センター長）
■第４回研究会
日時：2013 年 12 月 17 日（火） 13：00～15:00
場所：経済産業省本館 17 階第 1 特別会議室
議事：（１）デジタルものづくりの活用に関するプレゼンテーション
（２）新ものづくり研究会報告書骨子（案）に関する議論
ゲスト：岩佐琢磨氏（株式会社 Cerevo 代表取締役社長）

（敬称略）
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