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第１章

事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上
付加製造技術は、①「精密な工作機械（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

支の悪化や生産拠点の海外展開が進行する中で、国内生

ル」といった 2 つの方向の発展可能性を有しており、

産基盤の強化や海外で稼ぐためのインフラ整備などの対

従来のサプライチェーン構造に大きな変化をもたらす可

応の必要性について論じた。

能性がある。

本節では、我が国ものづくり産業が新たに直面してい

具体的な変化としては、ニッチ市場のニーズ把握、IT

る事業環境の変化として、①モノの作り方やサプライ

データ活用・蓄積などのデジタル化が進む中での高付加

チェーン構造の変化、②そうした事業環境の変化に対応

価値領域となるバリューチェーンの変化の見極めととも

した人材育成の必要性、③ IT と外部資源の活用を通じ

に、高付加価値領域と低付加価値領域の二極化が進みに

た経営基盤の強化について明らかにする。

くい非デジタル化領域の見極めが重要になってくる。

具体的には、ものづくりの手法に変化の兆しが見られ
る。デジタルものづくり、モジュール化など、サプライ

①「精密な工作機械」としてのデジタルものづくり

チェーン内のバリューチェーンを変化させ、高付加価値

第 1 に、「精密な工作機械（付加製造装置）」として

領域と低付加価値領域とに二極化、また、サプライチェー

の発展可能性として、「ものづくりプロセスにおける革

ンの企業間の繋がりをより容易にさせる動きが出てきて

新」、「プロダクトの革新」がある。

いる。

「ものづくりプロセスにおける革新」とは、研究開発
や生産プロセスが効率化することである。これにより、

１

モノの作り方やサプライチェーン構造の変化

（1）新しいモノの作り方としてデジタルものづくり
（3D プリンタ）が進展

試作・設計工程の期間を短縮すること、高機能の型がで
きることによる生産性を向上させること、切削と比較し
て材料のムダが出ないなどの効果が期待できる。
また、「プロダクトの革新」とは、形状や内部構造の

昨今、デジタル化やネットワーク化が進展していくな

複雑性・自由度の高い造形物や人体や自然物などとの親

かで、3D プリンタを始めとする付加製造技術が、デジ

和性の高い造形物の製造が可能となること、少量生産品

タル製造技術（デジタルものづくり）の一つのツールと

を相対的に安く製造することが可能となるなど、航空機

して注目を浴びている。付加製造技術は、モノの作り方

や医療を始めとした分野で大きな広がりを見せる可能性

に大きな変革をもたらし得る技術であり、デジタルもの

を秘めている。

づくりの流れを大きく進展させるものである。しかしな

さらには、ソーシャルネットワークの発達により、ア

がら、我が国は同分野で欧米に対して遅れを取っている

イデアを他者と共有することも容易となっている。こう

のが現状であり、この遅れが、我が国ものづくり産業の

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

競争力に大きな影響を与える可能性がある。我が国もの

りは、新たな資金調達方法であるクラウドファンディン

づくり産業は、付加製造技術を早急に取り込み、競争力

グとも結びつき、産業や社会に革新をもたらす可能性を

強化につなげていく必要がある。

有している。
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事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

第 1 節及び第 2 節において、足下では企業の業績改
善が見られるものの、製造業の輸出で稼いできた貿易収

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
用いられる金型など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。
【図 : 製造方法による日数比較】
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製造数量に応じた射出成形とのコスト比較
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

事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

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。
【図 1

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

大物
事務機外装部品

約6cm

約45cm

材料費用
成形に用いる金
型

約6 cm

約1cm

製品重量
材料

約15cm

約1cm

中物
カメラ部品

約 0.2g
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ト）
5 0 0 円 ／kg
3 5 0 円 ／kg
2 5 0 円 ／kg
32個取り
2個取り
1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
13,500,000円／型 9,000,000円／型 8,000,000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。
出所 : 新ものづくり研究会報告書

【図 2

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】
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出所 : 新ものづくり研究会報告書
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ものづくり企業によるクラウドファンディングの活用 （株）ニットー
設計・試作からプレス製品量産までを一貫して手掛る㈱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 な
どの 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。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。

写真 : iPhone のカバーケース

【図 1 クラウドファンディングの世界市場規模推移】 【図 2 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）】
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ネットサービスを活用した製造業ベンチャー支援（ABBA lab）
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、部材調達や法務など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。
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【図 1
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ABBA Lab の投資スキーム】

投資スキーム
として活動継続

とのアライアンス
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出所 : ABBA Lab 資料

【図 2

Quirky の仕組み】

アイディア申請
発明家

￥申請料
製品化支援
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製品

製造
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￥代金
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製品化
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コミュニティ
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※1：報酬は製品化した場合のみ支払。
Inﬂuence（アイデア、品質向上、販売促進）に応じ支払う。
出所 :（株）シグマクシス作成資料

デジタル製造技術による医療現場の革新

ファソテック（株）

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。
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資料 : ファソテック（株）

②「 個人も含めた幅広い主体のものづくりツール」と

になったこと、発想段階における試作品としての活用可

してのデジタルものづくり

能性が高まったことによる、新たなものづくりの形態が

第 2 に、「個人も含めた幅広い主体のものづくりツー

発生する可能性を有している。

ル」としての発展可能性としてアイデアの実体化が容易

3D プリンタ活用によるコンテンツ産業活性化
（株）グッドスマイルカンパニー、（株）ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
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）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。㈱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。
【図 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

写真 :（株）グッドスマイルカンパニーの製品例
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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

事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

学院大学、ダイヤ工業（株）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 : 山中俊治教授（東京大学生産技術研究所）提供資料

③ 3D プリンタの活用実態と今後の課題

図 131-1

以上のとおり、3D プリンタに代表される付加製造技
術は、①試作・設計工程の期間を短縮できる、少量生産

経済波及効果
〜2020年で約21.8兆円〜
（全世界）

品を比較的安く製造できるなどの性質を有する「精密な
工作機械（付加製造装置）」、②個人の参入やアイデアの

装置･材料等の直接市場［1.0兆円］

実体化が容易となる「個人も含めた幅広い主体のもの
づくりツール」といった 2 つの方向の発展可能性を有

関連市場［10.7兆円］
付加製造技術で製造した製品市場

しており、今後、付加製造技術は、医療や航空機分野
を始め活用可能性が高まり、その経済波及効果は大きい

生産性の革新［10.1兆円］
付加製造技術による製造等の効率化

（2020 年時点で約 21.8 兆円（全世界）（図 131-1））。
また、この市場の広がりの可能性の中で、いかにデジ
タル化の中での高付加価値領域ないし、参入が容易では

付加製造技術の経済波及効果

資料 : 経済産業省作成

ないデジタル化が進まない領域に特化するかが事業戦略
として重要であることは先に述べたとおりである。

図 131–2

しかし、現状においては、それ以前の課題、装置の生

既に業務で本格的に活用している
未活用だが､今後の活用を検討している
関心もなく､活用の予定もない

産や活用の面で欧米に比べて遅れており、今後の発展か
ら取り残されるおそれがある。我が国の競争力強化に向
3D プリンタを「既に業務で本格的に活用している」
と回答した企業は大企業で 19.4%、中小企業で 4.5% と
まだまだ少数派であり、その使用目的も「サンプル等の
試作開発」がほとんどを占めており、限定的である（図

0
(n=3,779) (n=206)

けた取組が急務となっている。

3D プリンタの活用状況

大企業

20

試験的に活用をはじめたところ
関心はあるが､活用の予定はない

40

60

80

100
(%)

19.4

8.3 13.1

中小企業 4.5 14.5
3.2

43.7

51.8

15.5

26.0

資料 : 経済産業省調べ（14 年 1 月）

131-2・3）。
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図 131–3

3D プリンタを本格的に活用している企業の活用目的

(%)
100

サンプル等の試作開発

多品種少量生産

量産

その他

94.9
84.3

80
60
40
20
0

2.6 2.6

7.7

大企業
(n=39)

13.2
7.5
4.4
中小企業
(n=159)

資料 : 経済産業省調べ（14 年 1 月）

中小・小規模企業における付加製造装置の活用
【事例 1】試作品製作メーカー
（株）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

【図

付加製造装置により造形されたアンモナイトの化石】

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。

備考 : 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。
資料 :（株）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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また、3D プリンタの活用にあたって「3D-CAD など

が占めるシェアは 3% に過ぎず、欧米メーカーが市場を

のソフトウェアを使いこなせない」と人材面での課題を

席巻している（図 131-4）。また、欧米各国は付加製造

挙げる企業があるなど、高度人材の育成も必要である（図

技術のイノベーション拠点（American Makes） の設置

131-6）。

や産学官の研究開発拠点を設置する等、積極的な取組を

図 131–4

行っており、欧米と比較して立ち後れている状況にある。

世界の 3D プリンタ累積出荷台数シェア

そのような中で、3D プリンタ普及により「バリュー

その他0.5％
日本
3.3％

チェーンが変化する」、「一体造形により部品の設計その

中国
欧州 3.5％
11.5％

ものが変化する」と多くの企業が回答しており、これら
に対応をする必要性がある（図 131-5）。このように３
D プリンタがモノづくりに変化をもたらす可能性がある

イスラエル
10.0％

中で、立ち遅れを解消し我が国がリードをするべく、社

米国
71.2％

会ニーズを反映した、我が国主導での３D プリンタ開発
が重要であり、装置やその制御ソフト、金属粉体材料な
どの技術開発を政府として支援する必要がある。

1988年〜2012年累計の
3Dプリンタ出荷台数シェア
販売価格USD5,000以上が対象

また、「模倣品の増加など知的財産の侵害が懸念され
る」と回答する企業も多く、知的財産に対する新たな対

図 131–5

出所 : Wohlers Report2013

3D プリンタ普及の影響に対する認識

「そう思う」という回答比率から「そう思
わない」という回答比率を引いた比率。
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40
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41.9
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一体造形により部品の設計そのものが変化する
資料 : 経済産業省調べ（14 年 1 月）

図 131–6

3D プリンタ活用に向けた課題
0
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3Dプリンタを活用した経営戦略の立案能力強化

(n=79)大企業
(n=810)中小企業

17.7
22.0
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資料 : 経済産業省調べ（14 年 1 月）
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置の生産シェア（累積ベース）で見た場合には、我が国

第３節

策も必要となってくる可能性が高い。

大きな発展可能性を秘めた 3D プリンタであるが、装

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などが挙げられる。
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・学生などが集い、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、人材育成などを行っていく仕組みとなっている。
【America Makes の仕組み】
Education Sector
Research universities
Community colleges
Secondary schools
Private Sector
“Voice of the
Customer”
Large lndustry
Small Businesses
Entrepreneurs
Public Sector
Federal agencies
National labs
States

【America Makes の設備】

NAMII
Innovators:
・ Full time applied researchers
・ Faculty/students in residence
・ Engineers
・ Entrepreneurs
Shared Infrastructure:
・ Additive Mfg Equipment
・ Design & Simulation
・ Part Testing
・ Demonstration
Links:
・ Manufacturing Extension
・ Partnerships
・ Other Mfg Innovation Institutes
・ International community

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

Greater Economic
Competitiveness
・ Innovative and better
products and
manufacturing
technologies
・ Spin-oﬀ Companies
・ Highly Skilled Workforce

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 1,000 万米ドルの投
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 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 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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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

事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

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。
【図 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
研究領域
付加製造技術の研究

Direct Manufacturing Research Center（DMRC）
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

年間200以上

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）

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）

スタッフ

S e l e c t i v e L a s e r M e l t i n（ S L M ）に よ る R a p i d
Manufacturing の研究グループ有り

プロジェクト数

約25名
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）

Fraunhofer Additive Manufacturing Alliance
・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 : 新ものづくり研究会報告書

3D プリンタを活用し、心臓の内側までを忠実に再現した精密な心臓シミュ
レーターを開発 （株）クロスエフェクト
開発工程の「短縮化」
「時短」を強みに試作開発品の製作を手がける（株）クロスエフェクト（京都市）は、
（独）
国立循環器病研究センター等との医工連携のもと、コア技術である高速光造形技術やハイブリッド真空注型技
術を駆使しながら、本物に酷似した質感・強度を有するリアルな精密心臓シミュレーターの開発に成功した。
既存の医療用臓器モデル、特に心臓モデルは硬い樹脂や木で作られており、実際に曲げたり、切ったり、縫っ
たりすることができない。このため、執刀医の教育訓練や術前の綿密な検討用としては使用できず、あくまで
心臓の構造を理解するために用いられていた。これに対し、同社は、独自のデータ処理技術を使って画像診断
用の CT スキャンデータから 3 次元 CAD データを作成し、光造形によって心臓の 3 次元モデルを製作。特殊
な型や中子を用いることで複雑な中空形状を精密に再現している。
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超軟質の樹脂素材でできた心臓モデルは実際にメスで切開することができ、心臓外科医の手術訓練教材とし
て利用されている。同社では、成人男性の標準的なデータに基づいて製作した標準品（スタンダードモデル）
を提供しているほか、特定部位の素材変更や疾患の設定など、標準品をベースに様々な仕様変更にも対応する
ことができる。また、患者個人の CT スキャンデータをもとに、疾患部位をリアルに再現したフルオーダーメ
イドの特注モデルも製作している。これによって精度の高い術前シミュレーションが可能となり、高難易度手
術の成功に大きく寄与している。

写真 : 心臓シミュレーター成人正常モデル
外観（冠動脈・冠静脈の中空を再現）
内腔（4 つの弁、主な乳頭筋を再現）

（2）自 動車のモジュール化が与える産業構造への影響

共通化により、大量発注やグローバルでの部品供給への
対応がより一層求められ、グローバルでサプライヤー間

自動車産業においては、車種の多様化、低コスト化、

の競争激化につながる可能性がある。こうしたことか

環境性能・安全・安心・快適性の向上等の自動車の高機

ら、日本のものづくり産業が得意としてきた「すり合わ

能化への対応が求められる中で、経営資源を有効に活用

せ」の強みを、モジュール領域と非モジュール領域のそ

し、より効率的な車作りを行う方法として、設計等の段

れぞれにおいて、製品の企画・開発・生産段階でどのよ

階から製品の大きさ・タイプを超えて、いくつかの部品

うに発揮することができるかを見極め、対応を行ってい

的機能のかたまり（モジュール）を標準化・共用化し、

く必要が出てきている。

そのモジュールを複数の製品で活用するという方法（モ
ジュール化）が進展している（図 131-7）。また、自動

本項では、自動車のモジュール化が、自動車の産業構
造、特にサプライチェーンに与える影響を整理する。

車の高機能化を支える構成部品の電子化の進展は、今後
モジュール化の流れを一層拡大させることが見込まれ

①グ ローバル競争の激化に伴う「コスト低減」と「車
種の多様化」への対応

る。

図 131–7

自動車メーカーは、新興国を中心とするグローバル市

モジュール化の進展に対する認識

場での競争へと本格的に突入している。

（モジュール化が）進展していると感じる

新興国市場では、ボリュームゾーンを中心に低価格の

（モジュール化が）進展しているとは感じない

製品が求められているだけではなく、需要の高いボディ

わからない
0

(n=924)

20

35.3

40
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32.0

80

100
(%)

32.7

備考 : 自動車のサプライチェーンに属する企業を対象に集計
資料 : 経済産業省調べ（14 年 1 月）

形状（セダン、ピックアップ等）や使用する燃料（ガソ
リン、ディーゼル等）等にも違いが見られるとおり、各
国の異なるニーズに対応していく必要がある。また、先
進国市場においても、次世代自動車の開発・投入や消費
者の様々な趣向への対応に加えて、新興国メーカーが投
入するリーズナブルで、性能も遜色の無い、デザインを

完成車メーカーは、デザインや走行性能などブランド

重視したクルマが消費者に受け入れられる中で、価格面

価値に結びつくところは差別化を図るとともに、技術や

での競争にも対応していく必要がある
（図131-8・9・10）
。

部品を標準化・モジュール化する方向を志向していると
される。
一方、部品メーカーにおいては、部品やモジュールの
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このような「コスト低減」と「車種の多様化」を両立
させるために、完成車メーカーは、自社の経営資源を有
効に活用しながら、より効率的な車作りを行うことが求

我が国ものづくり産業が直面する課題と展望

第１章

どブランド価値に結びつく部分で差別化を図るととも

注ロットが増加し、サプライヤー間の競争が促進され

に、メリットとデメリットを考慮しながら部品の共通

る、③モジュールが共有化されることによって組立も効

化・モジュール化を進め、製品開発の効率化とコスト低

率化し、工場のライン／治具等も共有できるといったこ

減をする方向を志向しているとされている。こうしたモ

とが挙げられる。

ジュール化の動きは、独メーカーが先行している状況で

一方で、サプライヤー間の価格競争が激化する可能性

あり、試行錯誤しながら日系メーカーも取組を進めてい

とともに、①特定部品に不具合があった場合に、リコー

る（図 131-11）。

ル対象のモデル数も増加してしまう、②部品レベルでの

モジュール化によるメリットとして、①同じモジュー

技術変化に迅速に対応できるのかの懸念がある、③製品

ルをブランドやクラスで共有することにより様々な車種

の差別化が困難になる可能性がある等のデメリットもある。

図 131-8

新興国市場の伸び

図 131-9
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図131-11

モジュール化の対処方針（最終製品向け別）
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出所 : 経済産業省調べ（14 年 1 月）
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事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

の開発を効率化することが可能、②部品共通化により発

第３節

められる状況に直面しつつあり、デザインや走行性能な

②電子部品比率の高まり

図 131-12

自動車の構成部品の中で、異なる機器間での通信方式

電子部品比率の高まり

やソフトウェアの基本構造の標準化が図られる傾向が強

機械部品

い電子部品は、モジュール化しやすい性質を持つとされ

電子部品、
ソフトウェア

る。

2004

自動車の構成部品に占める電子部品の割合は、電子制
御化、安全運転システム、居住性向上、ネットワーク化
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などの自動車の高機能化が進む中で、インフォテイン
メントシステムなどの付加的な機能の導入に加えて、
これまで機械的動作として行われていたハンドル操作の
伝達等を電子的に行うステア・バイ・ワイヤ技術の導
入など、機械部品から電子部品への代替が進展している
こと等を背景として近年増加する傾向があり（図 13112）、これに伴って自動車のモジュール化の流れに拍車
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がかかっている。

③モジュール化が与える自動車産業構造への影響

モジュール化の進展に伴う部品の共通化は、サプライ

「モジュール化」の進展による影響について調査を行っ

ヤーにとっては、大量発注やグローバルでの部品供給へ

たところ、「標準化・共通化が加速する」、「組込システ

の対応がより一層求められる傾向が高まり、グローバル

ムなどソフトウェアや IT の価値が高まる」「バリュー

でサプライヤー間の競争激化や業界再編につながる可能

チェーンが変化する」と思うとの回答が多く、また、特

性がある。このため、ドイツの部品メーカーの中には製

に自動車業界では「大手のメガサプライヤーへ仕事が集

造設備を内製化するとともに、特許等で保護することで

中」との回答があった（図 131-13）。

複数化された購買先とのコスト競争に容易に巻き込まれ
ないよう工夫する例も見られる。

図 131-13

また、完成車メーカーが選択と集中による経営資源の

モジュール化の進展による影響
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資料 : 経済産業省調べ（14 年 1 月）

は、サプライヤーの提案が活用される範囲が拡大する傾
向が高まるとともに、特に、様々な自動車メーカーと取
引を行うサプライヤーが、その立場を生かして課題を見
つけ、国際標準を活用することを含め、システムを一つ
のモジュールとしてパッケージで提案し、高い付加価値
を獲得する機会が広がる傾向にあるものと考えられる。
このような動きの中で、企業間の関係が見直され、従

自動車（n=853）

来の取引関係を超えたオープンな取引関係が新たに構築

産業用機械（n=1,047）

され、バリューチェーンが変化する可能性があることに

電気機械（n=289）

も留意する必要がある。サプライヤーは、これまで以上
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組込システムなど
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すり合わせを得意とする -35.5
日本のものづくりに -35.5
不利になる -34.6
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製造の付加価値が低下する
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に対して図ることが難しい部品やモジュールについて

「そう思う」

0
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配分を行う中で、他社メーカーとの差別化をユーザー

25.9
31.5
31.5

に完成車メーカーに対する提案力を高めるとともに、グ
ローバルでの供給力を高めていくことが求められる。
パソコンや家電製品においてはモジュール化が徹底さ
れ、新興国の組立メーカーの猛追を受けるような事態が
一部に見られる一方で、自動車産業においては、「すり
合わせを得意とする日本のものづくりに不利になる」
「製
造の付加価値が低下する」とは思わないとの回答が多数
を占めている通り、モジュール化の進展による産業構造
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