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デロイトは、3Dプリンティング（additive manufacturing：付加製造）に
関連する大手上場企業の売上は、2019年には27億ドルを超え、2020
年には30億ドルを上回ると予測している。この市場規模の範囲には産業
向け3Dプリンタ、素材、サービスを含んでいる。（なお、世界の製造業セ
クター全体の収益は年間約12兆ドルである1。）
3Dプリンティング市場は今後各年約12.5%の成長を見せ、年間成長率
は数年前の2倍以上に急伸するだろう。（図表1）

3Dプリンティングの市場成長率は2016年頃までは1桁台に鈍化してい
たが、再度加速するという転換期を迎えている。その理由はおそらく、複
数の業界の企業が、単純なラピッドプロトタイピング以外の用途にも3D
プリンティングを利用するようになったからである。市場への新規参入も
次々と起こり、規模拡大につながっている。3Dプリンティングは、スマート
デジタル技術を用いて高度な生産・運用手法を連携させるインダスト
リー4.0に「欠かせない要素」だと考えられている2。

バブルから停滞期に
3Dプリンティングの導入初期に寄せられた期待はやや過剰だった。それ
は他の多くの新技術の場合と同様である。当時の予測では、3Dプリンタ
が民生化することで、従来の部品製造、倉庫、物流などの業界が短期間

で崩壊の危機に陥るともいわれていた。2009年に初のホーム3Dプリン
タが発売された時点では10億ドルに満たなかった市場規模は、2014年
までに20億ドルに倍増した。とはいえ現実には、当時の3Dプリンタの用
途はプラスチックのプロトタイプ作成にとどまり、ホーム3Dプリンタで実
際に作られたものはほとんど機能的な価値を持たなかった。
3Dプリンタ導入当初のバブル的な市場拡大は一段落し、2014年から
2016年の間の市場成長は1桁台に減速した。しかし2017年以降、再び
成長が加速した背景には何があるのだろうか。

市場回復の背景
この市場成長率の回復の背景には大きく分けて以下の4つの要素がある
と考えられる。

 • 3Dプリントが可能な素材の増加
2019年には3Dプリントが可能な素材は5年前の2倍以上に拡大し、複
数素材対応のプリンタの普及が進んでいる。特に最も大きな転換は、
プラスチックから金属プリンティングへの移行である。プラスチックが依
然として優勢であるものの、今後は金属の使用が増加し、プラスチック
の利用が相対的に少なくなる傾向になるとみられる。

3Dプリンティング
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 • スピード
3Dプリンタのプリント時間は、形状の複雑さ、プリントジョブの品質、
使用する素材によって異なるが、同じ条件下では、2019年に市場に投
入される3Dプリンタは2014年に販売されていた端末のほぼ2倍の速
さでプリントを行うことができるようになっている。

 • プリント可能な物体のサイズ（ビルドボリューム）の拡大
数年前までは、典型的な高性能金属プリンタの場合、10×10×10cm
よりも小さい物体しか作ることができなかったが、2019年には30×
30×30cmのビルドボリュームを備えたプリンタが多数登場している。
最初から大きいサイズでプリントすることで、小さいサイズで複数プリン
トした後に組み立てる手間がかからないという利点がある。さらに、
メートル単位で計測する大規模な3Dプリンタの開発も進んでいる3。

 • 大企業の参入
フォーチュン500に名を連ねる規模の大企業が3Dプリンタ業界に参入
することで、市場全体が活性化されている。大企業の参入によって研究
開発投資、信頼性、大規模な顧客基盤、マーケティング力が市場にもた
らされ、既存のプレーヤーの売上を奪う形ではなく、市場のパイ自体を
広げているという利点がある。

3Dプリンタと従来の製造技術の共存
3Dプリンタが従来型の製造技術に完全に取って代わることはないという
ことは重要な観点である。部品製造において、3Dプリンタが最適なツー
ルである場合とそうでない場合がある。今後も当分の間は鋳造、鍛造、ス
タンピング、成型など従来型の手法によって多くの部品が製造され、その
他一部にCNC（コンピュータ数値制御）装置が使われ、さらにその他のご
く一部の部品に3Dプリンティングが適用されることになるだろう。
とはいえ、世界の部品産業の市場が数兆ドルの規模である（金属部品の
みでも年間1兆ドルに達する）4ことを考慮すると、3Dプリンティングがわ
ずかその1%を占めるだけでも大きなチャンスに値するといえる。従来型
の製造方法では作れない部品や、小ロットのため従来の製造方法では費
用対効果が見込めない部品の製造において3Dプリンタが活用され、市
場成長を牽引することになるだろう。

図表1　3Dプリンティング市場は、2倍以上の成長率の増加を見せた
世界の大手上場会社における3Dプリンティングによる収益（2014～2020年、億ドル）

注：2018年以降は予測値

出所：デロイトによる公開会社の財務報告書の分析及びアナリストの予測

2020E2019E2018E2017201620152014

12.5%12.6%12.6%12.5%5.1%増加率（%） 4.6%

31

27

24
22

1818
19



Technology, Media and Telecommunications Predictions | 2019 日本版

47

BOTTOM LINE
図表2　3Dプリンタ（Additive Manufacturing：AM）のアプローチと価値を理解するための枠組み

アプローチⅢ：製品の進化
• 戦略上の必須事項： 成長、イノベーシ
ョンとパフォーマンスのバランス

• 価値の原動力： 
収益、リスクと時間のバランス

• AMがもたらす主なケイパビリティ：
– 顧客のニーズに沿ったカスタマイ
ゼーション

– 製品の機能性の向上
– 市場対応力
– 複雑化してもコストは増えない

アプローチⅣ：ビジネスモデルの進化
• 戦略上の必須事項： 
成長とイノベーション

• 価値の原動力： 
収益重視の利益とリスク

• AMがもたらす主なケイパビリティ：
– マスカスタマイゼーション
– 製品の使用場所で製造
– サプライチェーンの仲介機能の排除
– 顧客の意思決定権限の強化

アプローチⅠ：停滞
• 戦略上の必須事項： 
パフォーマンス

• 価値の原動力： 
コストに注目した収益

• AMがもたらす主なケイパビリティ：
– デザインとラピッドプロトタイピング
– 製造と金型のカスタマイズ
– 補完的または「保険」としての
ケイパビリティ

– 低生産率/切り替えなし

アプローチⅡ：サプライチェーンの進化
• 戦略上の必須事項： 
パフォーマンス

• 価値の原動力： 
コストに注目した収益と時間

• AMがもたらす主なケイパビリティ：
– 製品の使用場所により近い場所で
製造

– 対応力と柔軟性
– 需要動向の不確実性の管理
– 必要な在庫の減少
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出所：Mark Cotteleer and Jim Joyce、「3D opportunity: Additive manufacturing paths to performance, innovation, and growth」 Deloitte Review 14, 2014/1/17
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グローバル版本文
3D printing growth accelerates again
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/3d-printing-market.html

産業規模で3Dプリンティングを利用するためには、データを軸に製造プロセスを管理する必要がある。
この際に、「デジタルスレッド（digital thread）」と呼ばれる、初期設計から完成部品までを網羅するシームレスな一連のデータが、3Dプリンティング
の生産能力を最適化する鍵となる5。デロイトではこれを「付加製造（3Dプリンティング）用途のデジタルスレッド」（Digital thread for additive 
manufacturing: DTAM）と呼んでいる。

DTAMと3Dプリンティングの導入に際しては、以下の5つの点を重視することを提案したい。

 • 自社のツールや技術の現状評価を行う
→問題点を特定し、改善すべきポイントを理解する

 • 自社が注力すべきポイントを決定する
→ビジネスとして成果を出すことを念頭に、製品開発、サプライチェーンの最適化、もしくはその両方のどのポイントに注力するかを検討する。自社
のケイパビリティを把握し、図2に示す3Dプリンティングの枠組みのどこに自社を位置づけるかを検討する。

 • データの保管と使用方法に対するアプローチの現状を把握し、DTAM構築の方法を模索する
→自社で現在どのようにデータを収集・使用・保管しているかを把握し、製造現場から得られる情報をどのように効率的に活用し、DTAMを構築す
るかを検討する。

 • DTAMを構築するためのワンストップでエンドーツーエンドのソリューションは未だ存在しないことを認識する
→企業ごとにDTAMの構築と3Dプリンティングの用途や必要性が異なるため、自社に適した個別の要件策定が必要である。

 • 社内人材向けの対応が必要
→3DプリンティングとDTAMがエンジニアなど社内人材に理解され、受け入れられることが必要になる。変革管理と同様に、人材の採用、研修、
定着も重要な考慮事項になる。




