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はじめに

3

Dプリンティングは「積層造形法（AM−Additive

3Dプリンティング技術は企業成長を促すと同時に

Manufacturing）」とも呼ばれ、機械加工や他の

技術革新を実現するために非常に有用なツールであ

切削加工による造形ではなく、素材を付加（通常は積

る。当社では関連レポートを「3Dプリンティングシリー

層）することで立体的な造形を実現する技術である。

ズ」として出版しているので、併せて参考にしていただ

3Dプリンティングの歴史は30年以上前の1983年、 きたい。
ステレオリソグラフィー（光造形法）が発明されたとき
まで遡る。その後の技術進歩に伴い、3Dプリンティン
グは大きく7 種類に分類されるようになり、さらに13
種類以上の関連技術が開発された。
本レポートは、経営陣が 3Dプリンティングに係る
様々な技術やプロセスの基礎を学ぶための「入門書」
である。技術が著しく進化を続けている分野のため全
ては網羅できないが、今後、3Dプリンティング技術の

「Additive

manufacturing paths to

performance, innovation, and growth」
デロイト ユニバーシティプレスのページから
入手可能1。主要産業別インサイトも提供中：
「 3D

opportunity for aerospace and

defense: Additive manufacturing

活用を検討する企業にとっては、深い知見と示唆を含

takes flight 」（ http://dupress.com/

んだ内容となっている。

articles/additivemanufacturing-3dopportunity-in-aerospace/ ）。「 3D
opportunity for the automotive industry:
Additive manufacturing hits the road」
（http://dupress.com/articles/additive-

manufacturing-3d-opportunity-in「3D opportunity in medical
automotive/）。

technology: Additive manufacturing
（ http://dupress.com/
comes to life 」

articles/additive-manufacturing-3dopportunity-in-medtech/）。デロイト提供
の3Dプリンティングに関する資料の完全版
は、http://dupress.com/collection/3d-

opportunityまで。
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3Dプリンティングの概要
3Dプリンティングの定義
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0 年以上前から開発が続けられている3Dプリン

3Dプリンティングの工程：
素材を積層する手法

ティングには、様々な技術やプロセスがある。工

伝統的な 3D プリンティングの工程は、まずコン

業規格の国際標準を制定する機関「 ASTMインター

ピュータ支援設計（CAD）
を使った3Dモデルの設計か

ナショナル」では、3Dプリンティングを「3Dモデルの

ら始まる。CAD で作られた 3D モデルのデータは通

データを設計図とし、通常は素材を層状に積み重ねて

常、スタンダード・テセレーション・ランゲージ（STL）形

立体物を成形する手法で、切削型造形法とは対照を

式で保存され、3D形状が三角形の集合体として表示

成す技術2」と定義付けている。

される。さらに3Dデータが層状にスライスされ、3D

一般的に「3Dプリンティング」と「積層造形」は同義
語として使用されることが多い3。

プリンターに設計図データとして送信される。プリン
ターは、素材を少しずつ層状に積み重ねることで立体
物を成形する。
立体物の完成後には、様々な仕上げ加工を要する
製品もある。使用素材や形状の複雑さにも依存する
が、サンディング、研磨、硬化、素材充填、塗装など、
パーツによっては二次加工も必要となる。
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図
プリンティングで作成された製品群
Figure
Examples of components fabricated using additive manufacturing
1．3D1.

Photos used by permission of 3D Systems.

スリーディー・システムズ社の許諾掲載

Graphic: Deloitte University Press | DUPress.com

グラフィック：デロイト ユニバーシティプレス｜DUPress.com

4

図
プリンティングの工程
Figure
Additive manufacturing (AM) process flow
2．3D2.
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CADによる
3Dモデル設計
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立体物造形
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図1は3Dプリンターで作成された製品群の例であ
り、図2は3Dプリンティングの全工程を図解したもの
である。

3Dプリンティングの歴史：
産業用途は過去10年間に急増

高機能な 3D スキャン・画像化ツールが、従来の

3Dプリンティングのルーツは、19世紀に行われたト

CADソフトを代替し始めている。更にタッチペンを使

ポグラフィー
（地形学）
、及びフォトスカルプチャー分野

用するものをはじめとした様々な設計技術が台頭して

の研究活動にある。また、1970年代に開発された技術

おり、CADを使えない消費者でも自らデジタル設計

は、3Dプリンティングの技術確立に大きく貢献した4。

や修正が可能となったため、今後も3Dプリンティング

1983年には、チャック・ハルがステレオリソグラフィー

の個人市場は拡大すると予測される。またSTL 形式

を発明し、CADデータからの3Dプリントが可能となっ

ファイルだけでなく、より多くのファイル形式を普及さ

たことにより、初めて3Dプリンターが実用化された5。

せるため、AMF（アディティブ・マニュファクチャリング・

さらに1986 年、ハルはスリーディー・システムズ社

ファイル）フォーマットなどの新たなデータフォーマッ
トの開発も進んでいる。

（3D

Systems, Inc.）を共同起業し、ステレオリソグラ

フィー（ SLA ）を用いた初の 3Dプリンティング技術の

5

図
Figure
3. Evolution of additive manufacturing technology
3. 積層造形技術の発展

日本、米国、
ドイツなどで、
低コスト3Dプリンターの開発に着手

初の3Dプリンター：
1987年、スリーディー・
システムズ社が
ステレオリソグラフィー（SLA）
システムを開発
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新技術を採用した
プリンターが登場

‘91 ‘92 ‘93 ‘94

スリーディー・システムズ社と
チバガイギー社が第一世代
アクリル樹脂を商品化

技術の進歩により自動車、航空宇宙、
医療分野などでの用途拡大

‘96 ‘97 ‘98 ‘99

多様な3Dプリンター向けに
新たな樹脂の開発・商品化

プリンター及び技術の進歩

従来よりも厳しい条件に
耐えられる素材や、
新たな素材（合成物質や
金属など）
による造形能力の
開発に注力

素材の発展
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商品化に成功した 6 。別の積層造形法である選択的
レーザー焼結法（ SLS ）が最初に商品化されたのは

1990年代終盤である。SLAと同様にシステム・コスト
を低減させたことで、数年間で試作品から末端パーツ
の生産まで、様々な用途で使われるようになった7。

異なる技術のトレードオフを理解する
3Dプリンティングとは、素材を積層することで3次
元の立体物を成形する。一方、従来の造形法（掘削や

1990年代の3Dプリンティング用途は、主に試作品

機械加工など）では、不要な素材部位を削る「切削」手

の作成に限定されていた。ところが1990年代終盤以

法である場合が多い。そういった意味で3Dプリンティ

降、その技術と手法は、広範な工業・医療分野、そして

ングと従来型造形法の特徴は対極的であるものの、

消費者マーケット向けに幅を広げ始めた。2000年代

両手法とも製造技術そのものの進化に欠かせないと

に入ると急速に開発が進み、無人飛行機、自動車、消

考えられる。

費財などの部品から、臓器や生体組織などの生産にも

3Dプリンティングが利用されるようになった8。図3で
示すように、3Dプリンティング技術における処理速
度、対応可能な造形の複雑度や素材など、様々な方面
で改善され続けている。
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3Dプリンティングvs従来型造形法：

以下に、3Dプリンティングと従来型造形法における
それぞれの利点をいくつか挙げてみる。

3Dプリンティングの長所
• 複雑な形状の造形：従来の手法では成形することが

３Dプリンティングの利点とは、製品ライフサイク

困難または不可能だった複雑な形状を正確に成形

ル、及びサプライチェーンの各プロセスにおける期間

することが可能である。

短縮とコスト削減、また従来の造形法よりもデザイン
を柔軟にカスタマイズできるという点に集約される。

• 完成スピード：機械加工を殆ど、あるいは全く行わ

これらの利点を考慮すると、３Dプリンティングは今後

ずに成形可能であるため、製品設計や開発期間の

も積極的に導入されていくと考えられる。また、中で

短縮、そしてオンデマンド生産が可能となる。

も技術の普及の鍵を握るだろう利点は以下の 2 つで
ある：

• スクラップの削減：部品造形のために使用する素材
そのものに無駄が少ないため、生産過程で排出さ

• ワークフローの効率化：３Dプリンティングは、試作

れるスクラップや廃棄物を大幅に削減または完全に

品の開発期間削減と検品サイクル短縮を可能にす

除去することが可能である。これに伴い、３Dプリン

る。従来の造形手法に比べて、スクラップの量や使

ティングプロセスの効率が向上する。

用する機械、素材、そして部品の数が少ない上、部
品の組立てや在庫の必要性も抑えられ、大きな費

従来型造形法の長所

用対効果が期待できる。

• 大量生産：従来型造形法は、大量生産を通じた機械

• デザインの柔軟性、及び製品のカスタマイズ：３D

の固定費や設置費償却が可能な生産に適してい

プリンティングは短時間でのデザイン具現性を持

る。一方、３Dプリンティングは少中量生産に適して

ち、オンデマンドでの少量生産が可能である。特注

いると言われる。

品を即日生産することで、魅力的かつ充実した顧客
エクスペリエンスを実現できるため、消費者向け製

• 広範な素材選択：従来型の造形技術では様々な素
材を幅広く利用することが可能だが、３Dプリンティ

品や工業製品のエンドマーケットに大きな影響を及
ぼすと考えられる。

ングにおける利用素材は主にポリマー、金属、セラ
ミック、及び合成物質に限定される。

• 大型部品の作成：現在の３Dプリンティングでは使
用する機械や容器のサイズによって形成物の大き
さが決定されるため、従来型の造形法の方が大型
部品の作成に適している。
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3Dプリンティングの手法、技術、用途

3

Dプリンティングで造形された実用的な試作品や

3Dプリンターには、1万ドル未満の物から、100万ド

最終部品は、工業製品、消費財、自動車、医療、航

ル以上もするような高額機種まで存在する9。

空宇宙など幅広い分野で利用されている。またプラ

３Dプリンティングは一般的に、以下の7種類の主要

スチック、金属、セラミック、合成物質など様々な素材

手法に分類される10。使用する素材によって特徴が異

が利用でき、多数の異なる造形法が適用できるため、

なり、当然それぞれに長所や短所がある
（図4参照）11。

複雑な形状、表面の仕上がり、単価、製造効率などの
課題に対応できる。多様な要件に対応できる産業用

３Dプリンティングには数種類の素材が使用される。
これらの素材を大別すると（図5参照）、特にポリマー

3Dプリンティングの主要手法
光重合硬化技術
タンク内の液化したフォトポリマー（プラスチック）を、光活性化重合によって選択的に硬化させる手法。
光重合硬化技術（light

polymerization）とも呼ばれる。

関連積層造形技術：ステレオリソグラフィー
（SLA）、デジタル光処理技術（DLP）

マテリアル・ジェッティング法
プリント・ヘッドから素材を造形面に噴射し、選択的に積層させる手法。噴射する粒子素材としては通常、フォトポリマーと造形中の立体物を支える構造物を
作るための二次素材（ワックスなど）が使用される。フォトポリマーに紫外線を照射して固化し、硬化パーツを形成する。二次素材は造形後の処理で取り除か
れる。
関連積層造形技術：マルチジェット・モデリング（MJM）

素材押し出し形成法
熱可塑性樹脂を高温ノズルで溶解し、それを造形面に押し出して層ごとにパーツを形成する手法。同工程を繰り返すことでパーツを造形する。
関連積層造形技術：熱溶解積層法（FDM）

粉末積層法
素材（プラスチック、金属など）の粉末を、レーザービームなどの熱エネルギー源を利用して選択的に固化させ粉末を層状に固め、新たな粉末をその層に敷
き詰め、固化させるプロセスを繰り返す手法。固化されていない素材を、成形中の立体物を支えるために使用することで、他の補助システムを必要としない。
関連積層造形技術：電子ビーム融解法（EBM）、選択的レーザー焼結法（SLS）、選択的燃焼合成法（SHS）、ダイレクトメタルレーザー焼結法（DMLS）

バインダー・ジェッティング法
素材粉末に液体接着剤（膠など）を塗布しながら、選択的に結合させる手法。カラー造形物を作成するためにインクを使用することもある。粉末が層状に固
まると、新たな粉末をその層の上に敷き詰める工程を繰り返すことで立体物を造形する。固まっていない素材を成形中の立体物を支えるために使用すること
で、他の補助システムの必要がない。
関連積層造形技術：粉末積層・インクジェットヘッド法（PBIH）、石膏3Dプリント法（PP）

シート積層法
素材（プラスチック、金属など）の薄いシートを様々な方法（接着剤、超音波溶接など）で結合させ、立体物を成形する手法。固化したシート上に新たなシート
を重ねていく。必要パーツの輪郭をレーザービームまたはナイフで切削し、不要な素材は排除される。この工程を繰り返すことでパーツを造形する。
関連積層造形技術：薄膜積層法（LOM）、超音波固化法（UC）

指向性エネルギー堆積法
熱エネルギーを利用して素材（通常は金属）を溶かして堆積していく手法。この手法には、ワイヤー・ベースと粉末ベースの方法がある。
関連積層造形技術：レーザー金属堆積法（LMD）
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図4. 積層造形技術の基本素材及び長所／短所

技術
ステレオリソグラフィー
デジタル光処理技術

積層造形手法

基本の素材

光重合硬化技術
光重合硬化技術

長所

短所

液化フォトポリマー、

複雑な形状や精密なパーツに対応

ポストキュア（最終強度への硬化）が

合成物質

／滑らかな仕上がり

必要／補助構造物が必要

液化フォトポリマー

（DLP）
マルチジェット・モデリング
（MJM）

マテリアル・

フォトポリマー、ワックス

ジェッティング法

同時生産が可能／複雑な形状と

製品の厚さに制限がある／使用

サイズに対応／高精度

できる素材が限定的

優れた精度と表面仕上げ／複数

ワック ス 状 の 素 材 の 選 択 肢 が

素 材による造 形 が 可 能（カラー

限定的／造形作業に比較的時間が

造形も可）
／補助用素材を自動的に

かかる

排除
熱溶解積層法
（FDM）
電子ビーム融解法

素材押し出し

熱可塑性物質

粉末積層法
粉末積層法

（SLS）
選択的加熱焼結法

粉末積層法

SLAに比べ表面仕上げが粗く、造形
作業に時間がかかる

チタン粉末、コバルト・クロム

（EBM）
選択的レーザー焼結法

強度が高い／複雑な形状に対応

形成法
スピーディ／パーツの歪みが少ない／

最終加工が必要／機械の手入れが

素材の無駄が少ない

困難／X線を扱う際に注意が必要

紙、プラスチック、金属、

補助用構造物が不要／高温と薬品

精度が粉末の粒子サイズに限定

ガラス、セラミック、合成物質

に耐性がある／高速処理

される／粗い表面仕上げ

熱可塑性物質粉末

SLSよりも低コスト／複雑な形状に まだ実績が少ない新技術である

（SHS）

対応／補助用構造物が不要／短納
期生産に対応

ダイレクトメタルレーザー

粉末積層法

焼結法

ステンレス鋼、

高密度の造形や複雑な形状に対応

コバルト・クロム、

（DMLS）

最終加工が必要／大型パーツの
造形には適さない

ニッケル合金

粉体層・インクジェットヘッド・

バインダー・

セラミック粉末、金属積層、

フルカラー造形／低価格／高速

プリント法

ジェッティング法

アクリル、砂、合成物質

処理

バインダー・

接着石膏、石膏合成物質

相対的に低価格／カラープリントが

素材の選択肢が限定的／パーツが

可能／高速処理／余分な粉末の

壊れやすい

石膏3Dプリント法

ジェッティング法

精度に欠ける／粗い表面仕上げ

再利用が可能
薄膜積層法

シート積層法

（LOM)

紙、プラスチック、金属、

相対的に低価格／ 毒性物質を使わ

ガラス、セラミック、合成物質

ない／大型パーツの高速造形が

精度に欠ける／ パーツが不均一

可能
超音波固化法

シート積層法

金属と合金

（UC）

大型パーツの迅速な造形／最新の

他の手法に比べて、パーツの精度と

超音波固定法プリンターでは造形

品質の一貫性に欠ける／後処理が

速 度 の スピ ードアップを 実 現 ／

必要

一般的には毒性物質を使わない
レーザー金属堆積法
（LMD）

複数素材による造形機能を搭載／

システムコストが相対的に高い／

ギー

指向性エネル

金属と合金

大型パーツの造形が可能／生産の

補助用構築物が必要／滑らかな

堆積法

融通性

仕上がりにするには後処理が必要

資料：デロイト分析、ウォーラーズ・アソシエイト社「Additive manufacturing and 3D printing state of the industry」
（2012年）、Troy Jensen/Pipar Jaffray「3D
（2013年3月）、Justin Scott/IDA Science/Technology Policy Institute「Additive manufacturing: status and opportunities」
（2012年3月）
future」

printing: A model of the

グラフィック：デロイト ユニバーシティプレス｜DUPress.com
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図5. 技術と使用素材マトリクス表12

技術
ステレオリソグラフィー
デジタル光処理技術
（DLP）
マルチジェット・モデリング
（MJM）
熱溶解積層法
（FDM）

ポリマー

選択的加熱焼結法
（SHS）

合成物質
●

●
●

●

●

電子ビーム融解法
選択的レーザー焼結法

セラミック

●

●

（EBM）
（SLS）

金属

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ダイレクトメタルレーザー
焼結法

●

（DMLS）
粉体層・インクジェットヘッド・プリント法13

●

●

石膏3Dプリント法
薄膜積層法14
超音波固化法
（UC）
レーザー金属堆積法
（LMD）

●

●
●
●

●

資料：デロイト分析、ウォーラーズ・アソシエイト社「Additive manufacturing and 3D printing state of the industry」
（2012年）、Phil Reeves「3D printing & additive manufacturing:
（Econolyst、2012年6月12日）、Justin Scott/ IDA Science /Technology Policy Institute「Additive manufacturing: Status and
Extending your printing capability in true 3D」
（2012年3月）
opportunities」
グラフィック：デロイト ユニバーシティプレス｜DUPress.com
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や金属などの素材が各手法の積層造形に幅広く使用

えていく中、同技術の用途は今後、幅広い産業に波及

されていることが分かる。また用途は限られるが、セラ

すると予測される15。特に医療および製造業分野で

ミックや合成物質も利用されている。３Dプリンティン

は、本質的な研究開発を大きく促進することになるだ

グにおける素材の多様化は、今後の研究課題である。

ろう16。

3Dプリンティングの多彩な用途：
積層造形特有の利点を生かし、
今後10年間で応用分野は
幅広い産業に拡大

実際に、各産業で３Dプリンティングが利用されてい
る事例と将来的な開発が期待される分野を図 6で示
す。広がり続ける多彩な用途には、積層造形市場が目
覚ましく成長する可能性が示唆される。

試作品の作成だけでなく、実際の部品や実寸大の
製品作成に３Dプリンティング技術を用いる企業が増

図6. 各種産業における3Dプリントの用途

INDUSTRIES
民間航空宇宙・
防衛産業17

宇宙産業

CURRENT APPLICATIONS
• コンセプトモデリングや試作品
• 構造物や非構造物生産部品
• 少数の代替部品造形

• 3Dプリントで製作した電子機器を部品に直接内蔵
• 複雑なエンジン部品
• 航空機の翼部品
• その他の航空機構造部品

• 宇宙探査用の特注部品
• 軽量で高強度の素材を使った構造物

• 宇宙探査用の部品／予備品の受注ベース生産
• 大型構造物を直接宇宙で造形することで、打ち上げロケット
に収容可能サイズとなる

• 試作品用のラピッドプロトタイピングと実用自動車部品
のラピッドマニュファクチャリング

自動車産業18

医療産業19

消費財／小売産業

資料：デロイト分析、CSC「3D

POTENTIAL FUTURE APPLICATIONS

• 高性能自動車部品
• クラウドソーシングを介した自動車部品の設計

• クラッシックカーやレースカーなどの特殊部品の製造
• 部品などの高速造形

• 人工器官やインプラント
• 医療器具や模型
• 補聴器や歯科インプラント

• 移植用人工器官の開発
• 大規模な薬剤生産
• 再生医療用ヒト組織の開発

• 試作品用ラピッド・プロトタイピング
• 設計の作成と試作の再現が可能
• オーダーメイドの宝飾品や腕時計
• 数量限定のオーダーメイド生産

• 顧客との共同設計および共同制作
• 生活空間のカスタマイズ
• 消費財のマス・カスタマイゼーションの拡大

（2012年）
printing and the future of manufacturing」

グラフィック：デロイト ユニバーシティプレス｜DUPress.com
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市場機会と今後の課題
バ

ラク・オバマ米大統領は2013年の一般教書演

ら、この技術はPCの出現と同じレベルの革新力を持つ

説で、国内の製造業を活性化させるべく、政府

「ディスラプティブ（破壊的）技術」であると、一部専門

の 部 分 出 資による全 米 積 層 造 形 技 術 革 新 研 究 所

家のあいだでは考えられている21。しかし、そこまで

（NAMII、現America

Makes）の設立に言及した20。

の期待は時期尚早であろう。積層造形技術が大いな

３Dプリンティング技術は今後数年間で、米国製造業

る潜在性を秘めている一方で、様々な課題を抱えてい

の常識を覆す可能性を秘めている。現時点では部品

る現状も冷静に理解しなければならない。図7は、積

の多くを輸入に頼っている米国であるが、国内での製

層造形の主な市場機会と課題を纏めたものである。

造が可能となれば製品の自給自足が実現できるから

当然全てを網羅はできないが、積層造形技術の開発

だ。また３Dプリンティング技術の発展により、地球上

における追い風や逆風となり得る要因を検証するた

の誰もがアイデアの段階から実際に設計し、パーソナ

めに利用できる基準を示している。

ライズ化された製品を作成できるようになることか

図7. 積層造形技術の市場機械と今後の課題

市場機会

課題

• 従来は実現できなかったデザインの柔軟

• 3D プリンティング技術の真の潜在性の

性により、特注生産と新製品開発が可能

• 一般消費者／個人向けの製造
• 再生医療などの分野における新たなエン
ドマーケット向け用途

• 倫理規定（銃など危険物の作成、ヒト細胞
のバイオプリントなど）

• 知的財産／プライバシー問題

• 米国製造業の再活性化

• 国による規制が不明確

• 短時間での製品開発・導入

• 素材の選択肢が限定的

• プロセス持続可能性の改善（環境に優しい

• 素材及び一体製造の資格証明基準

素材の使用。消費エネルギー、及び廃棄
物の削減）

資料：デロイト分析
グラフィック：デロイト ユニバーシティプレス｜DUPress.com
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見極め

• 小規模生産と拡張性の限界

未来に向けて
積

層造形技術は現時点ではコスト効率の問題を

積層造形技術は将来的に、製造業のバリューチェー

抱えており、製造分野で幅広く応用することが

ンにおいて応用分野を拡大すると同時に、生産規模や

難しく、引き続き試作品作成が主な用途になるとの見

複雑性においても大幅に発展していくだろう。同技術

方がある。一方で、この技術が将来的に製造業界に革

が真価を発揮するにはまだ時間が必要であるが、企業

命をもたらす技術になり得るとも考えられている。そ

は継続的に成長・技術革新の実現を可能とする積層

のインパクトの度合いについては異なる見解があるも

造形技術の最も効果的な活用方法を真剣に検討すべ

のの、多くの産業分野において過去30年、その機能・

きである。

利便性、コスト、そして用途において着実に進歩して
きた事実に疑いの余地はない。積層造形市場の展望

3Dプリント技術の特定分野に関するデロイトの詳しい

においても、昨今の試作品・模型作成という用途から、

インサイトは、次リンクを参照。

実用部品や末端部品造形という新たなフェーズにも

デロイト・ユニバーシティプレスの記事
「3D opportunity:

徐々に入りつつあると言える。

Additive manufacturing paths to performance,
innovation, and growth」www.dupress.com/3DOpportunityのデロイト・ユニバーシティプレスの積層造
形シリーズ22

デロイト・コンサルティングが提供するサプライチェーンや製造業向け支援業務では、最新の製造技術
を積極的に採用することが企業成長や技術革新の実現に有用であると考えている。また当社の積層造
形に対するインサイトでは人材、プロセス、技術、戦略を再評価するために活用できる新たな技術群を
分析している。
著者へのお問い合わせ先、当社とスリーディー・システムズ社との提携情報、当社3Dプリンティング・
ディスカバリー・センターに関する情報は、www.

deloitte.com を参照。
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提供しています。全世界150を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに
向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供しています。デロイトの約200,000名を超える人材は、 standard of
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