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１．ごあいさつ
先日の暖かな日、子供たちとつくし採りをしまし
た。近所の川の土手で、上の子が夢中でつくしを採
っていると、下の子（５歳）は、たまたま来ていた
女の子に「ナンパ？」され、一緒に遊んでいました。
父親と違い、モテるようです。(笑)
帰ってからは、家族総出ではかま取りです。たわ
いないおしゃべりをしながら、はかま取りに１時間

かかりました。夕飯はた
っぷりのつくしの卵と
じ、ちょっとアクのある
独特の味を楽しみ、春を
実感しました。

穏やかな春の日に…

２．３Ｄプリンタはものづくりを変えるのか？
一昨年から脚光を浴びている３Ｄプリンタ、テレビ
や雑誌などのマスコミでは
「これを使えば一般の人でも、ものづくりができ
る」などと特集が組まれています。
３Ｄプリンタは、３Ｄデータさえあれば、大抵の
形状は作ることができます。そのため、今まで企業
が工場で生産してきた製品を、誰でも手軽に作るこ
とができます。
さらに最近では、銃を自作したり、自分の性器の
データを配布した女性が逮捕されたりと、ニュース

に事欠きません。そこから、3D プリンタは何でも
作れる魔法の機械という誤解が生じています。
しかしその性能は十分でなく、ものづくりを生業
としている方たちは、「あれではものづくりはでき
ない」と言っています。
でも、
「本当のところはどうなのでしょうか？」
「３Ｄプリンタは一過性のブームなのか？」
「ものづくりが大きく変わるのか？」
検証しました。

３Ｄプリンタの種類と特徴
表１

３Ｄプリンタの種類と特徴

光造形法

光硬化樹脂液にレーザーを照射し硬化させて断面を積層する造形法。精度が
高く複雑な形状が出力できるが、使用できる樹脂はエポキシ樹脂のみ。

粉末焼成積層方式

粉末をレーザービームで直接焼結（粉末焼結式積層法）する、又はインクジェ
ット方式で粘結剤を塗布して固めて（粉末固着式積層法）造形する方式。プラ
スチック、セラミック、金属、ゴム、砂、ワックスなどが可能。

石膏パウダー積層方式

石膏パウダーにインクジェットで水滴を噴射して固化する方式で、着色も可能。
補強のため成形後に含浸液に浸す必要がある。成形時間が短かく、低コスト。

FDM（熱融解積層）方式

プラスチックの細いフィラメントを溶かして積層して成形する。材料は ABS な
ど熱可塑性樹脂。安価な３Ｄプリンタは大半がこの方式。

シート積層法

金属板や紙などをレーザーで切断し、接着剤で接合して積み重ねて成形する。
他では困難な大型の造形物が得られるが、複雑で微細な形状は苦手。

インクジェット法

紫外線硬化樹脂をインクジェット方式で積層面を印刷する方法。加工速度が
速く、カラー化も可能。表面が滑らか。

ブームの仕掛け人
Wired 元編集⻑ クリスアンダーソン氏は、著書
「MAKERS」で、今後は個人がメーカーになると
主張しました。
「MAKERS」はベストセラーにな
り、メーカーブームが起きました。

図１ クリスアンダーソン氏と「MAKERS」
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３Ｄプリンタと量産技術
以下の特徴から量産はまだまだ従来の方法が主流です。
 金型を使わずに、製造できる
 １個をつくるのに非常に時間がかかる
 蜂の巣上のボールなど、金型ではできない形状がで
きる
 材料が非常に高い
 寸法精度が射出成型に及ばない
 樹脂の耐久性が低い

図２ ３Ｄプリンタと従来の方法の違い

３Ｄプリンタが発展する１個づくり
一方で１個づくり、中でもコスト高を許容できる分
野（図３）では、３Ｄプリンタの発展が期待されま
す。キーワードは、
1) 頭出しまでの時間を短縮したい
2) 輸送距離が⻑い
3) 従来の加工ではできない
（複雑、精度、複合素材、非金属）

図３ １個でも、コスト高を許容できる分野

試作
すでに試作は、３Ｄプリンタが広く使用されてい
ます。最近は３Ｄプリンタで金型の試作も行われて
います。樹脂なので耐久性は不十分ですが、形状や
ゲート位置の確認に使用しています。（図４）

食品分野での３Ｄプリンタ
料理というよりも、粉末の食材を３Ｄプリンタで
固めて、オリジナルのお菓子を作る感じです。むし
ろ個人に合わせたサプリメントの製造が向いている
かもしれません。（図５）

図４ ３Ｄプリンタ製
金型
図５ ３Ｄプリンタ食品

医療分野での３Ｄプリンタ
今後非常に発展が期待される分野です。現在 1 種
類の細胞でできた皮膚や（図６）、2 種類の細胞か
らできた血管（図７）などは実験室レベルでは、
かなり現実性を帯びてきました。

図６ 皮膚

図７ 血管

手術への応用
神⼾⼤学⼤学院 杉本氏は、３Ｄプリンタで製造
した生体モデルを利用した手術に、世界で初めて成
功しました。これは腫瘍などの位置を外部から確認
するために、透明な樹脂と着色された樹脂で造形す
るものです。（図８）ダビンチと呼ばれる内視鏡
手術の進歩により必要となりました。（図９）

ダビンチでは、患者の体の切開は非常に少なく、医
師は細い手術器具の先端につけられたカメラで患
部を確認します。限られた視野では、患部の発見が
容易でないため、モデルで確認しながら手術を行っ
ています。
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図８ 癌患者の肝臓の模型
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図 10 0.254mm の
レーシングカー

図９ 手術ロボット ダビンチ

微小部品
微小部品は３Ｄプリンタの発展が期待される分野です。部品が大きい
と、熱による樹脂の伸び縮みや加工中の変形により精度が悪化しますが、
小さくなれば影響が限られてきます。また材料も少なく、加工時間も大幅
に短くなります。図１０のモデルの加工時間はわすが４分です。

距離が遠い
３Ｄデータはどんなに遠くても瞬時に送ることができ
ます。送り先に３Ｄプリンタがあれば、直ちに作ること
ができます。離島や宇宙など遠隔地は、３Ｄプリンタが
必需品になるかもしれません。すでに宇宙ステーション
に設置した例があります。
（図１１）高い輸送コストがゼ
ロになれば、３Ｄプリンタの製造コストが高くても問題
にはなりません。
ある企業の海外工場は、補修部品の金型は持たず、必
要な場合日本から３Ｄデータを送り、３Ｄプリンタで型
をつくり製造しています。
（図１２）

図 11 宇宙ステーションの
3D プリンタ

図 12

補修用部品の型を３Ｄプリンタで製作

新たな市場が生まれる
３Ｄプリンタが進化すれば、部品の一部は３Ｄプリン
タに置き換わるかもしれません。それよりも今まで述
べたような新しい市場が生まれると考えられます。そ
れにはその特徴を生かした新しいビジネスモデルが
最も重要です。（図１３）
一方３Ｄプリンタでなければできない形状もあり
ます。今後３Ｄプリンタを前提とした設計に移行して
いったとき、皆さんはどのように対応しますか？

図 13

３Ｄプリンタの新市場

３．ものづくり温故知新 和算 その３ 経済の発展と和算の関係
前回は円周率の謎に挑んだ建部賢弘について書
きました。この和算の発展は、先端の学問に挑んだ
和算家だけでなく、⼀般庶⺠も大いに貢献しまし
た。経済が発達するに従い、計算や幾何の知識が
不可欠になってきたのです。
江⼾時代の貨幣は、金貨（大判、小判、一分金、
一朱金）、銀貨（丁銀、豆板銀）、銭（一文銭）があ
り、金貨、銀貨と銭の相場が変動していました。
今でいうと、ある時は一万円札が百円玉 100 枚で、

ある時は 96 枚になるようなもので、計算は大変で
した。
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図 14 金貨・銀貨・銭
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【ねずみ算】
「塵劫記」に乗っていた問題です。
問 正月にねずみの夫婦が子を 12
匹生む。親子合わせて 14 匹が 2 月に
子を 12 匹生む。12 月には何匹にな
るか。
正月 2+12=14 匹=2×7
二月 7 組×12+14=98 匹=2×7×7
三月
49 組×12+98=686 匹=2×7×7×7
十二月 2  7ଵଶ =27,682,574,402 匹
276 億 8257 万 4402 匹

また中国から算木と算盤を使った天元術という方
法が導入されました。これを使うことで高次の方程
式を解くことができました。
例えば二次方程式  ଶ  24 139732  0
これは算盤では以下のように表します。
百 十 万 千 百 十 一

これを、算木を動か
して解いていくと
解   362
が得られます。
詳しい解き方は参考
文献を参照願います
が、この方法により
何次の方程式も解く
ことができました。
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参考

江⼾の「算」と「術」佐藤健一著 研成社

図 15 天元術の例

４．4 月未来戦略ワークショップは「イノベーションを起こした発明家とその発想術」
経営環境の変化や経営事例などを学ぶ勉強会「未来
戦略ワークショップ」４月はイノベーションを起こ
すような起業家や発明家と、その発想術について考
えます。この勉強会はどなたでも参加できます。
過去の資料はこちらからダウンロードできます。
http://ilink-corp.co.jp/1669.html

日時 4 月１9 日(日) 9:30〜11:30
場所 刈谷市総合文化センター アイリス
（中央生涯学習センター）403 研修室
刈谷駅南口 徒歩３分
参加費 500 円
前日までに、以下に記入しＦＡＸいただくか
電話(0564-55-5661)
又はメール(terui@ilink-corp.co.jp)でお願いします。

未来戦略ワークショップ参加申し込み

0564-52-5364

FAX

会社名

お名前

TEL

FAX

５．編集後記
春の野に子供と出掛け、このような楽しみもできな
い一部の地域を想い、心が痛みます。草の香り、風
の音、子供たちの声と共に過ごす時は、心が安らぎ
ました。福島の一部地域の方を思うと、除染が進み、
誰もがつくし採りを楽しめる日が来ることを願っ
てやみません。
本ニュースレターが不要な方はお手数ですが
下記通信欄に、お名前又は社名と｢不要｣とご記入の
上、FAX して頂くか、メールにて不要とお知らせく
ださい。
通信欄

最後まで読んで頂きありがとうございました。
株式会社アイリンク 代表取締役 照井清一
〒444-0202 愛知県岡崎市宮地町馬場 17-1
TEL 0564-55-5661
FAX 0564-52-5364
URL : http://www.spiral.ilink-corp.co.jp
Email: terui@ilink-corp.co.jp
Facebook：https://www.facebook.com/se.terui
メルマガ （まぐまぐから下記に移行しました。）
http://spiral.ilink-corp.co.jp/malmag.html
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