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3Dプリンターに関するニュースや記事は、一時に比べかなり取扱が減ったと感じているのではないでしょうか。特に日本国内だけの情報しか見聞
きしていない場合はブームが去った様に感じていると思います。
しかしそれは世界の3Dプリンター事情を知れば、間違いであることに気付くはずです。
昨年、11月15日から18日までドイツで開催されたヨーロッパ最大級の3Dプリンター関連の展示会formnext 2016の取材調査を（株）3Dプリンター総
研が行いました。
50社以上の調査を行い、その最先端の状況を皆様に写真入りのレポートでお知らせします。
これまで3Dプリンターの展示会といえば、大手2社の3D Systems社とStratasys 社が注目を集めていましたが、今回の展示会の注目製品はなんと
いっても、HP社の
Jet Fusion 3D Printerです。2014年秋に発表以来、約2年の月日が経ちましたが、その実物が姿を現しました。
もう1社注目を集めていた会社が、イスラエルのXjet社です。ナノパーティクル金属粒子インクをインクジェット吐出する事により、造形後の焼結プ
ロセス無く、その場で金属部品を造形していく全く新しい技術です。
それら以外にも、今後の3Dプリンターの方向性を占う上で重要な技術が多数出展されていました。
これまで3Dプリンターといえば、形状モデルや樹脂や金属の部品製造に使われるのが主流でしたが、これからは複数の材料を用いて、それによ
り構造的にも機能的にも、より複雑な部品を作る流れが加速していくと思われます。
これ以外にも、日本国内の展示会ではお目にかかることのない技術やプリンターが多数展示されていました。
いずれにしても、日本国内で行われる3Dプリンターの展示会は、毎回同じように、大手とその代理店が代わり映えのしない3Dプリンターの展示を
行っており、新しい技術の動向を把握することはできませんが、今回の展示会では多くのベンチャーが出展し、新しい技術の動向が見えてきまし
た。
もっと詳しい展示会の情報や新しい3Dプリンターの動向を知りたい方のために、昨年開催したセミナーの内容に加筆して1冊のレポートにまとめま
した。現地の展示会での写真が満載、フルカラーのレポートになります。海外での最新の3Dプリンターの動向を知りたい方にお勧めの1冊です。
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