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刊行にあたって

Market Trends of 3D printer and its material

★　航空・宇宙、自動車、医療・ヘルスケア、食品、フットウエアなどの業界動向を追った！

　世界では、3Dプリンターの開発競争が激化している。樹脂材料用の3Dプリンターは、米国製が大勢を占めるが、中国などの新興国では低価格帯の3D
プリンターが多数販売されており、国産機も複数のメーカーが開発・販売している。価格帯は10万円以下から5,000万円程度までと非常に幅広い。
　現在の3Dプリンターの本格普及の背景には，熱溶解積層方式，光造形方式，粉末焼結方式の3種類の製法が特許切れとなり，新規参入企業が多数生
まれることである。それゆえ，デスクトップタイプの3Dプリンター価格は下落傾向であり，現在では1台あたりの価格は2～3万円程度の機種まで登場してい
る。
　国内の3Dプリンターの出荷台数を見ていると、50万円以下のコンシューマータイプの3Dプリンターの出荷が減少している。これは興味本位でデスクトッ
プ3Dプリンターを購入するユーザーが減少しているのが背景にある。他方、今後は産業用途のミドルレベルタイプ（50～300万円）の３Dプリンターの出荷
台数は年率1～3％増と緩やかに伸びていく。製造業を中心に着実に適応範囲が広がり、市場が少しずつ拡大していく。
　3Dプリンターの市場では，3DsystemsとStratasysの米国の2社で70％以上の市場シェアを誇っているが，金属3Dプリンターではドイツが圧倒的である。ド
イツが占める市場シェアは67％で，そのうちEOS社が占める割合は38％である。金属3Dプリンターでニーズが高いのは、航空機用の部品である。Airbus
は、ジェット機用パーツの生産を3Dプリンターに切り替えることで，材料消費量が75％削減させ、GeneralElectricはエンジン部品や燃料ノズルで実用化を
進めている。さらには宇宙分野などにも用途が広がってきている。
　そもそも3Dプリンターの起源は日本であるが，商用化に出遅れたのがシェア低迷の要因である。樹脂の3Dプリンターは海外に先行されているが，金属
の活用はまだ巻き返すことができるであろう。
　本レポートでは、各種3Dプリンターの価格動向、世界の3Dプリンター出荷台数推移と予測などを調査した。また国別の3Dプリンターの動向や3Dプリン
ター企業・関連企業の動向をまとめた。さらに3Dプリンターの技術が発展することによる航空・宇宙・自動車業界、電子回路業界、医療・ヘルスケア、食
品、フットウエアなどの業界に与える影響を追った。
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★　各種３Dプリンターの出荷台数、価格帯別の３Dプリンターの動向などのデータをまとめ
★　国別の３Dプリンターの動向や３Dプリンター企業・関連企業の最新レポート！
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　　2.61　ルナクラフト 　　2.27　FennerDrives（米国） 　　4.15　ネクスト21 　13. Texas Instruments（米国）
　　2.62　ニンジャボット 　　2.28　American Process(米国） 　　4.16　JMC 　14. Future Make Technology(米国)
　　2.63　イグアス 　　2.29　ReDeTec（カナダ） 　　4.17　帝人ナカシマメディカル 　15. GE Oil & Gas（米国）
　　2.64　キヤノンマーケティングジャパン 　　2.30　Floreon3D（英国） 　　4.18　富士フイルム 　16. 3DKitbash（米国）
　　2.65　アルテック 　　2.31　Sort3D（イタリア） 　　4.19　八十島プロシード 　17. ソニー
　　2.66　写真化学 　　2.32　韓国電気技術研究所 　　4.20　NTTデータエンジニアリングシステムズ 　18. Cerevo
　　2.67　ミマキエンジニアリング 　　2.33　MOSAICMANUFACTURING（カナダ） 　　4.21　新東工業 　19. MakieLab(英国)
　　2.68　ソライズ 　　2.34　Taulman3D（米国） 　　4.22　武藤工業 　20. LUXeXceL（オランダ）
　　2.69　武藤工業 　　2.35　HRL Laboratories(米国) 　　4.23　バイオメット・ジャパン 　21. TurboSquid（米国）
　　2.70　嶋田プレシジョン 　　2.36　XYZプリンティングジャパン 　　4.24　SHCデザイン 　22. アマノ
　　2.71　システムクリエイト 　　2.37　三菱ケミカル 　　4.25　国立循環器病研究センター研究所 　23. アイジェット
　　2.72　アールエスコンポーネンツ 　　2.38　ディーメック 　　4.26　京都大学 　24. CD3D（ポーランド）
　　2.73　伊藤忠マシンテクノス 　　2.39　山陽特殊製鋼 　　4.27　名古屋市立大学 　25. ストレンジフリークデザインス
　　2.74　丸紅情報システムズ 　　2.40　東レ 　　4.28　東京大学 　26. Renishaw（イギリス）
　　2.75　日本バイナリー 　　2.41　ダウ・東レ 　　4.29　サイフューズ 　27. Paper Chase,Patchwork（英国）
　　2.76　シーメット 　　2.42　大阪チタニウムテクノロジーズ 　　4.30　佐賀大学 　28. Kolmar（韓国）

　　2.43　帝人 　　4.31　山形大学 　29. IKEA（スウェーデン）
第4章　金属3Dプリンター 　　2.44　アイ・オー・データ機器 　　4.32　イクシー 　30. Disney（米国）
　1. 概要 　　2.45　Mipox 　　4.33　大阪大学 　31. NewRow（オランダ）
　2. 金属3Dプリンター市場 　　2.46　田中貴金属工業 　　4.34　デザインココ 　32. Heineken（オランダ）
　3. 金属3Dプリンターメーカーの動向 　　2.47　ユニチカ 　33. Office Depot（米国）
　　3.1　EOS（ドイツ） 　　2.48　大塚化学 第11章　食品業界の動向 　34. 南洋理工大学（シンガポール）
　　3.2　General Electric（米国） 　　2.49　日本合成化学工業 　1. 概要 　35. Fitz Frames（米国）
　　3.3　Concept Laser（ドイツ） 　　2.50　日本バイナリー 　36. バージニア工科大学（米国）


