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モノづくりの大変革を巻き起こす、3D プリンターに

よる「Additive Manufacturing（AM）」 

―素材産業はどのように向き合うべきなのか― 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 3D プリンターによる Additive Manufacturing（付加製造、以下「AM」）は、試作だけ

でなく、治具・金型製造、さらには実製品の製造にまで利用シーンが拡大している 

■ 利用シーンが拡大している背景として、材料の自由度が高く、人の手や一般的な工作機

械では困難な複雑な加工が可能な上、カスタマイズの対応もしやすいといった、モノづ

くりの高度化・高付加価値化が実現できることが挙げられる 

■ 一方で、装置や材料の価格が高い、専用の設計ノウハウが必要、製造ノウハウの蓄積や

工程の自動化といった歩留まりの向上・コスト低減などが課題。 

■ AM の価値は「これまでにない製品を、これまでにない方法で造形し、事業の在り方も

変える」という、モノづくりを変革できる点にある。工作機械や人手によるモノの製造

技術と並列に考えては、価値を見誤ってしまい、大変革についていけない事態も。 

■ 素材産業においては、AM の取り組みが拡大することで新たな市場創出が期待できるが、

付加価値をいかにして高められるかが課題に。 
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１ 3D プリンターと Additive Manufacturing（AM）の概要 

3D プリンターおよび Additive Manufacturing（AM）とは 

3D プリンターとは、3 次元（3D）の設計図を基に、材料の層を積み重ね、硬化・焼結な

どによって造形する機械である。あたかも印刷するように 3 次元上にモノを造形できるこ

とから、「プリンター」の名称がついている。 

「材料をセットして、設計図のデータを読み込ませ、機械のスイッチを入れれば完成品が

でき上がる」というのはかつて SF の世界の話であったが、3D プリンターの実用化・高度

化によって実現しつつある。 

そして、3D プリンターを活用したモノづくりを「アディティブ・マニュファクチャリン

グ（以下「AM」）」などと呼ぶ。以降では、機械そのものを指す場合は「3D プリンター」、

3D プリンターを用いるモノの造形を「AM」と呼び分ける。 

図表 1 は AM の過程を簡略化したものだが、完成品の設計図をスライスし、1 から順に

下から材料を積み上げることで造形している。 

 

図表 1 完成品の設計図を 3D プリンターで造形する際の積層イメージ 

 

注：本図表は、完成品の断面図が凹型である棒状物体を AM で造形した場合のイメージ 

出所：東レ経営研究所作成 

 

ここ 10 年ほどで 3D プリンターの基本特許が徐々に切れ始めたことで参入企業が増えて

おり、価格も低下していることから、安価なものが家電量販店で販売される程度に 3D プリ

ンターは一般的な製品となっており、企業から DIY 愛好者までさまざまな組織や人が AM

に関わるようになっている。 

 

利用シーン別に見た分類 

AM の利用方法は、「Rapid Prototyping（高速試作）」「Direct Digital Manufacturing

（DDM）」の 2 つに分けてみることができる。AM の利用対象となる工程としては試作、治

具・金型製作、完成品製造で、モノづくりの多くをカバーしている。 

Rapid Prototyping（高速試作）とは、データ化された図面を実物の試作品として AM で

5（左） 5（右）
4（左） 4（右）
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完成品の設計図 3Dプリンターの積層順モデル

1
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設計図で空白になっている

箇所には材料を積まない

設計図を層別（本図表
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造形することである。3D プリンターは、試作スピードを上げるためのツールとして開発さ

れたため、今日でも取り組まれている AM の利用分野である。また、この分野は、造形物

の精度や製造速度など求められる性能は必ずしも高くないため、一般消費者でも購入できる

ような安価な 3D プリンターも多くみられる。 

Direct Digital Manufacturing（DDM）とは、治具、金型、最終製品を AM で製造する

ことである。造形物の精度や製造速度といった性能は高いものが求められるため、この分野

で用いられる 3D プリンターの価格も高価となりがちである。 

なお、DDM のうち、治具・金型分野での利用については「Rapid Tooling（治具・金型

の高速製造）」と呼ぶこともある。この分野は、それほど製造量は多くない一方で利用環境

や対象製品ごとのカスタマイズのニーズがあるため、設計の自由度が高い 3D プリンターに

適している分野といえる。 

また、DDM の中でも近年注目されているのが、AM を製品の製造手段として活用するこ

とである。ここ数年で、精度に加え、製造速度も速くなり、各種コストも低下してきたこと

から、軽量化やデザイン性の向上など、製品の付加価値を高めたい企業が取り組むようにな

っている。 

 

製造方法・材料別に見た分類 

AM と一口に言っても、材料や造形プロセスは多様である（図表 2）。なお、図表 2 には

ないが、モルタル、石膏、細胞なども AM の原材料として用いられている。特に細胞など

を原材料に使うバイオ 3D プリンターは、軟骨や血管といった再生医療製品、創薬などに活

用できるバイオチップなどをAMで製造することに利用できるものとして期待されており、

技術開発や実用化・商用化に向けた取り組みが進められている。 

 

図表 2 積層造形プロセス技術の分類と体系 

 

 

出所：ASTM 委員会資料等を基に新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が作成（引用元

は NEDO「TSC Foresight vol32」） 
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 AM は、材料の噴射や押し出しなどによって材料の層を重ね、材料によっては光・レーザ

ー・電子ビームなどを照射したり、熱などで溶融・焼結したりすることで成形・硬化し、造

形している。従来のモノづくりが材料を削ったり変形させたりして造形するのに対し、「材

料を積み上げて造形する」という点が大きな違いとなる。 

 そして、近年特に注目されているのが、チタンなど金属を供給材料とする「金属 3D プリ

ンター」を利用した AM であり、3D プリンターメーカーなどが積極的に製品開発を進めて

いる。 

 

２ 改めて知っておきたい AM のインパクト 

モノづくりの変革を実現 

 近年、諸方面でデジタルトランスフォーメーション（DX）1を推進することの重要性が指

摘されており、特に 2020 年に入り、新型コロナウイルス感染症（以下「COVID-19」）が

世界的に流行し、外出の抑制や人との接触機会の削減が求められるようになったことから、

対応策としての DX の取り組みが加速している。そして、3D プリンターの活用による AM

の取り組みは、DX の推進によるモノづくりの変革を推進するための重要な要素となってい

る。 

 モノづくりにおいて、「材料から製品（の基）を削り出す」「部品や部材を組み合わせる」

という 2 つの工程はつきものである。そのため、部品製造業者、切削担当者、組み立て担

当者、仕上げ担当者など関わる企業や人も多く、プロセスも複雑になりがちである。また、

原材料、部品、完成品など工程の各段階で必要となる在庫も多くなり、原材料や部品不足が

ボトルネックとなって効率化を妨げたり、在庫保管のスペースや費用がかさんだりする。 

 しかし、AM では、材料を積み重ね、最終的な製品をあたかも組み立てるようにして造形

する。そのため、関わる人も設計者、3D プリンターのオペレーター、完成品の仕上げ・検

査担当などごく少数に抑えることができる。材料も樹脂フィラメント（糸状の樹脂）や金属

粉といったものだけで済み、数十もの部品を調達する必要もない。このように製造プロセス

がシンプルになるため、コストダウンやリードタイムの短縮、サプライチェーンの効率化な

どが可能となる。 

 そして、積み上げて造形するという特徴があるため、複雑な構造のモノを一体化した状態

で造形できたり、トポロジー最適化2による強度の確保と軽量化の両立が追求できたりする

など、手作業や工作機械による加工では限界があったモノづくりが可能となる。 

 

場所や時間の制約をなくす 

 従来のモノづくりでは、サプライチェーンが複雑になりがちで、特に最終製品になるほど

複数の国を複数の事業者が関与し、関税や為替レートなど考慮すべき事項も増えてくる。 

 しかし、需要家の近くに 3D プリンターを設置し、注文を受けた後に AM で素早く製品を

現地で造形できるようにすることで、輸送時間のロスなく納品できるようになる。また、在

                                                   
1 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを

基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文

化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること（出所：経済産業省「DX 推進ガイドライン」）。 
2 コンピューター上で構造分析や感度解析、モデル変更を繰り返しながら不要な材料を省き、最終的に軽

くて強い構造になるような形状を探索する設計手法。 
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庫は原材料のみで済むため、拠点間の部品・部材のやり取りをしなくて済み、サプライチェ

ーンも簡素化できる。その結果、関税や為替レートの影響も最低限に抑えることが可能とな

る。 

 また、3D プリンターを各拠点に配置し、AM によって金型や治具を造形できるようにす

ることで、新製品の製造ラインを複数拠点でまとめて立ち上げたり、製造ラインの改良事例

を速やかに横展開するといった、モノづくりのスピードアップを図れる。 

さらに、3D の測定データがあれば 3D プリンターでの造形が可能なため、文化財の装飾

や生産中止部品など、時として製造ノウハウや図面が失われているものも、時間を超えた再

生産が可能となる。 

こうした特徴がフル活用されたのが、2020 年初頭からの COVID-19 の感染拡大によって

生産活動や物流が停滞したときである。感染から身を守るフェースシールドや医療機器の部

品など治療に必要な各種機材などの生産が滞り、十分な量な量を確保できなくなったことを

受け、医療機関や研究機関などにおいて 3D プリンターを活用し、必要な機材を現場などで

確保する取り組みがみられた。こうした取り組みに際しては、3D プリンターメーカーなど

が無償で設計図を配布することで、3D プリンターがあれば造形できるようにしていた。 

 

ビジネスのスピードアップが可能 

 ビジネスのスピードが上がっている今日、トライアル＆エラーと検証を早いサイクルで繰

り返す重要性が増している。特に、製品の試作は実際に図面からモノを起こしてみないと良

しあしや改善点が見えにくいことが少なくないが、これまでのように人の手に頼ってしまう

と時間がかかりがちで、思ったようなものができないこともある。 

また、顧客に提案する際、実物サンプルがあるかどうかで説得力に大きな差が生じる。だ

が、サンプルの作成に手間取ってしまっては、競合他社が先に説得力のある提案を行ってし

まったり、顧客の気が変わったりして、提案の機を逸することもあるだろう。 

3Dプリンターを利用することで、人の手では数日かかるような試作品・サンプル作成も、

数時間もあればできるようになる。これにより、検証スピードを速めたり、顧客への提案な

どを速やかに行えたりするようになる。 

 

 

３．３D プリンターの活用によって実現すること 

金型の高度化 

 人の手や工作機械で材料を切削し、治具や金型を製作する場合、微細で複雑な加工には限

界がある。そのため、複雑なパターンを刻んだり、冷却用水管を金型の奥まで設置して効率

的な冷却ができるようにしたりすることは難しく、より高性能・高品質な製品を作ったり、

作業の効率を高めたりすることに限界が生じる。 

 3D プリンターの場合、材料を積み上げてモノを作り上げることができるため、人の手や

工作機械による切削加工では難しい、複雑な水管を内部に設けて冷却性能を高めた金型や、

複雑なパターンを持った金型が製作できる。 

 さらに、金属 3D プリンターの技術を応用することで、破損・摩耗した金型を修理するこ

とも容易になり、金型の長寿命化が図れる。 

 

治具の高度化 
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 多品種少量生産が一般的になっている今日、金型や治具もまた多種多様なモノを揃える必

要があり、メーカーにとって負担が重い。また、製造現場における働き手も、高齢者、女性、

障がい者など多様化しており、治具の軽量化も課題となっている。 

 AM で治具を造形することで、個別の品種ごとに安価かつ軽量なモノを作ることが可能と

なる。また、改良すべき点を設計データにフィードバックすることで、速やかな生産ライン

の改良も実現できる。 

 そして、データがあれば他の場所にある 3D プリンターでも AM で造形できるため、新規

開発・改良したりした治具を複数の拠点で同時に製作できる。これにより、新規開発・改良

した治具の横展開を急速に進めたり、新製品の製造ライン立ち上げを同時に行ったりできる。 

 

金型にとらわれない製品づくり 

AM で造形する場合、金型の制約がなくなるため、従来にない構造やデザインの実現も可

能となり、製品の付加価値向上にもつながる。こうした点に注目し、ドイツのアディダスや

米国のナイキといったスポーツ用品メーカーでは、ハイエンドのスニーカーに用いる靴底な

どを AM で造形し、製品として市場に投入している。 

また、ゴム製品やプラスチック製品など、金型を用いて大量生産するモノの場合、型の製

作コストを回収するために同一のモノを大量生産する必要があり、金型の保管コストも負担

が大きい。また、カスタマイズした商品の場合は、量産できない上、人件費などのコストが

かさみ、「カスタマイズ品≒高価」という図式になりがちであった。 

3D プリンターは、金型を製作することなく、設計データに基づいてさまざまなモノを作

ることができる。そのため、特定のユーザー専用の製品や、生産が終了した部品の再生産と

いった、一品モノや数量が見込めないモノを安価に生産でき、金型の保管コストも削減でき

る。これにより、さまざまなユーザー向けにオーダーメードサービス（マスカスタマイゼー

ション）を展開したり、アフターサービスの充実を図ったりすることが可能となる。 

 

広がる医療現場での活用 

 設計図など各種データに基づいて造形する 3D プリンターは、特定のユーザーにカスタマ

イズしたモノを作ることに適している。特に医療分野においては、CT や MRI の検査結果、

歯形データなどから、人工骨、義歯・入れ歯など歯科技工物、心臓といった臓器の模型など

を 3D プリンターで製作し、各患者に合った治療を施せるようにする取り組みが進められて

いる。 

 患者に合わせた医療は以前からも行われてきたが、合ったものを提供するのに時間やコス

トがかかる、医療現場での調整が必要といった問題があった。しかし、3D プリンターを活

用することで時間やコストを削減でき、医療現場での調整も最低限で済むようになるため、

「緊急手術時にも内臓モデルを製作したうえで手術方針を決められる」「費用の面であきら

めていた人も自分に合った入れ歯を利用できる」といったことが実現できる。 

 また、人工骨や義歯といった比較的構造が簡単なものだけでなく、心臓など人工内臓の造

形にも AM を用いるべく、バイオ 3D プリンターの研究開発が進められている。内臓移植が

必要なケースの場合、基本的には他の人の臓器を移植することになるが、拒絶反応があった

り、そもそも適したドナーが見つからなかったりする問題があるが、患者の細胞を培養し、

AM で人工内臓を造形できれば、こうしたリスクなく内臓移植を受けられるようになると期

待されている。 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                            ２０２０．０８．０５  

 - 7 - 

 

建設分野のデザイン性、効率の向上 

 建築物のデザイン性追求は以前より進められてきたが、コストや強度の面で課題があり、

限界があった。特に、型枠が必要など、工法上の制約が多いコンクリート建築物の場合、直

線を多用するなどシンプルな構造になりがちであった。 

しかし、ロボットアーム型の建設用 3D プリンターが開発されたことで、建設分野での

AM 活用の展望が開けている。安定生産や安全性の確保などに課題があるため、AM の活用

は実験的であったり、コンクリート製のベンチなど小規模なものであったりするが、オラン

ダにおいて AM で造形したコンクリート部品を組み合わせて小規模な橋を架ける事例も登

場するなど、より規模が大きな実用化の取り組みも進められている。 

 また、AM は、従来の建築に比べて高スピードで安価に造形できる。そのため、低所得者

向け住居や簡易トイレなど、求められる強度がそれほど高くなく、コストもあまりかけられ

ないものを建てる際の手段としても、AM を活用しようとする動きがみられる。 

 

ロジスティクスの劇的な改善 

 世界中に展開する米軍は、車両や航空機など各種機械の部品、兵舎を建設するための資材、

武器弾薬、食料など、さまざまなものを輸送するために多大なコストがかかっている。また、

拠点間で保有する部品や資材にばらつきが生じるため、保有状態を調整する手間も膨大なも

のである。そして、米国本土から遠い場所で作戦行動を実施する場合、必要なモノが輸送さ

れるまでの時間を待てないこともある。 

 こうした点を踏まえ、米軍では必要なモノを AM で造形できるようして、全世界規模の

ロジスティクスを劇的に改善できるように研究を進めている。車両の内装部品や航空部品な

ど一部のモノについては、国内外の拠点に 3D プリンターを設置し、AM で造形して修理に

使用するなど、実用の域に達している。 

 先述したように、COVID-19 の感染拡大に際して AM を活用する動きが広がったが、今

後も物流が寸断されるような危機への対応力を高める方策として、AM が活用されるシーン

が増えるものとみられる。 

 

モノづくり変革、事業領域の拡大 

 米国のゼネラル・エレクトリック（以下「GE」）では、航空機の部品の製造などに AM

を活用している。航空機の性能は重量に大きく影響されるため、部品の軽量化は重要なテー

マである。また、エンジン部品など高温・高圧にさらされる場所もあり、チタンなど強度が

ある一方で加工も難しい材料に対するニーズもある。 

 同社では、こうしたニーズに応えるものとして、AM による航空機部品の製造に取り組ん

でいる。当初は試作のみに 3D プリンターを利用していたが、3D プリンターで試作できた

部品を鋳造などで設計図通り再現するのが難しかったことに加え、軽量化など部品を一体成

型した際のメリットに注目し、AM による部品製造に乗り出している。例えば、GE は、CFM 

International（米国）の LEAP エンジン用ノズルを AM で造形しており、2015 年の製造

開始から 2018 年までに 3 万個の納入実績を積み上げている。 

 また、同社では、AM がモノづくりに与えるインパクトに注目し、エンジン部品の製造な

ど自社での利用だけでなく、蓄積されたノウハウを基にした 3D プリンターの製造や AM の

サポートサービスといった事業領域の拡大も進めている。 
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４．普及に向けては課題も山積 

万能ではない 

 ここまで AM がモノづくりに与えるインパクトを紹介してきた。特徴や事例だけを見る

と、非常に魅力的に感じる人も多いだろうが、実際には 3D プリンターを活用して AM に取

り組むことは依然として課題も多い。3D プリンターそのものも改良の余地がある一方で、

使う側も AM に取り組むにあたってはキャッチアップする必要があるためである。 

 以降では、3D プリンターや AM が抱える課題と、AM に取り組む側がクリアすべきポイ

ントを紹介する。 

 

価格が高い・コストがかさむ 

3D プリンターの価格は、基幹技術の特許が切れてきたことに加え、技術開発や普及が進

んできたことを背景に、製品によっては数万円台にまで低下している。 

とはいえ、依然として最終製品の造形に使用するような 3D プリンターは、数千万円はか

かるといわれるほど高価で、実験的に導入するにはハードルが高い。また、AM で造形する

際に必要な原材料も安価とはいえない。 

そして、ノウハウが蓄積されるまで造形物の歩留まりが低くなりがち、材料投入や製品取

り出しといったプロセスの一部は自動化されていないため思ったより人手がかかる（≒人件

費が削減できない）といった、運用コストもかかる。そのため、目先は 3D プリンターを導

入し、AM に取り組むことによるコスト削減は期待しにくい。 

 

設計・造形のノウハウが必要 

再三触れてきたが、AM は従来の切削加工などとは造形方法が大きく異なるため、数十の

部品を組み合わせて製造するようなものを AM で一体的に造形する場合、設計図を 3D 化し

た上でスライスし、AM の造形に適したものにする必要がある。また、造形結果が期待と異

なる場合は設計データを見直し、修正することになるが、その際にも修正ノウハウが必要と

なる。そして、AM に適した良質な素材が確保できるかも重要となる。 

例えば、AM での造形中に不安定になったり、自立できない形状のモノを造形する場合は、

サポート材と呼ばれる支えも併せて造形する必要がある。この場合、サポート材の除去とい

った後処理のしやすさなどを設計図に反映させる必要がある。 

また、製品デザインにトポロジー最適化を取り入れる場合、最適なデザインの導出や強度

の計算といった、これまでとは異なる分野のノウハウが必要となるだろう。 

 

一番の課題は意識の変革！ 

ここまで、3Dプリンターを利用してAMに取り組む際の課題について紹介した。しかし、

AM への関心が高まり、企業での取り組みが見られるようになったことを受け、設計・試作・

造形・AM による量産品の生産まで、各段階において企業の取り組みを支援したり、設計や

造形を代行するサービスなどが登場している。コストや費用の面、設計や造形のノウハウと

いった課題は、「AM に取り組む際に専門家の支援を受ける」「設計まで自社でやって、造形

は他社に依頼する」といったようにある程度クリアできる。 

そのため、AM に取り組む際、もっとも問題となるのが意識の変革である。活用できる支

援サービスがあっても、AM によるモノづくり変革を進めようとする意識がなければ、何も



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                            ２０２０．０８．０５  

 - 9 - 

進まないためである。 

例えば、3D プリンターを導入して AM に取り組むことを検討する際、「現在の業務を X%

改善します」といったような分かりやすい導入・取り組み効果がない一方、導入コストや業

務プロセスに与える影響（例：設計手法の変更など）といった負の面は見えるため、他の工

作機械と比較してしまうと「すごい機械らしいが、導入するほどの（目先の）価値はない」

と判断し、導入に至らないケースがある。 

AM の価値は、既存の人手や工作機械をただ置き換えるのではなく、「これまでにない製

品を、これまでにない方法で造形し、事業の在り方も変える」という点にある。 

欧米の大企業を中心に製造分野における AM の取り組みが進んでいるが、これは一方で

サプライヤーや物流会社にとっては中抜きにつながる恐れもある。グローバル化が進む今日、

日本企業にとってもAMの影響は無視できない。自社にとってどのような脅威があるのか、

逆にどのような機会があるのか考えて、AM のインパクトに向き合う必要がある。 

 

５．素材産業はどのようにして AM のインパクトと向き合うのか 

関わり方はどうするか 

AM はものづくりを大きく変化させるインパクトがあり、素材産業も例外ではない。また、

材料は 3D プリンター、設計と並ぶ重要な AM の要素であり、適した材料を確保できるかが

AM に取り組む際の避けて通れないテーマである。以降では、どのようにして素材産業が

AM のインパクトと向き合うのかということについて考えていきたい。 

素材産業が AM に関わる方法としては、「公式サプライヤー」「非公式サプライヤー」「3D

プリンター事業への参入」が考えられる。切り口としては、材料の供給、AM の取り組み支

援、材料供給や装置の販売からメンテナンスまで一気通貫で提供、材料のリサイクルといっ

たものがある。 

 

公式サプライヤーとして材料供給 

3D プリンターメーカーを通じ、ユーザー企業に材料を供給する方法である。リスクは低

いが、基本的には納入先の 3D プリンターメーカーの仕様に沿った、量が見込める汎用品に

ならざるを得ないため、利益率も低くなりがちである。一方で、3D プリンターメーカーと

共同開発する機会を得られるのであれば、より付加価値が高い材料の供給も実現するものと

みられる。 

 

非公式サプライヤー（サードパーティのサプライヤー）として信頼獲得 

3D プリンターメーカーを経ずにユーザー企業に材料を供給する方法である。3D プリン

ターメーカーの制約がないため、利益率が高い材料を供給できるが、一方で非公式であるが

ゆえに 3D プリンターのユーザー企業の信頼を得るのが難しく3、事業拡大に時間を要する

場合もある。 

そのため、「設計や品質管理のサポートなど、ユーザー企業の AM の取り組みを材料供給

だけでなく総合的にサポート」「材料の品質に関する第 3 者認証を取得する」といったこと

に取り組み、ユーザー企業の信頼を得られるようにする必要があるだろう。 

 
                                                   
3 3D プリンターメーカー公式材料ではない材料を使用し、機器故障などのトラブルが生じた場合、メーカ

ー保証の対象外となるのが一般的なため、ユーザー企業での使用リスクが高くなりがちである。 
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3D プリンターの製造参入 

3D プリンターそのものの製造に参入し、ユーザーの AM を一気通貫でサポートする方法

である。すでに先行する 3D プリンターメーカーが多数いることから、新規で事業を立ち上

げるより、既存の 3D プリンターメーカーを買収するケースが基本となるだろう。成功した

ときの利益率は高いと見込まれるが、高級機種以外は寡占化が進んでおり、リスクも大きい。

AM 向け材料開発の知見獲得、AM に関わるサービスの多様化、といった非公式サプライヤ

ーとしての関わり方の延長線で取り組むことが基本となるのではないか。 

 

 AM に取り組むうえで、適した材料を確保できるかは重要な課題である。例えば、GE が

3D プリンター事業を本格化させるべく、2016 年に相次いで関連企業を買収したが、その

中に金属パウダーメーカーの AP&C 社（カナダ）が含まれているのは、AM に適した材料

の確保が事業の成功のカギとなるという認識があったものと考えてよいだろう。 

 COVID-19 の感染拡大を受け、DX の取り組み推進や機器に対する対応力の引き上げなど

を目的として、モノづくりの現場においてもAMに取り組む機運が高まるものとみられる。

そして、素材メーカーはこうした機運の高まりをとらえ、いかにして AM に適した材料を

提供できるかが求められているのではないか。 
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