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1. 3D CADデータを徹底的に活用

● 短時間で思い通りの治具・部品を作成可能に

3D CADデータを使って 3Dプリントすることで、
極めて短期間に思い通りの治具を作成することが
可能になります。可動式の治具が1回の 3Dプリン
トで簡単に作れれば、作業効率の大幅なアップが
見込めます。

● 3D CADデータで治具やパーツを管理     　　     
– デジタル在庫

3D CADデータから再現性の高い治具やその他
部品の造形がいつでも可能になれば、金型の保存
や「万が一の時用」の余計な治具/部品のストッ
クは不要に。在庫管理がシンプルになり、スペー
スが有効に使えるようになります。

製造現場でお困りですか？

DXの波に乗り遅れるな！
Withコロナ時代にマストな製造業改革
製造現場編 – FDM方式 3Dプリンタでもたらされる４つの変革

● データの再活用が容易に

企業の人的リソースは永遠ではありません。治
具のデータなどが 3D CADで管理できていれば、
人的リソースが入れ替わっても再活用が容易にな
ります。

2. 治具製作時間の削減

治具を作成するのにどれくらいの時間をかけてきまし
たか？ある企業の試算によると、治具を外注に出した
場合と3Dプリンタで内製した場合を比較すると、治
具の完成日数を14日ほど縮めることが可能です。エン
ジニアはより生産性を向上させるために時間を使うこ
とができます。
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製造現場編 – FDM方式 3Dプリンタでもたらされる４つの変革

3. 治具の部品点数の削減と稼働パーツが可能に

3Dプリンタ独自の「アディティブ・マニュファクチャリン
グ(積層造形 )」を念頭においた「DfAM (Design for 
Additive Manufacturing)」のコンセプトで 3D CAD
データを作成すれば、従来の金型製作では作れなかっ
た形を作ることが可能に。また、精度のよい工業グレー
ドの 3Dプリンタを使うと、1度の造形で「動くパーツ」
を造形できます。

4. 外部での 3D造形から内製へ

● データの機密保持・造形時間の最短化が可能に

3Dプリンタを使ったDXは、自社に 3Dプリンタを
保有することでより完成度が増します。外注造形
の場合、やはり見積もりを含め多少の日数が必要
になり、設計データが漏洩するのではないかとい
う心配もあります。3Dプリンタを社内に持つこと
で、この問題が解消します。

● オンラインで造形スタートと造形準備のシンプル化

ストラタシスの 3Dプリンタに搭載されている
GrabCAD Printを利用すれば、自分のパソコンか
ら 3Dプリンタに直接アクセスでき、3D CADデー
タをGrabCAD Print上で開いて、プリンタでの造
形位置を設定し、そのまま造形キューを走らせる
ことができます。さらにデータをその場で 加工す
ることも可能なので、煩雑なやり直し作業を避け
ることができます。

これらの提案を実現するために、きわめて高精度で
高再現性のあるFDM方式 3Dプリンタをぜひご検討
ください。

お問い合わせ先

https://go.stratasys.com/contact-jp.html

ストラタシスが提案する 3Dプリンティングを用い
たDXをよりお知りになりたい方は、以下のサイト
をご覧ください。
「製造に、改革を。」

https://go.stratasys.com/DX.html
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1.  デザイナーの思いをそのままカタチに

フルカラー 3Dプリンタの強さといえば、なんといっ
ても自由なカラフルな造形です。工業グレードの研ぎ
澄まされたフルカラー 3Dプリンタは、複数の材料を
同時に使えたり、組み合わせて別の表現を模索する
ことが可能です。ストラタシスのPolyJet方式 3Dプ
リンタ「Jシリーズ」なら、透明を含めたさまざまな
材料がご利用可能。さらに納得いくまで手頃な価格
の材料でカタチや大きさ、細かなディテールを追求す
ることが可能です。デザイナーの「想い」をカタチ
にします。

2. 製品の徹底的なブラッシュアップが可能に

実際の製品に近いモックアップを手に取ることで、具
体的な検討事項が逆に浮かび上がります。ディスカッ

製品デザイン現場のスピードダウンでお困りですか？

DXの波に乗り遅れるな！
Withコロナ時代にマストな製品デザイン改革
製品デザイン編 – フルカラー 3Dプリンタでもたらされる 5つの変革

ションの精度が上がり、製品モックアップの質を上げ
ていくことが可能に。ブラッシュアップしたモデルをす
ぐに造形することができれば、ディスカッションの回数
も増え、より品質の良い製品を市場に投入できます。
このアプローチは多品種少量生産の時代に非常に適
しています。

また、「ここは緑か青か迷う…」とか、「ここははっき
りした形の方がいいか、なだらかな方がいいか迷う…」
など、デザイン上の迷いが発生した場合は、両方の
モデルを一度に造形することで、簡単にリアルな比較
を行うことができます。

3. モックアップを共有

3Dプリンタを製品モックアップに使っている企業は
すでに多いと思いますが、リモートワークに切り替
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製品デザイン編 – フルカラー 3Dプリンタでもたらされる 5つの変革

わったことで製品デザインについて細かなディスカッ
ションができなくて困っているデザインの現場も多い
のでは。フルカラー 3Dプリンタを使えば、リモート
ワークメンバーの分プラスアルファで造形し、それぞ
れの自宅に送付することで、実際に同じモデルを手に
取りながら細かいディスカッションが可能に。市場投
入期間を大幅に縮めることが可能です。

4. モックアップを塗装する手間を削減

従来の製品サンプル作成工程では、モノカラーの製
品モックアップを作成し、塗装専任のスタッフが美しく
磨き上げるということも多いのでは。フルカラーでマ
ルチマテリアルに対応した 3Dプリンタを使えば、色、
テクスチャーなどがそのまま再現できます。オフィス
に全員そろわない環境でも、確実にステップを進める
ことができます。

5. 外部での 3D造形から内製へ

● データの機密保持・造形時間の最短化が可能に

3Dプリンタを使ったDXは、自社に 3Dプリンタを
保有することでより完成度が増します。外注造形
の場合、やはり見積もりを含め多少の日数が必要
になり、設計データが漏洩するのではないかとい
う心配もあります。3Dプリンタを社内に持つこと
で、この問題が解消します。

● オンラインで造形スタートと造形準備のシンプル化

ストラタシスの 3Dプリンタに搭載されている
GrabCAD Printを利用すれば、自分のパソコンか

ら3Dプリンタに直接アクセスでき、3D CADデー
タをGrabCAD Print上で開いて、プリンタでの造
形位置を設定し、そのまま造形キューを走らせるこ
とができます。さらにデータをその場で 加工する
ことも可能なので、煩雑なやり直し作業を避けるこ
とができます。

これらの提案を実現するために、きわめて高精度で
高再現性のあるPolyJet方式 3Dプリンタ「Jシリー
ズ」をぜひご検討ください。

お問い合わせ先：

https://go.stratasys.com/contact-jp.html

ストラタシスが提案する 3Dプリンティングを用い
たDXをよりお知りになりたい方は、以下のサイト
をご覧ください。
「製造に、改革を。」
https://go.stratasys.com/DX.html
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