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「3Dプリンティングとロボティクス」特集について
　3Dプリンタは，2010年ごろから安価な製品が市場に出回るようになり，現在では大学・企業の研究・開発現場からモノ
づくりを楽しむ個人まで急速に普及しており，世界的な市場規模は拡大し続けている．切削加工，射出成型等の従来加工方
法では部品製作に複数の加工機械と加工プロセスが必要であったのに対し，3Dプリンタでは1台の装置によりワンプロセ
スで造形できるため，3Dプリンタの導入によりアイデアの考案から検証までの開発期間短縮，コスト低減が期待できる．
ロボット開発においても，試作プロセスですでに広く利用されており，特に研究用実機については構造部品を3Dプリンタ
で造形するケースも多い．
　3Dプリンティング技術は日進月歩で進化を続けており，材料の多様化，高精度化，高機能化が今後一層進むと予想される．
多様な材料により複雑な三次元形状部品を高精度に造形可能になれば，従来加工方法では造形が困難であった，多様な三次
元幾何学形状のロボット構成要素を具現化でき，それら構成要素を組み合わせることで，新たな機能を持つロボットハード
ウェアが創出されるであろうことは想像に難くない．したがって，3Dプリンティング技術はロボティクスの未来を切り拓
く可能性を秘めたキー技術の一つであると考えられる．
　本特集では，3Dプリンティング技術を活かしたロボット研究・開発事例，各種3Dプリンタの最新技術，さらには3Dプ
リンタの特性を正しく理解してロボット開発に活かすためのノウハウまで，幅広くご解説いただいた．本特集が，読者の皆
様の今後の研究・開発進展に向けた一助となるとともに，ロボット分野の発展に繋がれば幸いである．最後に，大変ご多忙
の中，快く記事の執筆をお引き受けいただいた著者の皆様に心より感謝申し上げる．� （小松洋音　三菱重工）
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