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１ はじめに 

近年、ものづくりの先進的な教育の一環として、３Ｄプリンタの導入が進んでいる。３Ｄプリン

タは、コンピュータ上で 3 次元モデルを作ればそのままの形状で造形物を生み出すことができるた

め、製品開発の試作品や芸術作品、展示品の作成などに活用されており、教育現場においても、生

徒がものづくりを創造的に考えながら学べるツールとして普及が進んでいる。しかし、実践的なも

のづくり教育を行っている工業高校では、構造物の強度設計や材料の知識を習得する座学、金属加

工や機器組立て等の技能を高める実習が長年行われており、３Ｄプリンタが工業教育には適してい

ないと考えている教職員が多いように感じている。 

そこで、３Ｄプリンタが工業高校での実学的な学びにどのように活用できるのかを検討すること

にした。今回、機械的強度に着目し、曲げ試験を通じて造形物の強度を調査し、結果を考察した。

このような過程を通じて、３Ｄプリンタが工業教育に活用できるのかを検討するとともに、生徒が

創造的な能力や問題解決能力を育むことを狙いとする。 

 

２ ３Ｄプリンタと使用ソフトウェアの選定 

２－１ ３Ｄプリンタ 

３Ｄプリンタは、樹脂や金属の薄い層を積み上げ、造形物を作り上げる装置である。熱で溶かし

た樹脂を積み重ねる「熱溶解積層方式（Fused Decomposition Modeling、以下、FDM と呼ぶ）」や、

液状の樹脂を紫外線で硬化させながら積み上げる「光造形方式」、粉末状の樹脂や金属にレーザー

を照射して焼結させる「粉末焼結方式」などが存在する。本研究では、もっともポピュラーで、低

コストであり、機種を問わず材料を選

択できる FDM 方式を選択することに

した。FDM 方式の仕組みは、図１のよ

うに固定された造形台（プラットフォ

ーム）に対して、ノズルが動きながら温

められた樹脂材料（フィラメント）を押

し出し、造形物の形に積み重ねるもの

である。 

 

 

図１ 熱溶解積層方式（FDM）の仕組み 

 



 

 

筆者は初めて３Ｄプリンタを扱うことから、どのようなパラメータを調整できれば適切な造形物

を作り出せるのか不明であった。また、強度試験をするにあたり、プラスチック材料の中でも強度

が高い ABS 樹脂が適当であると考えた。加えて、ABS 樹脂であれば、別の加工方法、例えば切削

加工や射出成形機による成形品との強度比較も可能と考えた。そこで、FDM 方式の３Ｄプリンタ

を選定するにあたり、①樹脂を溶かす温度、ノズルの動作速度や材料の充填率など様々なパラメー

ターを調整できること、②ABS 樹脂を含む 2 種類以上の樹脂に対応していること、③異種材料を混

ぜて成形できるよう、ヘッドが２個搭載してい

ること、の３点を重視した。 

このようなことから、今回、FLASHFORGE 社

の FDM 方式のデスクトップ型３Ｄプリンタ

「Dreamer」を選定した。Dreamer は、240℃まで

加熱できるヘッドを 2 個搭載しており、ABS 樹

脂や PLA 樹脂など複数の材料に対応しているこ

とから、材料を変えた実験が可能である。また、

動作速度や充填率を調整できるほか、造型レイ

ヤーを最小で 50 ミクロンまで設定でき、適切な

造形条件を設定することが可能と考えた。加え

て、プリンタ筐体の周囲にカバーがついており、

ABS 樹脂で心配される、外気温とノズル部の急

激な温度差による反りやひび割れが起こりにく

いと考えた。 

２－２ 使用ソフトウェア 

３Ｄプリンタで造形品を生み出すには、コンピュータ上でモデルデータを用意する必要がある。

また、モデルデータを加工用のデータに変換して３Ｄプリンタに送るスライスソフトが必要となる。 

今回、モデルデータを作成するため、3 次元 CAD「SolidWorks」を採用した。SolidWorks は Windows

ライクな操作感であり生徒が習熟しやすいソフトである。また、アドイン機能として「SolidWorks 

Simulation」という解析機能を付加できる。SolidWorks Simulation は構造解析や流体解析などの解析

機能が充実しており、将来的に解析機能を活用して造形物の改善を進めることができると考えた。

また、スライスソフトは FLASHFORGE 社が提供している「FlashPrint」を用いた。FlashPrint では、

モデル読み込み後、造形温度、ノズル先端の動作速度や一層あたりの厚さなど様々な加工条件を設

定できることを確認した。 

 

３ ３Ｄプリンタによる強度試験 

３－１ 試験片の作製 

機械的強度を論ずるにあたり、圧縮強さ、引張強さ、曲げ強さ、衝撃強さなどが評価指標として

考えられる。今回、筆者が有する測定器具や時間的制約を考慮し、簡易的な曲げ試験を行うことと

した。曲げ試験を行うにあたり、生徒達が当たり付けの実験を行い、表１、表２のように試験片の

サイズ、基本となる成形条件を設定した。 

なお、ABS 樹脂はノズル温度とステージ温度の差、周囲環境との温度差による反りが発生しやす

い。本来は構造的に反りにくくする工夫を施すことが考えられるが、試験片の形状が複雑になるこ

とを避けるため、造形時に造形物の周囲に壁を作ることで、周囲に熱が逃げにくい造形方法をとる

ことにした。このような工夫は生徒が試行錯誤する中で生まれた案であり、問題解決型学習を展開

することができたと考えている。 

 

図２ FLASHFORGE 社製「Dreamer」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 試験片の寸法            表２ 試験片の主な成形条件 

３－２ 曲げ試験方法 

今回は曲げに着目し、図５のように試験片を万力に固定し、プシュプルゲージを引っかけ、試験

片に対して垂直に引くことで材料を曲げ、破断強度を測定した。プシュプルゲージはイマダ製標準

型メカニカルフォースゲージ PS-200N を用いた。なお、プシュプルゲージを動かす速度は 10mm/s

程度を狙って動かしたが、手動のため速度はばらつきが生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、曲げ強度を比較するにあたり、次の 3 条件に絞って試験を実施した。各条件のサンプル数

は、造形時間の都合上 N＝3 とした。 

【実験①】 造形物の充填率を変えた場合（20％、60％、100％） 

【実験②】 サイズは変えずに、造形方向を変えた場合 

【実験③】 造形物の厚さを変えた場合（2mm、4mm） 

３－３ 試験結果と考察 

実験１の結果を図４に示す。N＝3 であるた

め統計的な評価は困難であるが、材料の強度

は、充填率が下がると概ね指数的に低下する

ことがわかった。また、同じ充填率であれば

強度は安定した値を示す傾向にある。 

図５は実験２の結果を示す。これは、充填

率を 100％に固定した上で、平面上に積みを

したものと、同じサイズではあるものの高さ

方向に積み上げて造形するものとを比較した

ものである。これは、完成した造形物のサイ

ズは同じであるものの、積み上げ形だけでな

く、層数、１層当たりの面積が異なるもので

ある。 

ノズルヘッド温度 240℃ 

造形台の温度 100℃ 

造形ピッチ 0.2mm 

ヘッドスピード 40mm 

ラフト、壁 あり 

使用材料 ABS 樹脂 

寸法 40mm×20mm×厚さ 2mm 

（※実験によって充填率、

積層方向、厚さが変化） 

試験片
素材：ABS
サイズ：40×20×t2[mm]

プシュプルゲージ

万力

y = 8.5023x0.4786
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図４ 充填率と強度の関係 

図３ 曲げ試験方法 



 

 

実験２の結果から、平積みに比べると縦積みは強度が高い傾向が見られた。これは、平積みの場

合、１層を造形するためにいわゆるＸＹ方向に移動する時間が長くなるため、移動の間に造形物が

収縮してしまう可能性が考えられる。しかしながら、縦積みにおいては、ある 1 個の試験片におい

て強度が低く、平積みの場合と同等になっている。このことに関しては、断面構造を観察するなど

して原因を追及する手法が考えられる。 

図６に実験３の結果を示す。実験３は試験片の曲げ方向の厚さを２倍にした場合の変化を調べた

ものである。ここで、理論的な関係を考えると、曲げ応力と曲げモーメント、断面係数の関係から、

曲げ荷重は𝐹 = 𝜎𝑏𝑡2/6𝐿と表すことができる。σは曲げ応力、b は試験片の幅、t は試験片の厚さ、

L は試験片の長さを示す。この式から、試験片の曲げ方向の厚さを２倍にした場合、曲げ荷重は４

倍になるといえるが、図６を見ると、２～３倍の荷重になっていることがわかる。実験２の場合で

も述べたが、３Ｄプリンタの場合、樹脂の積層状態によって強度が変化する可能性が考えられ、造

形物の積層構造を詳細に調べる必要がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 積層方向と強度の関係        図６ 材料の厚さと強度の関係 

４ まとめ 

本研究では、３Ｄプリンタを工業教育に活用することを検討するにあたり、曲げ強度に着目した

評価試験を実施した。評価結果をまとめると、充填率を下げると指数関数的に曲げ強度が低下する

こと、造形方向により曲げ強度が変化すること、材料の厚さが２倍変化すると曲げ強度２～３倍変

化するといった傾向が見られた。今後、試験片の詳細な観察や、試験方法の改善などを通じてより

深い考察を得る過程を通じて、安定した品質の造形物を作り出すとともに、生徒達の創造的な能力

や問題解決能力の育成を目指したい。 
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