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「We are KONICA MINOLTA」

弊社の会社紹介ビデオをご覧いただきます。

https://www.youtube.com/watch?v=3gNy3bzRC_Q
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We are KONICA MINOLTA 会社紹介動画(1:45)

© KONICA MINOLTA

https://www.youtube.com/watch?v=3gNy3bzRC_Q


会社概要
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代表執行役社長兼 CEO

山名 昌衛

本社所在地 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー

代 表 者 代表執行役社長 兼 CEO 山名 昌衛

設 立 1936年12月22日

資 本 金 37,519百万円（2020年3月31日現在）

決 算 期 3月31日

従 業 員 数
単体 ： 5,102名（2020年3月31日現在）

連結 ： 43,961名（2020年3月31日現在）



沿革
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創業事業
写真フィルム・カメラ事業から撤退

03年8月 経営統合 【コ ニ カ 】1873年創業 写真・石版材料事業

【ミノルタ】1928年創業 カメラ事業

06年 事業撤退

13年
経営体制再編

傘下7社を吸収合併
「コニカミノルタ株式会社」へ

20-22 年度

中期経営戦略

19年度
売上高

9,961億円

55%

21%

プロフェッショナルプリント

9%

産業用材料・機器

11%

ヘルスケア

新規事業・その他

4%

オフィス



グローバルな事業展開
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※2020年3月31日現在

170社

連結子会社数

約150カ国

セールス/サービス体制

43,961人

従業員数

約200万社

顧客企業数

日本

1,918億円
19.3％

アジア（日本を除く）
その他

2,303億円
23.1％

欧州

2,942億円
29.5％

米国

2,798億円
28.1％

19年度
売上高

9,961億円

地域別売上高



コニカミノルタのDNA
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見たい

観たい

視たい

診たい

看たい

見せる

観せる

視せる

診せる

看せる

材料

光学

画像

微細
加工

コア技術
介護士の業務を
みえる化

疾病・がんの兆候を
みえる化

ものづくりの品質、
ガス漏れやインフラ
老朽化をみえる化

印刷物を高精彩に、
業務プロセスの課題
をみえる化

美しい映像を
みえる化

当社独自の Imaging 技術で、時代と共に変化する
顧客の「みたい」に応え、人々の 生きがい を実現してきました



コニカミノルタ流の価値創造プロセス
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社会課題と向き合い、DXにより無形資産と事業の競争力を強化し、
持続的な価値提供で企業価値を高める

無形資産

人財

技術 顧客
接点

画像IoT
プラット
フォーム

ガバナンス

OUTPUT
「みたい」に応える
顧客価値提供

IMPACT
社会課題の解決

気候変動
への対応

社会における
安全/安心確保

働きがい向上
及び企業活性化

健康で高い
生活の質の実現

有限な資源の
有効利用

Backcasting

2030
社会課題の洞察

ヘルスケア

インダストリー

プロ
フェッショナル

プリント

デジタル
ワーク
プレイス



事業区分（セグメント）
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デジタルワークプレイス プロフェッショナルプリント

ヘルスケア インダストリー

◼オフィス
◼ ITサービス・ソリューション
◼ワークプレイスハブ

◼プロダクションプリント
◼産業印刷
◼マーケティングサービス

◼ヘルスケア
◼プレシジョンメディシン

センシング

◼計測機器

画像IoTソリューション

◼機能材料
◼光学コンポーネント
◼ IJコンポーネント

材料・コンポーネント

◼ QOL(Quality of Life)ソリューション
新規事業



「３Ｄ積層造形による

モノづくりプロセスのモデル化」

成果発表会

「産業用機器における
AM部品導入検討」

© KONICA MINOLTA

本項の発表内容は，令和2 年度 近畿経済産業局の
「Kansai-3D実用化プロジェクト」の中の支援事業
「3D積層造形によるモノづくりプロセスのモデル化」
の検証結果を含みます。



これまでのコニカミノルタのAMの取り組み

海外：

⚫３DPメーカーとの提携によ

り、米国や豪州にて、装置

販売や、各種サービス・ソ

リューションを提供。
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社内：

⚫ 生産調達本部で、社内向け

3Dプリンティングサービ

スを運用実施

• 試作、治具製作対応

• 最終製品生産の可能性検討

国内：

⚫ Kinko’s Japanにて、個人

ユーザーから大手製造業ま

で幅広いお客様に3DP造形

サービスを提供。

© KONICA MINOLTA

https://3dprint.com/129242/kon
ica-minolta-3d-systems-2/

https://kmbs.konicaminolta.us/kmbs/business-
solutions/education-solutions/3d-printing

https://www.kinkos.co.jp/service/3d
-printing/3d-top.html



– ここに文章を入れます。
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「産業用機器におけるAM部品導入検討」

1.AM部品搭載にむけたプロセス

© KONICA MINOLTA

報告事項

昨今のAM技術の飛躍的な発展をモノづくり革新につなげる為、
プロフェッショナルプリント領域の中でも比較的小ロットで
ある産業用機器でのAM活用を考えた。

2.品質保証

1.基本性能評価

3.コスト見積り

4.適用範囲拡大

5.DfAM検証

適用製品決定 パーツ選定1 パーツ選定2 造形

産業用機器
印刷機P製品

金型レス樹脂部品

金属切削部品
20種

金型レス樹脂部品

8種

生産台数
生産形態

加工方法
体積

部品機能

概算AMコスト

協力：TUV SUD様



– ここに文章を入れます。

15

「産業用機器におけるAM部品導入検討」

2.AM部品 基本性能の確認

© KONICA MINOLTA

AM部品基本性能評価

①強度評価 試験片材料：PA12 形状：ISO_527-2_type1A、試験温度：23℃

造形品 評価方向 破断強度 破断伸び 縦弾性係数

A社サンプル 水平方向 47.9 MPa 11.8 % 1498 MPa

積層方向 51.2 MPa 9.4 % 1719 MPa

B社サンプル 水平方向 43.2 MPa 3.2 % 2503 MPa

積層方向 39.6 MPa 3.5 % 2235 MPa

破断強度は PS（28MPa）、ABS（37MPa) ＜ AM-PA12 ＜ POM(57MPa)
各機械的特性はプリンタメーカ/造形方向によらず使用可能なレベル

②寸法精度評価

造形品
寸法誤差

面粗さ
中心値ズレ ばらつき量

A社サンプル/B社サンプル ±0.2mm 3σ＝0.3mm Ra 10～30 μm

中心値ズレは傾向性があるため修正可能。バラつきは従来工法より大きい
嵌合部、摺動部等の精度要求部は二次加工による仕上げが必要

協力：UL Japan様

協力：産総研様

✓ 強度は従来製法同等、寸法精度は劣る。



– ここに文章を入れます。
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「産業用機器におけるAM部品導入検討」

3.AM部品 品質保証とコスト試算

© KONICA MINOLTA

品質保証指針

コスト見積り

先の結果より、品質保証の指針を設定

✓ 部品単価では、AM＞樹脂切削加工

AM部品単価 = 造形費＋品質保証用測定費＋二次加工費（精度未達部）
樹脂切削部品単価=自社購入実績価格
⇒ＡＭ 8部品の合計コストは、樹脂切削より高い金額となった

✓ 強度保証方法：バッチごとに同時造形した試験片強度で保証
✓ 寸法保証方法：高精度部2次加工及び抜き取り検査

性能的には問題ないが、従来設計のままだとコスト高となった。
部品単価のみにフォーカスするのではなく、AMの特徴を生かしたモノづくり
プロセスにかえることで、全体でのコストダウンを図る必要がある。

ここまでのまとめ



– ここに文章を入れます。
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「産業用機器におけるAM部品導入検討」

4.適用製品拡大へ向けた検証(1)

© KONICA MINOLTA

情報機器では環境規格対応のためVOC の評価が必要である。
成形部品とAM部品のVOC発生量の測定を実施した。

✓ AM造形品は一部のVOCで検出量の増加が認められるが
規格認証時に課題にならない検出量であることを確認できた

✓ 弊社で取り扱う幅広い製品に展開できる可能性あり

AM部品 VOC（揮発性有機化合物）評価



– ここに文章を入れます。
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「産業用機器におけるAM部品導入検討」

4.適用製品拡大へ向けた検証(2)

© KONICA MINOLTA

軸受け試験 平板摩擦試験

接触子 POM

試料

摩擦摩耗評価・・低価格情報機器では摺動部に樹脂を使う例が多い。代替可能性を確認した

✓ AM部品は、軸受けや摺動部にも適用可能

AM部品は、メーカーによる差異あるが、
従来製法を上回るものがある

AM部品でも問題なく使用できる

摩擦面は2次加工にて平滑化
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– ここに文章を入れます。
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「産業用機器におけるAM部品導入検討」

5.DfAM検証：トポロジー最適化(1)

© KONICA MINOLTA

課題 対応

設計者のAM知識不足 ・設計基準作成（一般公差、形状制約等）
・DfAM事例集の作成
・設計者向けAM製造実習の開催

AMの利点を生かす
設計手法の習得

・設計手法の検討
・設計ツールの検討（ソフト選定）

AMを最大限活用するには、製造側だけでなく設計側での対応も必要である。
AMに適した設計(DfAM)を習得するための課題抽出と対応を行った。

✓ トポロジー最適化による自動形状生成を活用することで、
設計工数を抑えつつも、AMの製造自由度の高さを活かせると考え、
自社環境に親和性が高いSOLIDWORKS Simulationを選択した

設計側の課題

既存ツールでは、AMの価値を最大限に引き出す設計は難しい
本ショーケースを活用してソフトを試行

トポロジー最適化例

https://www.solidworks.com/ja/media/topology-optimization

https://www.solidworks.com/ja/media/topology-optimization


– ここに文章を入れます。
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「産業用機器におけるAM部品導入検討」

5.DfAM検証：トポロジー最適化(2)

© KONICA MINOLTA

事例：印刷機底板（板金複合溶接部品）

従来形状 トポロジー最適化結果

上下2枚の大板金に、複数の
補強小板金を溶接して剛性を
確保している。
最適な補強形状が不明

トポロジー最適化の結果から補強
が必要な場所を明確化。
この形状をベースに板金部品を設
計すれば重量20％低減可能となる。

樹脂や鋳造部品の適用例は数多く報告されているため、
自社で広く使用されている板金部品をターゲットとした。

✓ 板金部品に適用し、最適な形状のヒントを得ることができた
✓ トポロジー最適化はAMとの親和性が高いが、他工法にも

活用可能であり、ツール側の他工法への対応が望まれる

協力：SOLIDWORKS様



– ここに文章を入れます。
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「産業用機器におけるAM部品導入検討」

5.DfAM検証：総合ツール(1)

© KONICA MINOLTA

ベースモデル

要件定義

形状適正化

各種パラメータによる形状
最適化（Optibot）

協力：山一ハガネ様

CAD設計

nTopology

nTopology

OptiBotで自動設計

CADから短時間で高剛性・最適化
された製品開発を実行。

一つの最適解ではなく多くの変数
の組み合わせで複数のバリエー
ションを発見することが可能

nTopology



– ここに文章を入れます。
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「産業用機器におけるAM部品導入検討」

5.DfAM検証：総合ツール(2)

© KONICA MINOLTA

結果解析（Cognitive Additive）

複数のモデルに対して

・サポート材の量
・部品重量
・選択すべき造形機とコスト
等々の結果を解析

Cognitive Additive

アルミ切削部品の設計最適化を検討。短時間で以下の結論を導き出した
✓ 性能を確保したまま、重量は51%減できるモデル形状が導きだされた
✓ 造形時間が700hであることも算出でき、コスト的には見合わないことが判明

◆ 要件定義を正しく行えば、コストから品質まで一気通貫で見積り可能
◆ バーチャルでAMを活用/AM導入前の装置選定が可能となる有用なシステム
◆ AMの特徴を生かして周辺部分も含めた最適設計に取り組むべきと考える
◆ 今後の設計者は、形を作るよりも、正しく要件定義する能力が求められる
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「産業用機器におけるAM部品導入検討」

6.まとめ

© KONICA MINOLTA

◆産業用機器など小ロット製品への樹脂AM部品適用を検討した。

◆AM部品の産業機器への量産適用の可能性が見えた。

✓AM部品の基本性能は問題ないことが確認できた。

✓製造安定性を確保するための品質保証指針を設定した。

◆一方、従来設計のまま工法を置き換えるとコスト高となる可能性大

◆従来工法の置換えだけではなく、AMの特徴を生かしたモノづくり

プロセスにかえることで、全体でのコストダウン/付加価値向上を

目指す必要がある。

（DfAM設計、開発期間短縮、サプライチェーン改革 etc）

本項の発表内容は，令和2 年度 近畿経済産業局の
「Kansai-3D実用化プロジェクト」の中の支援事業
「3D積層造形によるモノづくりプロセスのモデル化」
の検証結果を含みます。



AMで実現したいこと

AM JOURNEY

© KONICA MINOLTA



WHY： なぜ我々はAMに取り組むのか？

HOW： それをどうやって実現するのか

WHAT： AMで何を実現しようとしているのか？

・・・みなさんは、「なぜ？」AMに取り組んでいるのでしょうか？
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そもそも・・・

© KONICA MINOLTA



ものづくりの変革

WHY？

© KONICA MINOLTA



–長期的視点：「需要の多様化と供給構造の変化」

Mass →Mass Customize →Personalize/Regionalize
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WHY？：世界的なものづくり革命

© KONICA MINOLTA

出所： The Global Manufacturing Revolution Product-Process-Business Integration and Reconfigurable Systems
Yoram Koren The University of Michigan

WHY

→無形の価値
「コト・ココロ・感性」

「VUCAの時代」
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WHY？：経産省2020年版ものづくり白書 より

© KONICA MINOLTA

1. 日本の製造業の課題は世界の「不確実性の高まり」

2. 「ダイナミック・ケイパビリティ（企業変革力）」が重要

3. 日本の製造業のDXにおける課題は、不確実性へ対応・投資の欠如

4. 日本製造業のアキレス腱は、エンジニアリングチェーン

5. 製造現場における無線技術の活用：

ローカル５G(生産性向上・遠隔操作/保守点検)

6. デジタル化推進のボトルネック： 人材の質的不足

7. 資源の再構成「共特化の原理」：

プラットフォームビジネス・新たな価値創出

8. 変化に対する俊敏・柔軟な対応力：

エンジニアリングチェーンのデジタル化により、企画から製造まで、

モノづくりの情報がデジタルで一気通貫に繋がっていることが重要。
出所： ビジネス＋IT 連載：第4次産業革命のビジネス実務論

「2020年版ものづくり白書」は何を語っているのか、5分でわかるその要点 の記事からの抜粋



8．エンジニアリングチェーンのデジタル化
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WHY？：経産省2020年版ものづくり白書 より

© KONICA MINOLTA

1．不確実性の高まり

米中貿易摩擦 異常気象

非連続な技術革新
感染症による

サプライチェーン寸断

研究企画 製品設計 工程設計 生産 販売・保守・サービス

実行層（MES）

計画層（ERP）

設備・機器

制御層（PLC）

サプライチェーン 4．製造業のアキレス腱
エンジニアリングチェーン

３．不確実性への対応・投資の欠如

5．ローカル５G活用
7．プラットフォームビジネス

新しい価値創出

6．デジタル人材の質的不足
エンジニアリングチェーン

2．ダイナミックケイパビリィティ(企業変革力)
感知・捕捉・変容



世界的に「モノづくり革命」が進行する中で、

製造業は「不確実性に対応」していくために、

「ダイナミック・ケイパビリティ」を高めていく必要

がある。そのために、

「DXを推進」し「エンジニアリングチェーンを刷新」し、

「新しい価値、無形の価値」を、

我々の製品やサービスに加えていく

ことが必要になっている
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WHY？：新しい価値、無形の価値

© KONICA MINOLTA

WHY



AMで実現したいこと

HOW？／WHAT？

© KONICA MINOLTA



HOW/WHAT？：AMで実現したい事

グローバル製造企業のためのグローバル戦略的ルール※

１）製品設計-製造システム-ビジネス戦略を統合するシステムアプローチが必要

２）グローバルな成功の鍵は、顧客のニーズと市場の変化への迅速な対応

３）製造システムは、再構成可能な製造システム（RMS）を構築し、

短いリードタイムで革新的な製品の導入を実現する。

４）製品は地域市場、及び個々の顧客ニーズに適合が可能。

５）リアルタイムかつ継続的な情報共有で、イノベーションを加速する

６）重要パーツの国内生産と対象市場国での最終アセンブリ

７）戦略的提携で、最高の品質と最低の製造コストで革新的な製品を開発する。

32

–あっと言わせるモノ
・機能性／顧客ニーズの追究

–あっと言わせる仕組み
・サプライチェーンの刷新

–あっと言わせるサービス
・新たなビジネスモデル／エコシステム

© KONICA MINOLTA
※：The Global Manufacturing Revolution Product-Process-Business Integration and Reconfigurable Systems; Yoram Korenを元に作成

製品設計＞

製造システム＞

ビジネス戦略＞

HOW

WHAT



「READY TO CRAWL」

のビデオをご覧いただきます。

33

- READY TO CRAWL - 動画(3:09)

© KONICA MINOLTA

YouFab Global Creative Awards 2016 より
https://www.youfab.info/2016/winners/ready-to-crawl?lang=ja



FINALIST - READY TO CRAWL -

–JUDGES, COMMENTS

–田中浩也 氏

–慶應義塾大学環境情報学部教授、

SFCソーシャルファブリケーションラボ代表
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–3Dプリンターの特性をよく吟味し、

「それでしかつくれない」生物的な

機構を美しく開発している点を評価

したい。

–また、「3Dプリント出力物が3Dプ

リンタから自発的に歩いて出てくる

未来」は、3Dプリンターの研究開

発コミュニティにおける共通の夢の

ひとつでもある。

–それを実現する過程におけるひとつ

のアプローチとしても大きな功績が

ある。

© KONICA MINOLTA

YouFab Global Creative Awards 2016 より
https://www.youfab.info/2016/winners/ready-to-crawl?lang=ja

Category : STUDENT
By 杉原寛 (日本)



社内でAMの旅に出るならば、チャールズ・ダーウィンからの言葉を残しましょう。
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Additive Manufacturing Change Management
Best Practices David Dietrich博士 結びの言葉より

© KONICA MINOLTA

Ignorance more frequently

begets confidence than does knowledge:

it is those that know little,

not those who know much,

who so positively assert that this or

that problem will never be solved by science.

無知というものは、しばしば知識よりも

自信をもたらすことが多い。

科学によって問題を解決することができないと主張するのは

大抵知識のない人である。

Charles Darwin




