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3Dプリンター用液状シリコーンゴム 
SILASTIC™ 3D 3335 Liquid Silicone Rubber

3D プリンター用液状シリコーンゴムSILASTIC™ 3D 3335 LSRは、 
ダウがドイツの3DプリンターメーカーであるGermanRepRap社と共同で開発した技術です。

3D プリンター用液状シリコーンゴムSILASTIC™ 3D 3335 LSRは、 
液状シリコーンゴムの特性と、液状積層造形方式(LAM:Liquid Additive Manufacturing)での 
3Dプリンティングのデザインや成形面での優位性を発揮できるように開発された	
画期的なシリコーン製品です。

SILASTIC™ 3D 3335 LSRは、2液（混合比1:1)の白金触媒による熱硬化性の液状シリコーンゴムで、	
ウエアラブルデバイス、自動車やコンシューマー用途など	
液状シリコーンゴムが既に使用されている用途への展開が可能です。	
3D プリンティングに適した組成で、硬さは50Shore A、スムースなプリンティングに適した低粘度、	
高解像度で正確な造形を可能にするレオロジー特性を有しています。

SILASTIC™ 3D 3335 LSRは、射出成形で作成されたパーツと同等の特長を持つ	
高機能性シリコーンゴムのプロトタイプとして適しており、新製品上市までの時間短縮が可能です。

シリコーンエラストマーの特性 3Dプリンティングにおける特長 用途例

•	 使い心地、肌触りのよさ

•	 耐久性、耐候性

•	 幅広い温度範囲での柔軟性および耐性

•	 撥水性

•	 電気絶縁性

•	 食品接触用途

•	 設備投資不要

•	 製品上市タイムが短い

•	パーツのオンデマンド製作が可能

•	パーツのカスタマイズ

•	 複雑な幾何学模様も可能な自由な	
デザインが可能

•	 カスタマイズ品

•	 迅速なプロトタイプ品の製作

•	 複雑なパーツを少量で試作可能

•	ウェアラブル、電子機器、キッチン用品、	
乳幼児向けグッズ、スポーツ用品、	
自動車部品などの液状シリコーンゴム	
が使用されているような用途
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SILASTIC™ 3D 3335 LSR
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最適な	
プロトタイプ作成

複雑な形状の	
カスタマイズド製品

SILASTIC™ 3D 3335 LSR

シリコーンゴムの特長

ダウの3Dプリンティング技術の特長と利点

3Dプリンタの特長

特長と利点

金属や樹脂に比べ	
柔軟性のあるゴム材料

耐熱・耐寒に	
非常に優れた特性

金型を持たずに	
少量・多品種生産

加工性、ハンドリング	
のよさ

シリコーンゴムの優れた物性

射出成形と同等の物性

射出成形への容易な移行

拡がるデザインの自由度

最終製品のスピーディーな上市
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SILASTIC™ 3D 3335 LSR の硬化特性

SILASTIC™ 3D 3335 LSR

SILASTIC™ 3D 3335 LSR

液体積層法式(LAM)の設計およびプロセス特性とシリコーンゴムの優れた物性	
を組み合わせるために開発された液状シリコーンゴム

金型成形：120°C 10分	
3D印刷：ノズル直径0.4mm 
2次硬化条件： 200°C 4時間

SILASTIC™ 3D 3335 LSRの基本物性

ベストな粘度

ベストな硬化時間

SILASTIC™ 3D 3335 LSR
特  性 金型成形 3D 印刷 3D印刷 (2次硬化後）
密度	(g/cm3) 1.12

A液粘度	(Pa・s) 158

B液粘度	(Pa・s) 159

硬さ (ShoreA) 51 44 46

引張強さ (MPa) 9 9.5 10

伸び (%) 540 480 410

引裂強さ (DieB) (N/mm) 45 45 40

SILASTIC™ 3D 3335 LSR の粘度

高粘度過ぎると印刷スピード遅くなったり 
積層閻が弱い物性になったりする

低粘度過ぎると硬化する前に形状維持できず

ノズル先の粘度領域	
（ノズル径による）

3Dプリンタ用でないものと 
同じ硬化特性

硬化速虔は、硬化温虔や 
ノズルサイズ（ピードサイズ）で調整可能
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A 液、	B液を混合1

ノズルより押出し各層を形成2

SILASTIC™ 3D 3335 LSR

造形方式とプリンター

3D 
プリンティング

プリンティング工程

プロセス

造形方式

3Dプリンティングプロセスと造形方式

シート法

付加製造法

硬化・固着法

ステレオリソグラフィ(SLA)

電子ビーム溶解(EBM)

レーザー焼結(SLS)

熱溶解積層(FDM)

液体積層法(LAM)

デジタルライトプロセッシング(DLP)

薄膜積層(LOM)

レーザー溶融(SLM)

スタティク	
ミキサー

ポンプシステム

A 液

B 液

赤外ランプにて硬化3
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SILASTIC™ 3D 3335 LSR

射出成形と同等の性能

金型成形： 120°C 10分、二次加硫なし	
3D印刷：ノズル直径： 0.4mmにて200x 200 x 2mmシートを作製、二次加硫なし	
圧縮永久歪の試験条件； 150°C 70時間

金型成形： 120°C 10分、二次加硫200°C 4時間 
3D印刷：ノズル直径0.4mmにて200x 200 x 2mmシートを作製、二次加硫200°C 4時間 
酎熱l・.. 150°C 70時間、耐熱2···200°C 70詩間、水澄浜•••100°C 70時間

耐熱性、水浸漬性も同等

造形方向に関わらず同等の物性値 
（引張強さ）

金型成形と同等の初期特性 
（硬さ、伸び、モジュラス、引張強さ、圧縮永久歪など）

硬さ

硬さ

XY平面上に3D成形したシートを 
0° 45° 90°（遣形方向に対して）の向きで打ち抜き、物性試験を行った。 造形方向と引張強さとの関係

伸び 引張強さ

圧縮永久歪 モジュラス/引張強さ

引張強さ 伸び
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SILASTIC™ 3D 3335 LSR

用途例

オプション

交換部品、カスタマイズ製品

2019年10月、DowはNexusElastomer SystemsとGerman RepRapとのコラポレー
ションによって、カラーの3Dプリンティングシステムを開発したことをプレスリリース
しました。

これによって様々な色での成形が可能になりました。これまでの透明な原料と同様
に、3Dプリンタでのシリコーンゴムの優れた物性と設計自由度を存分に生かすこと
ができます。

これまでのカートリッジ方式に加え、より長時閻の利用に適したペール方式が可能
になりました。

スタマイズ製品 カスタマイズ製品

カスタマイズ製品 少量生産製品 カスタマイズ製品

微小部品、カスタマイズ製品

ノズル直径：	0.8mm 
重	量：	～19.0g 
時	関：	～30min 
ブリントスピード：	1600mm/min

ノズル直径：	0.4mm 
重	量：	～	3.0 g 
詩	間：	～4 hou『S 
ブリントスピード：	400mm/min

ノズル直径：	0.8mm 
重	量：	～63.3g 
サ	イ	ズ：	227mmX60mmX20mm 
時	閻：	～3hours 
プリントスピード：	1000mm/min

プロトタイブ（試作品） カスタマイズ製品

用途例

カラーオプション

供給システムのオプション

成形例

自動車

靴のソール ウェーブ 直方体

コンシューマー ウェアラブル

電子材料 工業 建 築

乳幼児ケア 照明器具 靴

ペール方式でカラー印刷する際のシステム
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シリコーンゴムとは？
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シリコーンゴムとは？

製造方法

特 長

ケイ石

金属ケイ素

シラン

シロキサン 
オリゴマー

ポリマー添加剤

メチル基など側鎖有機基由来の特長 主鎖シロキサン結合由来の特長

疎水性・撥水性
離型性
置換基で特性付与

耐熱性・耐候性
化学的安定性・低毒性
電気絶縁性

フィラー

シリコーンゴム

シリコーンの構造由来の特長

柔軟性 高ガス透過性 低ガラス転移点・耐寒性

温度依存性が少ない 加工の容易さ

＋メチル基

加水分解

重合

メチル基	(CH3)

ケイ素	(Si) 酸素 (O)
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シリコーンゴムとは？

用 途 例

一般特性

幅広い硬さ範囲 0 ～ 90度 (JIS タイプ A)

圧縮永久ひずみ 10% 程度（条件： 180°C/22 時間）

難燃性 UL94 HB ～ V-0

伸び 50-1000%

体積抵抗率 1 X 1016 （絶縁）～2 Ω•cm （導電）

熱伝導率 0.1 ～ 1.5 W/(m • K)

優れた耐オゾン性、耐UV性 止水性、撥水性回復

引張強さ 最大 12MPa

使用可能温度 -60 ～ 200°C （グレードによっては下限ー110°C や上限300°C あり）

反発弾性率 20 ～ 80%

幅広い温度域（室温～ 150°C)で安定した電気特性 様々な着色が可能

引裂強さ（クレセント形） 最大 50 N/mm

W/H コネクターシール

イヤホン

イグニションコイルプラグブーツ

スポーツ用品

ウェアラブルデバイス

乳幼児ケア



12

採 用 例
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ECCO とダウ、 
3D カスタマイズしたシューズの日本市場展開で協業
ダウの革新的な3Dプリンタ用液状シリコーンゴムSILASTIC™ 3D 3335 Liquid Silicone Rubberが、 
ECCOの3Dカスタマイズミッドソールに採用されました。

 SILASTIC™ 3D 3335 LSR のシューズ用ミッドソールにおける特性

	■ 優れた弾性と反発性：足の動き、クッション性や足の安定性を最適化
	■ 高い寸法安定性：長時間の使用においても変形や歪みがない
	■ アウトソールと貼り合わせなく自然にフィット
	■ 細菌の繁殖が起こりにくい
	■ 無臭
	■ 撥水性、通気性
	■ 耐久性に優れ、洗濯機洗いが可能
	■ 幅広い温度範囲で使用可能	(-50°C~+200°C)

採 用 例
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採 用 例

3D プリンター用液状シリコーンゴムが切り開く、 
カスタマイズシューズの新しい未来

ケーススタディー：	ECCO シューズ

Challenge
「私はこれまで長年シューズのデザイン・開発を行って	
きましたが、完壁なフィット感、躍動感あるデザイン、	
そして究極のパフォーマンスを常に追求してきました。」	
とデンマーク発・コンフォートシューズ＆レザーグッズ	
ブランドECCOのイノベーションラボ(ILE)代表	
パトリッツィオ・カルッチは語ります。
シューズメーカーにとってのチャレンジは靴は履く人に	
よってその履き心地や、左右の足の形や大きさが異なる	
ことです。既存のミッドソールの鋳型や素材を用いた	
シューズではこの複雑なマトリックスをすべて満たすこ	
とは極めて困難でした。
そこで、ECCOはダウとのコラボレーションにより、	
シューズのフィット感、快適性、パフォーマンスヘの新しい
概念を作り出す可能性を秘めたQUANT-Uカスタマイ	
ゼーション・プロジェクトを実験的に始動しました。

Solution
QUANT-Uは、お客様一人ひとりの生体力学データと	
ダウが開発した革新的な3Dプリンター用液状シリ	
コーンゴムSILASTIC™ 3D 3335 Liquid Silicone 
Rubberを用いた積層造形により、シューズを履く人の	
足型と靴を履いた時の自然な動きに対してカスタマイ	
ズされたシリコーンゴムミッドソールを店頭にて約1時	
間以内で作成します。
アムステルダムのECCOコンセプトストア、W-21にて試	
験的に実施されたこの史上初のサービスは、以下の3つ	
のプロセスから構成されています。1) リアルタイム分析、	
2)データに基づいたデザイン、3)3Dプリンティング
まず最初に、ウェアラブルセンサーと3Dフットスキャ	
ナーによって、それぞれの足の構造と歩き方を計測しま	
す。それによって得られた生体力学データは、一人ひとり	
にフィットしカスタマイズされたミッドソールのための基	
データとなります。その基データは、店頭の3Dプリンター	
で、SILASTIC™ 3D 3335 Liquid Silicone Rubber 
を使用し、ミッドソールとして製造され、ECCOのシューズ	
に装着されます。

写真提供：QUANT-U
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採 用 例

Performance
「3Dカスタマイズされたミッドソールを装着したシューズ	
は、―人ひとりにフィットするようにできています。」と	
ECCOのILEで3Dの責任者であるジョー・ミッチェル	
は述べています。「ミッドソールは、シューズのパフォー	
マンスと快適性において重要な役割を果たすシューズ	
機能の心臓部です。SILASTIC™ LSRのユニークな	
特長によってこれらの機能が実現でき、カスタマイズ	
された快適性というILEのビジョンがシリコーンに	
よって具現化されます。」
シリコーンの持つ非常に優れた弾性は、工学設計された	
メッシュにより素晴らしいクッション素材へと形を変え	
ます。シリコーンは細菌の繁殖が起こりにくく、-50°C 
から250°Cの幅広い温度範囲で安定し、そして非常に	
耐久性があります。これらの特性を持ち合わせている	
シリコーンはQUANT-Uの最適な材料です。
「シューズにおける3つの課題は、反発性、クッション性、	
そして安定性で、シリコーンはこれらの課題に完全に	
対応できる素材なのです。」とミッチェルは言います。	
「従来の素材と比較すると、シリコーンゴムは全く異な	
る履き心地をもたらし、歩行を楽にしてくれるでしょう。	
着地時のクッション性と蹴りだし時の反発性が高いに	
もかかわらず圧縮率を調整し、且つ幅広い温度にも問	
題なく酎えます。それにより足裏にかかる負担を大幅	
に下げ長時間の快適な歩行を約束します。さらにシリ	
コーンは滑りにくいため、ミッドソールはシューズと一体	
化した安定性をもたらしてくれます。」とミッチェルは	
述べています。

写真提供：	QUANT-U

写真提供：	QUANT-U

Durability
SILASTIC™ 3D 3335 LSRを用いてECCOが作り	
出したカスタマイズミッドソールは素晴らしい耐久性を	
示しています。「私たちが行った450km歩行テストでは、	
製品劣化は1%にとどまるという結果を得ました。	
これは私たちが使用している同じ硬度の別素材の耐	
久性を大きく上回るものです。」とミッチェルは述べて	
います。

Perfect marriage
「未来の素材と技術の融合の結果、カスタマイズミッド	
ソールの大量生産を実現しました。液状シリコーンゴム	
であるSILASTIC™ 3D 3335 Liquid Silicone 
Rubberの特性は、他の3Dプリンター用素材よりも	
優れた性能を発揮します。」とカルッチは言っています。

SILASTIC™ 3D 3335 LSR
ダウのIMAGIN3D™ プリンティング技術の中の	
数あるイノベーションの一つであるSILASTIC™ 
3D 3335 LSRは、熱溶解積層方式(FFF)や液体	
積層方式(LAM)の3Dプリンターメーカーである	
German RepRap GmbHとの共同開発です。この	
革新的な技術は、シリコーンのパフォーマンスベネ	
フィットと積層造形法の設計および生産における	
利点を組み合わせたダウのソリューションです。

Learn more

ECCOのQUANT-U projectについてご覧いただくには、	
quant-u.com ヘアクセスください。3Dプリンタ用の	
SILASTIC™ 3D 3355 Liquid Silicone Rubberを	
はじめとする、ダウパフォーマンスシリコーンのSILASTIC™ 
シリコーンエラストマーの豊富なラインナップの詳細情報に	
ついては、	dow.com/ja/consumer3Dprint をこ覧ください。

https://www.dow.com/ja-jp/category/market/mkt-consumer-goods-appliances/sub-consumer-3d-printing.html
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https://www.dow.com/ja-jp


