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改訂履歴

FORTUS 900mc ユーザー ガイド

改訂 日付 変更の説明

A 2008 年 8 月 本書の初版発行。

B 2009 年 6 月 材料、広範囲にスクリーンショットとテキストを
更新。システム名を変更。

C 2010 年 10 月 Ultem * 9085 モデル材料について、T16 と T20 の
立方インチと立方センチを更新。「FDM 900mc」
を全文から削除し、Fortus を登録商標として追加。

UPS のイラストを更新。チップ / 材料の変更ウィ

ザードのイラストを更新。材料造形温度を更新、
ガイド全体の細かな部分を修正。

D 2011 年 11 月 静電気散逸性質を持つ新材料 ABS-ESD7 をユー

ザー ガイドに追加。新サポート材料を追加。責任

声明、著作権声明、商標表示を更新。付録 B 
WaterWorks を本ユーザー ガイドに追加。

E 2012 年 9 月 書式を更新、Controller Software の更新を追加。

F 2013 年 7 月 Controller Software の更新に関するセクションを

追加。ハイフン付き番号を改訂レベルに合わせて -
0003 から -0006 に変更。

G 2013 年 11 月 Nylon 12 材料オプションに関する情報を本書全体

に追加。 
付録 A と付録 B を削除。これらの付録に含まれて

いた情報は、後日、材料 / サポートに関するベス

ト プラクティスの参考文書に移行する予定。 
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安全上の注意
以下に記載する基本的な安全上の注意は、Stratasys 機器の安全な設置、操作、

メンテナンスを確保することを目的としており、安全事項を網羅するものでは

ありません。Fortus 900mc システムは、安全で信頼性が高く迅速な試作システ

ムとなるように設計されています。システムの領域によっては、アクセスに危

険が伴うことがあります。

環境の安全性
• 機器は、施設の接地電源に接続してください。アース線を無効にしたり、回

避したりしないでください。

• 機器の分岐回路の過電流遮断器または回路のブレーカーの位置を把握し、緊

急時にそうした装置をオン / オフする方法を理解しておいてください。

• 消火器の位置と使い方を把握しておいてください。電気関連の火災には、

ABC タイプの消火器のみを使用してください。

• お客様施設における応急処置と緊急時対応について、各地域の手順を把握し

ておいてください。

• 機器には、適切な照明を使用してください。

• 機器の設置場所の温度と湿度を推奨範囲に維持してください。

• 揮発性物質や可燃性物質が置かれている環境で本製品を使用しないでくださ

い。

人的操作の安全性

• 機器を移動または設置する場合、正しいリフト技術を用いてください。

• 電気回路またはその付近で作業する場合は、標準的な静電放電 (ESD) 対策を

講じてください。

• 安全インターロックを無効にしたり、切断したりしないでください。

危険の分類

本書では、以下の危険分類を使用しています。

注意： 軽傷または中程度の傷害を招く可能性のある潜在的に危険な状
況を表します。

警告： 死亡または重度の傷害を招く可能性のある潜在的に危険な状況
を表します。

安全に関する声明を必ず読み、順守してください。また、システムに貼

付されている以下の安全警告記号に注意を払ってください。
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製品の安全警告記号

当社は、当社のシステムが常に安全性と信頼性を確保できるようにあらゆる努

力を重ねています。しかし、お客様が高電圧、高温の可能性があるシステムの

領域にアクセスする必要がある時や、可動式の機械コンポーネントが重度の傷

害を引き起こす可能性がある時もあります。

安全に関する注意事項を必ず読み、順守してください。システムで

以下の安全警告記号を見た場合は、常に注意を払ってください。

人身傷害の警告記号：身体に重度の傷害を招く可能性のある機械パーツ

を示します。常に、細心の注意を払ってください。ネクタイ、緩めの服

装、ぶら下がり型のアクセサリーを着用しないでください。長髪は結ん

でまとめ、可動パーツに巻き込まれないようしてください。

高電圧の警告記号：高電圧が存在することを示します。露出している電

気回路には絶対に触らないでください。アクセサリーはすべて外すこと

をお勧めします。

高熱の警告記号：高熱を発する装置があることを表します。熱を発する

パーツを取り扱う際は、必ず細心の注意を払ってください。Fortus 900mc 
のスタートアップ キットに同梱されている安全手袋と安全袖を必ず着用

してください。

手袋・袖着用の警告記号：耐熱性の認定を受けた安全手袋と安全袖を着

用する必要があることを示します。安全手袋と安全袖はスタートアップ 
キットに含まれています。

鋭利なものの警告記号：鋭利なものが存在することを示します。鋭利な

ものは負傷する可能性があるため、触らないでください。

手が圧砕される危険性の警告記号：2 つのパーツの間に手が挟まれて負

傷する可能性があることを示します。 

オーブン立入禁止の警告記号：オーブンに身体全体を絶対に入れてはな

らないと警告している記号です。 

電気回路またはその周辺で作業する場合は、標準的な静電放

電 (ESD) 対策を講じてください。
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以下に示すシステムのコンポーネントと領域は、適切な安全手順に従わなかっ
た場合、システム障害または信頼性の問題を招くおそれのある潜在的な危険性
がある箇所として、特に注意が必要です。

ガード ドアのインターロック

インターロック スイッチを使用して、オーブン ドアとトップ スライド カバーの

状態をシステムに知らせます。安全上の理由から、オーブン ドアとトップ カ
バーは、X、Y、Z モータが動作する前に閉じる必要があります。

一般的な安全対策

このシステムを操作する際には、以下の安全対策を順守してください。

オーブン オーブンの内部で作業する場合には、必ず安全手袋と長袖を着用してくださ
い。コンポーネントは熱くなっています。オーブンの温度は、非常に高温で
す。オーブン ヒーターは、安全サーマル ブレーカーによって制御されてお

り、温度が 300° C (572° F) に達するとシステムをシャットダウンします。

オーブン ドアを開けると、オーブン ヒーターがオフになります。

XY ガントリ システムの可動コンポーネントの近くで作業する際には、ネクタイ、緩めの
服装、ぶら下がり型のアクセサリーを絶対に着用しないでください。システ
ムのトップ カバーの下に、XY ガントリがあります。この領域には、X 軸と 
Y 軸の機械的なドライブ コンポーネントが収容されています。この領域にア

クセスする際には、細心の注意を払ってください。サーボ駆動システムは非
常に力が強いため、特に注意が必要です。オーブン ドアまたはトップ カ
バーが開いている時には、サーボ モータは無効になります。タイミング ベ
ルトと滑車装置の間に身体の一部を挟む危険性は、造形中にフードをロック
することや、トップ フードが開いている時にモータを無効にすることによ

り、 小限にとどめることができます。

Z ステージ システムの可動コンポーネントの近くでは、ネクタイ、緩めの服装、ぶら下
がり型のアクセサリーを絶対に着用しないでください。Z ステージと Z ス
テージ サーボ モータは、重度の傷害を招く可能性があります。Z ステージ

での圧砕の危険性は、Z ステージ移動中にドアをロックすることや、ドアが

開いている時に Z モータを無効にすることにより、 小限にとどめることが

できます。

警告： 電源をオフにして、電源プラグを抜いても、無停電電源装置 (UPS) 
により高圧の電流が流れています。

警告： ( システムの上部に位置する ) トップ カバーの下のガントリ領域に

アクセスする場合は、OSHA または CE 認証を受けたステップ ツールの

みを使用してください。

警告： オーブンの内部で、または、ヘッドもしくは熱溶解装置を使って作
業する場合には、必ず安全手袋と長袖を着用してください。これらのコン
ポーネントは非常に熱くなっている可能性があります。
x



 

電源の取り外し

保守点検作業を Fortus 900mc で実施する際には、AC 電源をシステムから取り

外す必要があります。電源をシステムから取り外す前に、シャットダウン手順

を実行してください。

電源パネルを取り外す前に、施設の主ブレーカーがオフになっていることを確

認します。

Fortus 900mc システムで、特に高電圧の電気パネルで保守点検作業を実施する

際には、別の人が誤って電気システムに通電するのを防ぐために、受電を遮断

する必要があります。

システムから電源電圧が除去されると、無停電電源装置 (UPS) がシステムの一

部のコンポーネントに電気を供給する仕組みになっています。システムの保守

点検作業を行う際には、必ず UPS を手動でオフにしてください。

手順

1. システムをシャットダウンし、電源をオフにします。

2. 電力切断スイッチを時計回りに回して、オフの位置にします。

                                                            

図 1： 電力切断スイッチ

警告： AC 電源がシステムから取り外されていることを確認します。

230VAC の電圧により、死に至る可能性もあります。 

警告： UPS が手動でオフになっており、システムのコンポーネント

に電気が供給されていないことを確認してください。

ロックアウト バー
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3. ロックアウト バーを「ロック」の位置に変えます。ロックアウト バーが

「ロック」の位置になっていると、回路ブレーカーを「オン」の位置に戻す

ことができません。

4. ロックアウト バーを外部ロックで固定します。ロック バーは外部ロックを

かけないと、「ロック」の位置に固定できません。

• システムの保守点検作業者はそれぞれ個別に鍵を持つ必要があります。

• ロックアウト バーから別の人の鍵を外さないでください。

Fortus 900mc について

Fortus 900mc® をご利用いただき、ありがとうございます。このシステムは、正

確で機能的なモデルを作成する 新の画期的なテクノロジーを採用しています。

Stratasys の Fused Deposition Modeling® (FDM) テクノロジーは、形状、はめあ

い、機能性のフィールドテストに利用可能な、内側形体を含む試作モデルを作

成します。

Fortus 900mc のコンポーネント

• Insight™ ソフトウェア パッケージ

• 一般的なコンピュータ ワークステーション (Stratasys は販売していません )

• Fortus 900mc システム

• モデル材料

• サポート材料

システム

• バキューム プラテンは、2 種類のサイズの造形シートが使用できます。 小

のシートは、16 インチ (40.6 cm) X 18.5 インチ (47.0 cm) X 厚さ 0.02 インチ 
(0.05 cm) です。 大のシートは、26 インチ (66 cm) X 38 インチ (96.5 cm) X 
厚さ 0.02 インチ (0.05 cm) です。

• 造形室のサイズ：幅 36 インチ (91.4 cm) X 高さ 36 インチ (91.4 cm) X 奥行き 
24 インチ (60.96 cm)。

• マテリアル ベイ：2 モデル、2 サポート

• s/ スライス高さ： T12/0.007 インチ (0.178 mm)
T16/0.010 インチ (0.254 mm)
T20/0.013 インチ (0.330 mm)

材料の選択によって、利用可能なサイズ / スライス高さは変わります。
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このガイドについて

本ガイドは、Fortus 3D プロダクションシステムを使用してモデルを造形するた

めの入門書です。学習・参照ツールとしての利用を目的として、システムの操

作を理解しやすいように手順を追って説明しています。

本ガイドの使い方

本ガイドは、わかりやすい章立てになっています。表を使って、読者がすばや

く簡単に目的の情報を見つけられるようにしています。本ユーザー ガイドは、

各章を順番に読み進める以外に、特定の情報をすばやく見つけ出す必要がある

場合には、しおりや目次からその情報に直接進むことができます。本ユーザー 
ガイドをシステムの側に置いておき、システムのトラブルシューティングやメ

ンテナンスの際にお役立てください。

本ガイドの凡例

本ガイドの凡例を以下に示します。

• 太字で書かれたテキストは、オペレータ タッチスクリーン上にあるキーを示

します。囲みのある青のテキストは、オペレータ パネル スクリーンで表示

される情報を示します。

• オペレータ タッチスクリーンでグレーアウトされているアイコンは、非アク

ティブ ( 無効 ) であることを示します。
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第 1 章： サービスとサポート
本章では、Fortus 900mc システムのサービスおよびサポートに関

する情報を提供します。
サービスとソフトウェア サポート

Fortus 900mc で本ユーザー ガイドに記載されていない問題が発生した場合は、

Stratasys カスタマー サポートまでご連絡ください。

サービスに電話する際には、システムのソフトウェア バージョン (4-57 ページの

「システム状態」を参照 ) およびハードウェアのシリアル番号 (3-1 ページの「シ

ステムの識別」を参照 ) を必ずお手元にご用意ください。また、ハードウェアか

らの診断ファイルを提出するために、Insight ワークステーションへのアクセス

が必要となる場合があります。

米国

• 書面によるお問い合わせ先：
Stratasys Inc.
Customer Support
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2080
USA

• 電話：+1-800-801-6491 ( 午前 7:00 ～午後 5:00、米国中部時間 )
• 電子メール：support@stratasys.com

欧州

担当の販売代理店にお問い合わせください。担当の販売代理店については、当
社の欧州本社までお問い合わせください。 

• 書面によるお問い合わせ先：
Stratasys GmbH
Weismuellerstr.27
60314 Frankfurt/Main
Germany 

• 電話：+49 (69) 420 994 30
• Fax：+49 (69) 420 994 333
• 電子メール：europe@stratasys.com
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消耗品の注文
Fortus ハードウェア用の消耗品の注文については、担当の販売代理店または再

販業者にお問い合わせください。

消耗品を注文する際には、システムのシリアル番号とソフトウェアのバージョ

ン番号を必ずお手元にご用意ください。

安全上の注意事項

危険のタイプ

Stratasys は、資格を持つスタッフがすべてのサービス作業を行うことを推奨し

ています。本システム本体の操作または周辺での作業を行うスタッフはすべて、

本ガイド全体を通して、以下に示す危険の分類の意味を熟知しているものとし

ます。

「警告」および「注意」は、それらが関連する項に優先します。

警告： 回避しないと、傷害や死亡を招く可能性のある潜在的に危険
な状況を表します。 

注意： 回避しないと、機器に損害を与える可能性のある潜在的に危
険な状況を表します。
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特別な安全対策

以下に示すシステムのコンポーネントと領域は、適切な安全手順に従わなかっ

た場合、システム障害または信頼性の問題を招くおそれのある潜在的な危険性

がある箇所として、特に注意が必要です。

オーブン

ガード ドアのインターロック

インターロック スイッチを使用して、オーブン ドアと 2 つのトップ スライド カ
バーの状態を知らせます。安全上の理由から、オーブン ドアとスライド カバー

は、X、Y、Z モーターが動作する前に閉じる必要があります。

一般的な安全対策

このシステムを操作する際には、この一般的な安全対策を順守してください。

警告： オーブンの内部で作業する場合には、必ず安全手袋と長袖を
着用してください。コンポーネントは熱くなっています。

警告： オーブンの温度は、非常に高温です。オーブンの温度は、安
全サーマル ブレーカーによって制御されており、温度が 260° C 
(500° F) に達するとシステムをシャットダウンします。

オーブン ドアを開けると、オーブン ヒーターへの電力供給が停止さ

れます。

警告： 電源をオフにして、電源プラグを抜いても、無停電電源装置 
(UPS) により高圧の電流が流れています。

警告： ( システムの上部に位置する ) トップ スライド カバーの下の

領域にアクセスする場合は、OSHA または CE 認証を受けたステッ

プ ツールのみを使用してください。

警告： オーブンの内部で、または、ヘッドもしくは熱溶解装置チッ
プを使って作業する場合には、必ず安全手袋と長袖を着用してくだ
さい。これらのコンポーネントは非常に熱くなっています。
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第 2 章： システム コンポー

ネント
本章では、Fortus 900mc システムのシステムコンポーネントにつ

いて説明します。また、システムで使用可能なモデル材料とチッ

プに関する情報も、本章に記載されています。
アクセスドアとパネル

本システムは、システム上で も頻繁にアクセスされる領域に、容易にアクセ

スできるように設計されています。ドアとトップ スライド カバーは、図 2-1 で

強調表示されています。

図 2-1： トップ スライド カバーとドア

                                                            

警告： アクセスドアの取り外しは、Stratasys の認定サービス技術

者のみが行ってください。

トップ スライド カバー

オーブン ドア

キャニスター ベイ ドア
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トップ スライド カバー

ヘッド、ガントリ領域へのアクセスや、ヘッド上のモデルやサポート チップ変

更のためのアクセスが可能です。この領域には冷却ファンが設置されており、

システムの上部を通して空気流を提供しています。

オーブン ドア

プラテン、チップ ワイプ アセンブリ、パージバケツ、完成したモデルにアクセ

スできます。

キャニスター ベイ ドア

4 つのキャニスター ベイ、キャニスター レバー、キャニスター LED にアクセス

できます。

電力切断スイッチ

電力切断スイッチは、システムの背面にあり、主回路ブレーカーとして動作しま

す。このスイッチをオフにすると、システムへのAC電源供給が停止します。ロッ

クアウト バーを使用すると、このスイッチをOFF (オフ) の位置に固定できます。 

図 2-2： 電力切断スイッチ

                                                            

警告： トップ スライド カバーの下の領域にアクセスする場合は、

OSHA または CE 認証を受けたステップ ツールのみを使用してくだ

さい。

警告： オーブンの内部で、または、ヘッドもしくは熱溶解装置を
使って作業する場合には、必ず安全手袋と長袖を着用してください。
これらのコンポーネントは非常に熱くなっています。

警告： 電源をオフにし、電源プラグを抜いても、無停電電源装置 
(UPS) により高圧の電流が流れています。

ロックア

ウト バー
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図 2-3： Fortus 900mc 正面図

                                                            

シグナル タワー

Fortus 900mc の状態を視覚化して表示します。( 図 2-3)

緑： システムは正常です。モデルを造形中、またはモデルの造形が終了

したところです。

黄： モニタ対象パラメータはすべて許容範囲内です。( 詳細については、

4-19 ページの「ヘルス モニタ」を参照してください。)

赤： インジケータが制御範囲を超えて移動し、現在、仕様限界外になっ

ています。システムはモデル造形の開始を許可しません。システム

は、状況に従って、一時停止もしくは停止、または電源をオフしま

す。

緊急停止

緊急停止ボタンを押すと、直ちに電源供給を停止します。このボタンは、シス

テムへの電源供給を停止する緊急手段としてのみ、使用してください。緊急停

止ボタンを元の位置に戻し、通常の起動プロセスを行えば、システムを再起動

できます。

シグナル タワー

電源オフ

緊急停止

電源オン

タッチスクリーン
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タッチスクリーン

オペレータ タッチスクリーンは、システムのユーザー インタフェースです。こ

のタッチスクリーンを通じて、オペレータは様々なスクリーンにアクセスし、

システムの制御、セキュリティの設定、キャリブレーションの実行を行うこと

ができます。また、タッチスクリーンは、システムの操作を表示するほか、警

告情報も表示します。

電源オン

電源オンボタンを押すと、システムが起動します。

電源オフ

電源オフボタンを押すと、システムの電源をオフにするために、電源オフ シー

ケンスを開始します。

システムの背面
システムの背面から、コンピューターと UPS にアクセスできます。

図 2-4： Fortus 900mc 背面図

                                                            

システム制御用コンピューター

システム制御用コンピューターは、Fortus 900mc の中央制御装置です。また、

このコンピューターはタッチスクリーン ソフトウェアを実行し、システムの

ユーザー インタフェースを提供します。

システム制御用コンピューター UPS
2-4



 

UPS

UPS 装置は、AC 電源損失時に、コンピューター、オーブン ライト、ヘッド冷

却ファンに電源 (AC 電圧 ) を供給する、バッテリ待機システムです。この装置

は、システム全体には電源を供給しません。UPS には、システムの背面からア

クセスできます。過電流が流れた場合、UPS は、組み合わせのオン / オフ ス
イッチと主ブレーカーのすぐ上にある回路ブレーカーによって保護されます。

• UPS は、システムへの電源供給が回復しない場合、自動的に電源をオフしま

す。

• システムへの電源供給が失われた場合、装置のバックアップを手動で行わな

ければならないことがあります。ただし、UPS を手動でオフにしない限り、

これは必要ではありません。電源供給を回復するには、UPS 装置の正面にあ

る「On」ボタンを、ビーッという音が聞こえるか、LED ライトが点灯する

か、またはその両方の現象が起きるまで押し続けます。

• LED 表示が UPS の状態を表示します。

図 2-5： UPS フロント パネル 

                                                            

サービス インジケー

タ ( 赤 )

出力系統 1 インジ

ケータ ( 黄 )
テスト / アラーム 
リセット ボタン

過負荷インジ

ケータ ( 赤 )

電源オン インジ

ケータ ( 緑 )

出力系統 1 インジ

ケータ ( 緑 )

オン / オフ 
ボタン

バッテリ使用中イン

ジケータ ( 黄 )
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システム 上部

トップ スライド カバーを開く

ヘッドにアクセスするには、トップ スライド カバーを開く必要があります。カ

バーには、2 つの安全スイッチとロッキングソレノイドがあります。カバーは、

システム操作中はロックされています。ユーザーがカントリまたは Z ステージ

を移動させると、システムがアイドル状態であればロック解除されます。

システムは、トップ スライド カバーやオーブン ドアが開いていると、再開でき

ません。さらに、両方のカバーを閉め、オーブンを閉じない限り、システムに

手動の移動コマンドを送信することはできません。

ガントリ アセンブリ

ガントリ アセンブリは、モデル造形時にヘッドを X 軸と Y 軸方向に移動しま

す。ガントリは、システムのトップ スライド カバーの下にあります。ガントリ

はオーブンの外側にあり、ヘッドの 下部のみがオーブン内に突き出していま

す。ガントリとそのドライブ モータは、熱保護カバーによってオーブンの熱か

ら保護されています。

図 2-6： ガントリ アセンブリ

                                                            

 

X キャリッジ

X モータ

ヘッド アセンブリ

Y キャリッジ

Y モータ
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ヘッド アセンブリ

ヘッド アセンブリ ( 図 2-7) は、様々なモデル材料で使用できるように設計され

ています。ヘッド内のボードは、ヒーターとサーマカップルを直接制御します。

モデル材料とサポート材料は、2 つの熱溶解装置を使い、ヘッドを通して押し出

されます。

図 2-7： ヘッド アセンブリ

                                                            

ヘッド メンテナンス ブラケット

ヘッド メンテナンス ブラケットは、チップの交換などヘッドのメンテナンスを

行う際に、ヘッド アセンブリを保持するために使います。( 図 2-9) 赤のハンド

ルは、ブラケットが定位置にある間はトップ スライド カバーを閉めることがで

きないようにします。

図 2-8： ヘッド メンテナンス ブラケット
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図 2-9： ヘッド アセンブリ メンテナンス

                                                            

ヘッド ア
センブリ

ヘッド メンテナン

ス ブラケット
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モデル材料とチップ

材料

使用する材料

Fortus 900mc システムは、高強度ポリカーボネート樹脂 (PC)、ABS-M30 または 
ABS-M30i (SR-20 または SR-30 水溶性サポート材料と併用 )、民間航空機での使

用が認可されている Ultem* 9085、耐熱性・耐薬品性に優れたポリスルホン 
(PPSF)、初の半結晶性 Fused Deposition Modeling (FDM) ( 熱溶解積層法 ) 用熱

可塑性樹脂である Nylon 12 を使用できます。表 2-1 に、材料の造形温度を示し

ます。SR-30 は延性があり、 SR-20 に比べて 大 3 倍の速度で溶解します。

材料の適合性

システム / 材料の適合性は、2-10 ページの「チップの適合性と選択」に記載さ

れています。

表 2-1： 材料の造形温度

材料 高押し出し温度 高オーブン温度

ABSi 330° C (626° F) 85° C (185° F)

ABS-M30
ABS-M30i 320° C (609° F) 95° C (203° F)

ABS-ESD7 320° C (609° F) 95° C (203° F)

Nylon 12 355° C (671° F) 120° C (248° F)

PC-ABS 330° C (626° F) 110° C (239° F)

PC
PC-IS0 365° C (689° F) 145° C (293° F)

Ultem* 9085 400° C (752° F) 190° C (374° F)

PPSF 415° C (779° F) 225° C (437° F)

全材料で同じキャニスター タイプを使用します。押し出し温度とオーブ

ン温度は、システムが自動的に設定します。
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熱溶解装置チップ

熱溶解装置チップとスライス高さ

2 種類の熱溶解装置チップが利用可能です。標準チップは、すべてのモデル材料

とブレークアウェイ サポート樹脂 (BASS) 材料に使用します。可溶性チップは、

可溶性サポート材料に使用します。可溶性サポート材料 (SR) を使用する材料で

モデルを造形する場合は、サポート材料に、T12SR20、T12SR30 または 
T12SR100 チップを使用してください。

• T12、T12SR20、T12SR30、T12SR100、T16、T20 の 6 種類のチップが利用可

能です。

• チップは、交換可能な消耗品です。チップを注文する場合は、1-2 ページの

「消耗品の注文」を参照してください。チップを交換する場合は、4-53 ペー

ジの「チップ タイプまたは材料タイプの変更」を参照してください。

• 材料の種類を変更した場合、チップも必ず変更してください。

チップの適合性と選択

表 2-2 に、利用可能な材料とチップを示します。

表 2-3 に、3 つのモデル チップのスライス高さを示します。

表 2-4 に、材料の使用量に基づくおおよそのチップ寿命を示します。

• システムは、チップ使用を追跡し、チップ交換が必要になると、オペレータ 
タッチスクリーンで自動的に交換を指示します。消耗したチップは詰まりや

すくなり、モデルの品質を低下させるおそれがあります。チップの使用状態

の詳細については、4-10 ページの「材料 / ツール表示」を参照してくださ

い。

• チップ交換時には、ディスプレイ パネルからチップ オドメーターをリセッ

トすることを通じて、チップ ウィザードが手順を指示します。

• ABS-M30 または ABS-M30i を使用して造形する場合、SR-20 または SR-30 を
サポート材料に使用してください。

• SR-20 材料を使用する場合は、T12SR20 ( 旧名称：T12SR チップ ) チップのみ

を使用してください。

• SR-30 材料を使用する場合は、T12SR30 チップのみを使用してください。

• SR-100 材料を使用する場合は、T12SR100 チップのみを使用してください。

• SR-110 材料を使用する場合は、T12SR100 チップのみを使用してください。

標準チップは、ブレークアウェイ サポート樹脂 (BASS) 材料とモデル材料に使用

します。詳細については、2-13 ページの「チップの識別」を参照してください。
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表 2-2： 利用可能なチップ

表 2-3： スライス高さ

モデル材料 モデル チップ サポート材料 サポート チップ

ABSi T12、T16、T20 SR-20 T12SR20

ABS-M30
ABS-M30i T12、T16、T20 SR-20

SR-30
T12SR20
T12SR30

ABS-ESD7 T12、T16 SR-30 T12SR30

Nylon 12 T12、T16、T20 SR-110 T12SR100

PC-ABS T12、T16、T20 SR-20 T12SR20

PC T12、T16 SR-100 T12SR100

PC
PC-ISO T12 PC_S T16

PC
PC-ISO T16、T20 PC_S T16

Ultem* 9085 T16、T20 ULT_S T16

PPSF T16 PPSF_S T16

モデル チップ スライス高さ

T12 0.007 インチ (0.178 mm)

T16 0.010 インチ (0.254 mm)

T20 0.013 インチ (0.330 mm)
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表 2-4： チップ寿命

モデル

材料 a
モデル 
チップ

モデル チップ寿命 b

サポート

情報

サポート チップ寿命 b 

立方
インチ

立法
センチ

キャニス
ター

立方
インチ

立法
センチ

キャニス
ター

ABSi T12 770 12620 8.5 T12SR20 550 9010 6.0

ABSi T16 920 15080 10.0 T12SR20 640 10550 7.0

ABS1 T20 920 15080 10.0 T12SR20 640 10550 7.0

ABS-M30
ABS-M30i T12 770 12620 8.5 T12SR20

T12SR30 550 9010 6.0

ABS-M30
ABS-M30i T16 920 15080 10.0 T12SR20

T12SR30 640 10550 7.0

ABS-M30
ABS-M30i T20 920 15080 10.0 T12SR20

T12SR30 640 10550 7.0

ABS-ESD7 T12 770 12620 8.5 T12SR30 550 9010 6.0

ABS-ESD7 T16 920 15080 10.0 T12SR30 640 10550 7.0

Nylon 12 T12 491 8050 5.3 T12SR100 550 9010 6.0

Nylon 12 T16 552 9010 6.0 T12SR100 664 10880 7.1

Nylon 12 T20 552 9010 6.0 T12SR100 664 10880 7.1

PC T12 740 12060 8.0 T12SR-100 550 9013 6.0

PC T16 830 13570 9.0 T12SR-100 644 10553 7.0

PC
PC-ISO T12 740 12060 8.0 T12 370 6030 4.0

PC
PC-ISO T16 830 13570 9.0 T16 460 7540 5.0

PC
PC-ISO T20 830 13570 9.0 T16 460 7540 5.0

Ultem* 9085 T16 550 9010 6.0 T16 460 7540 5.0

Ultem* 9085 T20 550 9010 6.0 T16 460 7540 5.0

PPSF T16 180 3010 2.0 T16 180 3010 2.0
2-12



 

チップの識別
                                                            

図 2-10： チップの識別

a. ABS-M30/M30i モデル材料は、SR-20 または SR-30 サポート材料を使用できます。SR-20 材料には、

T12SR20 チップを使用してください ( モデル チップ サイズには関係ありません )。SR-30 材料には、

T12SR30 チップを使用してください ( モデル チップ サイズには関係ありません )。

PC-ABS モデル材料には必ず、SR-20 サポート材料と T12SR20 サポート チップを使用してください 
( モデル チップ サイズには関係ありません )。

PC モデル材料には、PC_S サポート材料を使用します。サポート チップは、T16 と T12 のモデル 
チップ サイズに適合します。PC T20 には、T16 サポート チップを使用します。

Ultem* 9085 モデル材料には、ULT_S サポート材料を使用します。

PPSF モデル材料には、PPSF_S サポート材料を使用します。サポート チップ サイズは、モデル 
チップ サイズに適合します。

Nylon 12 モデル材料には、SR-110 サポート材料を使用します。A T12SR100 サポート チップは、モ

デル材料のチップ サイズに関係なく使用する必要があります。

b. チップ寿命は、チップを通過する材料の料に直接関係します。上記のリストでは、チップの交換が

必要になる前にチップを通過する材料のおおよその量を示しています。チップ寿命には、これ以外
の要因も影響を与える可能性があるため、材料の量はあくまでも目安です。

モデル

材料 a
モデル 
チップ

モデル チップ寿命 b

サポート

情報

サポート チップ寿命 b 

立方
インチ

立法
センチ

キャニス
ター

立方
インチ

立法
センチ

キャニス
ター

すべてのモデル チッ

プとサポート チップ

は、相互交換が可能
です。ただし、可溶
性サポート チップを

除きます。

チップ サイズは、プ

レートの上部面に刻
印されています 
(T12、T16、T20)。

可溶性サポート 
チップは、標準チッ
プよりも短くなって
います。

チップ サイズは、

プレートの上部面に
刻印されています 
(T12SR20、
T12SR30、
T12SR100)。
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オーブン

オーブン ドア

オーブン ドアは、モデル造形中はソレノイドによってロックされます。オペ

レータ タッチスクリーンのドアボタンを押すと、ソレノイドが解除され、ドア

を開くことができるようになります。このコマンドは、システムが一時停止中

またはアイドル状態である場合に使用できます。システム内のメカニズムが移

動中は、このコマンドは使用できません。

オペレータ タッチスクリーンから、ドア ボタンを押して、オーブン ドアのロッ

クを解除します。( 図 2-11)

図 2-11： ドアを開くアイコン

                                                            

設計上、オーブン ドアはロック中でも一部開くことができます。

ロッキングソレノイドの使用中は、オーブン ドアを引っ張って無理

に開けようとしないでください。

一度オーブン ドアをロック解除したり、開いたりすると、システム操

作を再開することができなくなります。また、オーブン ドアを閉める

まで、手動の移動コマンドは送信できません。オーブン ドアを閉める

と、ソレノイドが起動され、操作を再開できるようになります。

ドア
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オーブンコンポーネント

オーブン ランプ

オーブンの正面上部 2 ヵ所に 2 つの白熱ランプが設置されています。40 ワットで 
240 ボルトの白熱電球を使用します。タッチスクリーン上にあるランプ ( ライト ) 
のスイッチを使って、ライトを手動でオン / オフすることができます。( 図 2-12)

図 2-12： オーブン ランプ

                                                            

警告： オーブン ライトは熱くなっています。認定済みの安全手袋を

着用せずに触らないでください。

ライト
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プラテン

プラテンは、モデルが造形される面です。36 インチ (91.4 mm) X 24 インチ 
(61.0 mm) のアルミ製プラテンには、バキューム ソースによってプラスチック

製の造形シートが保持されます。プラテンには、上面に向かってワッフル上の

パターンシステムがあります。これにより、バキュームは面全体を引っ張るこ

とができます。16 インチ (40.6 cm) X 18.5 インチ (47.0 cm) の小さな造形シート

は、プラテンの中央ゾーンで使用できます。

ごみ除け網 ( お客様が取り外す部品ではありません ) がバキューム ポート全体を

覆い、材料の破片がバキューム ラインに入るのを防ぎます。

図 2-13： バキューム プラテン コンポーネント

                                                            

チップ クリーニング アセンブリは、オーブンの正面右側にあります。アセンブ

リは、2 つのフリッカー / ブラシ アセンブリ ( 各チップに 1 つずつ ) とダスト

シュートで構成されています。フリッカー / ブラシ アセンブリは、ごみや滞積

した材料が熱溶解装置チップに残らないように除去します。ダストシュートは、

ごみを、チップ クリーニング アセンブリの下にあるパージバケツに誘導します。

図 2-14： チップ クリーニング アセンブリ

                                                            

バキューム ポートと

ごみ除け網

チップ セン

サー
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パージバケツ

ダストシュートは、ごみを、オーブン内のチップ クリーニング アセンブリの下

にあるパージバケツに誘導します。パージバケツは、チップ クリーニング アセ

ンブリからのごみを捕捉し、モデルやサポートのフィラメント廃材を収集する

ために使用します。パージバケツは、システムから取り外せます。バケツの底

部にはドアがあり、廃材を捨てることができます。

図 2-15： パージバケツ

                                                            

キャニスター ベイ

ベイへのアクセス

システムの正面のキャニスター ベイ ドアを開けると、4 つのキャニスター ベイ

にアクセスできます ( 図 2-16)。キャニスター ベイ ドアは、ドアの安全インター

ロック システムを採用していないため、システム操作中でも開けられます。

図 2-16： キャニスター ベイのコンポーネント
                                                            

ダストシュート

パージバケツ

底部の廃材ドア

キャニスター ドラ

イブ レバー (4X)

キャニスター 
LED (4X)モデル マテリ

アルベイ (2X)

サポート マテリ

アルベイ (2X)

M2
M1

S2S1
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キャニスター ベイのコンポーネント

Fortus 900mc システムでは、4 つのマテリアルベイ ( モデル用 2 つ、サポート用 
2 つ ) が動作します。上部 2 つのベイはモデル材料を保持し、下部 2 つのベイは

サポート材料 . を保持します。造形中、2 つのキャニスターはアクティブ状態と

なります。アクティブなキャニスターでは、熱溶解装置に材料フィラメントが

ロードされています ( 緑の LED が点灯 )。

• 非アクティブなキャニスターは、システムを一時停止しなくても交換できま

す。

各キャニスターには、材料ドライブ ブロックとドライブ レバーがあります

( 図 2-17)。ドライブ レバーは、キャニスターとドライブ ブロックを連結 ( 連結解除 ) 
する場合に使用します。ドライブ ブロックは、材料フィラメントをキャニスターか

ら熱溶解装置にフィードします。

• ドライブ ブロックは、キャニスターの上にあり、フィラメント材料を熱溶解

装置まで運びます。

• ドライブ ブロックは、スプリング式になっており、ガイドピン上を上下に移

動します。スプリングは、ドライブ ブロックに、キャニスター上部に向けて

正圧を加えます。

• ドライブ ブロックは、材料センサーが搭載されています。センサーは、材料

が熱溶解装置にロードできる状態にになると、システムにそのことを伝達し

ます。

図 2-17： ドライブ ブロック レバー

                                                            

各キャニスターの上方には、色のついた LED が 1 つずつあります。LED は、各

ベイのキャニスターの状態を、次のように示します ( 図 2-16)。

• 緑 – 点灯。材料フィラメントが熱溶解装置にロードされています。LED が緑

に点灯している場合は、キャニスターを取り出すことはできません。

• 緑 – 点滅 ( 準備完了状態 )。材料フィラメントは、キャニスターのドライブ ブ
ロックにフィードされていますが、熱溶解装置にはロードされていません。

必要な場合、キャニスターを取り出すことができます。

ドライブ ブ
ロック

LED インジ

ケータ

ドライブ レ
バー
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• 赤 – 点灯。キャニスターが空です。必要な場合、キャニスターを取り出すこ

とができます。

• 赤 – 点滅。キャニスターに、ロードの失敗、またはスマート スプール チッ

プの読み取り / 書き込みの失敗が発生しています。必要な場合、キャニス

ターを取り出すことができます。

• オフ。キャニスターが存在しません。あるいは、キャニスターは存在します

が、材料フィラメントがキャニスターのドライブ ブロックにフィードされて

いません。

SmartSpool システム

Fortus 900mc は、SmartSpool システムを使用して、キャニスターの情報を提供

します。これにより、材料リソースを管理したり、長時間の自動モデル造形の

ためのモデル造形計画を 大化することができます。各キャニスターには、暗

号化チップ ( 図 2-18) が搭載されており、キャニスターの材料の状態を追跡しま

す。キャニスターの情報は、システムにレポートされ、オペレータ タッチスク

リーンに表示されます。

図 2-18： SmartSpool キャニスター

                                                            

エンコード チップ

(SmartSpool 回路 )
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第 3 章：セットアップと設置
セットアップと設置

本章では、Fortus 900mc システムのセットアップと設置について

説明します。
概説

施設における設置の準備

『Fortus 900mc サイト プレパレーション ガイド』に従って、配置場所がシステ

ムの設置に適しており、安全であることを確認します。

システムの識別

次に示すラベルを使用して、システムを識別します：( 図 3-1)

• シリアル番号 - サービスを依頼する場合にこの番号を知らせます。

• モデル - モデル番号、電源要件、会社の住所、電話番号がラベルに記載され

ています。システムに関連する特許番号も、ラベルに記載されています。

• ラベルは、システム背面の主電源ボックスの上に貼付されています。

                                                            

モデルシリアル番号
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基本セットアップ

ネットワーク接続の確立

処理済みファイルは、お客様の施設のイーサネット ネットワークを通して 
Fortus システムに転送されます。RJ45 ネットワーク コネクタは、システム背面

の右上隅にあります。

図 3-1： ラベルの識別
                                                            

図 3-2： ネットワーク接続

空気供給の接続

空気供給の接続は、システム背面の右上隅にあります。( 図 3-2)

電源ケーブルの接続

このシステムは、高圧電源の接続が必要です。電源の接続は、システム背面の

右上隅にあります ( 図 3-2)。このシステムには、デルタ接続により高圧電流が印

加されます。主ブレーカーは、Stratasys の認定サービス技術者が接続を確認す

るまで、オフにしておいてください。本システムは、デルタ接続のみで提供さ

れています ( 図 3-3)。

警告： サービス接続から変圧器、および変圧器からシステムまでの
すべての配線は、コネクタ、ケーブル、適切なストレインリリーフ
のすべてを含め、資格を持つ電気技師が必ず行ってください。

空気供給コネクタ
RJ45 コネクタ

電源ケーブル

の接続
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図 3-3： 電源ケーブルの接続

                                                            

ネットワークのセットアップ
システムは、当初の設置とセットアップの一環として、ネットワークに構成さ
れます。本セクションでは、ネットワーク設定を変更する必要がある場合につ
いて説明します。

ネットワークの設定 
1. ネットワーク アドレスは、動的アドレスでも固定アドレスでも構いません。

• 動的アドレス - ネットワーク サーバーまたは PC が IP アドレスを生成し

てシステムに割り当てます。その都度、異なる IP アドレスがサーバーや 
PC により生成されることがあります。

• 静的アドレス - システム管理者によってシステムに割り当てられた IP ア
ドレス、ネットワーク マスク、ゲートウェイ アドレスを入力する必要が

あります。一度入力されると、アドレスは変更されません。

2. IP アドレスの設定に加えて、システムに UPnP を設定することもできます。

• UPnP オン - システムは、ネットワーク全体にその UDN (Unique Device 
Name) アドレスをブロードキャストします。これにより、Insight ワーク

ステーション ソフトウェアは、システムの IP アドレスを自動的に検出

して通信を行うことができます。

• UPnP オフ - システムは、ネットワークにその IP アドレスをブロード

キャストしません。Insight ワークステーション ソフトウェアがシステム

と通信を行うためには、手動で設定する必要があります。

高電圧電源
ケーブルの

接続

OFF

黒

青

茶
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IP アドレスの設定

1. システムの電源を投入します (4-32 ページの「システムの電源投入」を参照 )。

Fortus 900mc に電源を投入すると、オペレータ タッチスクリーンに、次のよう

な造形画面が表示されます。( 図 3-4)：

図 3-4： 造形画面

                                                            

図 3-5： ログイン画面

1. ログイン画面に表示されたカテゴリから 1 つ選択します。

前のジョブ

ログイ

ン

一時停

止造形

次のジョブ

キュー ウィン

ドウ

選択した

ジョブ

戻る 停止 ライト ドア
材料 /
ツール

ヘル

プ

システム状態システム ログ
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2. カテゴリを選択したら、タッチスクリーンのキーパッドを使ってパスワード
を入力し、[OK] を押します。

3. 造形画面から、材料 / ツール アイコンを押し、次に管理者アイコンを押す

と、タッチスクリーンに次の画面が表示されます。

図 3-6： 管理画面

                                                            

図 3-7： キーパッド付き管理画面

                                                            

4. 管理画面から、目的の IP アドレス ボックスを押し、タッチスクリーンの

キーパッドを使ってアドレスを入力します。
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5. 目的の [Network Mask ( ネットワーク マスク )] ボックスを押し、タッチス

クリーンのキーパッドを使って番号を入力します。

6. 目的の [Gateway ( ゲートウェイ )] ボックスを押し、タッチスクリーンの

キーパッドを使って番号を入力します。

7. 戻るアイコンを押して、メインメニューに戻ります。

IP、ネットワーク マスク、ゲートウェイ アドレスが不明な場合は、

システム管理者にお問い合わせください。
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第 4 章： システムの操作
本章では、Fortus 900mc システムの基本操作について説明しま

す。
基本的なユーザー インタフェースと操作

オペレータ タッチスクリーンは、システムの正面にあります。画面には、わか

りやすく直感的に使えるアイコンが表示されます。

図 4-1： オペレータ タッチスクリーン

                                                            

オペレータ タッチスクリーン ( 図 4-1) では、次のことが行えます。

• キャリブレーションへのアクセスに加えて、材料のロード / アンロード機能

にアクセスする。

• システム状態をモニタする。

• 材料状態 ( ロードする種類と量 ) をモニタする。

• ジョブ状態 ( 現在までにかかった時間数、合計時間数、現在の造形高さ、合

計造形高さ、現在造形中のジョブ名 ) をモニタします。

電源オン ボ
タン

オペレータ 
タッチスク

リーン

電源オフ ボ
タン
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• システムの電源をオン / オフにする。

• ネットワーク設定にアクセスする。

• ジョブ キューにアクセスする。

• サンプル ジョブ キューにアクセスする。

タッチスクリーンの使用

タッチスクリーンは、次のような Fortus 900mc システムの造形画面を表示しま

す ( 図 4-2)。

図 4-2： 造形画面
                                                            

                                                            

ログイ

ン

一時停

止造形戻る 停止 ライト ドア
材料 /
ツール

ヘル

プ

前のジョブ

次のジョブ

キュー ウィ

ンドウ

選択した

ジョブ

システム状態システム ログ

ヘルス モニタ
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タッチスクリーン ボタン 

以下の表に、ボタン アイコンの表示と、ボタン機能についての簡単な説明を示

します。

タッチスクリーン アイコン

ボタン 説明

管理 管理ウィンドウを開きます。

戻る 前のウィンドウに戻ります。

造形 モデル造形を開始します。

キャリブレーション 
XYZ

キャリブレーション XYZ ウィンドウを開きます。

キャンセル 現在の操作をキャンセルします。

注記 : キャンセル ボタンを押しても、現在の操

作が終わるまで、キャンセルが遅れることがあ
ります。緊急時には、緊急停止ボタンを押して
ください。

デフォルト設定 デフォルト設定ウィンドウを開きます。

注記 : このボタンを押しても、デフォルト設定

をリセットしません。
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ドア / カバー オーブン ドアとトップ スライド カバーのロッ

クを解除します。

ヘルス モニタ ヘルス モニタ ウィンドウを開きます。

ヘルプ タッチスクリーンで ヘルプ メニューを開きま

す。

ジョブ 前のジョブ 前回の造形が選択した造形に
なります。

選択したジョブ 現在造形中のジョブを表示し
ます。

次のジョブ 次のジョブが選択したジョブ
になります。

ロード / アンロード キャニスターをロードまたはアンロードします。

ログイン システムにログインします。

材料 / ツール 材料 / ツール ウィンドウを開きます。

ボタン 説明
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下に移動 対象物を下に移動します。

左に移動 対象物を左に移動します。

右に移動 対象物を右に移動します。

上に移動 対象物を上に移動します。

オペレータ ツール オペレータ ツール ウィンドウを開きます。

オーブン ライト オフ このボタンを押すと、オーブンのライトが消灯
します。

オーブン ライト オン このボタンを押すと、オーブンのライトが点灯
します。

一時停止 システムの造形を一時停止します。造形ボタン
を押すと、再開します。

注記 : 一時停止ボタンを押しても、現在の操作が

終わるまで、一時停止が遅れることがあります。

ボタン 説明
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キュー ウィンドウ 造形の準備が完了し、キューに置かれている
ジョブのリストを表示します。

停止 現在の造形またはキャリブレーションを停止し
ます。

停止 動きを停止します。

システム ログ 前回のシステム メッセージを表示します。シス

テム ログ ボタンを押すと、システム メッセー

ジの履歴が表示されます。システム ログ ボタ

ンを再度押すと、このボタンから現在のメッ
セージがクリアされます。

システム状態 システム状態ウィンドウを開きます。

チップ ウィザード チップ / 材料の変更ウィザードを開始します。

XYZ オートホーム XYZ。

ボタン 説明
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タッチスクリーン シンボル

メニュー表示では、次のシンボルを使います。

シンボル 説明

キャニスター 正常なモデル キャニスターです。アイコンの上

に材料の種類が表示され、アイコンの下にキャ
ニスターの材料残量が表示されます。残量は、
マシン表示の単位によって、立方インチまたは
立方センチで示されます。

キャニスター 正常なサポート キャニスターです。アイコンの

上に材料の種類が表示され、アイコンの下に
キャニスターの材料残量が表示されます。残量
は、マシン表示の単位によって、立方インチま
たは立方センチで示されます。

空のキャニスター 空のキャニスターです。

空のキャニスター ベイ ベイにキャニスターがありません。

モデル チップ 正常なモデル チップです。このアイコンでは、

アイコンの下にオドメータの読み取り値が表示
されます。種類サイズは、アイコンの上に表示
されます。
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設定温度のモデル チップ モデル チップ温度が設定温度になっています。

モデル チップ温度低下 モデル チップ温度が低下しています。

モデル チップ温度上昇 モデル チップ温度が上昇しています。

設定温度のオーブン オーブン温度が設定温度になっています。

オーブン温度低下 オーブン温度が低下しています。

オーブン温度上昇 オーブン温度が上昇しています。

手順完了 手順が完了しました。

シンボル 説明
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サポート チップ 正常なサポート チップです。このアイコンで

は、アイコンの下にオドメータの読み取り値が
表示されます。チップ サイズは、アイコンの上

部に表示されます。

設定温度のサポート チップ モデル チップ温度が設定温度になっています。

サポート チップ温度低下 モデル チップの温度が低下しています。

サポート チップ温度上昇 モデル チップ温度が上昇しています。

チップ ( 点滅 ) チップが詰まっているか、ロードに失敗しまし
た。

オドメータを超えたチップ チップがオドメータの制限値を超えています。

待機中 手順の完了を待機しています。

シンボル 説明
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材料 / ツール表示

このウィンドウでは、造型機とサポート フィラメントの状態、キャニスター状

態、チップ サイズ、設定温度、チップの実際の温度を表示します。材料が一杯ま

でロードされると、チップの色が青 ( モデルの場合 ) または ( サポートの場合 ) 
に変わります。

図 4-3： 材料 / ツール表示

                                                            

キャニスター状態

キャニスター アイコンの下には、キャニスター / フィラメントの現在の活動を

通知するために、様々なメッセージが一時的に表示されます。

キャニスター

状態

モデル キャ

ニスター

サポート 
キャニス

ター

温度
オドメータ読み取り値チップ サイズ

設定温度
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キュー ウィンドウ

キュー メニューには、Insight アプリケーションから PC ワークステーションに

ダウンロードしたファイルが表示されます。

• [Job Queue ( ジョブ キュー )] は、現在キューに待機中のジョブを表示します。

• [Sample Queue ( サンプル キュー )] アイコンを押すと、保存されているサン

プル ジョブが表示されます。

図 4-4： キュー ウィンドウ

                                                            

いずれのキューも、いずれかのカテゴリ ( ジョブ名、材料、チップ、

造形時間 ) を押すことにより、そのカテゴリ順に並べ替えることが

できます。
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センサー状態

[Sensor Status ( センサー状態 )] ウィンドウは、システム状態を動的な情報とし

て表示します。以下の情報が表示されます。

• 各種設定温度と併せて、実際のオーブン温度、モデルとサポートの温度

• リミット スイッチの検出

• オーブン ドアとトップ スライド カバー

• 内部と外部、バキューム状態

• 動作不具合、UPS 状態、マシン状態、AC コンタクタ状態、チップ センサー

• サポート フィラメントとモデル フィラメント モータ状態

• 感知ヘッド スイッチ 1、2

• モデル ヘッドとサポート ヘッドのフィラメント

図 4-5： センサー状態
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システム状態

システム状態ウィンドウは、製品データ、ソフトウェア、ネットワーク情報と

ともに、キャニスター ファームウェア、UPS 状態を表示します。

図 4-6： システム状態

                                                            

システム デフォルト

システム デフォルトは、このウィンドウで変更できます。単位は、ヤード・ポ

ンド法またはメートル法で表示できます。[User Placement ( ユーザー配置 )] は、

オン / オフにできます。

図 4-7： システム デフォルト
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システム ログ

システムで発生したイベントのログを表示します。システムの電源をオフにす

るか、電源が損失すると、ログ リストはクリアされます。システム ログ ボタン

を押すと、システム メッセージの履歴が表示されます。システム ログ ボタンを

再度押すと、このボタンから現在のメッセージがクリアされます。

図 4-8： システム ログ

                                                            

技術者メニュー

技術者メニューでは、ユーザーがプラテンを上下に移動させたり、ヘッドを X 
軸、Y 軸方向に移動することができます。移動単位は、インチまたはミリメー

トルを 1、0.1、0.01、0.001 刻みで選択可能です。

図 4-9： 技術者メニュー

                                                            

システム ログ 
ボタン
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チップ オフセット メニュー

このメニューでは、ユーザーが XYZ キャリブレーション オフセットを調整する

ことができます。サポート材料の厚さも調整できます。調整後、[Build 
Calibrations Box ( ビルド キャリブレーション ボックス )] を押して、キャリブ

レーションを確認します。

図 4-10： チップ オフセット メニュー

                                                            

モデル配置メニュー

モデル配置ウィンドウでは、ユーザーがモデルを造形シート上の位置に手動で移
動できます。モデルの移動は、モデルの黒のボックスの外枠を指定し、目的の場
所までドラッグします。前回の造形のシャドウがグレーのボックスで表示されま
す。このシャドウは、[Clear ( クリア )] ボタンを押すと消去されます。モデルの外

枠は、現在設置されている造形シートの外側にドラッグすることはできません。

図 4-11： モデル配置メニュー
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管理者メニュー

管理者メニューでは、管理者がシステムの各種パラメータを変更できます。こ

のウィンドウを通して、ソフトウェア アップグレードやシステム デフォルトの

設定を行います。

図 4-12： 管理者メニュー

                                                            

IP アドレス、ネットワーク マスク、またはゲートウェイ番号を選択すると、

キーパッドが表示されて番号を入力できます。

図 4-13： キーパッド付き管理者メニュー
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システム デフォルト値

システム デフォルトは、システム デフォルト メニューから変更することができ

ます。

図 4-14： システム デフォルト

                                                            

表示単位

[Display Units ( 表示単位 )] を選択します。

• ヤード・ポンド法 (インチ ) またはメートル法が選択できます (工場出荷時は、

ヤード・ポンド法 に設定されています）。

ユーザー配置

モデルの造形位置は、[User Placement ( ユーザー配置 )] ボタンを使って表示や

変更ができます。

1. [User Placement ( ユーザー配置 )] がオフ ( デフォルト ) にすると、モデルは

プラテンの中央で造形されます。

2. [User Placement ( ユーザー配置 )] がオンにすると、ユーザーがプラテン上で

モデルの位置を決めることができます。モデルの位置を決めるには、オペ
レータ タッチスクリーンを使用して、モデルをドラッグ アンド ドロップし

ます。モデルを造形シートから外れた位置に決めることはできません。

オーブンの自動冷却

[Auto Cool Oven ( オーブンの自動冷却 )] をオンにすると、オーブンはスタンバ

イ温度まで冷却されます。
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セキュリティの有効化

将来開発を計画しています。

造形画面

造形画面には、モデル造形の進捗が表示されます。オーブン温度に加えて、大

小の造形シート用にプラテン バキュームが表示されます。このアイコンは、バ

キュームがかかっている場合に緑になります。

図 4-15： 造形画面

                                                            

プラテン バキューム

プラテン バキューム ボタンをオフにすると、プラテン バキュームがかからなくな

り、造形シートの取り外しができるようになります。オフのとき、このボタンは

「Ø」シンボルで表示されます。オーブン ドアを閉めると、バキュームが再びかか

ります。このボタンが白になっている場合は、設置中の造形シートにバキューム

がかかっていないことを示します。緑になっている場合は、設置中の大きい造形

シートにバキュームがかかっていることを示します。緑に白の外枠が表示されて

いる場合は、小さい造形シートにバキュームがかかっていることを示します。

図 4-16： プラテン バキューム アイコン

                                                            

造形の進捗

設定温度

材料の量

オドメータ

材料名

実際の温度

プラテン バキューム

バキュー
ム オフ

バキューム
なし

大きい造形
シート

小さい造形
シート
4-18



 

ヘルス モニタ

ヘルス モニタ ソフトウェアがシステムを継続的に監視し、システムの状態につ

いてアラートを表示し、記録します。モニタされた値は、システムの消耗とパ

フォーマンスに関連して選択されます。

図 4-17： ヘルス モニタ画面

                                                            

ヘルス モニタ システムは、Fortus 900mc システムのシステム状態を次の 4 つの

レベルで表示します。いつでも、それぞれの値は、このヘルス レベルのいずれ

かで表します。

• Good ( 正常 ) – モニタされたすべての値が動作範囲内です。

• 警告確認済み – モニタされたすべての値が正常な状態であるか、または警告

が確認済みです。( 警告は、隣にあるボックスをチェックすることで確認で

きます。)

• Warning ( 警告 ) – モニタされたすべての正常または警告確認済みの状態であ

り、1 つ以上の値が警告の状態です。

• Error ( エラー ) – モニタされたすべての正常、警告確認済み、または警告の

状態であり、1 つ以上の値がエラーの状態です。

                                                            

警告チェッ
クボックス
で確認
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アラートの種類

ヘルス レベルが正常から逸脱した場合、アラートが表示されます。このアラー

トにより、新たにヘルス レベルが記録され、ライト ポールの状態が変更になり

ます。

ライト ポールは、ヘルス モニタによる全体の状態を表しています。

緑： システムは正常です。モデルを造形中、またはモデルの造形が終了

したところです。

黄： モニタ対象パラメータはすべて許容範囲内です。

赤： インジケータが制御範囲を超えて移動し、現在、仕様限界外になって

います。システムはモデル造形の開始を許可しません。システムは、

状況に従って、一時停止もしくは停止、または電源をオフします。

モニタされる値

ヘルス モニタ システムによって、次の値がモニタされます。

• UPS 入力電圧 • サポート チップ温度

• UPS 出力電圧 • マシン状態

• UPS バッテリ電圧 • 内部バキューム ( 造形 )

• モデル チップ プラグ • 外部バキューム ( 造形 )

• サポート チップ プラグ • X Amp 状態

• オーブン温度 • Y Amp 状態

• モデル チップ温度 • Z Amp 状態
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タッチスクリーン ナビゲーション

造形画面

                                                            

4-22 ページの「材料 / ツー

ル」 を参照してください。

4-29 ページの「ログ オフ」 
を参照してください。

4-19 ページの「ヘルス モニ

タ」 を参照してください。

4-11 ページの「キュー ウィン

ドウ」 を参照してください。
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材料 / ツール

                                                            

4-25 ページの「チッ

プ / 材料の変更」 を参

照してください。

4-26 ページの「技術者」 
参照してください。

4-27 ページの「管理者」 
を参照してください。

4-12 ページの「セン

サー状態」 を参照し

てください。

4-13 ページの「システム状

態」 を参照してください。

4-23 ページの「キャリブレーション 
メニュー」 を参照してください。

オートホーム XYZ

ヘッド サービス ロケーション
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キャリブレーション メニュー

                                                            

5-6 ページの「オートホーム XYZ」 
を参照してください。

5-2 ページの「自動チップ 
キャリブレーションの開始」 
を参照してください。

5-2 ページの「自動 
Z ゼロ キャリブレー

ションの開始」 を参

照してください。

4-24 ページの「XYZ 
キャリブレーション 
オフセットの調整」 を
参照してください。
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XYZ キャリブレーション オフセットの調整
                                                            

バキューム オフ

バキューム オン ( 造形シートなし )

バキューム正常 ( 小さい造形シート )

バキューム正常 ( 大きい造形シート )
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チップ / 材料の変更

                                                            

画面は、使用するチップや材料によって異なります。

注記 : 以下の画面は、チップまたは

材料の変更中にエラーが発生した場
合のみに表示されます。
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技術者
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管理者

                                                            

4-28 ページの

「システム デ
フォルト」 を参

照してください。

動的 IP

UPnP
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システム デフォルト
                                                            

Display Units ( 表示単位 )

User Placement ( ユーザー配置 )

Auto Cool Down ( 自動冷却 )
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ログ オフ
                                                            

前の画面に戻る
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キュー ウィンドウ
                                                            

キューに待機中の全ジョブを表示

利用可能な全サンプル ジョブを表示
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移動コマンド

                                                            

Z を選択すると、「mid, bottom ( 中央、

下 ) が表示されます。

X が選択されると、「(left, mid, and right 
( 左、中央、右 ) が表示されます。

Y が選択されると、「front, mid, and 
back ( 前、中央、後 )」が表示されます。

注記：Z では、プラテンが Z 移動の中央

より上方に位置している場合、mid ( 中
央 ) のみが利用可能となります。
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システムの電源投入

1. 点滅する緑のボタンを押して、システムをオンにします ( 図 4-1)。

2. 完成したモデルがシステム内にある場合、システムから取り除き、新しい造
形シートを設置して、ドアを閉めます。

3. タッチスクリーンの材料 / ツール アイコンを押し、次に XYZ を押して、プ

ラテンを自動的にホームに移動させます。

• システムは、X 軸、Y 軸、Z 軸でホーム ポジションを見つけます。この

操作は、モデル造形を開始する前に行ってください。

4. システムがかなり長い期間電源オフになっていて、オーブンが冷えている場
合、システム キャリブレーションまたはモデル造形を実行する前に 4 時間以

上オーブンを加熱し、安定させてください。

システムの電源切断

システムの電源をオフにするには、赤のボタンを押します ( 図 4-1)。

• オーブン ライトが消灯します。

• 画面には、次のメッセージが表示されます：「It is now safe to turn off your 
system ( システムの電源を安全に切断することができます )」

• 数分後、パネルの緑のライトが点滅します。

警告： UPS が使用されているため、電源コードを抜く時に、システ

ムには高圧電流が流れています。

注意： 5 分のタイムアウト時間が経過する前に、ブロワーをオフに
しないでください。システムに損傷が発生するおそれがあります。

システムへの電源供給が切断されると、ヘッド ブロワーは UPS から

の電源で動作し続けます。UPS は、システムがシャットダウンする

間、約 5 分間電源を供給します。

緑のボタンが点滅し、システムの再起動の準備が完了するまで、必

ず待ってください。
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基本的なジョブ造形タスク

ジョブ造形の前

ジョブを造形するには、ワークステーションにインストールした Insight アプリ

ケーションからシステムへ、ジョブを送信する必要があります。ジョブは、

CMB フォーマットで送信され、ジョブ キューに置かれます ( システムのハード

ドライブ上に保存されます )。CMB ファイルのヘッダーには、処理されるジョ

ブの基本情報 ( 材料のタイプ、造形に必要な材料の概算量、チップ サイズなど ) 
が含まれています。この情報は、システムのセットアップとジョブが適合して

いることを確認するために使用します。

システムによるファイル情報の使用法の詳細については、2-19 ページの

「SmartSpool システム」 を参照してください。

1. システムを準備します。

A. システムに電源を投入します。( システムが安定するまで、約 4 時間かか

ります。)

B. 次の手順に従って、新しい造形シートを設置します。

a. 新しい造形シートの両側から、プラスチックの包装を取り除いてく

ださい。

警告： オーブン内部の物を取り扱う際には、適切な安全用品を身に
つけてください。造形チャンバーの内面は、非常に熱くなっている
可能性があります。

1 つのジョブを造形する場合には、新しい造形シートを必ず使用して

ください。造形シートは使い捨てです。造形シートを裏返して、プラ

テンの上に置かないでください。シートに付いた材料の残りがプラテ

ンに付着し、造形シートのバキュームを妨げるおそれがあります。

Stratasys 製の純正品以外の造形シートを使用すると、モデルの品質

とシステムの信頼性に影響を与える可能性があります。

ABS と PC のモデルでは、クリア ビルド シートを使用します。

PPSF のモデルでは、琥珀色の造形シートを使用します。

Nylon 12 のモデルでは、薄く緑色がかった造形シートを使用します。
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b. 造形シートをプラテンの上に設置します。

• Fortus 900mc では、2 つのサイズの造形シートが使用できます。使

用する造形シートが、プラテンの中央にくるようにしてください。

• オーブンが熱くなっていると、造形シートをプラテンに置いた時

に、シートがめくれ上がる可能性があります。造形シートが温

まってくると、平らになり、プラテンに密着するようになりま

す。造形シートをプラテンに密着させるために、調整が必要な場

合もあります。( プラテン バキュームをオン / オフにすることに

より、温まった造形シートの 終調整がやりやすくなります。)

c. アクティブなモデル キャニスター ベイとサポート キャニスター ベイ

のヘッド部分までフィラメントがロードされていることを確認して

ください ( 緑の LED が点灯している状態 )。

d. ロードされたフィラメントが CMB ファイルの材料要件に適合したも

のであることを確認してください。必要があれば、材料の種類を変

更してください (4-44 ページの「材料、キャニスター、熱溶解装置

チップ」 を参照 )。

e. 材料が不適合の場合、タッチスクリーンに警告が表示されます。

f. チップ クリーニング ブラシとチップがクリーンであることを確認し

てください。

g. パージ バケットを空にします。

h. Auto-Cool Down ( 自動冷却 ) を使用する場合、または材料の種類を変

更した場合、オーブンを 4 時間以上かけて熱して安定させてください。

2. システム デフォルトの変更：

A. 表示単位 - ヤード・ポンド法またはメートル法を選択します。詳細につ

いては、4-17 ページの「表示単位」 を参照してください。

B. プラテン上のユーザー配置 - ユーザーがモデルの造形位置を決めること

ができます。詳細については、4-17 ページの「ユーザー配置」 を参照し

てください。
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造形するジョブの選択

造形場面から、次の造形オプションのうち 1 つを選択します。

図 4-18： ジョブの選択

                                                            

1. 次のジョブ

• ジョブ キューの 初のジョブを造形に選択します。

2. 前のジョブ - 前回完了したジョブを造形します。

• システムが前回造形したジョブを造形に選択します。

• 前のジョブがない場合、画面では、「Previous Job ( 前のジョブなし )」が

表示されます。

前のジョブ

次のジョブ

キュー ウィ

ンドウ

選択した

ジョブ

造形
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3. キュー ウィンドウ

• ジョブ キューが表示されます。

• キューで特定のジョブを選択します。

• ジョブ キューの詳細については、4-56 ページの「ジョブ キューを使用

した作業」 を参照してください。

4. ユーザー配置オプションがオンになっていると、次の画面が表示されます。

図 4-19： モデルの位置決め

                                                            

5. タッチスクリーンを使用して、表示されたプラテン上でモデルの位置を決め
ます。

6. 造形アイコンを押して、選択したモデルの造形を開始します。

造形 モデルの位置決め
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ジョブ造形の警告

システムは、ジョブ造形に影響を与える可能性がある問題を検知し、次のうち

いずれかの警告を表示します。

図 4-20： ジョブ造形の警告

                                                            

A. Head has been changed. ( ヘッドが変更されました。) Consider tip 
calibration. ( チップ キャリブレーションを検討してください。)

• 新しいヘッドがインストールされたことを示しています。

• ジョブ造形の前に、キャリブレーション モデルを実行し、確認して

ください。

B. Change Model (or Support) Canister to ABS (or other material). (モデル 
( またはサポート ) キャニスターを ABS ( または別の材料 ) に変更してく

ださい。)

• ロードされた材料が、モデル (CMB) ファイルで指定された材料と適

合していないことを示しています。

• フラグのついた材料キャニスターを正しい種類のものと交換してく

ださい。

C. Need More Model (or Support) Material. ( モデル ( または サポート ) 材
料が不十分です。)

• 利用可能な材料の量が、モデル (CMB ファイル ) の予測必要量よりも

少なくなっています。

• システムは、モデルの完成前に材料を使い果たしてしまうと、材料

が追加されるまで造形を一時停止します。

• フラグのついた材料キャニスターを交換します。
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D. Need both (or 4 for 4-bay system) canisters present. ( 両方の ( または 4 対 4
のベイ システム ) キャニスターが必要です。)

• 1 つ以上の動作中キャニスター ベイに、Ready ( 準備完了 ) モードにな

る ( 緑の LED が点滅する ) まで材料がロードされていないことを示

しています。

• この状態によって、システムの動作が大きく損なわれることはあり

ません。除湿回路は、操作可能なすべてのベイが Ready ( 準備完了 ) 
の状態になっていると、より効果的に機能します。

• 操作中のすべてのキャニスター ベイに、キャニスターを設置して、

Ready ( 準備完了 ) モードにします。

E. Replace Model (or Support) tip with T12. ( モデル ( または サポート ) チッ

プ を T12 に交換してください。)

• 取り付けたチップが、モデル (CMB) ファイルが指定したチップと適

合していないことを示しています。

• 正しいものを取り付けます。

F. Replace Worn Model (or Support) tip. ( 消耗したモデル ( また サポート ) 
チップを交換してください。)

• システムは、チップを通して押し出される材料の量を追跡します。チッ

プのパフォーマンスが低下し始める可能性があると、通知メッセージが
表示されます。( チップ寿命の予測は、推定値です。実際のチップ寿命

は、押し出される材料の量の他に、様々な要素の影響を受けます。実際
のチップ寿命は、予測されたチップ寿命とは異なる場合があります。) 

• フラグのついたチップを交換します。

G. Model / Support Material Incompatibility. ( モデル / サポート材料の不

適合。)

• モデル材料とサポート材料が適合する種類ではありません。

• 正しい材料をロードします。

H. Vacuum not present. ( バキュームがありません。) Check the build sheet 
( 造形シートを確認してください )

• バキュームがシステム動作の 小要件を満たしていません。

• 多くの場合、造形シートの位置がずれていることにより発生します。

この状態を修正します。

I. Continue. ( 続行してください。)

• 警告を無視して、造形を「続行」することもできますが、モデル造

形の品質は予測できません。

モデル / サポートの不適合または低バキュームにより警告が発生し

た場合は、これを回避することはできません。
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造形中に提供される情報

ジョブ造形中に、次の情報が表示されます。

図 4-21： ジョブ情報

                                                            

A. 前回のジョブ造形の名前。

B. ジョブ造形にかかる推定時間、使用する材料、チップ、レイヤー。

C. ジョブの進捗度 ( パーセンテージ )。

D. 終了時刻、経過時間 ( 時間・分 )、スライス、レイヤー数。

E. オーブン温度。

F. バキュームの有無。

G. 現在のジョブで利用可能なモデル材料の量を示します。現在の造形に十

分な材料がある場合、青の矢印がジョブ進捗度ウィンドウの上に表示さ

れます。

H. 現在のジョブで利用可能なサポート材料の量を示します。現在の造形に

十分な材料がある場合、茶の矢印がジョブ進捗度ウィンドウの上に表示

されます。

D
A

B

C

F

E

G

H
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ジョブの一時停止または停止

1. モデル造形の中にシステムを一時停止することができます。

A. 自動 ( キャニスターの材料切れ、障害の発生など )。

B. オペレータ タッチスクリーンの Pause ( 一時停止 ) アイコンを押します。

2. システムが一時停止するように指示されると、次の動作が行われます。 

A. 現在のツール パスを完了します。

B. Z ステージを少し低くします。

C. ヘッドを待機位置に移動します。

D. ユーザー ディスプレイを変更し、一時停止状態を表示します。

3. 一停止モードから、次を選択することができます。

A. Resume Build ( 造形の再開 ) - システムはモデル造形を再開します。

B. Modeler Status ( 造型機状態 ) - ジョブ状態とキャニスター状態を表示し

ます。

C. Operator Control ( オペレータ制御 ) - オーブン ドアとトップ スライド 
カバーのロック解除、チップの清掃、材料の変更 ( ロード / アンロード、

キャニスター取り外し / 取り付けを含む )、ヘッドの移動、Z ステージの

移動を行います。

D. Stop Job ( ジョブの停止 ) - 現在のジョブを停止します。

図 4-22： 一時停止モード

                                                            

自動的に一時停止が発生すると、画面下部のシステム ログ ボタン

に問題が表示されます。
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ジョブ造形後

1. システムは、次の動作を行います。

A. Z ステージを低くし、ヘッドを待機位置に移動します。

B. タッチスクリーンが表示され、次のような「Build Complete ( 造形完了 )」
メッセージを表示します：

図 4-23： 造形完了

                                                            mp

2. [OK] を押して、システムからモデルを取り出します。

A. タッチスクリーンのボタンを使って、バキュームをオフにします。

B. オーブン ドアを開きます。

警告： オーブン内部の物を取り扱う際には、適切な安全用品を身に
つけてください。造形チャンバーの内面は、非常に熱くなっている
可能性があります。

オーブンの自動冷却が有効になっている場合、オーブンをスタンバ

イ温度まで冷却してから、モデルを取り出してください。

注意： 造形シートがプラテン上にある間は、造形シートからモデル
を取り出そうとしないでください。プラテンまたはプラテン レベル
に損傷が発生することがあります。
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C. 造形シートをプラテンから取り外します。

D. プラテンに落ちた可能性のあるごみは、掃除機または柔らかいブラシで

除去してください。

3. 慎重に造形シートからモデルを剥がし取ります。

• モデルが剥がしにくい場合、スタートアップ キットに同梱されている金

属製スクレーパーを使用してください。

• 造形シートは使い捨てです。造形シートを裏返して、プラテンの上に置

かないでください。シートに付いた材料の残りがプラテンに付着し、造

形シートのバキュームを妨げるおそれがあります。

4. 完成したモデルからサポートを取り外してください。

サポートの取り外し

ブレークアウェイ サポート材料

PC 材料はブレークアウェイ サポート (BASS) を使用します。この材料は手動で

取り外す必要があります。

サポート材料を慎重に取り除きます材料は比較的簡単に剥離するはずです。必

要に応じて、ラジオ ペンチ、プローブ、ナイフ、ピックを使用してサポートを

取り除いてください。モデルの壊れやすい箇所や薄い箇所については、特に注

意してください。

可溶性サポート材料

可溶性サポート材料は、ABS-M30 材料と PC-ABS 材料に使用されます。モデル

造形後、WaterWorks 溶液と水を混合した溶液が入った超音波タンクまたは循環

タンクを使用して、サポートを取り除くことができます。

WaterWorks の詳細については、Stratasys の Customer Extranet に掲載されてい

る『WaterWorks User Guide 』(WaterWorks ユーザー ガイド ) を参照してくだ

さい。

注意： プラテンを清掃する際は、細心の注意を払ってください。ブ
ラシを使う場合、プラットフォームの中央にあるバキューム ポート
をブラシで払ってください。バキューム ポートの内部にごみが入り
込むと、バキュームが失われ、造形中に造形シートの密着が弱まる
可能性があります。

警告： ブレークアウェイ サポートを取り除く際には、安全眼鏡と革

手袋 ( スターターキットに同梱 ) を着用します。
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PPSF モデルのサポート材料

PPSF モデルからサポートを取り除くには、BASS サポートを使用する ABS や 
PC とは若干異なるサポート除去プロセスが必要です。PPSF の場合、モデルが

熱いうちであれば、サポートのインタフェース レイヤー ( モデルと接している

レイヤー ) を容易に引き剥がすことができます。これは、熱により、サポートが

柔らかくなり、砕けにくくなっているためです。

モデル造形後、直ちにサポートを取り除いてください。すぐにサポートを取り

除くこお t ができない場合は、モデルを 160° C ～ 220° C (320° F ～ 428° F) の間

に再加熱してください。造型機オーブンを使用するか、別のオーブンを使って、

必要な温度までモデルを再加熱します。

サポートの除去の難しさは、モデルのサイズ、サポートの量、サポートのスタ

イル、サポートの温度によって異なります。Stratasys は、次の順序でサポート

を取り除くことを推奨しています。

1. ベース

2. 構造

3. 水平で薄くなっている部分

4. 細かいフィーチャーの周り

5. 角のあるサポート面

6. 大きな面積の部分

オーブンからモデルを取り出したら、できるだけ早く PPFS 造形シー

トからモデルを剥がしてください。

モデルを再加熱する場合、一度に 2 つ以上のモデルからサポートを

取り除く方法が も効率的です。1 つのモデルからサポートを取り

除く間に、他のモデルを再加熱することができます。
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材料、キャニスター、熱溶解装置チップ

熱溶解装置チップから材料をアンロードする

1. システムが Pause ( 一時停止 ) または Idle ( アイドル ) 状態になっていること

を確認します。

2. メインメニューから [Operator Tools ( オペレータ ツール )] を選択すると、

次の画面が表示されます。

図 4-24： オペレータ ツール

                                                            

3. アンロードする材料を選択して、アンロード アイコンを押します。

A. ヘッドがアンロード温度まで上昇し、キャニスター LED がすばやくグ

リーンに点滅します。

B. ヘッド ドライブ モータとキャニスター ドライブ モータが逆回転します。

材料がヘッドから 4 ～ 6 インチ (102 ～ 152 mm) 引き戻されます。

別の材料タイプに変更したり、チップを変更したりする場合は、

4-53 ページの「チップ タイプまたは材料タイプの変更」 に説明され

ている手順に従ってください。

熱溶解装置からフィラメントを取り出す場合、必ず Idle ( アイドル ) 
モードにしてから行ってください。造形中や一時停止状態では行わ

ないでください。

材料によっては (SR-20 など )、熱溶解装置から材料がアンロードさ

れる前に、チップ パージが実行されます。

アンロード
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C. ヘッド温度がスタンバイ温度まで低下し、キャニスター LED がゆっくり

と緑に点滅するようになります ( キャニスター準備完了状態を示す点滅

と同様です )。

D. ディスプレイには、アンロードされる材料に向かって正面の様子が表示

されています。

4. キャニスターを交換します。4-45 ページの「キャニスターの取り外し」、

4-47 ページの「キャニスターの取り付け」、4-52 ページの「キャニスターの

取り扱い / 保管」 を参照してください。

キャニスターの取り外し

1. 空のキャニスターの取り外し

A. ドライブ ブロック レバーを上げて、ドライブ ブロックをキャニスター

から引き揚げます。

B. ベイからキャニスターを取り出します。

• 長さ約 2 インチ (50.8 mm) の材料片がフィラメント出口を超えて伸び

ています。SR-20 サポート キャニスターの場合、キャニスター取出

し時にこの片が折れて落ちる可能性があります。折れた破片が必ず

ドライブ ブロックの外側に落ちるようにしてください。必要に応じ

て、ドライブ ブロック差し込み口を取り外してこの材料片を除去し

てください。

2. 一部使用したキャニスターの取り外し

参照される項目番号については、4-48 ページの図 4-25 を参照してください。

A. フィラメントを熱溶解装置から取り外します (4-44 ページの「熱溶解装

置チップから材料をアンロードする」 を参照 )。

B. Unload Complete ( アンロード完了 ) がユーザー パネルに表示された

ら、キャニスターのサムホイール ドア ( 項目 3) を開きます。

C. 長方形のフォーム ガスケット ( 項目 7A) をサムホイール ドアに再び挿入

します。

空のキャニスターには、少量の再利用不能な量の材料しか残ってい

ません。材料の残量は、製造上の公差を許容し、自動切り替えが適

切に機能できるようにします。
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D. サムホイール ドアを閉めます。

E. ドライブ ブロック レバーを上げて、ドライブ ブロックをキャニスター

から引き揚げます。

F. ベイから即座にキャニスターを引き抜きます ( ドライブ ブロック レバー

を上げてから 10 秒以内 )。

a. ドライブ ブロック レバーを上げると、ドライブ ブロック モータが逆

回転し、材料をシステムから引き出します。

b. 余分な材料は、空のドライブ ベイに蓄積していきます。

c. フィラメントの 後の部分がフィラメントの検知スイッチを抜ける

と、キャニスター ドライブ モータが停止します。

G. フィラメントを、キャニスター出口の先端と同一平面上になるところで

切断します。

H. プラスチック プラグを保管場所 ( 項目 6B) から取り出し、キャニスター

出口のフィラメント出口穴 ( 項目 4 および 6A) に挿入します。

I. 残りのフィラメントをドライブ ブロックから引き出し、ドライブ ベイに

蓄積した材料をすべて廃棄します。

J. キャニスターの取り付け方法については、4-47 ページの「キャニスター

の取り付け」 を参照してください。

注意： ドライブ ブロック レバーを上げたらすぐに、ベイからキャ
ニスターを引き出します。動作が遅いと、フィラメントがキャニス
ターの中に入り込む可能性があります。フィラメントがキャニス
ターに入り込んだ場合、クロス ワインディングによってキャニス
ター全体が使用不能になる可能性があります。

注意： システムから引き出された材料を廃棄します。材料を
キャニスターの中に巻き戻そうとしないでください。フィラメ
ントがキャニスターに入り込んだ場合、クロス ワインディング
によってキャニスター全体が使用不能になる可能性があります。
4-46



 

キャニスターの取り付け

1. キャニスターを取り付けます ( 参照される項目番号については、4-48 ページ

の図 4-25 を参照してください )。

A. 新しいキャニスターの場合は、キャニスターの側面に貼付されているホ

イル テープ ( 項目 1) を剥がしてください。

B. 回転防止プラグ ( 項目 2) を取り外し、廃棄します。

C. キャニスターの穴を再利用可能なホイル テープで塞ぎます。テープをキャ

ニスターにしっかりと貼付し、キャニスターとの間を気密封止します。

D. プラスチックの出口をつかんで、キャニスターを持ち上げます ( 項目 4)。

E. ベイの端にキャニスターを載せます。キャニスターをベイの中に完全に

押し入れないでください。

F. 出口の先端にあるプラスチック プラグ (6A) を取り外します。

G. プラスチックのプラグを保管スロット (6B) にはめ込みます。

H. 新しいキャニスターの場合、ロードするフィラメント (5) を用意します。

a. キャニスターの正面にあるサムホイール ドア (3) を開きます。

b. フィラメントの端がキャニスター出口の先端と同一平面上になるよ

うに、フィラメントを曲がり部分の下の方で切断します。

c. サムホイール ドアを閉めます ( ガスケットからフォーム センターを

まだ取り除かないでください )。

I. キャニスターをキャニスター ベイの奥までしっかりと押し入れます。

注意： ドライブ ブロックにフィラメントをプリロードする準備が
できるまでは、プラスチック キャップを取り外さないでください。
4-47



 

図 4-25： キャニスターの取り付け

                                                            

J. キャニスター ドライブ レバーを引き出して、フィラメントのドライブ 
ブロックをキャニスターの上に下ろします。( 図 4-26)

• フィラメント ドライブがフィラメント出口とぴったり合っているこ

とを確認します。

• この時点では、LED は OFF です。

• 約 5 秒後に、SmartSpool チップがシステムによって準備完了となり、

ドライブ ブロック モータが回転を始めます。

項目 説明 項目 説明

1 ホイル テープ 6A プラスチック プラグ ( 取り付け場所 )

2 回転防止プラグ 6B プラスチック プラグ ( 保管場所 )

3 サムホイール ドア 7A フォーム ガスケット ( 取り付け場所 )

4 キャニスター出口 7B フォーム ガスケット ( 保管場所 )

5 フィラメント

1

2
3 6A

5

6B

7B

7A

4
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K. 4-49 ページの「ドライブ ホイールへのフィラメントのプリロード」 を行

います。

図 4-26： フィラメントのプリロード

                                                            

2. ドライブ ホイールへのフィラメントのプリロード

A. サムホイール ドアを開きます。

B. サムホイール ドアの内側から、長方形のフォーム ガスケットを取り外し

ます。( 図 4-25)

C. ガスケットをキャニスターに取り付けます。

• 長方形のフォーム ガスケットは、サムホイールが動くのを防ぎます。

• ガスケットは、キャニスターをシステムに入れる際に取り外す必要

があります。

• キャニスターを保管する場合、ガスケットは再利用可能です。

D. サムホイールを押し下げて、フィラメントをフィラメント ドライブ メカ

ニズムにフィードします。( 図 4-26)

E. フィラメント ドライブ モータがフィラメントを引くのを感じるまで、ホ

イールを回します。

• フィラメントは、ドライブ モータ のドライブ ホイールに到達するま

で、約 2 インチ (5 cm) 進める必要があります。

ドライブ レ
バー

フィラメント

フィラメント サムホ

イール

フィラメント ドライブ 
ホイール

フィラメ

ント検知
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F. システムはフィラメントのプリロードを自動的に完了します。

• ドライブ モータは、フィラメントがフィラメント検出スイッチに到

達するまで、フィラメントを進めます。

• ドライブ モータが停止し、LED が緑に点滅します。

G. サムホイール ドアを閉めます。

H. 材料をヘッドにロードします (4-50 ページの「熱溶解装置チップへの材

料のロード」 を参照 )。

熱溶解装置チップへの材料のロード

1. システムが Pause ( 一時停止 ) または Idle ( アイドル ) 状態になっていること

を確認します。

2. メインメニューから [Operator Tools ( オペレータ ツール )] を選択すると、次の

画面が表示されます。

図 4-27： オペレータ ツール

                                                            

注意： フィラメントのプリロードが完了した後、サムホイール ド
アが閉まっていることを確認してください。

別の材料タイプに変更したり、チップを変更したりする場合は、
4-53 ページの「チップ タイプまたは材料タイプの変更」 に説明されて

いる手順に従ってください。

熱溶解装置からフィラメントをロードする場合、必ずアイドルまたは
一時停止モードにしてから行ってください。造形中には行わないでく
ださい。

注意： 材料タイプを変更する場合、チップも変更する必要があります。

ロード
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3. ロードする材料を選択して、ロード アイコンを押します。

A. ヘッドが材料の動作温度まで上昇します (SmartSpool データに基づいて

自動で行われます )。また、この手順では、ロードされている材料に適切

な値にオーブン温度を設定します。

B. キャニスター ドライブ モータがフィラメントを熱溶解装置チップへ推し

進めます。

C. 材料によっては (SR-20 など )、手順 A と手順 B が逆になります。

D. フィラメントがヘッドに到達すると (2 ～ 4 分 )、熱溶解装置チップに

入って行きます。チップは少量の材料をパージします。

E. ロードが正常に完了すると、LED が緑に点灯します。ロードとパージの

サイクルは、5 分未満で完了するはずです。

キャニスターの自動切替

1. 自動切替を利用すると、長くかかるモデル造形を無人で行うことができま
す。

2. アクティブなキャニスターが空になると、次の動作を行います。

A. システムは一時停止し、キャニスター ドライブ が自動的に残りの材料を

システムから取り除きます。

B. 満杯のキャニスターから材料がヘッドにロードされます。

3. 自動切替処理中にエラーが発生すると、システムは一時停止状態のままとな
ります。

• システム ログ ボタンにエラーの原因が表示されます。

• エラーが解決したら、オペレータ タッチスクリーンで [Resume (再開)] 
を押して、ジョブの造形を続行します。

モデル材料とサポート材料は適合していなければなりません。選択

した材料がロードされた材料と不適合の場合、材料不適合のロード 
エラーが発生します。選択した材料がロードされます。

ロードする材料が交換される材料と異なる場合、自動切替は実行さ

れず、システムは Pause ( 一時停止 ) モードになります。
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キャニスターの取り扱い / 保管

1. 各キャニスターには、92 立方インチ (1510 cc) のフィラメント材料が入って

います。この他に、キャニスターには、湿気を吸収するための乾燥剤が含ま
れています。

2. 取り外し可能なプラスチック キャップとサムホイール ドアにより、キャニ

スター保管中に湿気が入らないように、気密封止します。

3. 材料を内包するキャニスターをシステムから取り外す場合、または準備ので
きていない状態 (LED がオフの状態 ) でシステム内に残留させる場合、次の

手順に従って保管してくさい ( 参照される項目番号については、図 4-25 を参

照してください )。

A. サムホイール ドア ( 項目 3) を開き、長方形のフォーム ガスケット ( 項目 
7A) ( キャニスター上に保管 - 項目 7B) をサムホイール ドアの所定の場所

に挿入します。

B. サムホイール ドアを閉じます。ドアが完全に閉じていることを確認しま

す。

C. プラスチック キャップを保管場所 ( 項目 6B) から取り外し、キャニス

ター出口のフィラメント出口穴 ( 項目 4 および 6A) に挿入します。

D. キャニスターは、垂直方向に立てた状態で保管します。水平に寝かせな

いでください。

注意： 材料キャニスターの取り扱い / 保管方法は、造形の品質に直
接影響を与えます。キャニスター内のフィラメントは、多くのエン
ジニアリング プラスチックと同様に吸湿性があります。フィラメン
トの湿気によって、モデル表面の品質が悪化します。

注意： キャニスターを保管する際には、長方形のフォーム ガス
ケットをサムホイール ドアの下に挿入し、プラスチック キャップ
をフィラメント出口穴に装着したことを確認してください。封止し
ないキャニスターでは、1 時間未満でフィラメントが使用不能にな
るほどの湿気を吸収する可能性があります。

フィラメントが準備完了またはロードされた状態 (LED が緑に点滅

または緑に点灯している ) であり、キャニスターのドアが閉まって

いる場合、システムの除湿システムが常にキャニスターから湿気を

除去します。
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チップ タイプまたは材料タイプの変更

1. オーブンとチップ拭き取りアセンブリを清掃します。

2. パージバケツから材料ごみを捨てます。

3. チップ拭き取りアセンブリを点検します (6-8 ページの「チップ ワイプ アセ

ンブリの清掃 / 点検」 を参照 )。

4. メイン メニューから、材料 / ツール アイコンを選択し、チップ / 材料の変

更アイコンを選択します。

図 4-28： オペレータ ツール

                                                            

5. チップ / 材料の変更メニューでは、材料タイプの変更とチップ交換を完了す

るための必要な手順を案内します。

チップを変更したり、異なる材料タイプに変更したりする場合、

ユーザー インタフェースにメニュー選択が表示され、順番を追って

処理するように指示されます。

注意： 材料タイプを変更する場合、チップも変更する必要がありま
す。

清掃をきちんとせずに低い温度で使用した材料が残っていると、高

い温度でモデル造形した際に、残りの材料が溶け出してモデルにこ

ぼれ落ちる可能性があります。

チップ / 材料の変更
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6. 熱溶解装置チップを変更する場合：

A. トップ スライド カバーを開きます。

B. ヘッド メンテナンス ブラケットにヘッドを移動します (2-7 ページの

「ヘッド メンテナンス ブラケット」 を参照 )。

C. 各熱溶解装置チップを固定している 2 つの取り付けネジを緩めます。

チップを取り外します。

図 4-29： 熱溶解装置の固定ネジ

                                                            

D. 新しい熱溶解装置チップをヘッドに取り付けます。取り付けネジを締め

ます。

警告： トップ スライド カバーの下のコンポーネントを使って作業

する場合は、認証済みのはしごまたはステップ ツールを必ず使用し

てください。

警告： 熱溶解装置チップとヒーター ブロックの表面は非常に熱く

なっています。

取り付けネジを締める前に、チップがヒーター ブロックに完全に

挿入されていることを確認してください ( 図 4-30)。

熱溶解装置の取

り付けネジ
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• チップの選択と材料の適合性については、2-10 ページの「熱溶解装

置チップとスライス高さ」 を参照してください。

図 4-30： チップの取り付け

                                                            .

E. メンテナンス ブラケットからヘッドを取り外し、ガントリに戻します。

2 つの取り付けネジを締めて、ヘッドを所定の位置に固定します。

フィラメント チューブ、アンビリカル ケーブル、エア ホースが絡

まっておらず、正しく配線されていることを確認します。

チップがブロックに完全に
挿入されていることを確認
してください。
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ジョブ キューを使用した作業

1. Fortus 900mc では、ジョブ キューとサンプル ジョブキューの 2 種類のジョ

ブ キューを利用できます。

図 4-31： ジョブ キュー

                                                            

2. [Job Queue ( ジョブ キュー )] または [Sample Queue ( サンプル キュー )] を選

択します。

A. ジョブ キュー メニュー - Insight アプリケーションから PC ワークステー

ションにダウンロードしたファイルが表示されます。

• スライド バー - スライド バーを使って上下にスクロールし、利用可

能なジョブを表示します。

• ヘディング バー - ヘディング バーの列を押すと、その列のリスト順

が変更されます。

B. サンプル ジョブ キュー メニュー - システムのテストに役立つファイルを

表示します。Fortus 900mc には、システムに永続的にインストールされ

ているサンプル ジョブ ファイルがいくつか存在します。

• スライド バーを使って上下にスクロールし、利用可能なジョブを表

示します。

ヘディング 
バー

スライド 
バー
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システム状態
[System Status ( システム状態 )] 画面は、次の情報を表示します。

• システムのソフトウェア バージョン

• UPS 状態

• ネットワーク設定

図 4-32： システム状態
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第 5 章：キャリブレーション
キャリブレーション

本章では、Fortus 900mc システムのキャリブレーション手順につ

いて説明します。
自動キャリブレーション
チップを交換すると、ユーザー メニューに、自動キャリブレーションを行うよ

うに指示されます。自動キャリブレーションには、自動チップ キャリブレー

ション、オートホーム XYZ、自動 Z キャリブレーションがあります。

図 5-1： キャリブレーション メニュー

                                                            

                                                            

自動キャリブレーションを開始する前に、オートホーム XYZ を実行し

ます。

自動 Z ステージ ゼロ キャリブレーションの場合、オペレータの操作は

不要です。

XY および Z チップ オフセットの場合、オペレータがキャリブレーショ

ン部分を分析し、システムに正しい値を入力する必要があります。
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自動 Z ゼロ キャリブレーションの開始

[Start Auto Z Zero Calibration ( 自動 Z ゼロ キャリブレーションの開始 )] は、モ

デルの熱溶解装置チップを造形シートの Z ゼロ位置に合わせます。

オペレータの操作は不要です。この動作は、各ジョブ造形の前にも自動的に実

行されます。

自動チップ キャリブレーションの開始

[Start Auto Tip Calibration ( 自動チップ キャリブレーションの開始 )] では、

ユーザーが Z 方向にチップツーチップのオフセット キャリブレーションを行え

ます。オペレータの操作は不要です。

1. システムは、チップ変更ウィザードの一環として、このキャリブレーション

を自動的に実行します。

2. 正しいキャリブレーションを実行することにより、システムは材料チップを

トグルし、緻密なモデル造形の造形に必要となる、現在のチップの正確な座

標合わせが可能となります。
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XYZ キャリブレーション オフセットの補正

[Adjust XYZ Calibration Offsets (XYZ キャリブレーション オフセットの補正 )] 
では、モデル チップに対してサポート チップを登録します。

図 5-2： XYZ キャリブレーション オフセットの補正 

                                                            

1. [Build Calibration Box ( ビルド キャリブレーション ボックス )] ボタンを押

すと、システムはキャリブレーション モデルを自動的に造形します。

2. プラテンから造形シートを取り除いて、冷却します。

3. XY オフセット補正を決めます (5-4 ページの図 5-3 または

5-5 ページの図 5-4)。

A. X 軸と Y 軸のキャリブレーションを決めるために、サポート キャリブ

レーション ツールパスと位置合わせインジケータの間の関係を調べます。

• ルーペを使用します。

• 造形シートを、照明、薄い色の壁、または薄い色の紙にかざします。

B. サポート ツールパスが X-Y の位置合わせパスの間で も中央に近くなる

場所について、各軸の位置を求めます。

C. それぞれの位置について、中央の位置に も近いオフセット補正値を読

み取ります。

• この値がシステムに入力される補正値を表します。値は、0.002 イン

チ (0.05 mm) 単位で上下します。
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• 値が 0 の場合、システムはその軸に対してキャリブレーション済みで

あるため、入力は不要です。

D. 画面上の矢印をスライドして、サポートが も中央に近くなるように合

わせます。キャリブレーション モデルの 4 側面のうち、2 側面について

のみ矢印を動かします。

E. [OK] を押します。これらの値を適用するかどうかを確認するポップアッ

プ画面が表示されます。[OK] を押します。X と Y が両方とも 0 である場

合、Z の補正に進みます。

F. いずれかの軸に対して補正値の入力が必要な場合、クリアな造形シート

の上でキャリブレーション モデルを再実行します。

G. X 軸と Y 軸に対してキャリブレーション ツールパスの中心が 0 になるま

で、XY のオフセットをチェックし、補正し続けます。

図 5-3： キャリブレーション モデル - ヤードポンド法

                                                            

チップ オフセット補正インジケータ

X - Y サポート キャリブ

レーション ツールパス

X - Y 補正インジケータ

Z キャリブレーション 
ボックス

- Y

+ Y

+ X - X

この例では、Y 軸につい

て -0.002 インチの補正

が必要です。X 軸につい

ては補正は不要です。

例： も中央に近い位
置
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H. 補正が終わったら、このメニューで [Build Calibration Box ( ビルド キャ

リブレーション ボックス )] を押すことにより、新しいキャリブレーショ

ン ボックスを実行することができます。

図 5-4： キャリブレーション モデル - メートル法

                                                            

4. Z 補正を決めます。

A. Z キャリブレーション ボックスからサポート レイヤーを剥がします。

B. サポート レイヤーの厚さをノギスまたはマイクロメータで計測します。

• 計測値がモデル チップ スライス高さ ±0.0005 インチ (0.01 mm) 以内

であれば、補正は不要です。

• ノギスから読み取った値を [Support Thickness ( サポート厚さ )] 
フィールドに入力します。

C. 補正値の入力が必要な場合、クリアな造形シートの上でキャリブレー

ション モデルを再実行します。

D. サポート レイヤーがモデル チップ スライス高さ ±0.0005 インチ 
(0.01 mm) 以内になるまで、Z キャリブレーションをチェックし続けま

す。

キャリブレーション モデルの XY オフセットが X 軸と Y 軸に対して 
0.002 インチ (0.05 mm) 未満にならない限り、Z 補正を計測しないで

ください。

チップ オフセット補正インジケータ

X - Y サポート キャリブ

レーション ツールパス

X - Y 補正インジケータ

Z キャリブレーション 
ボックス

- Y

+ Y

+ X - X

例： も中央に近い位
置

この例では、Y 軸につい

て - 0.5 mm の補正が必要

です。X 軸については補

正は不要です。
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オートホーム XYZ

オートホーム アイコンを押すと、システムはオペレータの操作なしで次の動作

を行います。

1. Z ホーム リミットスイッチを特定します。

2. X ホーム リミットスイッチを特定します。

3. Y ホーム リミットスイッチを特定します。

4. ヘッドの待機位置に戻ります。

オートホームは、リミット スイッチから遠ざけるために使用しま

す。
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第 6 章：システムのメンテナ
ンス

本章では、ユーザーが Fortus 900mc システムで日常的に実施する

必要のある様々なメンテナンス項目について説明します。
Controller Software の更新

Controller Software は、次の 2 つの方法のいずれかを使って更新できます。

ウェブを使う方法 ( 推奨 )

これは、ウェブにアクセスできるお客様向けの方法です。

1. Control Center アプリケーションを開き、[Services ( サービス )] タブを選択

し、[Check for System Updates ( システム更新のチェック )] を選択します。

図 6-1： コントロール センター

                                                            

2. Stratasys Update Manager ウィンドウが表示されます。このアプリケーショ

ンが Controller Software が 新の状態かどうかをチェックします。表示され

るプロンプトに従って、Controller Software を更新します。
6-1



 

CD を使う方法 ( 代替 )

これは、ウェブにアクセスできないお客様向けの方法です。Controller Software 
Update CD には、「updated .upg」ファイルが含まれています。この CD は 
Stratasys Inc. から入手する必要があります。

1. Controller Software Update CD をワークステーション コンピュータに挿入

し、「.upg」ファイルをワークステーションのハードドライブの所定の場所

にコピーします。

2. システムがソフトウェア アップグレード受信モードになっていることを確認

します。(6-3 ページの「システムをソフトウェア アップグレード受信 モー

ドにする」 を参照 )。

3. Control Center アプリケーションを開き、[Services ( サービス )] タブを選択

し、[Update Software ( ソフトウェアの更新 )] を選択します。( 6-1 ページの

図 6-1 を参照 )。

4. 「.upg」アップグレード ファイルの場所まで進みます。

5. ダウンロードする「.upg」ファイルを選択し、[Open ( 開く )] を押します。

ファイルが Fortus 900mc に送信されます。

6. ダウンロードが完了したら、Fortus 900mc システムで [ 再起動してソフト

ウェア アップグレードをインストールする (Reboot and Install Software 
Upgrade ( 再起動してソフトウェア アップグレードをインストールする )] を
選択し、[OK] を押します。

                                                            

7. システムが再起動し、アップグレードのインストールが完了すると、次の画
面が表示されます。

                                                            

8. [OK] を押して、オート ホーム XYZ キャリブレーションを完了します。
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システムをソフトウェア アップグレード受信 モー
ドにする

システムをソフトウェア アップグレード受信 モードにするには、次の手順を行

います。

1. 管理画面まで進み、[Receive Software Upgrade ( ソフトウェア アップグ

レード受信 )] ボタンを押します。これにより、システムはソフトウェア 
アップグレードを受け入れることができます。

                                                                                                                        

ソフトウェア 
アップグレー
ド受信

アップグレードの
進捗
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Controller Software の再インストール (USB フラッシュ ド
ライブ使用 )

Controller Software は、Stratasys が提供する USB フラッシュ ドライブを使用し

て再インストールできます。すべてのシステムには、工場出荷時点で 新の 
Controller Software を含む USB フラッシュ ドライブが同梱されています。USB 
フラッシュ ドライブを使用して Controller Software を再インストールした場合

も同様に、ソフトウェアを適時更新する必要があります。

1. 材料をアンロードし、システムからキャニスターを取り出します。

2. 動的 IP アドレスがオフになっている場合は、システムのタッチスクリーン 
ディスプレイの管理画面から特定のネットワーク パラメータ (IP アドレス、

ネットワーク マスク、ゲートウェイ ) を書き留めます。ただし、ネットワー

ク構成で動的 IP がオンになっている場合には、ネットワーク サーバーまた

は PC が システムの IP アドレスを自動生成しますので、ユーザーの操作は

不要です。

3. システムの電源をオフにして、UPS が遅れてパワー ダウン サイクルを完了

するまで待ちます。

4. USB フラッシュ ドライブをシステムのコントローラの USB ポートに挿入し

ます。

5. 緑のスタート ボタンを押し、システムの電源をオンにします。( 緑のボタン

がゆっくりと点滅し始めます。)

6. コンピュータが USB フラッシュ ドライブから起動され、次のメッセージが

表示されます。

[OK] を押してソフトウェアをダウンロードするか、[Cancel ( キャンセル )] 
を押して操作を中止します。

7. タッチスクリーンで [OK] を押します。ソフトウェアの転送が開始します。

ソフトウェア転送とそれに続く自動起動のプロセスで、様々なスクリプト

がタッチスクリーン上に表示されます。

ソフトウェア ダウンロード中にシステムをシャットオフしないでくださ

い。

指示がない限り、画面上のボタンを押さないでください ( リリース ノート 
(Release Notes) ボタンはこのリリースでは機能しません）。

This will erase all data on the drive.
Are you sureyou want to continue?
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8. インストールが完了すると、画面には次のメッセージが表示されます。

コンピュータのポートから USB フラッシュ ドライブを抜いてから、[OK] を
押して終了します。

9. システムが再起動し、次の画面が表示されます。[OK] を押して、ダウンロー

ドしたソフトウェアを使ってシステムでオートホーム XYZ を実行します。

                                                            

10. Control Center アプリケーションを使用して、Contorl ソフトウェアの更新

をチェックします。(6-1 ページの「ウェブを使う方法 ( 推奨 )」 を参照 )。

メンテナンス スケジュール

システムが 適な動作状態を維持するために、定期的にメンテナンス タスクを

実行する必要があります。表 1 は、一般的なメンテナンス スケジュールを示し

ています。各タスクの実施方法の詳細については、本章で後述します。

表 1： メンテナンス スケジュール

警告： オーブンの内部で作業する場合には、必ず防熱用保護具を着
用してください。 

毎日 週 1 回
3 ヵ月に 1 

回 メンテナンス タスク

X 6-6 ページの「プラテンの清掃」

X 6-7 ページの「パージ バケツを空にする」

X 6-8 ページの「造形室を電気掃除機で清掃する」

X 6-8 ページの「チップ ワイプ アセンブリの清掃 / 点検」

X 6-11 ページの「チップ センサー プランジャーの清掃」

Installation complete.
Remove installation media.
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毎日のメンテナンス

プラテンの清掃

プラテンは、造形の際に造形シートを設置する面です。プラテン上でごみが溜

まると、プラテンに造形シートを密着させているバキュームに悪影響を与える

可能性があります。

1. 造形シートをプラテンから取り外します。

• 造形シートの隅を持ち上げてプラテンに密着させているバキュームを解

くか、タッチスクリーンのボタンを使ってバキュームをオフにします。

• 造形シートをプラテンからスライドさせます。

2. プラテンのチャネルに落ちたごみを慎重に取り除きます。電気掃除機または

柔らかいブラシを使います。

• ブラシを使う場合、プラテンの中央にあるバキューム ポートのごみも払

います。

• バキューム ポートの内部にごみが入り込むと、バキュームが失われ、造

形中にプラテンへの造形シートの密着が弱まる可能性があります。

図 6-2： プラテンの清掃

                                                            

バキュームポートのごみ除け網を取り外そうとしないでください。

お客様が交換可能な部品ではありません。

バキューム ポート

とごみ除け網
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パージ バケツを空にする

パージ バケツは、オーブンの中にあります。熱溶解装置や熱溶解装置チップか

ら排出されたり、拭き取られたりした材料が溜まります。パージ バケツは毎日

空にしてください。( 図 6-3)

1. オーブン ドアを開きます。オーブンが熱くなっているので気をつけてくださ

い。

2. 造形プラテンが造形室エリアの底部にあることを確認してください。

3. パージ バケツをパージ パケット ブラケットからまっすぐに持ち上げ、オー

ブン ベイから取り外します。

4. パージ バケツから廃材を捨てます。バケツの底に廃材ドアがあります。

5. パージ バケツをパージ バケツ ブラケットに取り付けます。

図 6-3： パージ バケツ

                                                            

警告： オーブンの内部で作業する場合には、必ず安全手袋と長袖を
着用してください。コンポーネントは熱くなっています。

パージ バケツ 
ブラケット

パージ バ
ケツ 

廃材ドア
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週 1 回のメンテナンス

造形室を電気掃除機で清掃する

造形室から、廃材、くず、ほこりを電気掃除機で吸い取って除去します。

チップ ワイプ アセンブリの清掃 / 点検

チップ ワイプ アセンブリを週 1 回点検します。消耗している箇所があった場合

は、必要に応じてパーツを交換します。詳細については、1-2 ページの「消耗品

の注文」 を参照してください。ブラシとフリッカーは、アセンブリとして交換で

きます。

1. チップ ワイプ アセンブリをまっすぐに持ち上げて取り外します。( 図 6-4 を参

照 )

図 6-4： シュートの清掃

                                                            

2. パージ レッジをまっすぐに持ち上げて取り外します。

3. クリーニング ブラシ ( システム スタート キットに同梱 ) を使ってチップ ワ
イプとパージ レッジの周辺からくずを除去します。

4. 位置決めピンの周りの表面を掃除して点検します。チップ ワイプ アセンブ

リとパージ レッジが表面上に同じ高さになっていることを確認します。

チップ ワイプ ア
センブリ (2X)

パージ レッジ
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5. ファネル シュートの周りのカプトン テープを点検します。消耗や損傷が見

られたら、カプトン テープを交換します。

• カプトン テープは、粘着剤でファネル シュート上部に固定されていま

す。テープを交換するには、シュートからテープを剥がします。

• イソプロピル アルコールと清潔なリントフリーの布を使ってファネル 
シュート上部の先端の周りを拭き取ります。

• 新しいカプトン テープから裏打ち材を剥がし、ファネル シュート上部の

所定の場所にシートを慎重に貼り付けます。粘着テープの先端をシュー

トの先端と同じ高さにする必要があります。

• カプトン テープを所定の場所に押しつけて固定します。

6. パージ レッジ アセンブリを点検します ( 図 6-5)。

• パージの表面に、あばたや表面の凸凹があってはいけません。

• 必要に応じて、新しいパージ レッジ アセンブリを取り付けます。PPSF 
材料を使用する場合には、PPSF パージ レッジ アセンブリ使用します。

図 6-5： パージ レッジ アセンブリ

                                                            

7. フリッカー / ブラシ アセンブリを点検します。

標準のパージ 
レッジ

PPSF および 
Ultem 材料の

み
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8. フリッカーの先端はまっすぐでなければいけません。フリッカーの先が欠け

ていたり、曲がっている場合は、交換します。多少の損耗であれは使用でき

ます ( 図 6-6)。ブラシが再利用可能な場合、フリッカーのみを交換すること

ができます。

図 6-6： フリッカーの点検

                                                            

• ブラシ毛の先端に損耗があってはいけません。毛並みが乱れているのも

よくありません。

• 摩耗した毛は、先端がまっすぐに揃っている限りは、使用可能です。

• ブラシが点検の要件を満たさない場合、フリッカー / ブラシ アセンブリ

を交換します。

9. 位置決めピンの上にフリッカー / ブラシ アセンブリを取り付けます。

10. 位置決めピンの上にパージ レッジを取り付けます。

図 6-7： チップ ワイプ アセンブリ

                                                            

使用可 - 多少

の損耗は許
容されます。

使用不可

フリッカーブラシ

取り外しネジ
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四半期に 1 度のメンテナンス

チップ センサー プランジャーの清掃

1. プランジャーをそっと引き抜いて取り外します ( 図 6-8)。

2. かみそりでプランジャーの先端に付いた材料の残りかすを除去します。

3. センサー ブラケットにプランジャーを戻します。この時、必ず平面が上にく

るようにします。

図 6-8： チップ センサー

                                                            

必要に応じたメンテナンス

熱溶解装置チップの清掃

システムは、チップ クリーニング アセンブリを使用して、各モデル造形の前と

間に、チップを自動的に清掃します。ただし、場合によっては、自動クリーニ

ングプロセスで除去できない材料がチップ上に堆積する可能性があります。堆

積した材料は、木製の柄がついた真ちゅうのブラシ ( スタートアップ キットに

同梱 ) で取り除いてください。

オーブン ランプの交換

オーブンの内部に位置するオーブン ランプは定期的に切れるため、交換が必要

です。次の手順に従って、ランプを交換してください。

警告： 次の方法でシステムの電源を落とします。

注意： 6 分間の冷却サイクルが完了するまでは、続行しないでくだ

さい。

チップ センサー 
プランジャー

チップ センサー 
ブラケット
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1. システムの電源を落として、オーブンを冷却します。

2. 電力切断スイッチをオフの位置に回します。

3. 切れたランプを取り外して、交換のランプを取り付けます。

4. 電力切断スイッチをオンの位置に回します。

5. システムに電源を投入し、ランプが機能することを確認します。

キャビネットの清掃

刺激の少ない石けんと水を含ませた柔らかい布で、キャビネットの外側を拭き

ます。システムには、研磨剤入りの洗剤や高アルカリ性洗剤は使用しないでく

ださい。すべての換気口を電気掃除機で掃除し、システムからの空気の流れを

遮断するような汚れやくずを除去します。

プラスチック コンポーネントの清掃

刺激の少ない石けんと水で、オーブン ドアとシステム外側のすべてのプラス

チック コンポーネントを清掃します。市販のプラスチック製品専用クリーニン

グ剤を使ってもかまいません。システムには、研磨剤入りの洗剤や高アルカリ

性洗剤は使用しないでください。きれいな水でよくすすいで、柔らかな布でか

ら拭きすると、汚れの跡が残りにくくなります。

警告： オーブンの内部でランプ交換を行う場合には、必ず安全手袋
と長袖を着用してください。コンポーネントは熱くなっています。
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第 7 章：トラブルシューティ
ング

本章では、ユーザーが Fortus 900mc システムの基本的な問題に対

処できるように、基本的なトラブルシューティングについて説明

します。
ヘルプの参照
システムまたは材料について、本ユーザー ガイドまたは Quick Reference Card 
( クイック リファレンス カード ) に記載されていない問題が起きた場合、または

交換部品を注文する必要がある場合は、次の方法に従ってカスタマー サポート

にご連絡ください。

米国

• 書面によるお問い合わせ先：
Stratasys Inc.
Customer Support
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2080
USA

• 電話：+1-800-801-6491 ( 午前 7：00 ～午後 5：00、米国中部時間 )

• 電子メール：support@stratasys.com

欧州

担当の販売代理店にお問い合わせください。担当の販売代理店については、当
社の欧州本社までお問い合わせください。 

• 書面によるお問い合わせ先：
Stratasys GmbH
Weismuellerstr.27
60314 Frankfurt/Main
Germany 

• 電話：+49 (69) 420 994 30

• Fax：+49 (69) 420 994 333

• 電子メール：europe@stratasys.com

• サービスまたはサプライが必要な場合、必ず次の情報をお手元にご用意くだ

さい。
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• システムのソフトウェア バージョン

• システムシリアル番号

• Insight ワークステーションのアクセス ( 必要に応じて診断ファイルを提供す

るため )

解決方法の特定

状態 考えられる原因 解決方法

キャニスターがロードし
ない。

回転防止部プラグがキャニスター
から取り外されていない。

プラグを取り外してください。

ゴム製サムホイール挿入部がサム
ホイール ドアから取り外されて

いない。

サムホイール挿入部を取り外します。

キャニスターが空である ( ゼロ 
ボリューム )。

キャニスターを交換してください。

キャニスター内でフィラメントが
詰まっている。

システムからキャニスターを取り外し、
材料を約 8 フィート (2 メートル ) 引き出

してください。フィラメントがスムーズ
に引き出せることを確認してください。

キャニスター ドライブ ブロック

がキャニスターまで十分に下がっ
ていない。

ドライブ ブロックをキャニスターの上に

来るように再度設置してください。 

オペレータ ディスプレイで誤っ

たチップ サイズが選択されてい

る。

ディスプレイで正しいチップ サイズを確

認してください。2-10 ページの「熱溶解

装置チップとスライス高さ」 を参照して

ください。

キャニスターの SmartSpool 回路

が故障している。

オペレータ ディスプレイでフィラメント

の状態を確認してください。状態が「な
し (None)」またはブランクの場合、キャ

ニスターを交換してください。

ポゴ ピンが破損しているか、曲

がっている。

キャニスターをベイから取り外し、キャ
ニスター ドライブ ブロックのポゴ ピン

をチェックしてください。破損したり、
曲がっている場合は、ポゴ ピンを交換し

てください。

フィラメントがヘッドに届かない 
( ロードのタイムアウト )。

新しいキャニスターをインストールして
ください。これで解決しない場合は、カ
スタマー サポートに連絡してください。
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押し出しができない 
( ヘッドが材料を押し出

さない )。

キャニスター内でフィラメントが
詰まっている。

システムからキャニスターを取り外し、
材料を約 8 フィート (2 メートル ) 引き出

してください。フィラメントがスムーズ
に引き出せることを確認してください。

キャニスターの動作が遅すぎる。 キャニスターからヘッド スイッチまでの

ロード時間が 2 分未満であることを確認

してください。

モデル ベースの 初の 2 つのレ

イヤーに材料が押し出されない。

ロードを実行することにより、材料が
パージすることを確認してください。 

チップが詰まっている。 取り付けたチップのサイズが、オペレー
タ ディスプレイ上に表示されているチッ

プ サイズと適合していることを確認して

ください。

チップ寿命がオドメータの制限値を超え
ていないことを確認してください。

チップが正しく取り付けられていること
を確認してください。
ロードを実行することにより、材料が
パージすることを確認してください。

チップを新しいものと交換して、キャリ
ブレーションを実行してください。

システムのキャリブレーションが
行えない。

ロードを実行することにより、材料が
パージすることを確認してください。

自動 Z ステージ ゼロとチップの自動キャ

リブレーションを実行してください。

バキュームの吸い込みが弱く、造
形シートが動くためにチップを詰
まらせている可能性がある。

この表の「バキュームの吸い込みが弱い」
を参照してください。

状態 考えられる原因 解決方法
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バキュームの吸い込みが
弱い。

造形シートが正しく取り付けられ
ていない。

シートをプラテンにかぶせ、両端の余っ
た部分の長さが同じになるまで位置を調
整してください。

フィラメント片がプラテンに残っ
ている。

造形シートを取り外し、プラテンの表面
を清掃します。

材料の小さな片がバキューム ラ
インに吸い取られた。 

バキューム システムのフィルター ジャー

を空にしてください。 

バキュームのごみ除け網が詰まっ
ている。

バキュームのごみ除け網を清掃してくだ
さい。スクリーンを取り外さないでくだ
さい。お客様が交換できない部品です。

空気圧が低すぎる。 オペレータは調節できない。 カスタマー サポートに問い合わせてくだ

さい。

サポート材がモデルから
取り除きにくい。

サポート材がモデルの垂直側面に
こびりつく。

チップツーチップ キャリブレーションを

調整します。

下に向いた面でモデル材
料の表面仕上げの品質が
悪い。

サポート材が剥がれやす
い。

チップツーチップ キャリブレー

ションが正しく設定されていな
い。

チップツーチップ キャリブレーションを

繰り返してください。

材料が滲み出す。 ドライヤーが故障している。 カスタマー サポートに連絡してくださ

い。

キャニスター内に湿気が溜まる。

空気圧が低すぎる。

カスタマー サポートに連絡してくださ

い。

状態 考えられる原因 解決方法
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オーブンの温度が維持さ
れない。

ヒーターが故障している。 カスタマー サポートに連絡してくださ

い。

オーブン ドアが開いている。 オーブン ドアを閉めてください。ドアを

開いている間はヒーターをオフにしてく
ださい。

オーブンの操作パネルとオーブン 
ドアがぴったりと閉まらない。

カスタマー サポートに連絡してくださ

い。

造形中のジョブが失敗した場合、情報を得ることができます。

ジョブが失敗した場合、オペレータ タッチスクリーンから「Previous Job ( 前のジョブ )」を選択する

ことにより、前回のレイヤー造形を確認することができます。

状態 考えられる原因 解決方法
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