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1 はじめに

Dimension Elite は 高にシンプルな操作姓を意図して設計されています。このため、3D プリン

タの使用経験がないユーザーでも、パーツを簡単に作成できます。

ABSplus™ プラスティック製なので、造形後のパーツは強く耐久性があります。ABSplus では、

作成物への穿孔、タップ、研磨、塗装も可能です。ソリュブルサポート技術のスピードと便宜
性を利用することで、完了パーツをすばやくレビューおよびテストすることができます。高速
で、高い利便性を備えたサポート溶解技術によって、完成パーツを、すばやくレビューやテス
トに使用できます。

Dimension Elite は弊社独自のハードウェア、ソフトウェア、および材料技術を組み合わせた画

期的な製品です。

本製品をお買い上げいただきありがとうございます …

きっとご満足いただけるものと確信しております！
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本書の使い方

セットアップ、操作、メンテナンス、トラブルシューティングに関するセクションがわかりや
すくレイアウトされています。お使いのシステムから 高のパフォーマンスが得られるように、
各セクションを注意してお読みください。 

本ユーザー ガイドを通して、ディスプレイ パネルに表示されるインターフェイス メッセージ

を表すテキストは、太字で表示されます。

詳細情報

電子版のユーザー ガイドは『ユーザー ガイド CD』に収録されています。本ガイドには以下の

トピックに関する情報が記載されています。

• トラブルシューティング情報。

• 重要な安全上の通知と規制情報。

• 詳細なユーザーインストラクション。

その他の詳細情報は、以下のサイトにアクセスするか、電子メールでお問い合わせください。
http://www.dimensionprinting.com または電子メール info@stratasys.com

リサイクル

リサイクル情報については、 http://www.stratasys.com/recycle を参照してください。

安全上の予防措置

次の予防措置を講じることで、プリンタを正常に使用し、故障を防ぐことができます。常に以
下の予防措置に準拠して下さい。

• ネームプレートに指定された電源電圧を使用すること。プリンタの電源に複数のデバイス

を接続して、回路に過負荷をかけないこと。

• プリンタが適正に接地されていることを確認して下さい。プリンタを接地しないと、電気

ショック、火事、および電磁干渉の影響を受ける恐れがあります。

• プリンタをご自分で分解または修理する前に、 寄のサービス担当者にお問い合わせ下さ

い。ユーザー ガイドの「Support ( サポート )」セクションを参照すること。

• プリンタに付属の電源コードのみを使用すること。電源コードを損傷、切断、または修理

しないこと。電源コードが損傷すると、火事や電気ショックが発生する恐れがあります。
損傷した電源コードを、認可された電源コードに交換してください。

• 金属や液体がプリンタの内部パーツに触れないこと。触れた場合は、損傷、火事、電気

ショック、またはその他の深刻な危険にさらされる恐れがあります。

• 次のいずれかの状況が発生した場合は、プリンタの電源を切り、コンセントから電源コー

ドを抜いて下さい。

• プリンタから煙または異臭がするとき。

• プリンタが通常動作中に聞こえないような異常音を発しているとき。

• 金属や液体がプリンタの内部パーツに接触したとき。

• 激しい雷雨 ( 雷 / 稲光 ) 中。

• 停電中。
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本ガイドでは以下の分類を使用しています。

注意 : 回避しないと、軽度または中程度の怪我を負う可能性のある潜在的に
危険な状況を表します。

警告 : 回避しないと、重傷を負う可能性のある潜在的に危険な状況を表します。

高温 : 高温となる装置があることを表します。高温となるパーツ周辺での作
業には、常に細心の注意を払い、安全手袋を着用してください。

手袋 : メンテナンス手順を実行する場合は、機器が熱くなることがあるた
め、手袋を着用し火傷に注意して下さい。

保護めがね : 目をケガする恐れがあるため、保護めがねを着用してください。

リサイクル : 材料やこん包材料に適したリサイクル手法を使用してください。

ESD: 電気部品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。
3



2 概要

Dimension Elite は、CAD STL ファイルから内側形体を含むモデルを造形します。3 次元の

パーツは、大量の ABS 樹脂をコンピューター制御された押出ヘッドに流し込むことで造形さ

れ、完成直後に使用準備が完了する高品質なパーツを作成します。3 次元のパーツは、コン

ピュータ制御された押出ヘッドを介して ABS 樹脂のビーズを押し出すことによって造形さ

れ、完成後すぐに使用可能な高品質のパーツを作成します。2 つのレイヤーの解像度設定を

使って、設計認証のためのパーツをすばやく造形したり、詳細設定を選択してより高品質な
表面仕上げを実現できます。

Dimension Elite システムは、Dimension Elite 3D プリンタと CatalystEX という 2 つの主なコン

ポーネントで構成されています。CatalystEX は、Windows Vista または Windows 7 プラット

フォーム上で実行される前処理用のソフトウェアです。

Dimension Elite の造形室のサイズは 203 x 203 x 305 mm です。各材料カートリッジには 922 cc 
の使用可能な材料が含まれています。これは、再ロードせずに 4 日間継続して造形するのに十

分な量です。
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図 1 正面図

1 押出ヘッド 7 サポート材料カートリッジ

2 押出チップ 8 チップワイプアセンブリ

3 ガイドロッド 9 ディスプレイパネル

4 主ネジ 10 パージコンテナ

5 Z ステージプラテン 11 モデリングベース

6 モデル材料カートリッジ 12 モデリングベースのリテイナー (2)
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図 2 背面図

1 ファンカバー 4 UPS 接続

2 ブレーカー 5 診断接続

3 AC 電源入力 6 RJ-45 ネットワーク ケーブルの接続

1 2 3

4

5

6
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図 3 材料カートリッジ

図 4 モデリングベース

注意 : 造形モデル土台を再使用しないでください。造形モデル土台を再使
用する場合は、キャリブレーションエラー、モデル品質の低下、および押
出部損耗が発生する恐れがあります。追加の造形モデル土台は再販業者か
らお取り寄せください。

モデリングベース
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図 5 スタートアップ用品    

1 絶縁革手袋 ( ペア ) 13 1⁄4 インチナット ドライバー

2 電源コード ( ヨーロッパ ) 14 銅製ブラシ

3 電源コード ( 米国 ) 15 接着剤用ブラシ

4 クロスオーバー ケーブル ( オレンジ色 ) 16 極先細プライヤー

5 ネットワークケーブル ( 青色 ) 17 カッター

6 チップシュラウド 18 六角レンチセット

7 フリッカ (x5) 19 モデリングベース (6)

8 フリッカ用ブラシ 20 Dimension システムソフトウェア CD

9 ハロゲンランプ (x2) 21 CatalystEX CD

10 10x 拡大鏡ルーペ 22 Dimension Elite ユーザー ガイド CD

11 焼付防止潤滑剤 23 P430 モデル材料カートリッジ (1)

12 Phillips ドライバー 24 P400 SR 水溶性サポート材料カートリッジ (1)
8



3 セットアップ

開梱
このセクションでは、プリンタを初めて使用する場合の開梱と準備のための推奨手順について
説明します。

プリンタを開梱するには

1. プリンタを開梱する前に、設置場所付近に移動させてください。

2. 段ボールの周囲からプラスチック製のバンドを取り外します。

3. 上部カバーを取り外します。フォーク アクセス カバー (2) とネジ袋 (2) を横に置きます。

4. 段ボールをパレットに固定したネジ (4) を取り外し、段ボールの側面パネルを剥がします。

5. 上部フォームを取り外します。

6. 外側のプラスチック製のラップを取り外します。ナイフを使う場合は、プリンタを傷付け
ないように注意してください。

7. フォーム ドア チャネル (2) とテープを取り外します。

8. フレームから押出ヘッドを分離するフォームチューブを取り外します ( を参照 ) 図 6。

警告 : 装置の重量は 128 kg です。ユニットを設置する際は、適切な方法で

移動及び持ち上げを行ってください。便宜を図り、ユニットの底部には
フォークリフト用のパッドが付いています。このパッドは、ユニットの側
面からアクセスできます。

警告 : 主ネジとガイド ロッドには潤滑油として Krytox グリスが薄くコー

ティングされています。Krytox グリスによって皮膚炎を起こす場合があり

ます。グリスが手や服に付着しようないように気をつけてください。

注意 : フレームから押出ヘッドを分離するフォームチューブを取り外しま
す ( 図 6 を参照 )。フォームチューブが配置された状態で電源を入れると、

プリンタは損傷します。

注意 : フォームチューブを取り外す場合は、ロッド センサーが損傷しない

ように注意してください ( 図 6 を参照 )。
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図 6 XY 軸フレームから押出ヘッドを分離するフォームチューブ

9. 開梱したら、プリンタを点検し、運搬時に損傷があった場合には、輸送会社に報告します。

フォーム
チューブ (2)

押出ヘッド

フォームチュー
ブ (2)
10



フォークリフトのアクセスカバーの設置
フォークリフトのアクセスカバーは、プリンタを確定位置に設置した後に、フォークリフト
チャンネルの上に配置できます。カバーは正面はプレスフィット方式で、背面は 1 本のネジで

固定します。

1. 左右のフォークリフトのカバーをフォークリフトチャンネルに合わせ、タブをスロットに
差し込みます。図 7 を参照してください。

図 7 フォークリフトのアクセスカバーの取り付け

2. フォークリフト カバーをプリンタの背面に揃うまで押し込み、スタートアップ キットの 
1⁄8 インチ の六角レンチを使って、固定ネジを取り付けます。図 8 を参照してください。

図 8 フォークリフトのアクセス カバーの固定ネジの取り付け

タブをスロットに挿入し、カバーをプリンタの正面に向けて押して下さい

ネジをプリンタの背面に取り付ける
11



プリンタのネットワーク設定

プリンタをワークステーションに接続する方法は 2 種類あります。1 つはネットワークを介す

る方法で、もう 1 つは直接ワークステーションに接続する方法です。 

ネットワーク経由による接続

1. スタートアップ キットからネットワーク ケーブル ( 青色 ) を見つけます。

2. プリンタとネットワーク ハブをネットワーク ケーブルで接続します。図 9 を参照してく
ださい。

図 9 ネットワーク経由による接続

3. 通信を確立します。動的ネットワークを使用している場合は 16 ページの「動的ネット
ワークで通信を確立するには」、静的ネットワークを使用している場合は、17 ページの

「静的ネットワークで通信を確立するには」を参照してください。

ワークステーションへの直接接続

1. スタートアップ キットからクロスオーバー ケーブル ( オレンジ色 ) を見つけます。

2. プリンタとワークステーションのネットワーク ポートをクロスオーバー ケーブルで接続
します。図 10 を参照してください。

3. 通信を確立します (17 ページの「静的ネットワークで通信を確立するには」を参照 )。
12



図 10 ワークステーションへの直接接続

電源接続
このセクションでは、プリンタのすべての電源接続の手順について説明します。

プリンタには 2 本の電源コードが用意されています。1 本は 100V ( 米国規格 ) でもう 1 本は 
220V ( ヨーロッパ規格 ) です。 

1. 図 11 に示すように、用意された電源コードのオス端をアース端子付きの電源コンセント

に接続します ( 無停電電源 (UPS) を使用している場合は、コードを UPS に直接接続しま

す )。

2. 電源コードのメス端をキャビネットの背面に直接接続します。図 11 を参照してください。

注意 : プリンタに電源を接続する前に、ブレーカーがオフ ( 停止 ) 状態にあ

ることを確認します。ブレーカーはプリンタの背面にあり、電源コードの
取り付け場所の横にあります。

注意 : プリンタに延長コードやテーブルタップは使用しないでください。
コードをコンセントや UPS に直接接続しないでください。 
13



図 11 電源接続 

プリンタの電源投入

1. ブレーカーをオン (I) の位置に切り替えます。電源がシステムに供給されます。「電源投

入」の準備が完了しました。図 12 を参照してください。

図 12 ブレーカーの場所

警告 : 造形チャンバーと押出ヘッドチップは非常に熱くなります。チャンバーと
ヘッド チップの温度はそれぞれ約 75°C および 280°C に上がります。適切な技術

を使用し安全対策を講じないと、人身事故が発生する可能性があります。プリン
タの内部で作業する場合には、必ず安全皮手袋を着用してください。
14



2. 電源スイッチをオン (I) の位置に回します。図 13 を参照してください。スイッチを押す

と、3 ～ 7 分でシステムが起動します。

図 13 電源スイッチの場所
 

注記 : プリンタが室内温度でオフの状態である場合は、操作できるまでのウォー
ムアップに約 40 分かかります。温度は工場で事前に設定されており、調整できま

せん。システムのウォームアップ中、およびクールダウン中は、パネルにヘッド
と造形室の温度が表示されます。

注記 : 安全のために、ヘッドと Z プラットフォームはチャンバー ドアが開いてい

る間は動きません。ウォームアップおよび動作中は、ドアはロックされています。
ドアを開くことができるのは、パーツが造形中でない場合、パーツ造形の準備中、
または一時停止モードにある場合のみです。
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ソフトウェアのインストール

プリンタに使用できるソフトウェア プログラムは 2 種類あります。

1. CatalystEX はワークステーションにインストールされているソフトウェアで、印刷用に 
STL ファイルを処理し、ワークステーションからプリンタと通信を行います。 

2. システムソフトウェアはプリンタにインストールされているオペレーティングソフトウェ
アで、プリンタの機能を制御します。

CatalystEX のインストール

1. スタートアップ キットから CatalystEX CD を見つけて、ワークステーション (PC) に挿入し
ます。

2. [Install CatalystEX ( インストール )：] ボタンをクリックします。

3. プロンプトに従ってワークステーションへの CatalystEX のロードを終了します。

システムソフトウェアのワークステーションへのインストール

1. システムソフトウェア CD をワークステーションの CD ドライブに挿入します。

2. [Install ( インストール )] ボタンをクリックし、システムソフトウェアをワークステーショ

ンにロードします。このシステムソフトウェアを後でプリンタにロードするかどうかが尋
ねられます。

3. プロンプトに従ってワークステーションへのシステムソフトウェアのインストールを終了
します。

4. システムソフトウェアをワークステーションにインストールします ( 以下を参照 ) 20 ペー
ジの「プリンタにシステムソフトウェアをインストールする」。

プリンタとのネットワーク通信の確立
造形されるファイルを送信する前に、ワークステーションとプリンタ間でネットワーク通信を
確立する必要があります。IP アドレスを使ってこの通信を確立する方法は、ネットワークと

ワークステーションの設定によって異なります。ネットワークが DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol), 用に設定されている場合は、DHCP サーバーが動的 IP アドレスをプリン

タに自動的に割り当てます。これはプリンタのデフォルト設定で、一般に、大規模なネット
ワークで使用されます。静的 IP アドレスをプリンタ用に手動で入力し、IP アドレスを 
CatalystEX ソフトウェアに記録しなければならない場合もあります。多くの場合、静的 IP アド

レスは小規模なネットワークやワークステーションとプリンタ間の直接接続に使用されます。
以下の手順に従って、ワークステーションとネットワークを設定します。

動的ネットワークで通信を確立するには

動的ネットワークを使用している ( または使用しているネットワークの種類がわからない ) 場合

は、以下の手順に従って、CatalystEX でプリンタを検出し、通信を確立できます。

1. プリンタとネットワーク ハブをネットワーク ケーブルで接続します。

2. プリンタがオンになっていることを確認し、プリンタの UDN (Unique Device Name) を特定
します。

a. [Idle ( アイドル )] ( または [Ready to Build ( 造形の準備完了 )]) 
で、ディスプレイ パネルの [Maintenance ( メンテナンス )] を押

します。ディスプレイには [Maintenance ( メンテナンス )] とソ

フトウェアのバージョンが表示されます。
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b. ディスプレイ パネルの [System ( システム )] を押します。

c. ディスプレイ パネルの [Set Network ( ネットワークの設定 )] を押

します。上部画面に、「Network Admin - Dynamic IP Address; 
UDN ( ネットワーク管理者 - 動的 IP アドレス ; UDN)」と表示さ

れます。

d. プリンタの UDN (Unique Device Name) はここに表示されます。

これは、出荷時に事前に設定されており、変更できません。

3. ワークステーションから、CatalystEX を起動します。

4. [General ( 全般 )] タブから、[Manage 3D Printers (3D プリンタの管理 )] ボタンをクリック
します。

5. 画面の右下隅にある [Add from Network ( ネットワークから追加 )] ボタンをクリックし
ます。

6. 新しい画面 [Add 3D Printer (3D プリンタの追加 )] のメイン 画面にお使いのプリンタが表
示されます (UDN で識別 )。この画面でプリンタをクリックし、画面の下部で名前と場所
を入力します。

7. [Add Printer ( プリンタの追加 )] をクリックすると、印刷準備が完了します。[Add 3D 
Printer (3D プリンタの追加 )] 画面を閉じます。

静的ネットワークで通信を確立するには

静的ネットワークを使用している、またはプリンタを直接ワークステーションに接続している
場合は、静的 IP アドレス情報をワークステーションとプリンタに入力する必要があります。静

的ネットワークを使用しており、コンピューターにネットワーク アクセスが既に設定されてい

る場合は、18 ページの「プリンタで静的ネットワークを設定するには」を参照してください

1. 静的 IP アドレス情報をワークステーションで設定するには

a. Windows Vista の場合は、17 ページの「Windows Vista で静的ネッ

トワークを設定するには」を参照してください

b. Windows 7 の場合は、18 ページの「Windows 7 で静的ネットワー

クを設定するには」を参照してください

2. 静的 IP アドレス情報をプリンタに設定するには、18 ページの「プリンタで静的ネット
ワークを設定するには」を参照してください

3. 通信を確立します。19 ページの「通信の確立」を参照してください

Windows Vista で静的ネットワークを設定するには

1. ワークステーションから、[Start Menu ( スタート メニュー )] をクリックします。

2. [Control Panel ( コントロール パネル )] ボタンをクリックします。

3. [Network and Internet ( ネットワークとインターネット )] をダブルクリックします。

4. [Network and Sharing Center ( ネットワークと共有センター )] アイコンをダブルクリック
します。

5. [Manage network connections ( ネットワーク接続の管理 )] をクリックします。

6. [Local Area Connection ( ローカル エリア接続 )] アイコンを右クリックし、[Properties ( プ
ロパティ )] をクリックします。

注記 : プリンタが「Add 3D Printer (3D プリンタの追加 )」画面に表示されていない

場合は、動的ネットワークを使用していません。静的ネットワーク アドレスを設

定する必要があります。
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7. リストから [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ( インターネット プロトコル バージョ
ン 4 (TCP/IPv4))] を選択します。 

8. [Properties ( プロパティ )] ボタンをクリックします。

9. [Use the following IP address ( 次の IP アドレスを使用する )] オプションをクリックします。

10. IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルトのゲートウェイを入力します。IP ア
ドレス情報の詳細については、IT 管理者またはインターネット サービス プロバイダーに
お問い合わせください。IP アドレスはワークステーションとは異なるアドレスを指定し、
デフォルトのゲートウェイとサブネット マスクはワークステーションに一致するようにし
ます。IP アドレス、デフォルトのゲートウェイ、およびサブネット マスクを入力します。

11. 終了したら、[OK] ボタンをクリックします。開いているネットワーキング 画面をすべて
閉じます。

Windows 7 で静的ネットワークを設定するには

1. ワークステーションから、[Start Menu ( スタート メニュー )] をクリックします。

2. [Control Panel ( コントロール パネル )] ボタンをクリックします。

3. [Network and Internet ( ネットワークとインターネット )] をダブルクリックします。

4. [Network and Sharing Center ( ネットワークと共有センター )] アイコンをダブルクリック
します。

5. [Local Area Connection ( ローカル エリア接続 )] をダブルクリックします。

6. [Properties ( プロパティ )] ボタンをクリックします。

7. リストから [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ( インターネット プロトコル バージョ
ン 4 (TCP/IPv4))] を選択します。 

8. [Properties ( プロパティ )] ボタンをクリックします。

9. [Use the following IP address ( 次の IP アドレスを使用する )] オプションをクリックします。

10. IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルトのゲートウェイを入力します。IP ア
ドレス情報の詳細については、IT 管理者またはインターネット サービス プロバイダーに
お問い合わせください。IP アドレスはワークステーションとは異なるアドレスを指定し、
デフォルトのゲートウェイとサブネット マスクはワークステーションに一致するようにし
ます。IP アドレス、デフォルトのゲートウェイ、およびサブネット マスクを入力します。

11. 終了したら、[OK] ボタンをクリックします。開いているネットワーキング 画面をすべて
閉じます。

プリンタで静的ネットワークを設定するには

1. ネットワーク管理者から静的ネットワーク アドレスを取得します。

2. [Idle ( アイドル )] ( または [Ready to Build ( 造形の準備完了 )]) で、ディスプレイ パネルの 
[Maintenance ( メンテナンス )] を押します。ディスプレイには [Maintenance ( メンテナン
ス )] とソフトウェアのバージョンが表示されます。

3. [System ( システム )] を押します。

4. [Set Network ( ネットワークの設定 )] を押します。上部画面に、「Network Admin - Static IP 
Address; UDN ( ネットワーク管理者 - 静的 IP アドレス ; UDN)」と表示されます。
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5. [Static IP ( 静的 IP)] を押して、デフォルト設定を表示します。 

IP アドレス： 172.016.075.020 または 198.000.000.001

NM アドレス： 255.255.000.000

GW アドレス： 172.018.100.002

6. IP アドレスを更新するには：

[Increment ( 増分 )] を押して、値を一度に 1 桁ずつ増やします。

[Next Digit ( 次の桁 )] を押して、カーソルを右に 1 つ移動させます。

[Last Digit ( 後の桁 )] を押して、カーソルを左に 1 つ移動させます。

7. 上記の 3 つの機能を使用して、IP アドレスを設定します。

8. インターネット プロトコル (IP) アドレスの 終桁を設定したら、カーソルを右にもう 1 つ
移動します。カーソルがネットマスク (NM) アドレスに移動します。同じステップに従っ
て、ネットマスク (NM) およびゲートウェイ (GW) アドレスを設定します。

9. アドレスの設定を終了したら、[Done ( 完了 )] を押します。ディスプレイに、「Change IP, 
Netmask and Gateway? (IP、ネットマスク、およびゲートウェイを変更しますか ?)」と表
示されます。

10. [Yes ( はい )] を押します。パネルに「Resetting Network ( ネットワークのリセット中 )」
と表示されます。

11. [Idle ( アイドル )] が表示されるまで、[Done ( 完了 )] を押します。

通信の確立

1. ワークステーションから、CatalystEX を起動します。

a. [General ( 全般 )] タブから、[Manage 3D Printers (3D プリンタの

管理 )] ボタンをクリックします。

b. 画面の右下隅にある [Add from Network ( ネットワークから追加 )] 
ボタンをクリックします。

c. 新しい画面 [Add 3D Printer (3D プリンタの追加 )] にお使いのプ

リンタが表示されます (UDN で識別 )。この画面でプリンタをク

リックし、画面の下部で選択した名前と場所を入力します。

d. [Add Printer ( プリンタの追加 )] をクリックして完了します。

[Add 3D Printer (3D プリンタの追加 )] 画面を閉じます。

2. プリンタが [Add 3D Printer (3D プリンタの追加 )] 画面に表示されていない場合は、プリン
タの IP アドレスを手動で追加する必要があります。

a. [General ( 全般 )] タブから、[Manage 3D Printers (3D プリンタの

管理 )] ボタンをクリックします。

b. 画面の右下隅にある [Add Manually ( 手動で追加 )] ボタンをク

リックします。

注記 : これらは、出荷時のデフォルト値であるため、変更する必要があります。
変更しない場合は、プリンタは変更されるまで再起動を続けます。

注記 :  IP アドレスはワークステーションと異なるアドレスに指定します。デフォ

ルトのゲートウェイとサブネット マスクはワークステーションに一致するように

します。IP アドレス、デフォルトのゲートウェイ、およびサブネット マスクを入

力します。
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c. [Add 3D Printer (3D プリンタの追加 )] 画面で、該当するフィー

ルドに選択した名前と場所を入力します。

d. 該当するフィールドに、プリンタの IP アドレスを入力します。

入力するアドレスは、ステップ 6 で入力したものと同じアドレ

スになります。

e. ドロップダウン リストからプリンタの種類を選択します。

f. [Add Printer ( プリンタの追加 )] をクリックし、[Add 3D Printer 
(3D プリンタの追加 )] 画面を閉じます。

3. プリンタをワークステーションに接続できない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わ
せください。

プリンタにシステムソフトウェアをインストールする

1. ディスプレイ パネルの [Maintenance ( メンテナンス )] を押します。

2. [System ( システム )] を押します。

3. [Load Upgrade ( アップグレードのロード )] を押します。「Send upgrade from workstation 
( ワークステーションからアップグレードを送信 )」が表示され、プリンタの IP アドレス
が表示されます。

4. CatalystEX アイコンをダブルクリックして、ワークステーションから CatalystEX を開き
ます。

5. [Printer Services ( プリンタ サービス )] タブをクリックします。

6. ドロップダウンリストからプリンタを選択し、[Update Software ( ソフトウェアの更新 )] 
ボタンをクリックします。

7. CatalystEX をシステムソフトウェア ファイルがあるディレクトリに移動し、Elite.upg ファ
イルを選択します。 システムソフトウェアがプリンタへのダウンロードを開始します。

8. 検証が完了すると、プリンタのディスプレイに「Reboot to complete upgrade? ( 再起動して
アップグレードを完了しますか ?)」というメッセージが表示されます。[Yes ( はい )] を押し
ます。プリンタにシステムソフトウェアがロードされ、再起動した後に [Idle ( アイドル )] 
状態に戻ります。 

注記 : 接続しているプリンタが 1 台しかない場合は、リスト内の唯一のプリンタ

になります。

注記 : 32 ビット システムのデフォルトのシステムソフトウェアの場所：

C:\Program Files\Dimension\Elite < バージョン >

64 ビット システムのデフォルトのシステムソフトウェアの場所：

C:\Program Files (x86)\Dimension\Elite < バージョン >

注記 : システムソフトウェアのロードには約 10 分かかります。
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モデリングベースの挿入
リテイナーが、モデリングベースの取り付け時に邪魔にならないように「下向き」になってい
ることを確認します。モデリングベースのタブが金属トレイのスロットに揃うように、モデリ
ングベースを Z ステージ プラテンに設定します。モデリングベースの正面の端 ( ハンドル付き

) がトレイの正面の端に一致するまで、モデリングベースをユニットの後部までスライドさせ

ます。図 14 を参照してください。3 つのリテイナーを上に回してベースを固定します。

図 14 モデリングベースの挿入

注記 : モデリングベースを挿入および取り外す場合は、ハンドルを使って
上部の表面に触れないようにしてください。上部の造形面にグリースや油
がつくと、パーツの密着が弱まる可能性があります。造形面を掃除する場
合は、必要に応じて、イソプロピル アルコールを使用します。

モデリングベースを側面のトレ
イ ガイドにスライドさせるリテイナー
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チップの奥行きの確認
システムのチップの奥行きは工場出荷時に設定されており、通常は調整を必要としません。ただ
し、配送中にチップの奥行が変わることがあります。独自のシステムを設定および取り付けるお
客様は、造形前にチップの奥行きを確認する必要があります。間違ったチップの奥行きで造形す
ると、モデリングベースに合わなかったり、押出し材料がなくなる場合があります。

チップの奥行きを確認するには

1. 未使用のモデリングベースを取り付けます。

2. モデルおよびサポート材料をロードします (30 ページの「材料をロードする」を参照 )。

3. [Maintenance ( メンテナンス )] を押します。

4. [System ( システム )] を押します。

5. [Test Parts ( パーツテスト )] を押し、test_tipdp を選択します。

モデリング プラットフォームに複数の数字を含んだ 6 つのグループが作成されます。各グ

ループは 4 つの数を含んだ 2 つのペアで構成されます。各数字ペアには押出番号とエッチ

ング番号が含まれます。各数字ペアは 4 つの Z ハイト、つまり、-5、0、+5、+10 (‘ ホーム ’ 
レベルから .001 インチ ) のいずれかで作成されます。を参照してください 図 15。

図 15 test_tipdp.cmb モデルのモデリングベース

注記 : エッチング番号はアイドルチップによって作成されます。通常は、
これらの一部の番号のみが表示されます。押出番号は非常に低いフロー 
レートで作成され、はっきりと表示されない場合があります。

エッチング番号

( 左側の数字セット )

エッチング番号

( 右側の数字セット )
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6. エッチング番号を 6 つの各グループで評価します。エッチング番号は次の基準を満たす必

要があります：

• -5 は、6 グループのうち 低 1 グループで表示されなければなりません。 

• +10 は、6 グループのどれにも表示されてはいけません 。

7. チップの奥行きが上記の基準を満たさない場合は、2 番目の未使用のモデリングベースで

モデルを再度実行し、再評価してください。

8. それでも、上記の基準が満たされない場合は、Dimension サービス プロバイダーに詳細を

問い合わせて、チップの奥行きを調整してください。

注記 : エッチング番号は見えにくい場合があります。その場合は、モデリ
ングベースをライトにライトの向きに傾けて点検します。一部のグループ
ではエッチング番号が表示されなくてもかまいません。基準を満たすには、
6 グループのいずれかで -5 が表示されていればかまいません。
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4 操作

ディスプレイパネルとキーパッド
プリンタの主要なユーザー インターフェイスは、ディスプレイ パネルとキーパッドです。以下

を参照してください。 図 16。

図 16 ディスプレイパネルとキーパッド

ディスプレイ パネルとキーパッドは非常に使いやすく、一番上に複数行を含んだ大きな LCD 
ディスプレイ、および下にボタン（またはキー）を 1 つずつ備えた、4 行の独立した状況依存

ディスプレイがあります。大きなディスプレイ内の一番上の行には、常にプリンタのステータス
が表示されます。大きなディスプレイ内の下 3 行には、現在の操作に関する詳細が表示されます。

時には、下 ( 状況依存の ) ディスプレイに、点滅している項目が表示される場合があります。

この場合は通常、点滅中の項目を選んで下さい。

ディスプレイパネル

状況依存のディ
スプレイ キーパッ

ドボタン
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システム ソフトウェアの概要

• [Idle ( アイドル )]: 造形されているパーツがなく、造形キューにもパーツが存在しない場合

は、プリンタが [Idle ( アイドル )] 状態にあると表示されます。 

• [Wait for Part (パーツを待機 )] または [Start Part (パーツの開始 )]:プリンタがアイドル状態

で、造形キューが空の場合は、パーツを待機するように設定できます。造形キューにパー
ツが存在する場合は、[Start Part ( パーツの開始 )] を押して造形を開始します。

• [Building ( 造形中 )]: プリンタがパーツを造形中は、一時停止、ライトのオンまたはオフ設

定、印刷時間や残り材料の表示、プリンタ電源の自動切断設定を行えます。

• Material ( 材料 ): このセクションから、材料をロードまたはアンロードできます。

• Standby ( スタンバイ ): このセクションから、プリンタをスタンバイ モードに設定できます。

• Maintenance ( メンテナンス ): このセクションから、[System ( システム )]、[Setup ( セット

アップ )] または [Machine ( マシン )] に変更を行えます。

図 17 ディスプレイ パネル階層

アイドル状態
のステータス

材料 スタンバイ メンテナンス

システム セットアップ マシン
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ロード
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• ヘッド

• ガントリ
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• 表示時間

• 自動電源オフ

•  材料のロード

•  材料のアンロード
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CatalystEX の概要 
• [General ( 全般 )] タブ : このセクションでは、モデルの充填スタイルやサポートスタイルを

選択し、STL ユニットと STL スケールを変更できます。

• [Orientation ( 方向 )] タブ : このセクションでは、パーツの回転、サイズ変更、および自動で

適正配置を行うことができます。ビューを変更し、一時停止を挿入することもできます。

• [Pack (パック )] タブ :このセクションでは、印刷用のパックに含まれているパーツを示しま

す。パーツを追加したり、収まりやすいようにパーツを整理したり、このセクションから
パックを除去したりできます。

• [Printer Status ( プリンタのステータス )] タブ : このセクションでは、材料の残量 ( モデルと

サポートの両方 ) と造形キューにあるパーツを示します。 

• [Printer Services ( プリンタ サービス )] タブ : このセクションからは、プリンタ履歴の確認、

プリンタの時間設定、プリンタのパスワード設定、プリンタ ソフトウェアの更新、プリン

タ情報の取得、および設定ファイル ( プリンタに関する特定の操作情報を含む ) のエクス

ポートを行うことができます。

図 18 CatalystEX の階層

注記 : 詳細については、「CatalystEX Dynamic Help (CatalystEX ダイナミック 
ヘルプ )」を参照してください。
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印刷用に STL ファイルを処理

CatalystEX を使って STL ファイルを開くには

1. CAD ソフトウェアを使って STL ファイルを作成します。CAD 描画を STL ファイルに変換

する方法については、CAD ソフトウェアのヘルプ セクションを参照してください。

2. CatalystEX を開きます。

3. [File ( ファイル )] メニューから [Open STL... (STL を開く ...)] を選択します。

4. 作成した STL ファイルに移動して選択します。

レイヤーの解像度の選択

レイヤーの解像度はプリンタ上で変更できます。レイヤーの解像度を変更すると、表面仕上げ
や造形時間に影響が出ます。レイヤーの解像度が小さいものを選択するほど、よりスムーズな
表面仕上げになりますが、造形に時間がかかります。レイヤーの解像度は、 小壁厚にも影響
を及ぼします。 小壁厚は、パーツの水平 (XY) 面に適用されます。STL の造作物が制限値よ

りも小さい場合は、その造作物のサイズを 小壁厚さに増やします。 

モデル内部の塗りつぶしの  スタイル

パーツの内部領域に使用する塗りつぶしの種類を指定します。選択できるモデル内部の塗りつ
ぶしのスタイルは 3 種類あります。

• [Solid ( 塗りつぶし )] - より強力で耐久性のあるパーツが必要な場合に使用します。造形時

間は長く、より多くの材料を必要とします。

• [Sparse High Densitt ( 中空高密度 )] - デフォルトのモデル内部のスタイル。このスタイルを

使用するることを強くお勧めします。造形時間は短く、少ない材料で済みます。大質量に
よるジオメトリでパーツが歪む可能性が大幅に減ります。

• [Sparse Low Density ( 中空低密度 )] - 内部は「穴だらけ」 (「ハッチング」) になります。造形時

間は一番短く、使用する材料の量も一番少なくて済みますが、パーツの強度が下がります。

サポート スタイルの選択

サポート材料を使って、造形処理中にモデルをサポートします。サポート材料はモデル造形後
に取り除いてください。サポート スタイルは、印刷物のサポート強度と造形時間に影響を与え

ます。SMART （スマート）サポートがデフォルトのサポート設定です。 

• [Basic ( ベーシック )] - 大半のモデルに使用できます。サポート ツールパス間で一定した間

隔を使用します。

• [SMART（スマート )] - 使用するサポート材料の量を 小限に抑え、造形時間を少なくし、

多くのモデルのサポート材料を取り除きます。ツールパスのラスター間で広い間隔を使用
し、サポート領域の形状を変更します。サポートがモデル造形の下部からサポートのベー
スに下がると、サポート領域は縮小し、簡単な形状に変わるため、使用する材料の量と造
形時間が少なくなります。SMART （スマート）サポートはすべてのモデル ( 特に、大き

なサポート領域 ) に適しており、水溶性サポートを使用する造形ではデフォルトのスタイ

ルになっています

• [Surround ( サラウンド )] - モデル全体がサポート材料に囲まれています。通常、長くて薄

いモデルに使用されます。

使用可能なレイヤーの解像度 小壁厚

.178 mm

.254 mm

.635 mm

.914 mm
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STL ファイルのスケールの選択

モデルを印刷用に処理する前に、造形室内でパーツのサイズを変更できます。各モデルは STL 
ファイル内で事前にサイズが定義されています。ファイルを開いた後、STL ファイルから作成

したモデルのサイズを変更するには、スケールを変更します。スケールは常に、元の STL ファ

イル サイズで定義した値に関連します。 

たとえば、2 X 2 X 2 と定義されたキューブを 4 X 4 X 4 に造形するには、スケールを 2.0 に変更し

ます。スケールを 2.0 に変更した後、サイズを 3 X 3 X 3 に変更したほうがよい場合は、スケール

を 1.5 に変更します。スケールは 初のスケール変更で指定された 4.0 からではなく、元のサイ

ズの 2.0 を基に変更されます。

スケールの入力ボックス内をクリックし、必要なスケール値を入力します。

STL ファイルの方向の選択

[ 方向 ] タブには拡張プレビュー画面があります。このタブには、モデルの表示、モデルの方向の

指定、モデルの処理、およびモデルのレイヤーの表示を行うオプションがあります。プレビュー
画面で指定されたモデルの方向によって、モデルの印刷時の向きが決まります。

方向は造形速度、パーツの強度、表面仕上げ、および材料消費量に影響します。また、STL 
ファイルでの問題を修正するための CatalystEX の能力にも影響する場合があります。

パーツの自動配置を選択して、CatalystEX に 適なパーツの位置、 速の造形時間、 小限の

材料使用量を決定させたり、手動でパーツの方向を変更することも可能です。

方向に関する注意事項 :

• 造形速度 - 材料の使用に密接に関連します。サポート材料の量が少ないほど、造形速度は

速くなります。

造形速度に影響するもう 1 つの要因は軸の方向です。Z 軸に沿って造形するよりも、X-Y 
面全体にわたって造形するほうが短時間で済みます。モデル造形室内で短くなるようにモ
デルの方向を指定すると、造形時間を短縮できます。

• モデル強度 - モデルは 1 枚のレイヤーのほうが、それが縦方向に重なったレイヤー全体より

も、高い強度を持ちます。モデルにどのような特徴を持たせるかによって、特定の領域全
体に強度が 大限に発揮されるように、モデルの方向を指定しなければならない場合があ
ります。たとえば、レイヤー全体に圧力を適用している場合は、押す必要があるタブの強
度は も低くなります。

• 表面仕上げ - 強度を確保するために方向を指定するのと同様に、モデルの方向によって、

表面仕上げの外観が決まり、特定の領域に対して もスムーズな仕上げを実現できます。
たとえば、シリンダを造形する場合、シリンダの向きを直立状態にすると、横向けに造形
する場合よりも表面仕上げはスムーズになります。

• STL ファイルの修正 - STL ファイルでは問題がないように見える場合でも、エラーが発生

することがあります。STL ファイルにエラーが含まれている場合、CatalystEX ではファイ

ルを処理できないことがあります。CatalystEX には、一部の STL ファイルのエラーを自動

的に修理する機能が搭載されています。モデルの方向によって、この自動修正機能がが影
響を受ける場合があります。
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STL ファイルをパックに追加

[Add to Pack ( パックに追加 )] ボタンは、[General ( 全般 )]、[Orientation ( 方向 )]、[Pack ( パック )] 
の各タブにあります。

[Add to Pack ( パックに追加 )] ボタンをクリックすると、プレビュー画面 ([ 全般 ] タブまたは [ 方
向 ] タブ ) に現在あるファイルがパック プレビュー画面 ([ パック ] タブ ) に追加されます。

プレビュー画面内のファイルが印刷用に処理されていない場合いは、ファイルがパックに追加
される前に処理が行われます。[Add to Pack ( パックに追加 )] ボタンをさらにクリックするたび

に、ファイルの別のコピーがパックに追加されます。

STL ファイルを印刷する

[Print ( 印刷 )] ボタンは、[General ( 全般 )]、[Orientation ( 方向 )]、[Pack ( パック )] の各タブにあ

ります。 

CatalystEX はパック内のすべてのモデルを処理し、CMB ファイルを作成します。作成された

ファイルを使って、モデルが印刷されます。

造形モデル土台を挿入する
モデル作成ベースをトレイに挿入する前に、Z プラットフォームの上と背後、および主ネジの

周囲に堆積した材料をすべて除去します。除去しないと、造形モデル土台が水平にならないか、
堆積量が多すぎる場合は、Z プラットフォームが 上部で詰まる恐れがあります。

造形モデル土台を取り付けます。 21 ページの「モデリングベースの挿入」を参照してください。

モデルを造形する
モデルが造形用にプリンタに送信されていない場合は、造形キューは空です。造形キューが空
の場合、ディスプレイ パネルでは、「Idle ( アイドル )」 または「Ready to build ( 造形準備完了 )」
が表示されます。

リモートロケーション、プリンタのディスプレイパネルのうち、どちらから造形を開始するか
を選択してください。

リモートロケーションから造形を開始するには

下のディスプレイでは、「Wait for Part ( モデル待ち )」が点滅した状態で表示されます。

1. ディスプレイ パネルの [Wait for Part ( モデル待ち )] を押します。「Is Model Base Installed? 
( モデル土台は取り付けられていますか ?)」というメッセージが表示されます。

2. 造形モデル土台を挿入します。

3. [Yes ( はい )] を押します。「Waiting for Part ( モデルを待機中 )」がディスプレイに表示さ
れます。

4. CatalystEX ワークステーションから、モデルをプリンタに送信します。モデルの造形が自
動的に開始されます。詳細な手順については、27 ページの「印刷用に STL ファイルを処
理」を参照してください。

注意 : 造形モデル土台を再使用しないでください。造形モデル土台を再使
用する場合は、キャリブレーション エラー、モデル品質の低下、および押

出部損耗が発生する恐れがあります。追加の造形モデル土台は再販業者か
らお取り寄せください。

注意 : 造形モデル土台を再使用しないでください。造形モデル土台を再使
用する場合は、キャリブレーション エラー、モデル品質の低下、および押

出部損耗が発生する恐れがあります。追加の造形モデル土台は再販業者か
らお取り寄せください。
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ディスプレイ パネルから造形を開始するには

[Wait for Part ( モデル待ち )] がアクティブになっていない場合は、モデルをプリンタに送信し、

モデルがプリンタに送信された後にディスプレイ パネルからモデルの造形を開始できます。

1. CatalystEX ワークステーションから、モデルをプリンタに送信します。ディスプレイでは、

「Idle/Ready to Build ( アイドル / 造形の準備完了 )」および造形待機中のキューにある 初

のファイルの名前が表示されます。 

2. 造形モデル土台を挿入します。

3. ディスプレイ パネルの [Start Model ( 造形の開始 )] を押し、モデルの造形を開始します。

材料をロードする
材料カートリッジは出荷時に箱に梱包され、保管寿命を保つために防静電、防湿の袋に入って
います。材料は開封後、 低 30 日間はカートリッジ内で湿気のこもらない状態を保ちます。

カートリッジ内の材料は、開封後 低 30 日間は防湿状態が保たれます。未開封のカートリッジ 
パッケージの保管寿命は、1 年以上です。

材料カートリッジをロードするには

1. 梱包材を取り外してください。 

2. 赤色のシーリング プラグが付いている場合は、カートリッジから取り外します。( 図 19 を
参照 )

a. プラグを時計と反対方向に 4 分の 1 ほど回します。

b. プラグを持ち上げてカートリッジから取り外します。プラグを
破棄 ( またはリサイクル ) します。

図 19 ロードする前に赤色のプラグを取り外してください。

注意 : 造形モデル土台を再使用しないでください。造形モデル土台を再使
用する場合は、キャリブレーション エラー、モデル品質の低下、および押

出部損耗が発生する恐れがあります。追加の造形モデル土台は再販業者か
らお取り寄せください。

注記 : プラグは、カートリッジを取り付ける前に取り外してください。
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3. 「フラグ」が付いた材料フィラメントの端を確認します。

図 20 カートリッジ ローラーの移動方向

4. フィラメントをカートリッジから引き出し、材料が 30 cm ほど突出するようにします。材料

は簡単に引き出すことができます。

5. スタートアップ キットに含まれるカッターを使って、フィラメントをカートリッジの端に

合わせて切り取ります ( を参照 ) 図 21。

図 21 材料フィラメントの切り取り

注意 : カートリッジの側面にあるピンチローラーに触れる場合は注意が必要です。

逆方向に回すと、材料がカートリッジに引き込まれる場合があります。カートリッ

ジ ローラーを正しい方向に移動するには、図 20 を参照してください。

この状態が発生した場合、カートリッジを開いてフィラメントを元に戻すしか方法
がないため、材料が湿気に触れることになり、保管寿命は数日になります。

注記 : 上記のステップに従うと、フィラメントがスプールから自由に供給
されます。  
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6. プリンタが [Idle ( アイドル )] 状態の場合に、[Material... ( 材料 ...)] ボタンを押すと、この

ボタンは点滅します。

7. ディスプレイに「Material - Add/Remove ( 材料 - 追加 / 削除 )」 ( 点滅状態 ) と表示されます。

8. 材料カートリッジをプリンタの正面から適切なスロットに挿入します ( モデルの材料カー

トリッジは上のスロット、サポート材料は下のスロットにそれぞれ挿入する )。

9. カートリッジを挿入したら、[Load... ( ロード ...)]( 点滅中 ) を押します。

10. ディスプレイに、「Load Both... ( 両方をロード ...)」、「Load Model... ( モデルをロード ...)」
または「Load Support... ( サポートをロード ...)」が表示されます。[ 両方をロード ...] を選

択します。

11. 押し出しチップを見て ( 図 22。を参照 )、材料がロード後に押し出る ( パージする ) かを確

認します。パネルに「Did Material Purge? ( 材料はパージしましたか ?)」というメッセー

ジが表示されます。

• 必要に応じて、[Yes ( はい )] ( 続行する場合 ) または [No ( いいえ )] ( 材料のロードに戻

る場合 ) を押します。いずれを選択してよいかわからない場合は、[Purge Again ( 再度

パージ )] を押します。

図 22 押し出しチップのクローズアップ

材料をアンロードする
モデルとサポート材料カートリッジは、別々または同時に交換できます。アイドル、ロード、
または造形関連モードでは、パネルにカートリッジ内の材料の残量がパーセントで表示されま
す。プリンタを長時間にわたり無人の状態で操作する場合には、材料レベルが下がってきたら、
新しいモデルを開始する前に、カートリッジを交換することをお勧めします。もちろん、空に
なったカートリッジは交換する必要があります。 

材料カートリッジをアンロードするには

1. [Idle ( アイドル )] から [Material... ( 材料 ...)] を押します。 

a. [Unload... ( アンロード ...)] を押します。

b. パネルに「Material ( 材料 )」が表示され、「Unload Both... ( 両方

をアンロード ...)、Unload Model...( モデルをアンロード ...) また

は Unload Support... ( サポートをアンロード ...)」のいずれかを

選択するよう求められます。

注記 : ディスプレイに「Load Error - Remove Cartridge ( ロード エラー - カート

リッジの取り外し )」というメッセージが表示されたら、カートリッジを取り外

し、材料を切り取り ( 図 21。を参照 )、プリンタ内のフィラメントを取り除いてか

ら、カートリッジを挿入し直します。

モデル チップ サポート チップ
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c. 上記のいずれかの選択を行った後、パネルに「Unloading ( アン

ロード中 )」が約 60 ～ 75 秒間表示されます ( 選択した材料が押

出ヘッドからアンロードされます )。 

d. アンロードが完了したら、選択項目 ([Remove Model Cartridge 
( モデルカートリッジの取り外し )] または [Remove Support 
Cartridge ( サポートカートリッジの取り外し )]) に応じてカー

トリッジを取り外すよう求められます。 

2. まず、材料カートリッジをゆっくり前に押した後にスロットから引き抜いて、材料カート
リッジを取り外します。

• カートリッジを取り外す場合は、約 180 cm のフィラメントをシステムから引き抜く

必要があります ( これは通常の処理方法です。材料は「アンロード」中に押出ヘッド

からのみ引き戻すことができます )。

3. 一部使用したカートリッジを保存するには、小さいテープのフラグをカートリッジ付近の
フィラメントの上に置きます。残りの材料を切り取り破棄します。テープにフラグを付け
ておくと、フィラメントがカートリッジに引き込まれることがありません。

テスト パーツを造形する

工場出荷時のテスト パーツはプリンタにプリロードされています。システムに慣れるために、

ご自分のファイルを造形する前に、いずれかのテストパーツを試作されることをお勧めします。

プリンタがウォームアップされた後に材料をロードし、モデル作成土台を所定の位置に置くと、
テスト パーツをプリンタに送信できます。

テスト パーツを造形するには

1. [Maintenance ( メンテナンス )] を押します。 

2. [System ( システム )] を押します。

3. [Test Parts ( テスト パーツ )] を押し、使用できるいずれかのサンプル パーツを選択します。

パーツの造形が自動的に開始されます。 

4. パーツが完成したら、「36 ページの「完成パーツを取り出す」」に記載されたステップに従

います。

造形中のディスプレイ パネル

ディスプレイ パネルに表示される上部 2 行はプリンタのステータスを示します ( 図 23 を参照 )。
パネルの下の行は、カートリッジ内の材料の残量を示します。

注意 : システム内に残ったフィラメントを巻き戻さないでください。巻き
戻すと、材料がカートリッジの中で交差して巻かれ、カートリッジに支障
が発生します。
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図 23 造形中のディスプレイ パネル

チャンバーライト

パーツの造形を開始すると、チャンバーライトは自動的にオンになります。ライトはディスプ
レイパネルからオンまたはオフに切り替えることができます。

ライトを継続的にオンにすることもできます。[Idle ( アイドル )] モードまたは [Ready to Build 
( 造形の準備完了 )] モードに移動します。[Maintenance ( メンテナンス )] を押してから、

[Setup ( セットアップ )] を押します。[Lights Always On ( ライト常時オン )] を押します。ライ

トはシステムの電源を切るまでオンのままです。

造形の一時停止

パーツの造形中に、材料カートリッジを交換する等の操作を行うために、一時停止する場合が
あります。造形操作をいつでも一時停止するには、[Pause ( 一時停止 )] を押します。

一時停止モードからの造形再開
[Pause ( 一時停止 )] を押した後に、パーツの造形を再開する準備ができたら、[Resume ( 再開 )] 
を押します。プリンタはモデル作成を再開します。

スタンバイ モードからの造形再開

数分間プリンタを使用していない場合は、スタンバイ モードになります。スタンバイ モードで

は、エネルギーを節約するために、ヘッドの温度が下がります。 

スタンバイ モードから操作を再開するには：

1. [Resume ( 再開 )] を押します。

• パネルに [Ready to Build ( 造形の準備完了 )] およびパーツの名前 ( キューにパーツが

ある場合 ) が表示されます。モデル材料カートリッジとサポート材料カートリッジ内

の材料の残量も表示されます (* モデル 90 %、* サポート 85 % など )。

• [Start Model ( モデルの開始 )] が点滅し始めます。

2. [Start Model ( モデルの開始 )] を押し、モデル作成を開始します。

( プリンタが適切な造形温度に達するまでウォームアップに数分かかることがあります。

温度値はディスプレイに表示されます。)

注記 : 造形処理を一時停止する場合は、現在のツール パスを完了してから

一時停止します。

プリンタのステータス

モデル ファイル名

モデル材料の残量

サポート材料の残量

* 材料がヘッドにロードされて

いることを示す
* 材料がヘッドにロードされて

いることを示す
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ジョブをキャンセルする
パーツの造形中は、ジョブをいつでもキャンセルできます。

ジョブをキャンセルするには

1. [Pause ( 一時停止 )] を押します。 

2. プリンタが造形を停止したら、[Cancel Build ( 造形のキャンセル )] を押します。

「Are you Sure? ( 続行しますか ?)」というメッセージが表示されます。

3. [Yes ( はい )] を押します。「Build Stopped ( 造形を停止しました )」というメッセージの後、

パーツ名がパネルに表示されます。

4. パーツを取り除き、モデリング ベースを交換するよう求めるメッセージが表示されます。

29 ページの「造形モデル土台を挿入する」を参照してくださいチャンバーのドアを開いた

後に閉じると、以下のメッセージがパネルに表示されます：「Part Removed? ( パーツを取

り除きましたか ?)」

5. [Yes ( はい )] を押します。ただし、パーツを取り外した後で押してください。「36 ページ

の「完成パーツを取り出す」」を参照してください。

自動電源オフ
造形完了時にプリンタの電源を自動的にオフに設定することができます。このオプションを使
用すると、エネルギー使用量を節約できます。

1. プリンタが造形中に、[Auto Power Down ( 自動電源オフ )] ボタンを押します。

2. プリンタの右面にある電源スイッチをオフの位置に回します。

「Auto Power Down Mode ( 自動電源オフ モード )」が表示され、造形の完了直後に、電源がオ

フになります。

自動電源オフをキャンセルするには

1. 電力切断スイッチをオンの位置に回します。

電源切断
プリンタの電源を切断するには、電源スイッチをオフの位置に回します。「15 ページの図 13」
を参照してください。この操作はいつでも行うことができ、プリンタに障害が発生することは
ありません。その他のステップは必要ありません。この操作をパーツの造形中に行った場合、
進行中の造形は失われます。システム冷却ファンは数分間、操作し続けます。これはシャット
ダウンを安全に手順どおりに行うためです。

注意 : パーツを取り除く前に [Yes ( はい )] を押すと、システムが損傷する

場合があります。損傷した場合は、サービス点検が必要になります。

注記 : プリンタを 72 時間以上使用しない場合は、モデルとサポート カートリッ

ジをアンロードし、ロードされたフィラメントが湿気を吸収しないようにしま
す。1 か月保管しておく場合は、材料カートリッジを透湿性の低い保管コンテナ 
( フォイル袋など ) に入れておくとよいでしょう。
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完成パーツを取り出す
パーツが完成すると、パネルに「Completed Build ( 造形が完成しました )」というメッセージ

とファイル名が表示されます。また、「Remove Part and Replace Modeling Base ( パーツを取り

出し、モデリング ベースを交換する )」というメッセージも表示されます。

完成したパーツをシステムから取り外すには

1. モデリング チャンバー ドアを開きます。

2. モデリング ベースのリテーナーを開放し、モデリング ベースを自分の方に向けて引っ張

り、トレイ ガイドから取り出します。

3. 新しいモデリング ベースを挿入します。

4. モデリング チャンバー ドアを閉じます。

5. ドアを開いた後に閉じると、パネルに「Part Removed? ( パーツを取り外しましたか ?)」
というメッセージがパーツを取り除いた後にのみ表示されます。[Yes ( はい )] を押します。 

• [Yes ( はい )] を押した後、パネルに [Ready to Build ( 造形の準備完了 )] というステー

タスが表示され、キュー内の次のパーツを造形します。

完成したパーツをモデリング ベースから取り外すには

1. プリンタからベースを取り除いた後、モデリング ベースを手で前後にしっかりと曲げ、

パーツを緩めます。 高の結果を得るには、モデリング ベースを右前方から左後方に曲げ

ます。

2. パーツをベースから取り出します。

サポート材料を取り除く

水溶性サポート

Dimension Elite では水溶性サポートを使用します。水性の液体は、サポート材料を簡単に洗い

落とせるように設計されています。パーツはスムーズできれいなままで、細かい部分はそのま
まの状態が保たれます。水溶性サポート材料は素手で比較的簡単に取り除くことができますが、
ハンズフリーでパーツを仕上げる場合に、パーツから溶け出すように設計されています。

注意 : [Yes ( はい )] を押した後にパーツが取り外されていないと、システム

が損傷を受ける可能性があります。 

注記 : モデリング ベースが温かいうちに行うと、はるかに簡単にサポート

を取り外せます。

警告 : 水溶性サポートを取り除く際には、安全眼鏡と安全手袋を着用して
下さい。水溶性サポートを素手で取り除く場合は、革手袋を着用して下さ
い。
36



5 メンテナンス

プリンタを常に正しく操作するために、本章内の簡単な手順に従って下さい。

スタートアップキットツール
スタートアップキットには、システムのメンテナンスに役立つ交換部品とツールセットが含ま
れています。以下のリストにスタートアップキットに含まれているツールを示します。

• 極先細プライヤー

• 六角レンチセット

• 絶縁革手袋 ( ペア )

• カッター

• 毛先が柔らかい接着剤用ブラシ

• ブラシ ( 銅製 )

• 1⁄4 インチ ナット ドライバー

• #2 プラスドライバー

• チューブ焼付防止剤

予防メンテナンス

毎日

チップ拭き取りアセンブリの点検

各造形の後に、チップ拭き取りアセンブリを点検し、材料の堆積がないかを確認します。材料
が堆積している場合は、チップ拭き取りアセンブリを清掃して下さい。チップ拭き取りアセン
ブリ材料が堆積すると、部品の品質が低下する場合があります。を参照してください 41 ペー

ジの「チップワイプアセンブリ ( ブラシ / フリッカ アセンブリ )」。

堆積物の除去

Z プラットフォームと主ねじの周囲に堆積した材料をすべて除去して下さい。除去しないと、

土台が水平にならないか、Z プラットフォームが 上部で詰まる恐れがあります。

造形チャンバーの電気掃除機での清掃

造形チャンバーのくずやパージ材を電気掃除機で吸い取って清掃します。
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ドアの掃除

ドア ガラスは市販のガラス用クリーナーできれいになります。

パージ コンテナを空にする

プラスチック製のパージコンテナは、モデル造形の背面壁の右側に取り付けられています。以下
を参照してください。 図 24。

1. パージ コンテナを取り出すには、コンテナをつかんで、上向きに押し、3 つの取り付け具

から開放します。を参照してください 図 24。

図 24 パージ コンテナの位置

2. コンテナを自分の方向に引っ張り、チャンバーから外します。

3. コンテナを空にして、3 つの取り付け具を基に戻します。

注記 : パージ コンテナが一杯の場合、部品の品質に影響が出る恐れがあり

ます。

注意 : コンテナを再取り付けする場合は、3 つの全部の取り付け具でロック

され、損傷を避けるため、チャンバー壁とコンテナが同一面に位置するこ
とを確認します。 
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500 時間のメンテナンス
予防メンテナンス警告は、予防メンテナンスを実施するよう促す通知メッセージとして、
500 時間ごとにワークステーションに表示されます。を参照してください 図 25。

図 25 予防メンテナンス警告

ファンフィルタの掃除

ファンフィルタを掃除するには

1. プリンタの背面パネルの下にあるファンを確認し、ファンフィルタを固定するプラスチッ
ク製のフレーム ( スナップ着脱式 ) を取り外します。図 26 を参照してください。
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図 26 下部ファンの位置

2. フィルタを石鹸と水で掃除し、汚れを落としてから乾燥させます。

3. 再組立てします。
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チップワイプアセンブリ ( ブラシ / フリッカ アセンブリ )

1. プリンタの電源を完全に切ります。 35 ページの「電源切断」を参照してください

2. チップ拭き取りアセンブリを見つけます。図 27 を参照してください。

図 27 チップワイプアセンブリの場所

3. スタートアップキットの 7⁄64 インチ 六角レンチを使って、フリッカの取り付けネジを取

り外さない程度に緩めます。図 28 を参照してください。

4. 古いフリッカを上に持ち上げて取り外し、破棄します。

5. 新しいフリッカを挿入し、フリッカにゆっくりと押し込みながら、背面のねじを締めま
す。図 28 を参照してください。

6. スタートアップ キットの 7⁄64 インチの六角レンチを使って、ブラシの取り付けネジを取り

外さない程度に緩めます。を参照してください 図 28。

7. 古いブラシを上に持ち上げて取り外し、破棄します。

注記 : フリッカは 500 時間後に交換してください。ブラシは 2000 時間後に

交換する必要があります。

注記 : 材料チップの下部はフリッカの上部 75% に接触する必要があります。 
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8. 新しいチップ清掃ブラシを取り付けますが、取り付けネジを締めないでください。

9. 手袋を着用して、チップが清掃ブラシの上に配置されるようにヘッドを移動させます。

10. ブラシがモデル チップ シュラウドの下部に軽く触れるまで、チップ清掃アセンブリを調

整します。 

11. ブラシ取り付けネジを締めます。

図 28 チップ清掃ブラシを交換する

注記 : 理想的には、ブラシの上部とフリッカの上部は同じ高さになるよう
に設定します。ただし、ブラシの高さはフリッカの高さよりもチップのメ
ンテナンスに重要です。

ニップルの下部は
ブラシと突出した
フリッカの上半分
に接触する必要が
あります。

ブラシの上部がチッ
プ シュラウドの下

部にちょうど接触し
ます

フリッカ用ネジ

ブラシ フリッカ

ブラシ取り付けネジ
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必要に応じたメンテナンス
以下のメンテナンス項目は定期的にスケジュールされていませんが、必要に応じて行うことを
お勧めします。

チャンバーランプの交換
チャンバーランプは切れたら交換してください。

チャンバーランプを交換するには：

1. システムの電源を切ります。

2. ランプをソケットからそのまま取り出します。

3. ソケットから出ているワイヤーを見つけます。 

4. 新しいランプの 2 極をソケットの 2 つの穴に挿入しながら、ソケットのワイヤーを引き寄

せます。ランプをソケット内に設定したら、ソケットのワイヤーを放します。

チップシュラウドの交換
チップワイプブラシと頻繁に接触するため、チップは消耗することがよくあります。チップ領
域に材料が慢性的に堆積したり、焼失材料がパーツにごびりついたりしたら、チップシュラウ
ドを交換して下さい。

1. ディスプレイ パネルの [Maintenance... ( メンテナンス ...)] を押します。

2. [Machine... ( マシン ...)] を押します。

3. [Gantry... ( ガントリ ...)] を押します。

ヘッドの温度が下がります。

4. 1⁄8 インチの六角レンチを使って、2 本のヘッド / プレートネジを約 1⁄8 インチ緩めます 

( 図 29 を参照 )。ネジは取り外さないでください。

注記 : モデリングチャンバーには 2 つのチャンバーランプがあります。こ

れらのランプは、チャンバーの正面壁にあります。1 つは右上に、もう 1 
つは左上にあります。

注意 : 素手で新しい電球に触れないでください。皮脂が早期電球の早期故
障につがなる可能性があります。代わりに、電球のベース部をつかむよう
にして下さい。
24 V、20 W の電球のみを使用します。

注記 : ソケットのワイヤーを引っ張ると、ソケット内のばね式接点がリ
リースされます。ランプがソケットのワイヤーを引っ張らずに取り付けら
れている場合、ランプはソケットに安全に設置されないことがあります。

手袋 : ヘッド領域は非常に高温になります。新しいシュラウドを取り付け
る場合は、手袋を着用して下さい。
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図 29 ヘッドプレート取り付けネジの場所

5. プレートの右側が固定ネジのヘッドから離れるまで、ヘッドプレートをヘッドから少し引
き離します。

6. ヘッドプレートの右側を上向きに回転させ、図 30 に示すように、プレートの右側を右側の

固定ネジの上に置きます。このために、プレートの下部には小さい切り込みがあります。

図 30 シュラウド交換時のヘッド プレートの位置

固定ネジ

左側の
ヘッド プレート

の固定ネジ

保持用の
切り込み溝に入っ
た固定ネジの右側
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7. 記載のようにシュラウド、シュラウド固定ネジ、およびシールドの位置を決めます。 図 31。

図 31 シュラウドとシールドの位置

8. 3⁄32 インチの六角レンチを使って、2 本のシュラウド固定ネジを取り外します。 

9. ネジを取り外したら、金属シールドを下に引っ張り取り外します。シールドを曲げたり、
損傷したりしないよう注意してください。

10. シュラウドを下向きに引っ張り、取り外します。 

11. 露出しているチップをスタートアップ キットに付属の銅製ブラシで清掃します。

12. 新しいシュラウドをチップの上に押し込んで取り付けます。 

13. 金属シールドをシュラウドの上にスライドさせます。 

警告 : ネジは非常に熱くなっています。プリンタのこのエリアで作業をす
るときは、手袋を着用してください。 

注記 : シュラウドは固定されているため、背面への穴オフセットを使って
のみ取り付けることができます。

シュラウド

シュラウド固定ネジ (2)

シールド
45



14. シュラウドとシールドの両方が正しく配置されていることを確認してください。

15. 2 本のシュラウド固定ネジをシュラウドに差し込んで締めます。ネジを締め付けすぎない

ようにしてください。 

16. ヘッドカバーを下に降ろして所定の位置に戻し、両方のヘッド カバー用ネジを締めます。

17. アイドル状態に戻るまで、[Done... ( 完了 ...)] を押します。

18. テスト パーツを造形し、システムが正しく動作していることを確認します。 33 ページの

「テスト パーツを造形する」を参照してください。

注記 : 焼付防止剤でシュラウド固定ネジのネジ山を薄くコーティングして
下さい。 
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6 トラブルシューティング

トラブルシューティングのチェックリスト

問題またはエラー メッセージ 解決策

電力なし 1. 電源コードが安全に差し込まれていることを確認して下
さい。

2. ブレーカー ( システムの背面 ) および電源スイッチ ( シス

テムの右パネル ) が両方ともオンになっていることを確認

して下さい。

3. AC 電源が壁のコンセントに差し込まれていることを確認

して下さい。

システムが動作温度に達しない システムが延長コードまたはケーブルタップに接続されてい
ないことを確認して下さい。

材料が押し出されない フィラメントが押出ヘッドで詰まっている可能性があります 
(50 ページの「押出材料の喪失」を参照 )。

パージ材料がパーツに蓄積してい
ます。

1. フリッカとブラシが正しい高さに設定されていることを
確認て下さい。41 ページの「チップワイプアセンブリ ( ブラ

シ / フリッカ アセンブリ )」を参照してください。

2. フリッカまたはブラシの状態を確認て下さい。摩耗して
いる場合は取り替えます。41 ページの「チップワイプアセン

ブリ ( ブラシ / フリッカ アセンブリ )」を参照してください。

3. チップ シュラウドを取り替えます。43 ページの「チップ

シュラウドの交換」を参照してください。

ディスプレイ パネルにテキストが表

示されない

電源スイッチを切ってすぐに入れ直してください (49 ページの

「電源スイッチのオン・オフ切り替え」を参照 )。
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ネットワークを介してシステムと通
信できない

1. ネットワークケーブルが、プリンタ、PC、およびネット

ワーク ボックスの接続ポイントで、接続されていること

を確認して下さい。

2. 設定をやり直して下さい ( 以下参照 )。 12 ページの「プリン

タのネットワーク設定」。

3. 静的ネットワーク アドレスを使用している場合は、

CatalystEX で入力した IP アドレスが、プリンタで入力し

たアドレスと同じ値であることを確認します。

4. システム構成が変更された可能性があります。ネット
ワーク管理者にご連絡下さい。

ディスプレイ パネルにエラー コー

ドが表示される

カスタマー サービスについては、各地域の再販業者にお問い

合わせ下さい。詳細については、57 ページの「顧客サポート」

を参照して下さい。

ディスプレイ パネルに表示されるエ

ラー：

[Build Error ( 造形エラー )]

欠損ファイルまたは不正なファイルがシステムに送信されま
した。CAD ソフトウェアで STL ファイルの有効性を確認し、

CatalystEX で STL を再処理し、システムにダウンロードし直

して下さい。

ディスプレイ パネルに表示されるエ

ラー：
[Can’t Find Home – Check Modeling 
Base ( ホームが見つかりません - モデ

リングベースを確認してください )]

1. モデリングベースが挿入されていることを確認て下さい。

2. モデリングベースが使用されていないか、欠陥がある可
能性があります。交換してください。

ディスプレイパネルのエラー表示：
[Communication lost at HR:MN UCT 
(HR:MN UCT に通信が失われまし

た )]

表示された UCT ( 万国標準時 ) にステータスの報告機能が停

止しました。パーツの造形が完了するまでお待ちください。
システムは自動的に再開され、Build Complete ( 造形の完了 ) 
が表示されます。この後でモデルを安全に取り外すことがで
きます。

ディスプレイパネルのエラー表示：

[Could Not Read Cartridge ( カート

リッジを読み取ることができません
でした )]

1. カートリッジを取り外し、電源スイッチを切ってすぐに
入れ直してください (30 ページの「材料をロードする」を参

照 )。カートリッジをリロードします。

2. 別のカートリッジを挿入してみてください。

ディスプレイパネルのエラー表示：

[Load Failed ( ロードに失敗しまし

た )]

1. 同じカートリッジでもう一度試して下さい。

2. 別のカートリッジを挿入して下さい。

3. フィラメントが押出ヘッドで詰まっている可能性があり
ます (50 ページの「押出材料の喪失」を参照 )。

問題またはエラー メッセージ 解決策
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欠陥特定コード

欠陥が発生したことで、プリンタがオペレータの要求を実行できない場合、プリンタはシャッ
トダウンとクールダウンを開始します。パネルにはエラー コードが表示されます。エラーコー

ド リスト (“error.txt” というファイル名が付いている ) は、プリンタのシステム ソフトウェアの 
DVD-ROM に収録されています。( このリストはソフトウェアのバージョンが更新されるたび

に変更されることがあるため、新しいシステム ソフトウェアのアップグレードをインストール

する場合は、error.txt 添付ファイルを必ず確認してください。)

プリンタが冷却を終了した後は、[Continue ( 続行 )] というオプションのみが表示されます。

[Continue ( 続行 )] を押すと、プリンタは再起動し、通常の操作に戻ろうとします。[Continue 
( 続行 )] を押してもエラーが解決されない場合は、電源スイッチを切ってすぐに入れ直て下さ

い ( 49 ページの「電源スイッチのオン・オフ切り替え」を参照 )。60 秒待ってから電源をオン

に再度切り替えます。ほとんどの場合、これで操作を続行することができます。ただし、プリ
ンタが引き続きシャットダウンして、同じエラーが表示される場合は、テクニカル サポート

にお問い合わせください。

プリンタ設定 (.cfg) ファイルのエクスポート

欠陥の特定コードが表示される場合は、プリンタからカスタマー サポートに設定 (.cgg) ファイ

ルをエクスポートしなければならないことがあります。

プリンタから設定ファイルをエクスポートするには：

1. ワークステーションから CatalystEX を開きます。

2. [Printer Services ( プリンタ サービス )] タブをクリックします。

3. [Export Configuration ( 設定のエクスポート )] ボタンをクリックします。

4. 設定ファイルを保存するディレクトリを参照します。

5. [Save ( 保存 )] ボタンをクリックします。

6. CatalystEX を閉じます。

電源スイッチのオン・オフ切り替え
1. 電源スイッチをオフ (O) の位置に回します。ディスプレイに [Shutting Down ( シャットダ

ウン )] が表示されます。

2. プリンタがシャットダウンするまで冷却されると、ディスプレイには何も表示されなくな
ります。

3. ディスプレイは空白になり、プリンタがシャットダウンしたら、ブレーカーをオフ (O) の
位置に回します。

4. ブレーカーをオフにしたら、60 秒後にブレーカーを再度オン (I) の位置に戻します。

5. 電源スイッチをオン (I) の位置に回します。ディスプレイに、プリンタが起動中であるこ
とが表示されます。

ディスプレイに [Idle ( アイドル )] または [Ready to Print ( 印刷の準備完了 )] が表示されたら、

ファイルをプリンタに送信して印刷が行えます。

注記 : このような方法でシステムが「サイクル」する場合は、通常の動作
温度に達するまで 大 15 分かかることがあります。
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押出材料の喪失
押出材料がなくなって、プリンタのヘッドから出てこない場合があります。これは、次のいず
れかの状況から判断できます。

• ヘッドは動いているが、いずれのチップからも材料が押し出されていない

• モデルとサポートの材料の高さが同じでない

• サポート材料がないために垂れ下がった構造をしている

押出材料の喪失を診断するには

1. [Cancel... ( キャンセル )] を押し、プリンタからパーツを取り除きます。

2. 新しいモデリングベースを挿入します。

3. ディスプレイ パネルの [Maintenance... ( メンテナンス ...)] を押します。

4. [Machine... ( マシン ...)] を押します。

5. [Head... ( ヘッド ...)] を押します。

6. [Forward ( 前方へ )] を押して、押出に問題があるかどうかを判断します ( コマンドはヘッ

ドが動作温度に達した後で使用できます )。両方のチップを数秒間観察し、材料が押し出

されているかを確認します ( 材料のパージ )。

7. [Stop ( 停止 )] を押して、押し出しを停止します。

8. 材料がチップから絶え間なく流れ出る場合は、ヘッドから押出材料は失われていません。 

9. 材料が両方のチップから流れ出なかった場合は、 50 ページの「押出材料の喪失からの回

復」を参照してください。

10. プリンタをメンテナンス状態に戻し、[Done ( 完了 )] を押します。

11. ディスプレイに「Which Materials Loaded? ( どの材料をロードしますか ?)」というメッ

セージが表示されます。[Both ( 両方 )] を押します。 

12. [Idle ( アイドル )] 状態に戻るまで、[Done... ( 完了 ...)] を押します。

押出材料の喪失からの回復

1. ディスプレイ パネルの [Maintenance... ( メンテナンス ...)] を押します。

2. [Machine... ( マシン ...)] を押します。

3. [Head... ( ヘッド ...)] を押します。

警告 : ヘッド領域は非常に高温になります。プリンタのこのエリアで作業
をするときは、手袋を着用して下さい。 

注記 : 低温環境にあった場合は、チップからすぐに材料が押し出されない
ことがあります。チップが動作温度に達した後、押し出しが始まるまで、

大 30 秒待機しなければならないことがあります。

注記 : 作業を行う前に、この手順全体を読んで理解されることをお勧めし
ます。

手袋 : ヘッド領域は非常に高温になります。プリンタのこのエリアを作業
中は革手袋を着用して下さい。 
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4. スタートアップキットに付属のプラスドライバーを使って、ヘッドアセンブリを固定しい
ている 2 本のネジを外します ( 図 32 を参照。ネジは ¼ だけ回すと外れます )。ヘッドの前

半分をスウィングさせて開けます。

図 32 スイベルヘッド付きネジ (2) の位置 

5. 押し出しをもう一度試してください。

a. ディスプレイの [Forward... ( 前方へ ...)] を押します。

b. 押し出しを停止したフィラメントを、フィラメントガイドロー
ラーの中にゆっくりと押し込みます。この操作を約 3 秒行います。

c. パージに成功した場合：

i. 両方のフィラメントモーターを稼動し、ヘッドをゆっくりと回転させて閉じま
す。ヘッドを閉じる際に、フィラメントやヘッドのワイヤーを挟まないように注
意してください。

ii. ヘッドを閉じたら、両方のスイベルヘッド付きネジを ¼ 回して締めます。

iii. 材料が両方のチップからさらに 30 秒間押し出され続けていることを確認し、

[Stop ( 停止 )] を押して、押し出しを停止します。

iv. [Done... ( 完了 ...)] を押します。

v. ディスプレイに「Which Materials Loaded? ( どの材料をロードしますか ?)」とい

うメッセージが表示されます。[Both ( 両方 )] を押します。 

vi. これで、通常の操作を再開できます。( ステップ 6 ～ 15 を飛ばして下さい。)

d. 材料がパージしなかった場合は、次のステップを行ってください。

注記 : ヘッドの前半分を開けるときに、抵抗感があるかもしれません。こ
れは、材料フィラメント ラインの 1 つまたは両方が、ヘッドの中にまだは

め込まれ、ドライブ モーターによって固定されている可能性があるためで

す。これは正常です。ドアをゆっくりとスィングさせて、しっかりと開け
て下さい。

注記 : このステップを進めるには、両方の材料フィラメントがヘッドの背
面にあるフィードチューブから突き出て ( 図 33 を参照 )、ヘッドの前半分

のドライブブロックファネルに継続して入り続けている必要があります。
そうでない場合は、ステップ 6 に進んでください。

スイベルヘッ
ド付きネジ (2)
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6. 両方のフィラメントをヘッドの固定部分から約 2.5cm 離れた場所で切り取ります ( 図 33 を

参照 )。

図 33 フィードチューブから突き出ている材料

7. 手で取り外すだけの十分な長さがある場合は、両方のドライブブロックアセンブリから
フィラメントを取り外します ( 図 34 を参照 )。

a. ディスプレイ パネルの [Reverse... ( 逆方向 ...)] を押します。

これによって、ドライブ ホイールが逆方向に動くため、材料

フィラメントを熱溶解装置から放出できます。

b. 指先でドライブ ブロックからフィラメントをつまみ、ドライブ 
ホイールからゆっくりと引き出します ( 図 34 を参照 )。2 番目の

フィラメントも同じように処理します。いずれのフィラメント
も簡単に取り外せない場合は、とりあえずドライブ ブロック内

のフィラメントをそのままにしておいて下さい。

注記 : まれに、材料がフィードチューブから伸び出ていないことがあります。
この場合は、適切なカートリッジを押して開放します。フィラメントが露出す
るようにカートリッジを引き出し、フィラメントを手動でフィードチューブに
差し込み、ヘッドの背面から出します。カートリッジを挿入しながら、ヘッド
からフィラメントを引き出します。カートリッジを開放したら、さらに 15cm

（6 インチ）の長さのフィラメントをヘッドから引き出します ( これは、フィラ

メントがカートリッジ レシーバーに引っかかっていないことを確認するためで

す )。次に、フィラメントをヘッドの固定部分から約 2.5cm（1 インチ）離れた

場所で切り取ります。
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8. 両方のドライブブロックアセンブリをヘッドの回転部分から取り外します。

a. 材料カートリッジをトレイの上部に設定し、取り外したドライ
ブブロックアセンブリをサポートします。

b. 初に、サポート ドライブ ブロックを取り外します。7⁄64 イン

チ の六角レンチを使って、以下に示したモーターアセンブ

リを固定している 2 本のネジを取り外します 図 34。

図 34 ドライブブロックアセンブリを取り外して堆積した材料がないかチェックする

c. ドライブブロックアセンブリを材料カートリッジの上に設定し
ます。

d. モデルのドライブブロックアセンブリを同じ方法で取り外します。

9. ドライブブロックを取り外したら、両方のフィラメントガイドファネルに障害物がないか
を確認します。障害物が存在する場合は、次のようにドライブブロックの障害物を排除し
て下さい：

a. フィラメントガイドファネルを取り外します。

スタートアップキットに付属の 7⁄64 インチの六角レンチを使っ

て、に示すようにフィラメントガイド取り付けネジを取り外し
ます 図 35。

注記 : ドライブ ブロック取り付けネジは内蔵型であるため、完全には取り

外せません。

注記 : ドライブブロック取り付けネジは内蔵型であるため、完全には取り
外せません。

ドライブブロックアセンブリ
取り付けネジ

フィラメントガイドファネルと取り付けネジ

ドライブホイール

サポート
のドライ
ブブロッ
クアセン
ブリ

モデルのド
ライブブ
ロックアセ
ンブリ
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b. 余分な材料を取り除きます。必要に応じて、極先細プライヤー
を使用します。

c. フィラメントガイドファネルを交換します。

10. ドライブブロックを取り外したら、熱溶解装置のインレットチューブ付近を点検します。

a. モデルの熱溶解装置のインレットチューブと、サポートの熱溶
解装置のインレット チューブをカバーしているサポートイン

レットファネルを点検します ( 図 35 を参照 )。

i. 材料がインレットチューブから伸び出ている場合

A. 余分な材料を銅製ブラシまたは極先細プライヤーで、必要に応じてゆっく
りと取り除きます。

B. インレットチューブに損傷がないかどうか点検します。

ii. 材料がサポートのインレットチューブから伸び出ている場合

A. 余分な材料を銅製ブラシまたは極先細プライヤーで、必要に応じてゆっく
りと取り除きます。

B. インレットファネル内に堆積した材料を取り除くことが難しい場合は、
1⁄16 インチ の六角レンチを熱溶解装置のインレットファネルに挿入し、障害

物を前方に押すようにしてみます。

C. それでも問題を解消できない場合は、1⁄4 インチのナット ドライバーを

使って、熱溶解装置のインレットファネルを取り外します。水溶性サポート
液を使って、ファネルからサポート材料を溶かします。

D. サポートのインレットチューブに損傷がないかどうか点検します。

E. 熱溶解装置のインレットファネルを交換します。

注意 : 熱溶解装置のインレットチューブは壊れやすいため、材料を取り除
く場合は、損傷しないように注意してください。 

注記 : インレットファネルの下のサポートの熱溶解装置のインレット 
チューブの周りには、通常材料が堆積しますます。インレットファネルの
再取り付けに支障が出る場合は、この材料を取り除かないでください。
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図 35 サポートの熱溶解装置のインレットファネルとモデルの熱溶解装置のインレットチューブ
を点検する

11. 熱溶解装置のインレットチューブの内部を掃除して下さい。
1⁄16 インチ の六角レンチを熱溶解装置のインレット チューブに慎重に挿入し、入るとこ

ろまでゆっくりと前に押し込みます ( 約 1⁄4 インチ )。

12. 両方のドライブブロックアセンブリを交換します。
初に、モデルのドライブブロックアセンブリを取り付けます。ブロックが回転プレート

と同一平面上にあることを確認します。 

13. サポートのドライブブロックアセンブリも同じように処理します。

14. ドライブホイールを清掃します。

a. ディスプレイに「Both Drive Motors ( 両方のドライブ モーター )」
と表示されるまで、[Both Select Drive ( ドライブの選択 )] を繰り

返し押します。

b. [Reverse ( 逆方向 )] を押します。

c. スタートアップ キットに付属の接着剤ブラシを使って、鋸歯状

のドライブホイールを磨いて、各ドライブから堆積した材料を
取り除きます。

注記 : 取り付けネジを交換し締める前に、ブロックの下またはモーターの
背後にあるアセンブリのワイヤーハーネスを挟まないように注意してくだ
さい。

サポートの熱溶解装置のイン
レットファネル ( サポートの

ドライブブロックのみを取り
外した状態で表示 )
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15. 押し出しを確認します。

a. [Forward ( 前方へ )] を押します。

固定ヘッドハウジングから、15cm（6 インチ）の長さの材料を

引き出します。フィラメントをドライブ ブロックに押し込み、

チップを見て、材料が両方の熱溶解装置から押し出されている
ことを確認します。

b. フィラメントが押し出されない場合：

i. モーターを停止し、ステップ 6 に戻ります。

ii. 2 度試した後でも押し出されない場合は、サービス プロバイダにご連絡ください。

c. パージに成功した場合は、両方のフィラメント モーターを稼動

し、ヘッドをゆっくりと回転させて閉じます。

d. ヘッドを閉じたら、両方の 1⁄4 回転ネジを締めます。

e. 材料が両方のチップから、さらに 30 秒間押し出され続けること

を確認し、[Stop ( 停止 )] を押して、押し出しを停止します。

f. [Done... ( 完了 ...)] を押します。

g. ディスプレイに「Which Materials Loaded? ( どの材料をロードし

ますか ?)」というメッセージが表示されます。モデル材料のみが

ロードされている場合は [Model ( モデル )]、サポート材料のみが

ロードされている場合は [Support ( サポート )]、モデルとサポー

トの両方の材料がまだロードされている場合は Both ( 両方 )] を押

します。何もロードしない場合は、[None ( なし )] を押します。

h. パネルに「Exiting maintenance ( メンテナンスの終了 )」という

メッセージが表示されると、通常の操作を再開できます。

注記 : ヘッドを閉じる場合は、フィラメントが邪魔にならないように注意
し、ヘッドワイヤーがスイベルヘッドと背面のヘッドハウジングの間に挟
まらないことを確認してください。
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7 サポート

顧客サポート

テクニカル サポートについては、各地域の再販業者にお問い合わせください。

再販業者にお問い合わせになる場合は、次の情報をお手元にご用意ください。

• 氏名

• 電話番号

• システム モデル

• システムのシリアル番号

• システム ソフトウェアのビルド番号

• CatalystEX のバージョン番号

• 問題点の詳しい説明

• トラブルシューティングのために、できる限りプリンタ付近で待機してください

高度なトラブルシューティングの場合 ( 電子メールにて送信 )

• システム CFG ファイル

• STL ファイル及び / または CMB ファイル

• 問題となる箇所の詳細な写真
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8 リサイクル

材料カートリッジのリサイクル情報については、 http://www.stratasys.com/recycle を参照してくだ

さい。

図 36 リサイクル コード

システム コンポーネント 材料 リサイクル 
コード

モデリング ベース ABS

梱包材は各地域のリサイクル ガイドラインに沿ってリサイク

ル可能です。

http://www.stratasys.com/recycle
http://www.stratasys.com/recycle


9 プリンタ仕様

物理仕様

施設仕様

高さ 1041 mm

幅 686 mm

奥行 914 mm

重量 128 kg

設置場所 大荷重量 136 kg までの、安定した平坦な表面に設置すること。

電源の要件 100 – 240VAC ~ 12 - 7A 50/60Hz 1200W の専用回路を 2 m 以内に備えていること。

延長コードやテーブルタップは使用しないでください。使用すると、電
力が断続的に出力される恐れがあります。

空気循環 115 mm 以上のスペースがプリンタの背後に必要となります。

153 mm 以上のスペースがプリンタの周囲に必要となります。

ネットワーク接続 Ethernet 10/100 Base T を 4 m 以内に備えていること。
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ワークステーション仕様

電源仕様

環境仕様

オペレーティングシス
テム

Microsoft Windows Vista または Microsoft Windows 7

プロセッサ 低要件 :2.4GHz
プロセッサ速度が速い場合はジョブ処理時間が短縮される

RAM 低要件 :1GB (Windows Vista または Windows 7 の場合は 2GB)
推奨 :2GB (Windows Vista または Windows 7 の場合は 3GB)

ハードディスク 設置 :90MB

モニターのグラフィッ
ク解像度

低要件 :1024x768
推奨 :1280x1024 ( ワイドスクリーン可 )

ビデオカード 必須 :OpenGL 準拠アクセラレーテッド グラフィックス カード

推奨 :OpenGL のハードウェアサポート

128MB グラフィックス カードメモリ ( 推奨 )

ソース ( 公称値 ) 100–240VAC ~ 15 - 7A 50/60Hz 1200W

延長コードやテーブルタップは使用しないでください。使用すると、電力
が断続的に出力される恐れがあります。

温度範囲 . 15◦C ～ 30◦C 

相対湿度範囲 30 ～ 70% ( 結露なし )

熱放射 1080 Watts = 3686 BTU/hr ( 通常 )
1380 Watts = 4710 BTU/hr ( 大 )
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10 補足情報

Stratasys の制限付き保証書

保証書のコピーは、ご要望があれば、info@stratasys.com から入手いただけます。

自己適合宣言
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規制、及び環境情報

EMC クラス A に関する警告 

米国連邦通信委員会 （FCC) 声明

米国連邦通信委員会 (47 cfr1 5.105) は、本製品のユーザーが以下の通知に注意を払うことを規定

しています。

本装置は FCC 規定の第 15 項に準拠しています。次の 2 つの条件にしたがって使用してくださ

い。(1) 本装置が有害な障害を引き起こさないこと、および (2) 本装置が、望ましくない動作を

引き起こす可能性のある電磁障害を含め、 あらゆる電磁障害を受容できること。

シールドされたケーブル : FCC 規則第 15 項のクラス A 制限に準拠するため、シールドされた

データケーブルの使用が義務付けられています。

注意：FCC 規則第 15.21 項に準拠して、Stratasys, ltd. によって明示的に承認されていないこの装

置への任意の変更または改造は、、有害な障害の原因となり、FCC による本製品の使用許可を

無効にする可能性があります。

注記 : 本装置は、FCC 規則第 15 項に準拠してテストされ、、クラス A デジタル機器の制限に適合

していることが確認されています。これらの制限によって、機器が商業的環境で操作された時
に、有害な干渉が生じるのを適切に防ぎます。本装置は、無線周波エネルギーを発生、使用し、
また放射する可能性があり、取扱説明書に従って設置および使用しない場合、無線通信に対して
有害な干渉を起こすことがあります。この機器を住宅地で操作した場合、有害な干渉が生じるこ
とがあります。この場合、ユーザーは自己費用でこの干渉を修正することが求められます。

カナダ電磁両立性 (EMC)

Normes de sécurité ( カナダ )

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux 
appareils numériques de Classe A prescrites dans le réglement sur le brouillage radioélectrique édicté par 
le Ministère des Communications du Canada.

DOC 声明書 ( カナダ )

本デジタル装置は、カナダ通信省の規定する無線干渉規則に規定されたデジタル装置からの無
線ノイズ放出について、クラス A 規制を超えません。

MSDS ( 製品安全性データシート )

プリンタに使用する材料についての製品安全性データシートは、 寄りの再販業者から入手し
てください。

警告 : この装置はクラス A 製品です。住宅地域でこの装置を使用すると無

線障害を起こす可能性があります。その場合、ユーザーは適切な措置を講
ずることが求められる場合があります。
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EU 圏の一般世帯のユーザーによる廃棄装置の処理

本製品または梱包箱に示されたこの記号は、本製品を他の家庭廃棄物と一緒に廃棄してはなら
ないことを意味します。電気・電子製品廃棄物のリサイクルを行う所定回収場所に該当機器を
持ち込んで処分するのは、ユーザーの責任です。他のゴミと分別して機器廃棄物の回収や再利
用を行うことで、自然資源の保護に役立ち、人々の健康や環境を保護するような形でリサイク
ルできるようになります。使用済み機器をリサイクルする際の回収場所に関する詳細は、地方
自治体の家庭廃棄物担当部署または本製品を購入された販売店へお問い合わせください。
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11 付録

UPS ( 無停電電源装置 ) の使用と設置

Dimension と uPrint 3D プリンタの UPS ( 無停電電源装置 ) シャットダウン機能の目的は、制御

不能な停電時にシステムを安全にシャットダウンすることで、必要なメンテナンスとシステム
の故障を防ぐことにあります。進行中のパーツの造形が正常に完了するかどうかは、選択した 
UPS のバッテリ寿命と停電時間によって異なります。

以下の仕様で UPS を選択して下さい。

• 1000W または 2000VA 出力で 低 15 分間のランタイム ( 設置場所での通常の停電時間に

よっては、15 分以上のランタイムが適切な場合があります )。

• 低バッテリ警告の表示後、 低 8 分間のランタイム。

• 1500W でのピーク出力 ( 低 )。

• 「バッテリ使用中」および「低バッテリ」状態のドライ接点 ( 無電圧 ) インターフェイス。

• 12VDC で 低 100mA の電流供給能力を持つドライ接点 ( 無電圧 ) インターフェイス。

概説

I/O モジュール ( 使用する場合 ) を UPS ユニットに設置し、AC 電源を UPS および 3D プリン

タに接続する手順については、『UPS および I/O モジュール ( 使用する場合 ) の設置および操

作ガイド』を参照してください。3D プリンタの電力を UPS に接続すると停電時にプリンタを

ある程度保護できますが、「バッテリ使用中」および「低バッテリ」状態が検出されると、3D 
プリインタは安全にシャットダウンします。以下の電気インターフェイス接続ガイドに従っ
てください。

電気インターフェイス接続

1。 UPS の常開 (Normally Open) ドライ接点のリレー I/O を図 37 に示すように設定します ( ワ
イヤード AND 設定 )。

2。 3D プリンタ ケーブル用に適切な長さの UPS を用意します。ピン説明図については、図 38
を参照してください。

3。 UPS ユニットのコネクタから 3D プリンタの背面の UPS (9 ピン DSub) コネクタにケーブル

を接続します。

注記 : ケーブル コネクタを固定するジャックネジを各メイトにしっかり取

り付けます ( 締め付けないでください )。
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4。『UPS 設置および操作ガイド』の指示に従って、「低バッテリ警告レベル」を 8 分に設定し

ます。

図 37: ワイヤード AND 構成

パーツ リスト – UPS と 3D プリンタ間のケーブル

注記 : デフォルトの低バッテリ警告レベルの値では、3D プリンタを安全に

シャットダウンするのに十分な時間を確保できない場合があります。

項目 数量 専門用語 / 説明 材料仕様書

1 1 コネクタ、ハウジング、プラグ、9Pos AMP - 205204-9

2 2* ピン、オス、24-20 AWG AMP - 1-66506-0

3 1 シェル、サイズ 1、9 ピン ( グロメット付属 ) AMP - 748677-1

4 2 ジャックネジ　ペア 4-40 ( きざみ付き ) AMP - 747784-3

5 XX.x ケーブル、導体 (2 本 )、22 AWG ALPHA - 1172C またはそれと同等のもの

6 3.0 インチ スリーブ、熱収縮 1/4 インチ 3M - FP301 またはそれと同等のもの

注記 : * UPS 設定によっては別のピンが必要になる場合があります。
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図 38: UPS ケーブル図
A3


	Dimension® Elite
	目次
	1 はじめに
	本書の使い方
	詳細情報
	リサイクル
	安全上の予防措置

	2 概要
	3 セットアップ
	開梱
	プリンタを開梱するには

	フォークリフトのアクセスカバーの設置
	プリンタのネットワーク設定
	ネットワーク経由による接続
	ワークステーションへの直接接続

	電源接続
	プリンタの電源投入
	ソフトウェアのインストール
	CatalystEX のインストール
	システムソフトウェアのワークステーションへのインストール

	プリンタとのネットワーク通信の確立
	動的ネットワークで通信を確立するには
	静的ネットワークで通信を確立するには

	プリンタにシステムソフトウェアをインストールする
	モデリングベースの挿入
	チップの奥行きの確認
	チップの奥行きを確認するには


	4 操作
	ディスプレイパネルとキーパッド
	システム ソフトウェアの概要
	CatalystEX の概要
	印刷用に STL ファイルを処理
	CatalystEX を使って STL ファイルを開くには
	レイヤーの解像度の選択
	モデル内部の塗りつぶしのスタイル
	サポート スタイルの選択
	STL ファイルのスケールの選択
	STL ファイルの方向の選択
	STL ファイルをパックに追加
	STL ファイルを印刷する

	造形モデル土台を挿入する
	モデルを造形する
	リモートロケーションから造形を開始するには
	ディスプレイ パネルから造形を開始するには

	材料をロードする
	材料カートリッジをロードするには

	材料をアンロードする
	材料カートリッジをアンロードするには

	テスト パーツを造形する
	テスト パーツを造形するには

	造形中のディスプレイ パネル
	チャンバーライト
	造形の一時停止
	一時停止モードからの造形再開
	スタンバイ モードからの造形再開
	スタンバイ モードから操作を再開するには：

	ジョブをキャンセルする
	ジョブをキャンセルするには

	自動電源オフ
	自動電源オフをキャンセルするには

	電源切断
	完成パーツを取り出す
	完成したパーツをシステムから取り外すには
	完成したパーツをモデリング ベースから取り外すには

	サポート材料を取り除く
	水溶性サポート


	5 メンテナンス
	毎日
	チップ拭き取りアセンブリの点検
	堆積物の除去
	造形チャンバーの電気掃除機での清掃
	ドアの掃除
	パージ コンテナを空にする

	ファンフィルタの掃除
	ファンフィルタを掃除するには

	チップワイプアセンブリ (ブラシ/フリッカ アセンブリ)
	チャンバーランプの交換
	チャンバーランプを交換するには：

	チップシュラウドの交換

	6 トラブルシューティング
	トラブルシューティングのチェックリスト
	欠陥特定コード
	プリンタ設定 (.cfg) ファイルのエクスポート
	プリンタから設定ファイルをエクスポートするには：

	電源スイッチのオン・オフ切り替え
	押出材料の喪失
	押出材料の喪失を診断するには
	押出材料の喪失からの回復


	7 サポート
	8 リサイクル
	9 プリンタ仕様
	物理仕様
	施設仕様
	ワークステーション仕様
	電源仕様
	環境仕様

	10 補足情報
	Stratasys の制限付き保証書
	自己適合宣言
	規制、及び環境情報
	EMC クラス A に関する警告
	米国連邦通信委員会 （FCC) 声明
	カナダ電磁両立性 (EMC)
	MSDS (製品安全性データシート)
	EU 圏の一般世帯のユーザーによる廃棄装置の処理


	11 付録
	UPS (無停電電源装置) の使用と設置
	概説
	電気インターフェイス接続
	パーツ リスト – UPSと3Dプリンタ間のケーブル



