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1 はじめに

uPrint® SE と uPrint® SE Plus は、単純化を極限まで追求しています。これまで 3D プリンタを

お使いになったことがない方でも、簡単にモデルを造形できます。

プリンタは ABSplusTM でモデルを造形するので、モデルは強度と耐久性に優れています。

ABSplus 材料 を使用した場合、ねじ打ち、穴あけ、ヤスリがけ、塗装といった造形品の加工も

可能です。uPrint SE および uPrint SE Plus は、独自のハードウェアおよびソフトウェア、材料

テクノロジを革新的に組み合わせて誕生した製品です。

新次元の 3D モデリングへようこそ！

本ガイドの使用方法

本ユーザーガイドでは、「セットアップ」、「操作」、「メインテナンス」、「トラブルシューティン
グ」の 4 つの各セクションを、順を追って分かりやすく解説していきます。 システムパフォー

マンスを 大限に引き出せるように、各セクションを丁寧にお読みください。 

本ガイドでは、表示パネルに表示されるインタフェースメッセージのテキストを、太字で表記
しています。

詳細

電子ユーザガイドは、スタートアップ CD に収録されています。このガイドに は、次のトピッ

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

• 安全についての重要なお知らせおよび規制情報

• サポート対象となる印刷消耗品についての情報

• 詳細なユーザ説明書

詳細は、 サポートウェブサイトにも表示されています。

http://www.uprint3dprinting.com
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安全に関する注意事項

次の注意事項に従うことにより、プリンタを適切に使用してプリンタの故障を防ぐことができ
ます。 常にこれらの注意事項に従ってください。

• 製品プレートに示された電源電圧を使用してください。プリンタの電源コンセントに複数

のデバ イスを接続して、過負荷をかけないようにしてください。

• 必ずプリンタを接地してください。プリンタを接地しないと、感電、発火、電磁妨害の影

響を受ける可能性があります。

• プリンタをご自身で分解または修理する前に、お近くのサービス担当者にご連絡くださ

い。ユーザガイドの「サポート」の章をご覧ください

• プリンタに同梱の電源コードのみをご使用ください。電源コードを損傷、切断、修理しな

いでください。損傷した電源コードを使用すると、火災や電気ショックの危険がありま
す。損傷した電源コードは、承認の電源コードと交換してください。

• 金属または液体 がプリンタの内部部品に触れないようにしてください。発火、感電、また

はその他の重大な事故の原因となる可能性がありま

• す。

• 次の場合には、プリンタの電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

• プリンタから煙が出たり、異様な臭いがする場合

• プリンタが通常の動作中には発生しない異常なノイズを発生する場合

• 金属や液体 ( クリーニングおよび保守手順の一部ではなく ) がプリンタの内部部品に

触れた場合

• 雷雨時

• 停電時

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 : 回避しないと、重傷を招く可能性のある潜在的に危険な状況を表し
ます。

発熱 : 高熱を発する装置があることを表します。 熱を発する部品を取り扱

う際には、常に細心の注意を払い、必ず安全手袋を着用してください。

手袋 : メインテナンス手順を実行する際に機械が熱くなっている場合が
あるため、火傷しないように手袋を着用してください。

保護眼鏡 : 眼に傷を負わないように、保護眼鏡をかけてください。

重量物 : 重傷を負わないように、2 人以上で持ち上げる必要があります。

リサイクル : 材料および包装材料を処分する際に、適切なリサイクル技
術を用いる必要があります。

ESD: 電装品およびその周縁を取り扱う場合、静電放電 
(ESD) の標準的な予防策を実施する必要があります。
2



2 概要

uPrint SE および uPrint SE Plus は、CAD STL ファイルからモデルを造形する蔵置です。コン

ピュータ制御の成型ヘッドから ABS 材料の滴を押し出すことによって 3 次元モデルを造形し

ます。モデルは、完成直後に高品質モデルとして使用できます。

uPrint SE および uPrint SE Plus は、3D プリンタおよび材料ベイという 2 つの主要コンポーネ

ントから構成されます。Catalyst®EX は、Windows Vista または Windows 7 プラットフォーム

上で動作する前処理ソフトウェアです。

uPrint  SE は、 大サイズ 203 x 152 x 152 mm (8 x 6 x 6 インチ ) のモデルを造形します。

uPrint SE Plus は、 大サイズ 203 x 203 x 152 mm (8 x 8 x 6 インチ ) のモデルを造形します。

各材料カートリッジには使用可能な量として 688cc (42 立方インチ ) の材料が封入されていま

す。これは、再充填なしで約 67 時間連続使用できる量です。造形時間の延長に合わせて、オ

プション材料ベイを追加できます。
3



図 1 プリンタの正面図と左側面図

1 表示パネル

2 材料ベイ ( サポート材料用 )

3 オプション材料ベイ ( サポート材料用 )

4 オプション材料ベイ ( モデル材料用 )

5 材料ベイ ( モデル材料用 )

6 電源オン / オフスイッチ
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3 4

5

1 6
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図 2 内部ちゃんバー – 正面図

1 成型ヘッド

2 チップ拭き取りアセンブリ

3 パージバケット

4 Z 軸ステージのプラテン

5 モデルベースリテーナ (2)

6 モデルベース

7 Z 軸ステージのガイドロッド

8 Z 軸ステージの送りねじ

9 ヘッドチップ
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図 3 プリンタの背面図

1 モデル材料 Y 字コネクタ 9 サポート材料チューブ

2 モデル材料チューブ 10 UPS 接続部

3 AC 電源コードコネクタ 11 材料ベイケーブルコネクタ

4 ブレーカー 12 RJ-45 ネットワークコネクタ

5 材料ベイ 13 診断ケーブルコネクタ

6 オプションモデル材料チューブ 14 材料ベイ通信ケーブル

7 オプション材料ベイ 15 オプション材料ベイ通信ケーブル

8 サポート材料 Y 字コネクタ 16 オプションサポート材料チューブ

注意 : 制御されていない停電によるプリンタの損傷を避けるために、UPS 
( 無停電電源装置 ) の設置が推奨されます。
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図 4 材料スプールと材料カートリッジ

図 5 モデルベース

注意 : モデルベースを再使用しないでください。モデルベースを再使用す
ると、キャリブレーション エラー、モデルの品質低下、押し出し失敗など

が発生する場合があります。追加のモデルベースはの再販業者から購入す
ることができます。

サポート材料カートリッジモデル材料カートリッジ

モデルベース
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図 6 スタートアップキット

1 手袋

2 電源コード ( ヨーロッパ大陸 )

3 電源コード ( 米国 )

4 クロスオーバーケーブル ( オレンジ )

5 ネットワークケーブル ( 青 )

6 チップ交換キット (A. サポートチップ B. モデルチップ、C. 8 チップ保護カバー

D. 4 チップ拭き取りアセンブリ )

7 10 倍ルーペ

8 ワイヤーブラシ

9 カッター

10 1/8 インチ T 型六角レンチ ( 赤 )

11 7/64 インチ T 型六角レンチ ( 黄色 )

12 ラジオペンチ

13 モデル材料スプール

14 サポート材料スプール

15 CatalystEX CD

16 ソフトウェア CD

17 ユーザーガイド CD
8



詳細情報について 
CatalystEX オンラインヘルプ

CatalystEX ダイナミック

ヘルプで、CatalystEX の
操作方法に関する簡単な説
明を閲覧できます。 メ
ニューバーで [ ヘルプ ] > [
コンテンツ ] の順に選択し

て、CatalystEX ヘルプを

表示する方法もあります。

ウェブサイト

追加情報は、以下のサイトから入手できます。
http://www.uprint3dprinting.com
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3 セットアップ

プリンタに同梱された組立説明書に従い、プリンタと材料ベイのセットアップを行います。

ソフトウェアをインストールする

uPrint SE と uPrint SE Plus で使用するソフトウェアプログラムは 2 つあります。

1. ワークステーションにインストールされた CatalystEX が、印刷とワークステーションか

らプリンタへの通信用の STL ファイルを処理します。

2. プリンタにインストールされたシステムシステムソフトウェアが、プリンタ機能を制御し
ます。

CatalystEX をインストールする : 

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

入してください。

2. [CatalystEX. をインストール ] をクリックします。 button.

3. 表示される指示に従い、ワークステーションで CatalystEX のロードを完了します。

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する :

1. スタートアップキットからシステムソフトウェアの CD を見つけて、ワークステーション

（PC）に挿入してください。

2. [ システムソフトウェアをインストール ] 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プリンタに後でロード
するよう表示されます。

3. 表示される指示に従い、ワークステーションでシステムソフトウェアのロードを完了しま
す。

4. システムソフトウェアをプリンタにインストールし、 を参照してください。 “ システムソフ

トウェアをプリンタにインストールする ” ページの 15 を参照してください。

プリンタのネットワーク接続

プリンタをワークステーションに接続するには、ネットワーク経由で接続する方法と、ワーク
ステーションに直接接続する方法があります。

ネットワーク経由で接続する :

1. スタートアップキットからネットワークケーブル ( 青 ) を取り出します。

2. ネットワークケーブルでプリンタとネットワークハブを接続します。
10



3. 通信の確立。動的ネットワークの場合は、“ 動的ネットワークで通信を確立する :” ページ

の 11 を、静的ネットワークの場合は、“ 静的ネットワークで通信を確立する :” ページの 
13 を参照してください通信の確立。

ワークステーションに直接接続する :

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 ) を取り出します。

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。

3. 通信を確立する場合は、   を参照してください “ 通信を確立する場合は：” ページの 15

プリンタとのネットワーク通信を確立する

ファイルを送信して造形を開始する前に、ワークステーションとプリンタ間のネットワーク通
信を確立する必要があります。この通信を IP アドレスでどのように確立するかは、ネットワー

クおよびワークステーションがどのように構成されているかによります。ネットワークが 
DHCP ( 動的ホスト構成プロトコル ) 用に構成されている場合は、DHCP サーバーが自動的に

プリンタに動的 IP アドレスを割り当てます。これは、プリンタのデフォルト設定で、通常、大

型のネットワークで使用されます。場合によって、プリンタ用に静的 IP アドレスを手動で入力

し、その IP アドレスを CatalystEX に記録しなければならない場合があります。静的 IP アドレ

スは小型のネットワークにしばしば使用されます。以下の要領でワークステーションとネット
ワークを構成してください。

動的ネットワークで通信を確立する :

動的ネットワークを使用している場合 ( または使用しているネットワーク型が不明な場合 )、以

下の手順に従って CatalystEX にプリンタを検出させ、通信を確立します。

1. ネットワークケーブルでプリンタとネットワークハブを接続します。

2. プリンタの電源が [ON] になっていることを確認し、次の手順に従ってプリンタの一意の

デバイス名 (UDN) をチェックします。を参照してください。

a. 表示パネルに [ アイドル (Idle)] ( または [ 造形準備完了 (Ready to Build)]) と表示さ

れていることを確認し、[ メインテナンス (Maintenance)] を押します。ディスプレ

イに、[ メインテナンス (Maintenance)] というテキストと、ソフトウェアバージョ

ンが表示されます。

b. 表示パネルで、[ システム (System)] を押します。

c. 表示パネルで、[ ネットワーク設定 (Set Network)] を押します。トップウィンドウ

に、[ ネットワーク管理 – 動的 IP アドレス ; UDN (Network Admin - Dynamic IP 
Address; UDN)] と表示されます。

d. プリンタの一意のデバイス名 (UDN) の一覧はここに掲載されています。これは工場

出荷時にプリセットされるもので、変更はできません。

3. ワークステーションから CatalystEX を起動します

4. [ 全般 (General)] タブで、[3D プリンタの管理 (Manage 3D Printers)] ボタンをクリックし

ます。

5. ウィンドウの右下の隅にある [ ネットワークから追加 ] ボタンをクリックします。

6. 表示される新しいウィンドウ [3D プリンタの追加 ] に、(UDN によって特定された ) プリ

ンタがリストされます。リストされたプリンタをクリックして、ウィンドウ下部に名前と
場所を入力します。

7. [ プリンタの追加 (Add Printer)] をクリックします。これで設定が完了します。ポップアッ

プウィンドウを閉じます。
11



注意 : プリンタが [3D ウィンドウの追加 ] ウィンドウに表示されない場合、

動的ネットワークを使用していないため、静的ネットワークアドレスを設
定する必要があります。
12



静的ネットワークで通信を確立する : 

静的ネットワークを使っているか、プリンタをワークステーションに直接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

ワークを使っていて、コンピュータが既にネットワークへのアクセスをもっている場合は、     
を参照してください。 “ 静的ネットワークで通信を確立する :” ページの 13

1. ワークステーションに静的 IP アドレス情報を設定する :

a. Windows Vista の場合は、  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 :” ページの 13

b. Windows 7 の場合は、  を参照してください “Windows 7 で静的ネットワークを設定

する :” ページの 13

2. プリンタに静的 IP アドレス情報を設定する場合は、   を参照してください “ プリンタに静

的ネットワークを設定する：” ページの 14

3. 通信を確立する場合は、   を参照してください “ 通信を確立する場合は：” ページの 15

Windows Vista で静的ネットワークを設定する :

1. ワークステーションの [ スタートメニュー ] をクリックします。

2. [ コントロールパネル ] ボタンをクリックします。

3. [ ネットワークとインターネット ] をクリックします。

4. [ 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. [ ネットワーク接続を管理 ] を左クリックします。

6. [ ローカル エリア接続 ] を右クリックしてから、[ プロパティ ] を左クリックします。

7. リストから [ 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. [ プロパティ ] ボタンをクリックします。

9. [ 次の IP アドレスオプションを使う ] オプションをクリックします。

10. IP アドレスとサブネット マスク、デフォルト ゲートウェイを入力します。IP アドレス情

報に関する詳細については、IT 管理者やインターネット サービス プロバイダに問い合わ

せてください。 IP アドレスはワークステーションと異なっている必要があり、デフォルト 
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と一致している必要があります。

IP アドレスとデフォルト ゲートウェイ、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ク ウィンドウを閉じ

ます。

Windows 7 で静的ネットワークを設定する :

1. ワークステーションの [ スタートメニュー ] をクリックします。

2. [ コントロールパネル ] ボタンをクリックします。

3. [ ネットワークとインターネット ] をクリックします。

4. [ 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. [ ローカル エリア接続 ] をダブルクリックします。

6. [ プロパティ ] ボタンをクリックします。

7. リストから [ 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. [ プロパティ ] ボタンをクリックします。
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9. [ 次の IP アドレスオプションを使う ] オプションをクリックします。

10. IP アドレスとサブネット マスク、デフォルト ゲートウェイを入力します。IP アドレス情

報に関する詳細については、IT 管理者やインターネット サービス プロバイダに問い合わ

せてください。  IP アドレスはワークステーションと異なっている必要があり、デフォルト 
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と一致している必要があります。

IP アドレスとデフォルト ゲートウェイ、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ク ウィンドウを閉じ

ます。

プリンタに静的ネットワークを設定する：

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. 表示パネルに、[ アイドル (Idle)] ( または [ 造形準備完了 (Ready to Build)]) と表示されてい

ることを確認し、[ メインテナンス (Maintenance)] を押します。ディスプレイに、[ メイン

テナンス (Maintenance)] というテキストと、ソフトウェアバージョンが表示されます。

3. [ システム (System)] を押します。

4. [ ネットワーク設定 (Set Network)] を押します。トップウィンドウに、[ ネットワーク管理 
– 静的 IP アドレス ; UDN (Network Admin - Dynamic IP Address; UDN)] と表示されます。

5. [ 静的 IP (Static IP)] を押して、現在の設定を表示します。例 : 

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 アドレスの更新 :

[ 増加 (Increment)] を押すと、値を 1 度に 1 桁ずつ増やすことができます。

[ 次の桁 (Next Digit)] を押すと、カーソルを右方向に 1 桁分動かすことができます。

[ 前の桁 (Last Digit)] を押すと、カーソルを左方向に 1 桁分動かすことができます。

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 終桁の設定が終了したら、カーソルを右方向

にもう 1 桁分動かします。カーソルは、ネットマスク (NM) アドレスに移動します。NM 
アドレスおよびゲートウェイ (GW) アドレスを、IP アドレスと同様に設定します。

9. アドレスの設定が完了したら、表示パネルで [ 完了 (Done)] を押します。パネルに [IP、
ネットマスク、ゲートウェイを変更しますか ? (Change IP, Netmask and Gateway?)] と表

示されたら。

10. [ はい ] を押します。パネルには、[ ネットワークをリセットする ] が表示されます。

11. [ アイドル ] が表示されるまで、[ 完了 ] を押します。

注意 : これらの値は工場出荷時のデフォルト値であり、使用するネット
ワークに合わせて変更する必要があります。変更しなかった場合、プリン
タは変更されるまで再起動を繰り返します。

注意 :  IP アドレスはワークステーションと異なっている必要があり、デ

フォルト 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と一致し

ている必要があります。
IP アドレスとデフォルト ゲートウェイ、サブネット マスクを入力します。
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通信を確立する場合は：

1. ワークステーションから CatalystEX を起動します

a. [ 全般 (General)] タブで、[3D プリンタの管理 (Manage 3D Printers)] ボタンをクリッ

クします。

b. ポップアップウィンドウの右下の隅にある [ ネットワークから追加 (Add from 
Network)] ボタンをクリックします。

c. 表示される新しいウィンドウ [3D プリンタの追加 ] に、(UDN によって特定された ) 
プリンタがリストされます。リストされたプリンタをクリックして、ウィンドウ下
部に名前と場所を入力します。

d. [ プリンタの追加 ] をクリックして終了します。[3D プリンタを追加 ] ウィンドウを

閉じます。

2. 使用するプリンタが [3D プリンタの追加 ] ウィンドウに表示されない場合、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. [ 全般 (General)] タブで、[3D プリンタの管理 (Manage 3D Printers)] ボタンをクリッ

クします。

b. ウィンドウの右下の隅にある [ 手動で追加 ] ボタンをクリックします。

c. [3D プリンタの追加 ] ウィンドウの該当するフィールドに、選択したプリンタの名

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、手順 6 にリストしたものと同じにします。

e. ドロップダウン リストから、uPrint SE または uPrint SE Plus の、プリンタのタイ

プを選択します。

f. [ プリンタの追加 ] をクリックして終了します。[3D プリンタを追加 ] ウィンドウを

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。

システムソフトウェアをプリンタにインストールする

1. 表示パネルで、[ メインテナンス (Maintenance)] を押します。

2. [ システム (System)] を押します。 

3. [ アップグレードのロード ] を押します。「ワークステーションからアップグレードを送信」

すると、プリンタの IP アドレスが表示されます。

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

ます。

5. [ 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、[ ソフトウェアのアップデート ] ボタンをク

リックします。

注意 : 接続したプリンタが 1 つしかない場合、リストにはそのプリンタが

表示されます。
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7. システムソフトウェアファイルがあるディレクトリに CatalystEX を移動し、uPrint SE の

ための uPrintSE.upg ファイルを選択するか、uPrint SE Plus の uPrintSEPlus.upg ファイ

ルを選択します。システムソフトウェアは、現在プリンタにダウンロードが開始されま
す。

8. システムソフトウェアの確認が完了すると、プリンタ ディスプレイに [ 再起動してアップ

グレードを完了しますか ] というテキストが表示されます。[ はい ] を押します。プリンタ

はシステムソフトウェアをロード後に再起動し、アイドル状態に戻ります。

2 番目の 材料ベイを追加する

2 番目の材料ベイを追加し、モデルを印刷中に材料をリロードせずに印刷時間を延長するオプ

ションがあります。

追加の 材料ベイを取り付ける :

1. 材料ベイと材料ベイケーブル、材料スプール、材料カートリッジをボックスから取り除き
ます。

2. モデルとサポート材料をプリンタからアンロードします。

3. 優しく解放し、外側を引っ張っに押すことによって材料のベイのドアを開きます。

4. 材料カートリッジを取り除くには、まず、それを押し込んで取り外し、それから引き出し
ます。

5. 安定した平面にカートリッジを置きます。

6. カートリッジを開きます。

7. スプールを回転させて材料を巻き戻し、フィラメントガイドに 2 インチ (50mm) 残ってい

る状態にします。 図 7. を参照してください。 

注意 : デフォルトのシステムソフトウェア uPrint SE の場所 32 ビットシステム用 :

C:\Program Files\Dimension\uPrint SE <version>

デフォルトのシステムソフトウェア uPrint SE の場所 64 ビットシステム用 :

C:\Program Files (x86)\Dimension\uPrint SE <version>

デフォルトのシステムソフトウェア uPrint SE Plus の場所 32 ビットシステム用 :

C:\Program Files\Dimension\uPrint SE Plus <version>

デフォルトのシステムソフトウェア uPrint SE Plus の場所 64 ビットシステム用 :

C:\Program Files (x86)\Dimension\uPrint SE Plus <version>

注意 : システムソフトウェアのロードには約 10 分かかります。

注意 : 材料が壊れたり、もつれる原因となる場合があるので、材料をフィ
ラメントガイドに沿ってカートリッジに押し戻さないでください。
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図 7 材料スプールを巻き戻す

8. カッターを使用してフィラメントガイドから出ている 2 インチ (50mm) の材料を切断し、

先端部を平滑な状態にします。

9. 電源スイッチでプリンタの電源を切ります。

10. ディスプレイの表示が消え、プリンタがシャットダウンしたことを確認したら、ブレー
カーを「オフ」にします。

11. 電源ケーブルとネットワークケーブル、材料ベイケーブル。

12. カップラーリングを押し、チューブを外側に引き抜いて、モデルとサポート材料チューブ
をプリンタと材料ベイから取り外します。

13. ハンドルを使用して、2 人でプリンタを材料ベイから持ち上げ、安定した平面に置きます。 
図 8. を参照してください。 

図 8 プリンタと材料ベイを切り離す

14. 2 番目の材料ベイを現在の材料ベイの上に置きます。 足とピンが正しく調節されているこ

とを確認してください。 図 9. を参照してください。
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図 9 材料ベイの位置決めを行う

15. 材料ベイの上にプリンタを 2 人で置きます。足とピンが正しく調節されていることを確認

してください 図 10. を参照してください。

図 10 プリンタの位置決めを行う

16. カップラーリングを押して外側に引き抜き、モデルとサポートの Y 軸コネクタから黒のプ

ラグを外します。 図 11. を参照してください。

図 11 Y 軸のコネクタ プラグを外す

17. 上部の材料ベイのモデル (M) カップラーからモデルの Y 軸コネクタの左側に、赤い線の

入った短い材料チューブ (M1) を赤いカップラーにしっかり挿入して接続します。チュー

ブをそっと引っ張り、正しく挿入されていることを確認します。 
18



18. サポート側の黒い線の入った短い材料チューブ (S1) でもこの手順を繰り返します。 図 12. 
を参照してください。

図 12 短い材料チューブを接続する

19. 下部の材料ベイのモデル (M) カップラーからモデルの Y 軸ブロックの右側に、赤い線の

入った長い材料チューブ (M2) を赤いカップラーにしっかり挿入して接続します。チュー

ブをそっと引っ張り、正しく挿入されていることを確認します。 

20. サポート側の黒い線の入った長い材料チューブ (S2) でもこの手順を繰り返します。 図 13. 
を参照してください。

図 13 長い材料チューブを接続する

21. 材料ベイケーブルで、プリンタと上部材料ベイの上部コネクタを接続します。

22. その他の材料ベイケーブルで、上部材料ベイの下部コネクタと下部材料ベイの上部コネク
タを接続します。 図 14. を参照してください。
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図 14 材料ベイケーブルを接続する

23. 電源ケーブルとネットワークケーブルを接続します。

24. ON の位置には、回路ブレーカのスイッチ。

25. 電源スイッチでプリンタの電源を入れます。

26. プリンタのブートアップの後、プリンタのシステムソフトウェアをリロードする必要があ
ります。プリンタに「ワークステーションからアップグレードを送信 (Send Upgrade from 
Workstation)」が表示された場合、 “ プリンタのシステムソフトウェアを更新する :” ページ

の 36 を参照してください。

27. モデルとサポート材料スプールを新しい材料カートリッジに挿入します。

28. 表示パネルの [ 材料 ] を押します。[ 追加 / 削除 ] が表示されます。

29. 材料ベイのドアを開き、赤いハンドルのついた両方のモデルカートリッジを材料ベイの右
側に取り付けます。 

30. 黒いハンドルの付いた両方のサポートカートリッジを材料ベイの左側に取り付けます。

31. [ 選択した材料をロード ] を押します。プリンタは 初の材料ベイをロードし、2 番目の材

料ベイの自動ロードを準備します。プリンタで材料のロードが終了すると、S1 と M1 に
アスタリスクが表示されます。すべての材料ベイの LED がソリッドとなります。

32. 材料のロードが終了したら、[ 完了 ] を押します。[ アイドル ] と、両方の材料ベイのモデ

ルとサポートの材料の残量が表示されます。

注意 : 材料ベイのロードには、 長で 10 分かかります。
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4 操作

表示パネルとキーパッド

プリンタの主要なユーザインタフェースは、表示パネルとキーパッドです。 図 15. を参照して

ください。.

図 15 の表示パネルとキーパッド

uPrint SE および uPrint SE Plus の表示パネルおよびキーパッドは、メッセージのスクロールに

使用するボタンを 2 つ備えたマルチライン LCD ディスプレイが 1 つ、選択に使用するボタン

を 1 つずつ備えた 4 つのシングルラインディスプレイから構成されています。マルチライン

ディスプレイの一番上の行には、常時プリンタのステータスが表示されます。

1 キーパッドのボタン

2 上部ウィンドウ

3 下部ウィンドウ

注意 : 下部ディスプレイの表示が点滅している場合、その表示項目は通常
次に選択するものとしてもっとも適切な項目を表しています。

1

3

2
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システムシステムソフトウェアの概要

• [ アイドル (Idle)]: モデルが造形中でなく、造形キューにもない場合、プリンタが [ アイドル 
(Idle)] 状態であることを表しています。

• [ データ転送待ち (Wait for Part)] または [ 造形開始 (Start Part)]: プリンタがアイドル状態

で、造形キューが空の場合、モデルを待機している状態に設定できます。プリンタの造形
キューにモデルがある場合は、[ 造形開始 (Start Part)] を押してモデルを起動できます。

• [ 造形中 (Building)]: モデルの造形中に、ポーズ、照明のオン / オフ設定、残り時間または材

料の残量の表示、自動電源オフの設定が選択できます。

• [ 材料 (Material)]: 材料のロードおよびアンロード、。

• [ スタンバイ (Standby)]: プリンタをスタンバイモードに移行させることができます。

• [ メインテナンス (Maintenance)]: [ システム (System)] または [ 設定 (Setup)]、[ マシン 
(Machine)] のいずれかに変更できます。

図 16 表示パネルの階層

アイドル

材料 スタンバイ メインテナンス

システム 設定 マシン

• ネットワーク設定

• テストモデル

• アップグレードのロー

ド

• 照明を常にオン

• UPnP を無効にする

• 言語選択 

• Z テーブル

• ヘッド

• チップ

• ポーズ

• 照明オフ

• 造形時間表示

• 自動電源オフ 

• 材料をロード 

•  材料をアンロード

データ転送待
ち

造形開
始

造形中
22



CatalystEX の概要

• [ 全般 ] タブ : モデル部の中埋めやサポートスタイル、STL 単位および STL スケールの変更

を選択できます。

• [ 方向 (Orientation)] タブ : モデルの回転およびサイズ変更が可能です。ビューの変更、お

よびモデルの自動方向設定またはポーズの挿入もここでできます。

• [ パック ] タブ : パック内にあるモデルを確認できます。モデルの追加、モデルのより適切

な位置への配置、パックの解除が可能です。

• [ プリンタステータス ] タブ : モデル材料およびサポート材料の残量と、造形キューにある

モデルを確認できます。

• [ プリンタサービス (Printer Services)] タブ : プリンタ履歴のチェック、プリンタ時刻および

プリンタパスワードの設定、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構
成ファイル ( プリンタに関する特定の操作情報を含むファイル ) のエクスポートが可能で

す。

図 17 CatalystEX の表示階層

注意 : 詳細については、CatalystEX  ダイナミックヘルプを参照してくださ

い。

CatalystEX

• 自動方向設定 
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STL ファイルの処理

CatalystEX で STL ファイルを開く : 

1. CAD ソフトウェアを使用して、STL ファイルを作成します。CAD 図面を STL ファイルに

変換する方法の詳細は、CAD ソフトウェアのヘルプを参照してください。

2. CatalystEX ソフトウェアを開きます。

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

4. 作成した STL ファイルにナビゲートし、選択します。

積層ピッチを選択する : 

積層ピッチは uPrint SE Plus プリンタで変更できます。積層ピッチを変更すると、表面の仕上

げと造形時間に影響します。小さな積層ピッチを選択するとなめらかな表面仕上げになります
が、造形に時間がかかります積層ピッチは、 低肉厚にも影響を及ぼします。 低肉厚は部品
の水平 (XY) 面に適用されます。STL 内の機能が制限よりも小さい場合は、モデラーがその機

能のサイズを 低肉厚に増やします。

モデル内部の充填スタイルを選択する : 

モデルの内部に適用する充填スタイルを設定します。選択可能なスタイルは、次の 3 つです。

• [ ソリッド (Solid)] – モデルにより高い強度と耐久性が求められる場合に適用します。この

スタイルを使用すると、造形時間が長くなり材料消費量も多くなります。

• [ スパース高密度 (Sparse High Density)] – デフォルトのモデル内部充填スタイルであり、強

く推奨される設定です。このスタイルを使用すると、造形時間がより短くなり材料消費量
も少なくなります。また、容積の大きい形状で発生しやすいモデルの曲がりを大幅に抑え
ることができます。

• [ スパース低密度 (Sparse Low Density)] – モデル内部を「ハニカム状」または「クロスハッ

チ状」にする場合に適用します。このスタイルを使用すると、造形時間がより短くなり材
料消費量も少なくなりますが、モデルの強度は弱くなります。

サポート部のスタイルを選択する :

Soluble Support Material、造形処理中にモデルを支える際に使用するため、モデルが完成した

後に除去します。サポート部のスタイルは、サポート部の強度と造形時間に影響を及ぼします。
スマートスタイルが、デフォルト設定です ( 以下参照 )。 

• [ ベーシック (Basic)] – 大半のモデルに適用できるスタイルです。この設定では、サポート

部のツールパス間に一定の間隔が設けられます。

• SMART - サポート材料の使用量が 小限に抑えられ、造形時間が削減できると同時に、

多くのモデルでサポート材が除去しやすくなります。SMART サポートはツールパスラス

ター間に大幅な間隔を設け、サポート領域の形状を変化させます。サポートがモデルパー
ツの底面からサポートベースに向かって降下するにつれ、サポート領域は縮小されてより
単純な形状へと変換されるため、材料の使用量および造形時間が削減されます。スマート
サポートは、すべてのモデルに適しており、特に大きなサポート領域をもつ。

• [ 周囲 (Surround)] – モデル全体をサポート材料で取り囲む場合に適用します。通例、垂直

方向に長く、厚みの少ないモデルで使用します。

プリンタタイプ 使用可能な積層ピッチ 低の肉厚

uPrint SE .010 inch (.254 mm) .036 inch (.914 mm)

uPrint SE Plus .010 inch (.254 mm)
.013 inch (.3302 mm)

.036 inch (.914 mm)

.047 inch (1.194 mm)
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STL ファイルのスケールを選択する : 

モデルの処理を始める前に、造形室内のモデルのサイズを変更できます。モデルのサイズは、
すべて STL ファイルで事前に定義されています。STL ファイルを開き、スケールを変更するこ

とによって、造形するモデルのサイズを変更することができます。スケールの設定は、常に元
の STL ファイルのサイズ定義に関連付けられます。 

たとえば、2 X 2 X 2 と定義されている立方体のスケールを 2.0 に変更することによって、簡単

に 4 X 4 X 4 にサイズ変更できます。スケールを 2.0 に変更した後でさらに 3 X 3 X 3 にサイズ

変更するには、スケールを 1.5 に変更します。つまり、サイズ変更の基準は元の 2.0 であって、

初の変更後の 4.0 ではないということです。

スケール入力ボックス内をクリックして、設定するスケールをタイプします。

STL ファイルの方向を選択する : 

[ 方向 (Orientation)] タブの、拡大プレビューウィンドウを使用します。このウィンドウでは、

モデルのビューおよびモデルの寸法、モデルの方向、モデルの処理、モデルの積層表示に関す
るオプションを利用できます。このプレビューウィンドウに表示されるモデルの方向が、実際
にプリントしたモデルの方向になります。

方向の設定は、モデルの造形速度およびモデル強度、表面仕上げ、材料消費量だけでなく、
STL ファイルの問題点を修復する CatalystEX の機能にも影響を及ぼす場合があります。

自動方向設定を選択すると、 高の速度および 少の材料消費でモデルを造形する方向を 
CatalystEX に決定させることができます。また手動によりモデルの方向を変更することも可能

です。

方向に関する考慮事項 : 

• [ 造形速度 (Build Speed)] – 材料の使用量と密接に関連しており、サポート材料の使用量

が少ないほど、造形速度は速くなります。

造形速度に影響を及ぼすもう 1 つの要因は、軸方向です。Z 軸上よりも、XY 平面上の方
がより速く造形されます。つまり、造形室内のモデルの Z 軸方向を短く設定すると、その
分だけ造形速度が速くなります。

• モデル強度 – モデル強度は、積層の垂直方向よりも水平方向の方が強くなります。モデル

のもっとも強調したい特長を考慮して、特定の部分にもっとも高い強度をもたせるよう
に、モデルの方向を決めなければならない場合があります。たとえば、押す必要のあるツ
マミをモデルに付ける場合、積層の垂直方向に圧力をかけるともっとも強度が低くなるこ
とを考慮に入れる必要があります。

• [ 表面仕上げ (Surface Finish)] – 強度の場合と同様に、モデルの方向は表面仕上げにも大

きく影響を与えるため、特定の部分をもっとも滑らかに仕上げるようプリンタを設定する
必要があります。たとえば、シリンダを造形する場合、水平方向に寝かせるよりも、垂直
方向に立てて造形する方が表面はより滑らかになります。

• [STL ファイルの修復 (STL File Repair)] – 一見して問題がないようでも、STL ファイルに

はエラーが含まれている可能性があります。エラーが含まれている STL ファイルを 
CatalystEX に処理させると、問題が発生することがあります。CatalystEX には、STL 
ファイルのいくつかのエラーを自動的に修正する機能があります。モデルの方向によって
は、この自動修復機能に影響を及ぼす場合があります。
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STL ファイルをパックに追加する : 

[ パックに追加する (Add to Pack)] ボタンは、[ 全般 (General)] および [ 方向 (Orientation)] 、[
パック (Pack)] の各タブに付いています。

[ パックに追加する (Add to Pack)] ボタンをクリックすると、CatalystEX は ([ 全般 (General)] 
タブまたは [ 方向 (Orientation)] タブの ) プレビューウィンドウに現在表示されているファイル

を、([ パック (Pack)] タブの ) パックプレビューウィンドウに追加します。

プレビューウィンドウのファイルがまだ造形処理されていない場合、ファイルがパックに追加
される前に処理されます。[ パックに追加する (Add to Pack)] ボタンをクリックするごとに、

コピーされたもう 1 つのファイルがパックに追加されます。

STL ファイルをプリントする : 

[ プリント (Print)] ボタンは、[ 全般 (General)] および [ 方向 (Orientation)] 、[ パック (Pack)] の
各タブに付いています。 

CatalystEX はパック内のすべてのモデルを処理し、プリントに使用する CMB ファイルを作成

します。

モデルの造形

プリンタにモデルをまだ送信していない場合、造形キューは空の状態です。造形キューが空の
とき、表示パネルには [ アイドル (Idle)] または [ 造形準備完了 (Ready to build)] が表示されま

す。

造形を遠隔地から開始するか、プリンタの表示パネルから開始するかを選択します。

遠隔地から造形を開始する場合 : 

下部ディスプレイにに表示された [ データ転送待ち (Wait for Part)] のテキストが点滅します。

1. 表示パネルで、[ データ転送待ち (Wait for Part)] を押します。ディスプレイに、[ モデル

ベースを取り付けましたか ? (Model Base Installed?)] と表示されます。

2. モデルベースを挿入します。

3. [ はい (Yes)] を押します。ディスプレイに、[ データ転送待機中 (Waiting for Part)] と表示

されます。

4. CatalystEX をインストールしているワークステーションから、プリンタにモデルを送信し

ます。プリンタが、モデルのプリントを自動的に開始します。詳細は、 “STL ファイルの

処理 ” ページの 24 を参照してください。

表示パネルから造形を開始する場合 :

[ データ転送待ち ] が有効化されていない場合、モデルをプリンタに送信し、その後表示パネル

からモデルを開始できます。

1. CatalystEX をインストールしているワークステーションから、プリンタにモデルを送信し

ます。ディスプレイに、[ 造形準備完了 (Ready to Build)] というテキストと、造形キュー

の 初のファイル名が表示されます。 

注意 : モデルベースを再使用しないでください。モデルベースを再使用す
ると、キャリブレーション エラー、モデルの品質低下、押し出し失敗など

が発生する場合があります。追加のモデルベースはの再販業者から購入す
ることができます。
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2. モデルベースを挿入します。

3. 表示パネルの [ 造形開始 (Start Model)] を押し、モデルの造形を開始します。

造形中の表示パネル

表示パネルの 初の 2 行には、プリンタステータスが表示されます。 図 18.. を参照してくださ

い。表示パネルの一番下の行には、モデル材料およびサポート材料のカートリッジ残量が表示
されます。

図 18 造形中の表示パネル

チャンバー照明

モデルの造形が始まると、チャンバー照明が自動的に「オン」になります。照明は、デフォル
トで 30 分後に「オフ」になります。表示パネルから、照明の「オン」「オフ」を切り替えるこ

とができます。

チャンバー照明を常時オンに設定するには、以下を実行します。ただし、電源をいったん切っ
て入れ直すと、工場出荷時の設定に戻ります。

1. 表示パネルに [ アイドル (Idle)] または [ 造形準備完了 (Ready to Build)] と表示されている

ことを確認し、[ メインテナンス (Maintenance)] を押します。

2. [ 設定 (Setup)] を押します。

3. [ 照明を常にオン (Lights Always On)] を押します。

このオプションを無効にするには、上記の手順を繰り返します。

注意 : モデルベースを再使用しないでください。モデルベースを再使用す
ると、キャリブレーション エラー、モデルの品質低下、押し出し失敗など

が発生する場合があります。追加のモデルベースはの再販業者から購入す
ることができます。

注意 : 材料の残量が点滅している場合、実行中の造形を完了できない量ま
で残量が減少しています。

プリンタステータス

モデルのファイル名

サポート材料の残量 モデル材料の残量

プリンタステータス

モデルのファイル名

ベイ 1 のサポート材料の残

量
ベイ 2 のサポート材料の残

量

ベイ 1 のモデル材料の残量

ベイ 2 のモデル材料の残量

シングル材料ベイ

デュアル材料ベイ
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造形のポーズ

モデルの造形中に、造形を一時停止して材料を交換することができます。任意のタイミングで
造形をポーズするには、表示パネルで [ ポーズ (Pause)] を押します。

ポーズ後の再開

[ ポーズ (Pause)] を押した後でモデルの造形を再開するには、[ 造形再開 (Resume)] を押すと、

プリンタがプリントを再開します。

造形のキャンセル

モデルの造形中に、任意のタイミングで造形をキャンセルできます。

1. 表示パネルで、[ ポーズ (Pause)] を押します。

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

3. ディスプレイに [ 実行しますか ? (Are You Sure?)] と表示されたら、[ はい (Yes)] を押しま

す。 

4. ディスプレイに [ 造形を停止しました (Build Stopped)] というテキストと、ファイル名が表

示されます。その後、モデルを取り外してモデルベースを交換するようにプロンプトされ
ます。 

5. モデルを取り外し、モデルベースを交換します。

6. チャンバードアをいったん開き、その後閉じると、ディスプレイに [ モデルを取り出しま

したか ? (Part Removed?)] と表示されます。モデルを取り外し、モデルベースを交換した

後で、[ はい (Yes)] を押します。

完成したモデルの取り出し

プリンタがモデルの造形を完了すると、ディスプレイに [ 完了 (Completed)] というテキストと、

ファイル名が表示されます。[ モデルを取り出してください (Remove Part)] および [ モデルベー

スを交換してください (Replace Modeling Base)] というテキストも表示されます。

1. チャンバードアを開きます。

2. モデルベースリテーナを押し下げてモデルベースを外側にスライドさせ、引っ張り上げて
取り外
します。

注意 : プリンタは、ポーズする前に生成中のツールパスを完成します。

手袋 : モデルベースは高温になっています。プリンタからモデルを取り
出す際には必ず手袋を着用してください。

注意 : モデルを取り外す前に [ はい (Yes)] 押すと、プリンタが故障する恐

れがあります。

手袋 : モデルベースは高温になっています。プリンタからモデルを取り
出す際には必ず手袋を着用してください。
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3. 新しいモデルベースを内側にスライドさせ、下向きに押しながら挿入します。リテーナを
押し上げて、モデルベースを所定の位置に固定します。

4. チャンバードアを閉じます。

5. チャンバードアをいったん開き、その後閉じると、ディスプレイに [ モデルを取り出しま

したか ? (Part Removed?)] と表示されます。モデルを取り出し、モデルベースを交換した

後で、表示パネルの [ はい (Yes)] を押します。

[ はい (Yes)] を押すと、ディスプレイに [ アイドル (Idle)] または [ 造形準備完了 (Ready to Build 
)] のステータスが表示され、キューにある次のモデルを造形する準備が整ったことを示します。

モデルベースからモデルを取り外す :

1. プリンタからモデルベースを取り外したら、モデルベースを両手で前後に強く揺すって、
モデルを取り外しやすくします。

2. モデルベースから引き剥がすか、またはパテナイフを使用して、モデルを完全に取り外し
ます。

Support Material 除去

uPrint SE および uPrint SE Plus では、Soluble Support Material 料をせっけん水で溶解できるソ

リュブルサポート材料を使用します。モデルは、細部の損なわれていない、滑らかで傷のない
状態で仕上がります。ソリュブルサポート材料は手でも比較的簡単に除去できますが、手を使
うことなく溶解させてモデルから除去できるよう設計されています。

パージバケットの清掃

モデルの品質の問題やプリンタの故障を防ぐために、パージバケットは造形するごとに清掃し
ます。

1. 手袋を着用してパージバケットを持ち上げ、2 つのマウントから取り外します。 図 19. を
参照してください。

注意 : モデルを取り外す前に [ はい (Yes)] 押すと、プリンタが故障する恐

れがあります。

注意 : モデルに触れてみてまだ温かさが感じられるときは、比較的簡単に
モデルベースから取り外すことができます。

警告 : サポート材料には鋭利な部分があります。手で除去する際には安
全眼鏡をかけ、手袋 を着用してください。

手袋 : パージバケットを空にする際には、手袋を着用してください。
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図 19 パージバケットの清掃

2. パージバケットを空にします。

3. パージバケットを 2 つのマウント上に置き、下側に押し込んで所定の位置に固定します。

シングル材料ベイの材料の交換

1. 表示パネルの [ 材料 ... (Material...)] を押します。ディスプレイに、[ 追加 / 除去 (Add/
Remove)]、
[S1( 残量の割合 : %) (S1(remaining%))]、[M1(remaining%) (M1( 残量の割合 : %))] が表示

されます。アスタリスクは、現在有効になっている材料ベイ ( 材料が現在ヘッドにロード

されている材料ベイ ) を示します。

2. [ アンロード ...(Unload...)] を押します。 

3. [ 両方アンロード (Unload both)]、[ モデルをアンロード (Unload Model)]、[ サポートをア

ンロード (Unload Support)] のいずれかを選択します。

4. プリンタは、ヘッドから材料をアンロードします。材料をアンロードしたら、材料カート
リッジを交換する必要があります。

5. 優しく解放し、外側を引っ張っに押すことによって材料のベイのドアを開きます。

6. 材料カートリッジを取り除くには、まず、それを押し込んで取り外し、それから引き出し
ます。

7. 安定した平面にカートリッジを置きます。

8. カートリッジを開きます。

9. スプールを回転させて材料を巻き戻し、フィラメントガイドに 2 インチ (50mm) 残ってい

る状態にします。 図 20. を参照してください。

注意 : パージバケットを再び取り付ける際には、損傷を避けるため、バ
ケットが両方のマウントに固定されており、チャンバーの壁とぴったり
合っていることを確認してください。 

注意 : 材料が壊れたり、もつれる原因となる場合があるので、材料をフィ
ラメントガイドに沿ってカートリッジに押し戻さないでください。

パージバケット
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図 20 材料スプールを巻き戻す

10. カッターを使用してフィラメントガイドから出ている 2 インチ (50mm) の材料を切断し、

先端部を平滑な状態にします。.

11. 材料スプールを交換します。

12. カートリッジを閉じ、留め金を掛けます。

13. 材料カートリッジを交換したら、[ ロード ... (Load...)] を押します。

14. [ モデルをロード (Load Model)]、[ サポートをロード (Load Support)]、[ 両方ロード (Load 
both)] のいずれかを選択します。

15. 材料がヘッドにロードされたら、[ 完了 ... (Done...)] を押します。

デュアル材料ベイの材料の交換

1. 表示パネルの [ 材料 ... (Material...)] を押します。ディスプレイに、[ 追加 / 除去 ]、[S1( 残
量の割合 : %) (S1(remaining%))]、[S2( 残量の割合 : %) (S2(remaining%))]、[M1( 残量の割

合 : %) (M1(remaining%))]、[M2( 残量の割合 : %) (M2(remaining%))] が表示されます。ア

スタリスクは、現在有効になっている材料ベイ ( 材料が現在ヘッドにロードされている材

料ベイ ) を示します。

2. [ アンロード ...(Unload...)] を押します。 

3. [ 両方アンロード (Unload both)]、[ モデルをアンロード (Unload Model)]、[ サポートをア

ンロード (Unload Support)] のいずれかを押します。

4. プリンタは、ヘッドから材料をアンロードします。材料をアンロードしたら、材料カート
リッジを交換する必要があります。

5. 優しく解放し、外側を引っ張っに押すことによって材料のベイのドアを開きます。

6. 材料カートリッジを取り除くには、まず、それを押し込んで取り外し、それから引き出し
ます。

7. 安定した平面にカートリッジを置きます。

8. カートリッジを開きます。

9. スプールを回転させて材料を巻き戻し、フィラメントガイドに 2 インチ (50mm) 残ってい

る状態にします。  図 21. を参照してください。

注意 : 材料が壊れたり、もつれる原因となる場合があるので、材料をフィ
ラメントガイドに沿ってカートリッジに押し戻さないでください。
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図 21 材料スプールを巻き戻す

10. カッターを使用してフィラメントガイドから出ている 2 インチ (50mm) の材料を切断し、

先端部を平滑な状態にします。

11. 材料スプールを交換します。

12. カートリッジを閉じ、留め金を掛けます。

13. 材料カートリッジを交換したら、[ ロード ... (Load...)] を押します。

14. ヘッドに材料をロードするカートリッジを選択するには、[ 別のモデル材料 (Next Model)] 
または [ 別のサポート材料 (Next Support)] を選択します。選択したら、[ 選択した材料を

ロード (Load Selected)] を押します。

15. プリンタは選択した材料ベイの材料をロードし、もう 1 つのベイの材料を自動ローディン

グする準備をします。ロードおよび準備が整い [ 完了 ... (Done...)] を押すと、ディスプレ

イに [ データ転送待ち (Wait for Part)] または [ 造形準備完了 (Ready to Build)] が表示され

ます。

材料ベイの LED

下の表は、LED 表示の意味をまとめたものです。

材料スプールの交換

材料スプールをカートリッジから取り出す :

1. 安定した平面にカートリッジを置きます。

2. カートリッジの留め金をはずして、開きます。

3. 材料スプールを取り出します。カートリッジに材料が残っている場合、すべて処分しま
す。

4. 材料ガイドを取り外し、適切に処分します。材料ガイドは、再使用できません。 
“EEPROM を材料ガイドから取り外す ” ページの 63 を参照してください。

5. 空の材料スプールを、適切に処分します。 “ リサイクルマーク ” ページの 62 を参照してく

ださい。

6. 新しい材料スプールを材料カートリッジに取り付けます。

[ オン (On)] 材料をヘッドにロード中

[ オフ (Off)] カートリッジが取り付けられていない
カートリッジが取り付けられ、ロードの準備が完了している

[ 点滅 (Blinking)] カートリッジを交換する必要がある ( 空またはエラー )
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材料スプールの保管

材質スプールは工場貯蔵寿命を維持するために、静電気防止、防湿袋にパッケージされていま
す。材料は開封後、少なくとも 30 日間はスプールの内側に自由に湿度を滞在します。素材ス

プールパッケージが密封されたままであれば貯蔵寿命は一年以上です。

プリンタを 72 時間以上使用しない場合は、モデル材料およびサポート材料をアンロードして

保存用バッグに入れ、吸湿を防止します。  

1. 材料をプリンタからアンロードします。

2. 優しく解放し、外側を引っ張っに押すことによって材料のベイのドアを開きます。

3. 材料カートリッジを取り除くには、まず、それを押し込んで取り外し、それから引き出し
ます。

4. 安定した平面にカートリッジを置きます。

5. カートリッジを開きます。

6. スプールを回転させて材料を巻き戻し、フィラメントガイドに 2 インチ (50mm) 残ってい

る状態にします。  図 22. を参照してください。

図 22 材料スプールを巻き戻す

7. カッターを使用してフィラメントガイドから出ている 2 インチ (50mm) の材料を切断し、

先端部を平滑な状態にします。

8. カートリッジに付いている 2 つの固定クリップの位置を確認します。 図 23. を参照してく

ださい。

図 23 材料固定クリップ

注意 : 材料が壊れたり、もつれる原因となる場合があるので、材料をフィ
ラメントガイドに沿ってカートリッジに押し戻さないでください。

材料固定クリップ
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9. スプールの材料ガイドスロットに、材料ガイドを入れます。  図 24.. を参照してください。

10. 材料を材料止めに挟み込みます  図 24. を参照してください。
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図 24 材料ガイドスロットと材料止め

11. 材料ガイドから突き出ている材料を切断します。

12. カートリッジからスプールを取り出す前に、スプールに材料固定クリップをはめ込みま
す。 図 25. を参照してください。

a. 材料を覆うように材料固定クリップを押し当て、材料スプールに固定します。

b. 材料固定クリップは、所定の位置に固定されるまで押し込みます。   

図 25 材料固定クリップを取り付ける

13. 材料スプールを材料カートリッジから取り出します。 図 26. を参照してください。

図 26 適切に取り付けられた材料固定クリップ

14. 材料カートリッジの入っていた袋 ( 保存用バッグ ) に、材料スプールを入れます。

注意 : 材料スプールは、プリンタにロードしないときは常に材料カート
リッジまたはカートリッジの入っていた袋 ( 保存用バッグ ) に入れて保管

し、吸湿を避けるようにしてください。

クリップをここにはめ込み、所定の位置に固定されるまで押し込む
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自動電源オフ

プリンタが造形を完了すると同時に、プリンタの電源が自動的に切れるように設定できます。
このオプションにより、エネルギー消費を抑えることができます。

1. モデルの造形中に、[ 自動電源オフ (Auto Power Down)] ボタンを押します。

2. プリンタの左側にある電源スイッチを「オフ」にします。

プリンタのディスプレイに、[ 自動電源オフモード (Auto Power Down Mode)] と表示されます。

これで、自動電源オフの設定が完了します。

自動電源オフをキャンセルする : 

1. 電源スイッチを「オン」に戻します。

電源オフ

プリンタの電源を切るには、電源スイッチを「オフ」にします。この操作は、プリンタに悪影
響を及ぼすことなく任意のタイミングで実行でき、他の手順は必要ありません。この操作をモ
デル造形中に行った場合、そのモデルは完成しません。 

スタンバイモードからの操作の再開

数分間操作しないでいると、プリンタはスタンバイモードに移行します。スタンバイ中は、エ
ネルギー消費を抑えるためヘッド温度が下降していきます。

表示パネルで、[ 造形再開 (Resume)] を押します。

プリンタのシステムソフトウェアを更新する : 

プリンタのシステムソフトウェアの更新に関する http://www.uprint3dprinting.com をチェックし

ます。プリンタのシステムソフトウェアの更新がある場合、更新をダウンロードしプリンタに
インストールします。

システムソフトウェアをインストールする :

1. 表示パネルで、[ メインテナンス (Maintenance)] を押します。

2. [ システム (System)] を押します。 

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

4. CatalystEX を開き、[ プリンタサービス ] タブをクリックします。

5. [ ソフトウェアの更新 ] ボタンをクリックします。CatalystEX はプリンタに接続し、更新
ファイルの場所を特定するようにプロンプトします。CatalystEX を、更新ファイルが格納
されているディレクトリにナビゲートします。更新が自動的にプリンタにロードされま
す。更新のロードが完了すると、ディスプレイに [ 更新を確認しています ] と表示されま
す。

6. 確認が完了すると、ディスプレイに [ 再起動して完了しますか ] というテキストが表示さ
れます。[ はい ] を押します。プリンタが再起動し、[ アイドル ] に戻ります。

7. [ メインテナンス ] ボタンを押し、更新されたバージョンが正常にインストールされたこと
を確認してから、メインテナンスを終了します。

注意 : 冷却ファンと照明は、スイッチを切った後でも数分間動作を継続し
ます。
36

http://www.uprint3dprinting.com 
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
http://www.uprint3dprinting.com 


5 メインテナンス

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、プリンタのメインテナンスに使用する一連のツールが含まれてい
ます。以下に、スタートアップキットのツールをリストアップします

• ラジオペンチ

• T 型 6 角レンチ (1/8 インチ )

• T 型 6 角レンチ (7/64 インチ )

• 手袋

• カッター

• ブラシ

• ルーペ

予防メインテナンス

日々のメインテナンス

パージバケットを空にする

造形が完了するたびごとに、パージバケットを空にします。

チップ拭き取りアセンブリの点検

造形が完了するたびごと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どうか確
認します。 堆積を見つけたら、チップ拭き取りアセンブリを清掃します。 チップ拭き取りアセン

ブリに材料が堆積したままの場合、モデルの品質に問題が生じることがあります。 “ チップ拭き

取りアセンブリ ” ページの 37 を参照してください。

チップ保護カバーの点検

造形が完了したらチップ保護カバーを点検し、損傷や材料の堆積がないかどうか調べます。 材
料の堆積を見つけたら、随時除去します。 材料の堆積が除去できない場合、またはチップ保護

カバーに損傷がある場合は、チップ保護カバーを交換します。  “ チップ保護カバーの交換 ” ペー

ジの 39 を参照してください。

堆積したデブリの除去

Z 軸造形台の上と送りねじの周りに堆積した材料をすべて除去します。 これを除去しないと、

モデルベースが水平でない状態になったり、Z 軸造形台が上端に引っ掛かってしまうことがあ

ります。

造形チャンバーの清掃

造形チャンバー内を電気掃除機で清掃し、デブリや取り除かれた材料をすべて除去します。
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ドアの清掃

アクリルウィンドウが損傷してしまうため、ドアの清掃にアンモニアベースのガラスクリー
ナーを使用しないでください。

500 時間ごとのメインテナンス

予防メインテナンスを促すメッセージとして、500 時間ごとに予防メインテナンスアラートが

ワークステーションに表示されます。  図 27. を参照してください。

図 27 予防メインテナンスアラート

チップ拭き取りアセンブリ

チップ拭き取りアセンブリは、500 時間前後を目安に交換する必要があります。

1. プリンタの電源を完全に切ります。

2. ヘッド部を右側に移動させ、チップ拭き取りアセンブリを露出させます。

注意 : アクリルクリーナーのみを使用してください。 
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図 28 トグルヘッドを右側に移動させる

3. チップ拭き取りアセンブリを持ち上げ、プリンタから取り外します。取り外したチップ拭
き取りアセンブリを処分します。 図 29. を参照してください。

図 29 チップ拭き取りアセンブリを交換する

4. 新しいチップ拭き取りアセンブリを 2 つの取り付けポストにはめ込み、しっかりと固定し

ます。  図 30. を参照してください。
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図 30 チップ拭き取りアセンブリを取り付ける

5. プリンタ バックアップの電源を入れます。

チップ保護カバーの交換

チップ保護カバーは、時間の経過とともに摩耗または損傷する可能性があり、その結果モデル
の表面仕上げと細部に悪影響を及ぼすことがあります。このためチップ保護カバーは、500 時
間ごとに交換します。

図 31 チップ保護カバーの損傷

1. [ ヘッドメインテナンス (Head Maintenance)] モードに移行します。

a. 表示パネルで、[ メインテナンス (Maintenance)] を押します。

b. [ マシン (Machine)] を押します。

c. [ ヘッド (Head)] を押します。ヘッドがチャンバーの中央部に移動してきて停止し、

Z 軸造形台の位置が変更されます。

2. ヘッドカバーの耳を内側に押し込み、ヘッドからヘッドカバーを引っ張り出して取り外し
ます。 図 32. を参照してください。

手袋 : ヘッド部は熱くなっているため、ヘッド部とその周縁を取り扱う
際には手袋を着用してください。 

新しい保護カ 摩耗した保護
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図 32 [ ヘッドカバー タブの位置

3. チップ保護カバーとチッププレートの間に、小型マイナスドライバーの先端部分を入れま
す。小型マイナスドライバーの先端部分を用いて、チッププレートからチップ保護カバー
を取り外します。 図 33. を参照してください。

図 33 チップ保護カバーを取り外す

4. スタート  アッキットのワイヤーブラシを使用してチップを清掃し、デブリを除去します。  
図 34. を参照してください。  

図 34 チップをワイヤーブラシで清掃する

ヘッドカバーの耳を内
側に押し込み、ヘッド
カバーを取り外す

ヘッドカバー

小型の標準ドライバーを挿入
し、これをテコにしてチップか
らチップ保護カバーを取り外す チップ保護カバー

チッププレート

ワイヤーブラシでチップを清掃する
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5. 頭部の背面に向かって溝端を保ち、露出ノズルを介してそれを押すことにより、新しいノ
ズルのシールドを取り付けます。  図 35. を参照してください。

図 35 チップ保護カバーの取り付け

図 36 ノズルのシールドの配置

6. ヘッドカバーを元の位置に戻し、チャンバードアを閉じます。

7. [ メインテナンス ] を終了し、[ アイドル ] に戻るまで [ 完了 ] を押します。

注意 : に示すようにノズルのシールドは、先端プレートと同一面にしてく
ださい 図 36.

注意 : ヘッドカバーを交換しなければ、プリンタが正常に機能しない可能
性があります。

正しく装着されていないノズルのシールド ノズルのシールドは、正しく装着さ
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材料検知スイッチからデブリを除去

500 時間ごとのメインテナンスに加え、材料検知スイッチをクリアする必要がある場合があり

ます。たとえば、「材料エラー / フィラメントが遮断されています」メッセージが表示パネルに

表示されている場合、材料検知スイッチからデブリを取り除くことを推奨します。

1. プリンタから材料をアンロードし、材料カートリッジを取り外します。

2. 優しく解放し、外側を引っ張っに押すことによって材料のベイのドアを開きます。

3. 材料カートリッジを取り除くには、まず、それを押し込んで取り外し、それから引き出し
ます。

4. 材料ベイの後側から材料チューブを外します。Y 軸コネクタに接続したままにしてくださ

い。

5. 材料ベイの材料検知スイッチの入り口の穴を探します。 図 37. を参照してください。

図 37 材料検知スイッチの位置

6. 圧縮空気の入った缶を用意します。

7. 缶の延長チューブをスプレーノズルに挿入します。

8. 材料検知スイッチの入り口の穴に、延長チューブを合わせます。 図 38. を参照してくださ

い。

図 38 材料検知スイッチの詰まりを除去する

9. スプレーのノズルを握り、短時間 ( 約 2 秒 ) 圧縮空気を吹きつけ、材料ベイのモデル側と

サポート側の各材料検知スイッチの詰まりを除去します。オプションの材料ベイが取り付
けられている場合、この手順を 2 番目のベイで繰り返します。

10. 材料チューブを材料ベイの後側に再び接続します。

11. 材料カートリッジを取り外し、マテリアルをロードします。

サポート側の材料検知スイッチ モデル側の材料検知スイッチ
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2000 時間ごとのメインテナンス

ヘッドチップの交換とキャリブレーション

チップの交換およびキャリブレートが必要なことを示す予防メインテナンスアラートが、実行
時間が 2000 時間に達すると表示されます。  図 39. を参照してください。

図 39 予防メインテナンスアラート

チップを取り外す : 

1. ヘッドチップを交換する前に、プリンタの電源が「オン」になっていることを確認しま
す。

2. 表示パネルで、[ メインテナンス (Maintenance)] を押します。 

3. [ マシン (Machine)] を押します。

4. [ チップ (Tip)] を押します。

5. [ 交換 (Replace)] を押します。

6. ディスプレイに、[ モデルをロード – アンロード中 (Load Model - Unloading)] と表示され

ます。

7. アンロードが終了すると、ディスプレイには材料のキャリアを削除するプロンプトが表示
されます。の材料のキャリアをプッシュしてラッチを放します。

8. チャンバードアを開いてチップを交換するか、チップの交換を [ キャンセル (Cancel)] しま

す。

9. プラスチック製のヘッドカバーを、両側の耳を内側に押し込んで取り外します。 図 40. を
参照してください。

注意 : チップは、周縁部分にメインテナンスを実行しているとき、不注意
によって損傷してしまうこともあります。

注意 : CatalystEX で、[ プリンタサービス (Printer Services)] タブの 
[ プリンタ情報 (Printer Info)] ボタンを押すと、チップを使用した時間数が

表示されます ( チップ使用時間は、交換するとゼロにリセットされます )。 
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図 40 [ ヘッドカバー タブの位置

10. チップを取り外す  

a. 7/64 インチ T 型 6 角レンチを使用して、ヒーターブロックの各取り付けネジを 3 回
転ないし 4 回転、または取り付けネジの頭が金属のカバーと同一平面状になるま

で、反時計回りに回して緩めます。各取り付けネジが抜け落ちてしまわないように
注意します。 図 41. を参照してください。

図 41 チップを取り外す

b. ラジオペンチを使用して、ステンレス製のチップ保護カバーをつかみます。 

c. チップ保護カバーを手前に引き、そのままチップを下側に引き下ろしてヒーターブ
ロックから取り外します。使用済みのチップを処分します。 図 42. を参照してくだ

さい。

ヘッドカバーの耳を内
側に押し込み、ヘッド
カバーを取り外す

ヘッドカバー

ヒーターブロッ
クの取り付けネ
ジを緩める ( 取り

外さない )

ヒーターブロッ
クの取り付けネ
ジを緩める ( 取り

外さない )
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図 42 チップを取り外す

d. 必要であれば、もう 1 つのチップにも同じ手順を繰り返します。

チップを取り付ける : 

1. チップ保護カバーをチップに取り付けます。このとき、チップを取り違えないように注意
します。 図 43. を参照してください。

図 43 チップ保護カバーの調整

2. 手袋を着用して、チップの穴の開いた先端部がチャンバーの奥を向いている状態を保持し
ながら、新しいチップをヒーターブロックに挿入します。

3. ラジオペンチを使用して、ステンレス製のチップ保護カバーをつかみます。 

4. チップ保護カバーを手前に引き、そのままチップを押し上げて取り付けます。 

5. チップが固定されヒーターブロックにほとんど隠れてしまったら、先端部をチャンバーの
奥に向けて押します。

6. チップがヒーターブロックに完全に挿入され、ステンレス製の保護カバーが適切に調整さ
れているかどうか確認します 図 10. を参照してください。

チップを引き降ろして取り外す

短いチューブ

"T- 16 SR30" と刻ま

液化チューブ

長いチューブ

"T16" と刻ま
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7. 7/64 インチ T 型 6 角レンチを使用してヒーターブロックの取り付けネジを締め、しっか

りと固定します。 図 10. を参照してください。

図 44 インストールの例

8. 必要な場合、もう一方のチップについても手順 3 ～ 7 を繰り返します。

9. 頭部の背面に向かって溝端を保ち、露出ノズルを介してそれを押すことにより、新しいノ
ズルのシールドを取り付けます。 図 45. を参照してください。

図 45 チップを取り付ける

注意 : 取り付けネジを締める際に、チップがヒーターブロックにすっかり
隠れているかどうか確認してください。 

注意 : に示すようにノズルのシールドは、先端プレートと同一面にしてく
ださい 図 46.

CORRECT NOT -

シールドの干渉

CORRECT NOT -

装着されていな

CORRECT
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図 46  ノズルのシールドの配置

10. ヘッドカバーを元の位置に戻し、チャンバードアを閉じます。

11. ディスプレイに、[ チップのメインテナンス – チップを交換しましたか ? (Tip Maintenance 
- Tips Replaced?)] と表示されたら、[ はい (Yes)] を押して材料のロードを開始します。

a. ディスプレイに、メンテナンス - 追加 / 削除 と点滅表示されます。 

• 必要に応じて、材料カートリッジを交換します。

b. 彼らがラッチされるまでにプッシュすることで、モデルとサポート材料のキャリア
をロードする。負荷選択ボタンを押してください。

12. プリンタが、材料のロードを開始します。

13. 材料のロードが完了すると、ディスプレイに [ チップのキャリブレーション – モデルベー

スの取付、キャリブレーションモデルの造形 (Tip Calibration - Install Modeling Base And 
Build Calibration Part)] と表示されます。  

 

チップのキャリブレーション :

チップを交換したら、チップのキャリブレーションを実行する必要があります。

1. 点滅中の [ 造形開始 (Start Part)] を選択します。プリンタは、2 つのキャリブレーションモ

デルを造形します。 

• プリンタは、Z 軸キャリブレーションモデルを自動的に造形し、モデルの寸法を測定

し、チップの垂直方向および水平方向における誤差をチェックして Z 軸をキャリブ

レートします ( 所要時間は約 5 分です )。Z 軸のキャリブレーションは自動的に実行

されます。

• 次に、プリンタは XY 軸キャリブレーションモデルを自動的に造形します ( 所要時間

は約 10 分です )。XY 軸キャリブレーションモデルを点検し、X 軸と Y 軸をキャリブ

レートしてチップを補正します。 

2. XY 軸キャリブレーションモデルが完成すると、ディスプレイに [ モデルの取出、XY 調整

値の選択 – X:0?Y:0 (Remove Part and Select XY Adjustment - X:0, Y:0)] と表示されます。

3. XY 軸キャリブレーションモデルを、プリンタから取り出します。

注意 : ヘッドカバーを交換しなければ、プリンタが正常に機能しない可能
性があります。

注意 : キャリブレーションを開始する前に、必ず新しいモデルベースを取
り付けてください。新しいモデルベースを使用しなかった場合、キャリブ
レーションの結果に誤りが生じます。

正しく装着されていないノズルのシールド ノズルのシールドは、正しく装着さ
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4. モデルを点検し、X 軸と Y 軸をキャリブレートします図 47. を参照してください。

a. スタート  アッキットのルーペを使用して、サポート材料の経路 ( 図の赤い線に相当

する部分 ) を確認します。  

b. サポート材料の経路が、図の +X 側または –X 側で、モデルの境界線 ( 図の青い線に

相当する部分 ) 内の中央を通過している部分の位置を特定します。

c. この位置にもっとも近接している数値をチェックします。この数値が、チップの X 
軸補正値となります。-X 側の数値の場合、補正値は負の値になります。

d. [ 増加 (Increment)] または [ 減少 (Decrement)] を選択し、X 軸補正値を入力します。

値の変更は、上部ディスプレイウィンドウに反映されます ( デフォルトでは、プリ

ンタは X 軸の値を許可する設定になっています )。

e. X 軸の補正が完了したら、[Y を選択 (Select Y)] を押し、A ～ D の手順を繰り返し

て、Y 軸について必要な補正値を確認および入力します。

図 47 チ ッ プ XY 軸補正モ デ ル の例。
                      こ の例の場合、 X 軸を + 2 に、 Y 軸を - 4 に調節す る必要が あ り ま す。 

5. X 軸および Y 軸の補正値を入力したら、[ 完了 (Done)] を選択します。ディスプレイに [ メ
インテナンス (Maintenance)] と表示され、プリンタは元の状態に戻ります。補正後の値の

妥当性を高めるには、XY 軸のキャリブレーションを 2 度実行します。

6. 終了したら、[ アイドル ] に戻るまで [ 完了 ] を押します。
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チャンバー照明バーの交換

1. プリンタの電源を切ります。

2. 照明バーの上部から出ているワイヤーハーネスの位置を確認します。

3. ワイヤーハーネスのクリップを引き下げながら押し込んで、照明バーをワイヤーハーネス
から取り外します。

4. ウェルカムキットの 7/64 インチ T 型 6 角レンチを使用して、照明バーの 3 つの取り付け

ネジ ( 上部および中央部、底部にあります ) を緩めて外し、照明バーを取り外します。

5. 3 つの取り付けネジで交換用の照明バーを取り付けます。この際、ネジを締めすぎないよ

うに注意します。

6. ワイヤーハーネスのリード線を再び取り付けます。

図 48 チャンバー照明バーの位置
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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

問題 推奨

電源供給なし 1. 電源コードのプラグがコンセントに確実に接続されているかどうか確認し
てください。

2. ブレーカー ( 本体背面 ) と電源スイッチ ( 本体左側面 ) が
両方とも「オン」の位置になっているかどうか確認してください。

3. AC 電源がコンセントに供給されているかどうか確認してください。

材料が押し出されません 材料が成型ヘッドに詰まっている可能性があります。 “ チップの詰まり ” ペー

ジの 54 を参照してください。

モデルに堆積している材料を
取り除いてください

チップ拭き取りアセンブリの状態をチェックしてください。また、摩耗してい
たら交換してください。 “ チップ拭き取りアセンブリ ” ページの 37 を参照して

ください。

表示パネルにテキストを表示
できません

電源を切り、すぐに入れ直します。 “ 電源サイクリング ” ページの 52 を参照し

てください。

ネットワークまたはクロス
オーバーケーブルを通じて本
体と通信できません

1. 本体または PC、ネットワークボックスに、ネットワークケーブルが接続

されているかどうか確認してください。

2. 設定を再構成してください。

3. 静的ネットワークアドレスを使用している場合、CatalystEX に入力した 
IP アドレスが本体に入力したアドレスと同一の値になっているかどうか

確認してください。

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問い合
わせてください。

( 表示パネルにエラーコード

が表示された場合 )
テクニカルサポートに問い合わせてください。詳細は、 “ 障害コード ” ページ

の 52 を参照してください。

造形エラー システムに送信された造形ファイルが不完全または不良です。CAD ソフト

ウェアで STL ファイルの妥当性を検証します。CatalystEX で STL ファイルを

再処理し、本体に再度ダウンロードします。

表示パネルのエラーメッセー
ジ

推奨

ベースが見つかりません – モデ

ルベースをチェックしてくださ
い

1. モデルベースが挿入されているかどうか確認してください。

2. モデルベースに問題がある可能性があります。交換してください。
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材料エラー
フィラメントエラー

1. カートリッジを取り出して、材料が材料ガイドから出てくるかどうか
確認してください。

2. 材料を、カートリッジから引っ掛かりなく引き出せるかどうか確認し
てください。

3. 材料チューブに、材料が残っていないかどうか確認してください。

4. 材料をリロードしてください。

材料エラー
フィラメントが遮断されていま
す

1. カートリッジを取り出し、材料をカートリッジから引っ掛かりなく引
き出せるかどうか確認してください。

2. 材料チューブに、材料が残っていないかどうか確認してください。

3. 経路に障害物がない場合、デブリを材料検知スイッチから除去しま
す。“ 材料検知スイッチからデブリを除去 ” ページの 42 を参照してく

ださい。

4. 材料をリロードしてください。

材料エラー
無効なカートリッジ

1. カートリッジを取り外し、空になっていないかどうか確認してくださ
い。

2. 材料スプールを交換してください。

3. 材料をリロードしてください。

材料エラー
フィラメントが破損しています

1. カートリッジを取り出して、材料が材料ガイドから出てくるかどうか
確認してください。

2. 材料を、カートリッジから引っ掛かりなく引き出せるかどうか確認し
てください。

3. 材料チューブに、材料が残っていないかどうか確認してください。

4. 材料をリロードしてください。

ロードエラー
フィラメントが遮断されていま
す

1. カートリッジを取り出して、材料が材料ガイドから出てくるかどうか
確認してください。

2. 材料を、カートリッジから引っ掛かりなく引き出せるかどうか確認し
てください。

3. 材料チューブに、材料が残っていないかどうか確認してください。

4. 経路に障害物がない場合、デブリを材料検知スイッチから除去します。 
“ 材料検知スイッチからデブリを除去 ” ページの 42 を参照してくださ

い。

5. 材料をリロードしてください。

ロードエラー
パージに失敗しました

1. カートリッジを取り出して、材料が材料ガイドから出てくるかどうか
確認してください。

2. 材料を、カートリッジから引っ掛かりなく引き出せるかどうか確認し
てください。

3. 材料チューブに、材料が残っていないかどうか確認してください。

4. チップの周りに堆積している材料があるかどうかチェックし、ある場
合は除去してください。

アンロードエラー
アンロードに失敗しました

カートリッジを取り出し、材料チューブに材料が残っていないかどうか確
認してください。

モデル / サポートの詰まり

ヘッドの
清掃後に再開

“ 材料の詰まり ” ページの 55 を参照してください。

ポーズ中 1. [ 造形再開 (Resume)] を押します。

2. 材料カートリッジをアンロードし、再度取り付けます。

注意 : 特定のフィラメント関連のエラーメッセージの場合、20 秒のタイム

アウト後にメインテナンスモードに入ることができます。

表示パネルのエラーメッセー
ジ

推奨
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障害コード

オペレータのリクエストをプリンタが実行できなくなるような障害が発生すると、プリンタは
シャットダウンし、クールダウンします。エラーコードがパネルに表示されます。エラーコー
ドリスト ( ファイル名「error.txt」) は、プリンタのシステムソフトウェアの CD に収録されて

います。( このリストはソフトウェアバージョンの更新に合わせて変更されることがあるため、

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際には、アクセサリ error.txt を必

ずチェックしてください。)

プリンタが完全にクールダウンすると、唯一のオプション [ 続行 (Continue)] が表示されます。[
続行 (Continue)] を押すとプリンタは再起動し、通常動作状態に戻ろうとします。[ 続行 
(Continue)] を押してもエラーが解除されない場合は、電源をいったん切って入れ直し “ 電源サ

イクリング ” ページの 52 を参照してください。を参照してください )、60 秒待ってから電源を

再投入します。ほとんどの場合、これで操作を続行できます。プリンタがシャットダウンを繰
り返し、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。

プリンタ構成 (.cfg) ファイルをエクスポートする

プリンタで障害コードを受信する場合、プリンタからプリンタ構成 (.cfg) ファイルをエクス

ポートし、カスタマーケアに送信する必要があります。

構成ファイルをプリンタからエクスポートする :

1. ワークステーションで CatalystEX を開きます。

2. [ プリンタ サービス ] タブをクリックします。

3. [ エクスポート構成 ] ボタンをクリックします。

4. 構成ファイルを保存するディレクトリに移動します。

5. [ 保存 ] ボタンをクリックします。

6. CatalystEX を閉じます。

電源サイクリング

1. 電源スイッチを「オフ」にします。ディスプレイに、[ シャットダウン中 (Shutting Down)] 
と表示されます。

2. プリンタがクールダウンしてシャットダウンすると、ディスプレイの表示が消えます。

3. ディスプレイの表示が消え、プリンタがシャットダウンしたことを確認したら、ブレー
カーを「オフ」にします。

4. ブレーカーを「オフ」にしたら、60 秒待ってから再びブレーカーを「オン」にします。

5. 電源スイッチを「オン」にします。起動中であることがディスプレイに表示されます。.

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

用のファイルをプリンタに送信できます。
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造形失敗の診断

プリンタのヘッドが、材料の押し出しに失敗する場合があります。これは、以下のいずれかの
項目をチェックすることで確認できます。

• 材料がどちらかのヘッドチップから出てこない状態でヘッドが動いている

• モデル材料とサポート材料の高さが等しくない

• サポート材料の不足によってたるみができている

1. 表示パネルで [ キャンセル (Cancel)] を押し、プリンタからモデルをすべて取り出します。

2. 新しいモデルベースを挿入します。

3. [ アイドル (Idle)] になっていることを確認し、[ メインテナンス (Maintenance)] を押しま

す。

4. [ マシン (Machine)] を押します。

5. [ ヘッド (Head)] を押します。ヘッドがチャンバーの中央部に移動してきて停止し、Z 軸造

形台の位置が変更されます。 [モデルドライブモーターが停止しました (Model Drive Motor 
Stopped)] というメッセージがディスプレイに表示されます。

6. [ フォワード (Forward)] ( ヘッドが動作温度に到達した後で使用可能なコマンド ) を押し

て、モデル材料の押し出しに問題があるかどうか調べます。モデル材料のチップ ( 右側 ) 
を数秒間監視し、押し出し ( パージ ) が実行されているかどうか確認します。

 

7. [ 停止 (Stop)] を押して、押し出しを停止します。

8. 材料がモデル材料のチップから流れない場合、 “ 押し出し失敗からの復帰 ” ページの 57 を
参照してください。材料がモデル材料のチップから間断なく流れ出ている場合、この材料
のチップは正常に動作しています。

9. [ ドライブを選択 (Select Drive)] を選択して、サポート材料のチップをテストします。

10. [ フォワード (Forward)] を押して、サポート材料の押し出しに問題がないか確認します。

サポート材料のチップ ( 左側 ) を数秒間監視し、押し出し ( パージ ) が実行されているか

どうか確認します。

11. [ 停止 (Stop)] を押して、押し出しを停止します。

12. 材料がサポートチップから流れない場合、 “ 押し出し失敗からの復帰 ” ページの 57 を参照

してください。材料がサポートチップから間断なく流れ出ている場合、このサポートチッ
プは正常に動作しています。

13. プリンタを [ メインテナンス (Maintenance )] 状態に戻します。

14. [ どの材料をロードしましたか ?] が表示されます。[ 両方 ] を押します。。 

15. [ アイドル ] に戻るまで [ 完了 ] を押します。

手袋 : ヘッド部は熱くなっているため、ヘッド部とその周縁を取り扱う
際には手袋を着用してください。

注意 : チップが動作温度に達する必要があるため、成形開始まで 長で 30 
秒待つ必要があります。
53



チップの詰まり

チップに材料が詰まることがあります。これは、多くの場合押し出し失敗 (LOE) の原因になり

ます。チップに詰まりが生じると、材料のロードとモデルの造形ができなくなります。

1. ヘッドカバーの耳を内側に押し込み、ヘッドからヘッドカバーを引っ張り出して取り外し
ます。 図 49. を参照してください。

図 49 ヘッドカバーを取り外す

2. チップを点検し、材料が堆積しているかをチェックしてください。材料が堆積している場
合、 “ 押し出し失敗からの復帰 ” ページの 57 を参照してください。 材料が堆積していない

場合、チャンバードアを閉じて作業を続けます。

3. 表示パネルで、[ メインテナンス (Maintenance)] を押します。

4. [ マシン (Machine)] を押します。 プリンタはキャリブレートを行いますが、これには約 3 
分かかります。

5. [ ヘッド (Head)] を押します。 ヘッドが動作温度に達するには、約 3 分かかります。

6. [ ドライブを選択 ] を押し、チップに詰まりがある可能性のあるドライブを選択します。

7. [ フォワード ] を押すと、動輪が選択したドライブを前方に回転させます。

8. [ 冷却風オフ ] を押すと、ヘッド冷却ファンが 10 秒間停止し、チップが動作温度にまで上

昇します。材料が押し出されるようになると、チップの詰まりはなくなります。材料が押
し出されない場合、 “ 押し出し失敗からの復帰 ” ページの 57 を参照してください。

9. [ 完了 ] を押します。

10. ヘッドカバーを交換します。

11. [ どの材料をロードしましたか ?] が表示されます。[ 両方 ] を押します。

12. [ アイドル ] に戻るまで [ 完了 ] を押します。

手袋 : ヘッド部は熱くなっているため、ヘッド部とその周縁を取り扱う
際には手袋を着用してください。

注意 : ヘッドカバーを交換しなければ、プリンタが正常に機能しない可能
性があります。

ヘッドカバーの耳を
内側に押し込み、
ヘッドカバーを取り
外す

ヘッドカバー
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材料の詰まり

材料がヘッドに詰まる場合があります。プリンタの表示パネルには、材料の詰まりを知らせる
メッセージが表示されます。材料の詰まりが検出された場合、次のステップに従い詰まりを除
去します。

1. 表示パネルで、[ 継続 (Continue)] を押します。  

2. [ メインテナンス (Maintenance)] を押します。

3. [ マシン (Machine)] を押します。

4. [ ヘッド (Head)] を押します。

5. ヘッドメインテナンスモードの場合、タブを押してヘッドから引き抜き、ヘッドカバーを
取り外します。  図 50. を参照してください。

図 50 ヘッドカバーを取り外す

6. チップの注入口に堆積があるかどうかを点検し、 voir 図 51.. 材料が堆積している場合、 “
押し出し失敗からの復帰 ” ページの 57 を参照してください。 材料が堆積していない場合、

チャンバードアを閉じて作業を続けます。

手袋 : ヘッド部は熱くなっているため、ヘッド部とその周縁を取り扱う
際には手袋を着用してください。

ヘッドカバーの耳を内
側に押し込み、ヘッド
カバーを取り外す

ヘッドカバー
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図 51 チップの注入口の位置

7. [ ドライブを選択 ] を押し、チップに詰まりがある可能性のあるドライブを選択します。

8. [ フォワード ] を押すと、動輪が選択したドライブを前方に回転させます。

9. [ 冷却風オフ ] を押すと、ヘッド冷却ファンが 10 秒間停止し、チップが動作温度にまで上

昇します。材料が押し出されるようになると、チップの詰まりはなくなります。材料が押
し出されない場合、 “ 押し出し失敗からの復帰 ” ページの 57.  を参照してください。材料

が押し出される場合、モデルの造形を続けることができます。

10. ヘッドカバーを再び取り付けます。

11. [ 完了 ] を押します。

12. [ どの材料をロードしましたか ?] が表示されます。[ 両方 ] を押します。

13. [ ポーズ ] 画面に戻るまで [ 完了 ] を押します。

14. [ 造形再開 ] を押して、モデルの造形を続けます。

注意 : ヘッドカバーを交換しなければ、プリンタが正常に機能しない可能
性があります。

モデル材料の
チップの注入口

サポートチッ
プの注入口
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押し出し失敗からの復帰
 

1. [ ヘッドメインテナンス (Head Maintenance)] モードに移行します。

a. [ アイドル (Idle)] になっていることを確認し、[ メインテナンス (Maintenance)] を押

します。

b. [ マシン (Machine)] を押します。

c. [ ヘッド (Head)] を押します。 ヘッドが動作温度に達するには、約 3 分かかります。

2. ヘッドカバーの耳を内側に押し込み、ヘッドからヘッドカバーを引っ張り出して取り外し
ます。   図 52. を参照してください。

図 52 ヘッドカバーを取り外す

3. チップのトグルバーをニュートラルポジション ( バーがヘッド部の両側から同じ長さだけ

出ている位置 ) に移動します。突き出たバーの端を押して位置を合わせます ( これは手動

で行えます )。  図 54. を参照してください。

注意 : 本書に記載のすべての手順に目を通し、よく理解した上で実際の作
業に取り掛かるようにしてください。

手袋 : ヘッド部は熱くなっているため、ヘッド部とその周縁を取り扱う
際には手袋を着用してください。

ヘッドカバーの耳を内
側に押し込み、ヘッド
カバーを取り外す

ヘッドカバー
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図 53 ヘッドのコンポーネント

図 54 ニュートラルポジションにあるトグルバー

4. ヘッド部周辺に材料の屑を見つけたら、除去します。
 

a. ラジオペンチ、プローブ、またはそれらに類似したツールを用いて、材料を可能な
限り除去します。

注意 : チップに供給される材料がスムーズに押し出されず、ヘッドカバー
下部に堆積することがあります。

注意 : 材料が入っていくヘッドチップのチューブのことを、押し出し
チューブといいます。押し出しチューブは破損しやすいため、ヘッド部を
取り扱う際には、このチューブを破損しないように丁寧に作業してくださ
い。

サポート材料
側の遊動輪

モデル材料側の
遊動輪

トグルスプリ
ング

ヒーターブ
ロック

動輪

トグルバー
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b. 材料を除去しやすくするには、材料の遊動輪を邪魔にならない位置に移動させます 
( 遊動輪は、サポート材料側とモデル材料側にそれぞれ 1 つずつあります。 図 53.

を参照してください )。
 

i. 7/64 インチ T 型 6 角レンチを、 図 55. ( モデル材料側の場合 ) のようにトグ

ルスプリングポストと遊動輪ポストの間に挿入します。

ii. トグルバーを、ヘッドの T 型 6 角レンチと同じ側に移動させます。 図 55. (
モデル材料側の場合 ) を参照してください。

図 55 詰まりを除去するためのスペースを確保する ( モデル材料側の場合 )

iii. 7/64 インチ T 型 6 角レンチを、スプリングの張力に逆らう方向に動かしま

す。1/8 インチの T 型 6 角レンチ ( スタートアップキットに含まれています

) を、取り付け穴に挿入します。  図 56. を参照してください。

注意 : 2 つの遊動輪アセンブリのどちらか一方のみを移動させます。移動

させた遊動輪の周りに付いた材料をきれいに除去して元の位置に戻し、そ
の後にもう一方の遊動輪側に取り掛かります。両方の遊動輪の位置を同時
に移動させようとすると、スプリングに引っ張られてしまうことがありま
す。

トグルバーを、ヘッド
の T 型 6 角レンチと同

じ側に移動させます。

アイドラーアームポスト

遊動輪ポスト
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図 56 スペースを確保し詰まりを除去する ( モデル材料側の場合 )

iv. 7/64 インチ T 型 6 角レンチに加えている力を弱め、テコにして持ち上げて

いる遊動輪を、遊動輪アセンブリが 1/8 インチ T 型 6 角レンチに支えられる

状態になるまで、元の位置へとゆっくり戻していきます。

v. 7/64 インチ T 型 6 角レンチを取り外します。

c. カッターを使用して、遊動輪の上の材料を切り取ります。

d. ラジオペンチやプローブ、それに類似したツールを使用して、露出された部分か
ら、材料を除去します。 

e. 7/64 インチ T 型 6 角レンチを、トグルスプリングポストと遊動輪ポストの間に再び

移動させます。

f. 7/64 インチ T 型 6 角レンチを、スプリングの張力に逆らう方向に動かして遊動輪ア

センブリを動かし、1/8 インチ T 型 6 角レンチを取り外します。

g. 7/64 インチ T 型 6 角レンチを取り外します。

5. 反対側でも必要に応じこの手順を繰り返します。

6. ヘッドカバーを交換します。

7. 表示パネルで [ 完了 ] を押します。

8. [ どの材料をロードしましたか ?] が表示されます。モデル材料のみをロードしている場合
には [ モデル ] を、サポート材料のみをロードしている場合には [ サポート ] を、モデル材
料とサポート材料の両方がロード中の場合には [ 両方 ] を押します。何もロードされてい
ない場合には、[ なし ] を押します。

9. ロードされていない材料のカートリッジを取り除くよう表示されますので、カートリッジ
を取り除き、堆積した材料を切断します。

10. [ アイドル ] に戻るまで [ 完了 ] を押します。

11. ロードされていない材料をリロードします。

注意 : 材料の緩んでいる部分を、問題のある押し出し注入口からすべて取
り除きます。

注意 : ヘッドカバーを交換しなければ、プリンタが正常に機能しない可能
性があります。

1/8 インチ T 型
レンチを、取り
付け穴に挿入し
ます。
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61

7 サポート

登録

uPrint SE および uPrint SE Plus 3D プリンタの登録方法については、 http://
www.uprint3dprinting.com  をご覧ください。

カスタマーサポート

以下の詳細については、http://www.uprint3dprinting.com  をご確認ください。

• uPrint SE または uPrint SE Plus プリンタの消耗部品の注文方法。

• uPrint SE または uPrint SE Plus  プリンタテクニカルサポートの連絡先。

• SST タンクに関するテクニカルサポート。

• モデルの表面処理に関する情報。

テクニカルサポートにお問い合わせの際には、以下の情報をお知らせください。

電話の場合 : 

• システムモデル名。

• システムシリアル番号。

• システムソフトウェアビルド番号。

• CatalystEX バージョン番号。

• 問題に関する詳細な説明。

• 可能であれば、トラブルシューティングをスムーズに実行できるようにプリンタの近くか

らお電話ください。

電子メールの場合 : 

• システムモデル名。

• システムシリアル番号。

• お客様のご氏名。

• お客様の電話番号。

• 問題に関する詳細な説明。

高度なトラブルシューティングの場合 ( 電子メール専用 ): 

• システム CFG ファイル。

• STL ファイルおよび CMB フィアル。

• 問題のある部分を撮影した詳細な写真。

http://www.uprint3dprinting.com 
http://www.uprint3dprinting.com 
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html


8 処分

材料および素材は、すべて地域のリサイクルガイドラインに沿って適切に処分してください。

図 57 リサイクルマーク

電子部品を処分する際は、地域のリサイクルガイドラインに従ってください。

システムコンポーネント 材料 / 素材 リサイクルマーク

X 軸 (2) と Y 軸 (4) ガイドロッドストッパー ( オレンジ ) ABS

モデル材料ガイド ( 赤色、両半分 ) ABS

サポート材料ガイド ( 黒色、両半分 ) アセタール

材料固定クリップ ( 青 ) ABS

材料カートリッジ ( 上部 : 透明、底部および底部カバー : 黒
色。 留め金およびヒンジピン、電子装置を

除く )

PC

材料スプールとその蓋部 ( 灰色 ) PS - HI

B モデルベース ABS

EEproms 電子装置

乾燥剤は、地域のリサイクルガイドラインに沿って処分可能

包装材料は、すべて地域のリサイクルガイドラインに沿って
処分可能
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EEPROM を材料ガイドから取り外す

1. モデル材料およびサポート材料のカートリッジを開き、材料ガイドを取り外します。

2. 小型の標準ドライバーをテコにして、2 つの材料ガイドをそれぞれ半分に分割します。 図 

58. を参照してください。

図 58 モデル材料ガイドを分割する

3. 取り出した EEPROM は、すべて地域の電子装置リサイクルガイドラインに沿って適切に

処分してください。

4. 材料ガイドは、地域のガイドラインに沿って適切に処分してください。 図 57. を参照して

ください。

乾燥剤を材料スプールから取り除く

1. 材料スプールから堆積した材料を取り出します。

2. 標準ドライバーをテコとして使用して、乾燥剤カバーを開きます。 図 59. を参照してくだ

さい。

図 59 乾燥剤を取り除く

3. 乾燥剤を取り除き、地域のガイドラインに沿って適切に処分してください。

4. 材料スプールは、地域のガイドラインに沿って適切に処分してください。

小型の標準ドライバーをテコにして分割する

標準ドライバーをテコに
して分割する

乾燥剤を取り除きリサイ
クルします。材料スプー
ルをリサイクルします。
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9 プリンタの的仕様

この章の情報は、uPrint SE と uPrint SE Plus プリンタの両方に適用されます。

物理的仕様

設備の仕様

プリンタの高さ 762mm (30 in.)

プリンタの幅 660mm (26 in.)

プリンタの奥行き 660mm (26 in.)

プリンタの重量 59kg (130 lbs.)

材料ベイの高さ 153mm (6 in.)

材料ベイの幅 660mm (26 in.)

材料ベイの奥行き 660mm (26 in.)

材料ベイの重量 17kg (37 lbs.)

設置場所 低地上高 90 – 100 cm (36 – 40 インチ ) の、耐荷重 100 kg (220 ポンド ) の安

定した平面。
注 – 追加の材料ベイを使用する場合 : 

低地上高 117 – 127 cm (46 – 50 インチ ) の、耐荷重 120 kg (260 ポンド ) の安

定した平面。

電源要件 100-240 VAC ~ 12 - 7A 50/60 Hz 1200W、 の専用回路を 2 m (80 インチ ) 以内に備え

ている必要があります。
延長コードまたはテーブルタップを使用しないでください。電源供給が断続的に停止する

ことがあります。

換気用スペース ユニットの背面 : 低 115mm (4.5 in.)
プリンタの周囲 : 低 153mm (6 in.)

ネットワーク接続 4 m (14 フィート ) 以内の Ethernet 10/100 Base T
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ワークステーション仕様

電源仕様

環境仕様

音響仕様

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 :  2.4 GHz
高速のプロセッサではジョブの処理時間が短縮されます

RAM 低 : 1GB (Windows Vista または Windows 7 では 2GB)
推奨 : 2GB (Windows Vista または Windows 7 では 3GB)

ハードディスク インストール : 90MB

モニターグラフィックス解像
度

低 :  1024x768
推奨 : 1280x1024 ( ワイドスクリーンも使用可 )

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

推奨 : OpenGL サポートのハードウェア

128MB グラフィックカードメモリを推奨

電源 ( 定格 ) 100-240 VAC ~ 12 - 7A 50/60 Hz 1200W、

延長コードまたはテーブルタップを使用しないでください。電源供給が断続的に停止する

ことがあります。

温度範囲 . 15◦C to 30◦C (59◦F to 86◦F)

相対湿度範囲 30-70% ( ただし結露しないこと )

発熱量 2550BTU/hr 典型的な

第三者のアイドル時音圧 55 dBA

第三者の動作時音圧 62 dBA
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10 追加情報

Stratasys 無償保証書

Stratasys, Inc. ( 以下「Stratasys 社」) は、Stratasys 社または Stratasys 社認定再販業者にから

購入された uPrint® SE 3D および uPrint® SE Plus 3D プリンタシステムおよび関連周辺機器、

交換部品 ( 以下「製品」と総称 ) について、以下に述べる契約条件に基づいて、その材質また

は仕上がりに欠陥がないことを保証するものとします。

保証の対象者は、製品をご購入いただいたお客様本人のみとします。 当初製品 ( 納品時の製品 ) 
の保証期間は、納品日から 1 年間とします。 本限定保証に基づいてお客様が享受できる唯一の

救済方法は、本書で規定されている修理または交換とします。

お客様の保証の権利を保護するためには、すべての uPrint® SE 3D および uPrint® SE Plus 製品

を過去または現在のユーザーガイド (www.uPrintDimension.com から入手可能 ) の説明に従っ

て設定しなければならないものとします。 本限定保証の期間中、Stratasys 社または Stratasys 
社が指名した代理人は、その自由裁量により、以下に述べる欠陥製品を、修理または交換する
ものとします。 保守部品および交換製品は新品または修復品のいずれかで、交換ベースで提供

されます。 すべての交換部品または交換製品は Stratasys 社の所有物とし、欠陥のある部品が 
Stratasys 社による指示に従って返却されない場合、本限定保証に基づいて交換部品の請求が行

われるものとします。

お客様が本限定保証の期間中に保証クレームを提出し、返却に先立って Stratasys 社から返却

の指示を受けている場合は、Stratasys 社が部品の返却費用と新品または修復した交換部品の発

送費用を負担するものとします。 各交換部品の保証期間は、Stratasys 社または Stratasys 社が

指名した代理人の住所から発送された日から 90 日間とします。 消耗部品は、本限定保証の対象

外とします。 保証サービスは、Stratasys 社、Stratasys 社認定再販業者、Stratasys 社が指定す

る第三者サービスプロバイダのいずれかによって提供されます。

以下に述べる条件のいずれかに該当する場合、本限定保証に基づく保証範囲または保証支払額
は無効となります。

(a)uPrint® SE 3D および uPrint® SE Plus 製品が、乱用、誤ったまたは不適切な保守、無許可の

修正または修理、誤用、不正利用、湿気への暴露、洪水、火災、供給電源に関連する電気的問
題、Stratasys, Inc. の過失ではないその他の行為の対象となっている場合。

(b)Stratasys 社カスタマーサービス部が、1 年間の保証期間が終了する前に、uPrint® SE 3D お

よび uPrint® SE Plus システムの不具合または故障について通知を受けなかった場合。

(c)Stratasys 社が保証または承認していない部品または消耗品が取り付けられ、使用されていた

場合。
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Stratasys 社は、製品の交換またはその関連作業、利用または利益の損失、その他のいかなる間

接的、偶発的、付随的、典型的、懲罰的、結果的、例外的な損害についても、また uPrint® SE 

3D および uPrint® SE Plus 製品の購入および本限定保証によって生じた損失について、

Stratasys 社または Stratasys 社が指名した代理人が上記の損害またはクレームの可能性につい

て通知をしていたとしても、一切責任を負わないものとします。 上記のクレームが管轄権を有

する裁判所によって除外できないと見なされる限りにおいて、お客様は唯一かつ排他的な救済
として、欠陥があると見なされた製品の見返りに、当初購入価格に相当する支払を受けること
に同意しているものとします。

一部の国、地域、州、地方では、救済または偶発的、懲罰的、結果的損害、適用される期間に
ついて排除または限定が認められていないため、上記の限定がお客様に適用されない場合があ
ります。 法律によって許可される範囲を除き、本限定保証は、お客様に対する本製品の販売に

適用される制定法上の権利を排除または制限、修正するものではなく、かかる権利に追加され
るものです。 

本保証はお客様に特定の法的権利を付与するものであり、お客様は国または地域、州、地方ご
とに異なる他の権利を有する場合もあります。 

本限定保証を除き、法律で許可された 大限の範囲において、Stratasys 社および任意の 
Stratasys 社認定再販業者は、明示または黙示を問わず、市販性および特定目的に対する適合性

の黙示保証を含むいかなる保障もいたしません。 Stratasys 社は、割引の提供または設定、許

可、それに関連する賠償責任の負担またはその他のいかなる保証も、任意の Stratasys 社認定

再販業者またはその他の独立した第三者によって明示または黙示されたかどうかにかかわらず、
一切行いません。 
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適合宣言書
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規制および環境情報

EMC Class A に関する警告 

FCC Statements (U.S.A.)

The U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr1 5.105) has specified that the following 
notices be brought to the attention of users of this product.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Shielded cables: use of shielded data cables is required to comply with the Class A limits of Part 
15 of the FCC Rules.

Caution: Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this 
equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful 
interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a commercial environment. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this 
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will 
be required to correct the interference at their own expense.

Canada Electromagnetic compatibility (EMC)

Normes de sécurité (Canada)

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 statement (Canada)

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital 
apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of 
Communications.

MSDS (Material Safety Data Sheet)

プリンタで使用 システムの 新の Material Safety Data Sheets (MSDS) を取得するには、次の

住所宛にご請求ください。 http://www.dimensionprinting.com

警告 : This is a Class A product. In a domestic environment this product 
may cause radio interference in which case the user may be required to take 
adequate measures.
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欧州連合における一般家庭ユーザによる使用済み機器の処分について

製品またはその梱包材に表示されているこの記号は、この製品を他の家庭ごみと一緒に捨て
てはいけないことを示しています。使用済み電気 / 電子機器のリサイクルのために、使用済み

機器は指定された回収場所に引き渡す必要があります。使用済み機器の分別回収とリサイク
ルは、天然資源の保全、および人間の健康と環境の保護につながります。リサイクルのための
使用済み機器の回収場所に関する詳細については、地域の市役所、家庭ごみ処理サービス、ま
たは製品を購入したお店にお問い合わせください。
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11 付録

無停電電源装置 (UPS) 使用法とインストール

uPrint SE および uPrint SE Plus 3D プリンタの無停電電源装置 (UPS) シャットダウン機能の目的は、

制御されない停電が発生した際に、システムを安全にシャットダウンして、メインテナンスの必
要性、および / または システムの損傷を防止することです。処理中の部分の造形が完全に終了す

るかどうかは使用している UPS のバッテリ寿命と停電の長さによります。

ユーザーは以下の仕様の UPS を選択すべきです。

• ランタイムが 1000W の出力で 低 15 分のもの ( ランタイム > 設置場所の典型的な停電時

間に基づいて 15 分が適切だと考えられる )

• ローバッテリ警告の後にランタイム 小 8 分が作動した。

• 1500W のピーク出力 ( 低 ) 

• 「バッテリ使用中」および「 低バッテリ」状態時のドライ接点 ( 電圧フリー ) インター

フェース

• 少なくとも 12VDC で 100mA に対応できるドライ接点インターフェース

一般情報

（使用している場合）、UPS と 3D プリンタに AC 電源を接続するための UPS 装置にだけでな

く、I / O モジュール（使用する場合）のインストール方法については、インストールおよび操

作ガイド UPS および I / O モジュールを参照してください。UPS への 3D プリンタの電源を接

続することで、停電に対する保護を提供する一方で " オンバッテリー " と " 電池交換 " の条件が

検出された時に、3D プリンタは、安全にシャットダウンします。以下の電気的インタフェース

の接続情報に従ってください。

1. I / UPS の O は、図 60. に示すように、通常開ドライ接点リレーを（ワイヤード AND 設

定）を設定します。

2. 3D プリンタのケーブルに、UPS の適切な長さを構築する。ピンの出力のために図 61. を
参照してください。

3. UPS ユニットのコネクタ（9 ピン DSUB）3D プリンタの背面のコネクタからケーブルを

接続します。

4. UPS の設置と " ローバッテリー警告レベル "8 分に設定する操作ガイドの指示に従ってく

ださい。

注意： （締めすぎないでください）、それぞれの仲間にケーブルコネクタ
を保持するネジジャッキをインストールするために確かめて下さい

注意： デフォルトのローバッテリ警告レベルの値は、3D プリンタが安全

にシャットダウンできるようにするために十分な時間を提供することはで
きません。
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図 60 ワイヤードと設定

パーツリスト - ケーブル、UPS3D プリンタへ

アイテム 数量 各部の名称 / 説明 材料の仕様

1 1 Conn, Hsg, Plug, 9Pos AMP - 205204-9

2 2* Pin, Male, 24-20 AWG AMP - 1-66506-0

3 1 Shell, Size 1, 9-Pin w/Grommets AMP - 748677-1

4 2 Jackscrew Pair 4-40, Knurled AMP - 747784-3

5 XX.x Cable, 2 Conductor, 22 AWG ALPHA - 1172C or Equivalent

6 3.0 inch Sleeving, Heatshrink 1/4 Inch 3M - FP301 or Equivalent

注意： * は、UPS の構成に応じて追加のピンが必要な場合があります。
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図 61 UPS ケーブル図
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