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特許

この製品は、以下に示す 1 つ以上の米国特許によって保護されています。

5,386,500

6,259,962

6,569,373

6,658,314

6,850,334

7,183,335

7,209,797

7,225,045

7,364,686

7,369,915

7,479,510

7,500,846

7,604,768

7,628,857

7,658,976

7,725,209

 

 

Stratasys Ltd.
http://www.stratasys.com

 

DOC-07027JA

改訂 E 版 

2016 年 7 月

DOC-07027JA Rev. E

http://www.objet.com/


内容

1 このガイドについて
このガイドを使用する 1-2
詳細情報 1-2
このガイドで使用される用語 1-3

2 安全性
安全機能 2-2
記号および警告ラベル 2-3
安全上のガイドライン 2-4

プリンタの設置 2-4
プリンタの操作 2-4
UV 放射 2-4
プリンタのメンテナンス 2-5
モデル樹脂およびサポート樹脂 2-5
UV ランプ 2-6

造形用樹脂を取り扱う作業における応急処置 2-7
皮膚に触れた場合 2-7
目に入った場合 2-7
飲み込んだ場合 2-7
吸入した場合 2-8

廃材を処理する場合 2-8

3 3D プリンティング システムObjet500 の概要
Connex™ プリンティング システムへようこそ 3-2
システムの構成 3-3
ソース ファイル 3-4

STL ファイル 3-4
SLC ファイル 3-4
VRML ファイル 3-4

ワークフロー 3-5
造形用樹脂 3-6

保管 3-6
使用期限 3-6
光への暴露 3-6
安全上の注意 3-7
廃棄 3-7

作業環境 3-7
ワークステーションに対する要件 3-8
PolyJet 3D プリンティングシステムで使用するために造形データを準備する 3-9

CAD ファイルを STL フォーマットに変換する 3-9
CAD ファイルを WRL フォーマットに変換する 3-9
CAD ファイルを SLC フォーマットに変換する 3-9

Objet Studio ソフトウェア 3-10

4 Objet Studio をインストールする
Objet Studio のインストール方法 4-2

5 Objet Studio を使用する
Objet Studio を起動する 5-3

Windows® 7 セキュリティ警告 5-3
Objet Studio のインターフェイス 5-5

DOC-07027JA Rev. E iii



リボン コマンド 5-7
Objet Studio コマンド メニュー 5-9
モデル ツリー パネル 5-10
隠れたモデルにプロパティを割り当てる 5-11

造形のためにモデルを準備する 5-12
OBJDF ファイル: 概要 5-12
モデル ファイル 5-12
モデルを造形トレイ上に置く 5-13
Objet トレイ ファイルを開く 5-18
クイックアクセス モデル コマンド 5-20
モデルをコピーし、貼り付ける 5-20
表面仕上げ 5-22
モデルを（構成）要素に分割する 5-22
モデル樹脂を設定する 5-24
モデル樹脂を変更する 5-25
サポート樹脂を変更する 5-25
デジタル マテリアル 5-27
モデルに樹脂を割り当てる 5-28
モデルをコーティングする 5-29

モデルを造形トレイに配置する 5-30
自動配置 5-31
自動配列 5-32
手動配列 5-33

トレイ上のモデルを操作する 5-35
モデルをトレイ上に配置する 5-35
有効なモデルの配列 5-36
グリッドを使用してモデルを配置する 5-37
測定単位 5-38
モデル寸法を設定する 5-39
モデルを再配置する 5-40
モデルの向きを変更する 5-42
モデルをグループ化する、グループ化を解除する 5-44
モデルの方向を固定する 5-45

表示オプション 5-46
モデルを表示する 5-46
画面レイアウト 5-48
トレイの視点 5-50
モデルの色を設定する 5-51
大きいファイルを読み込む 5-52
大きいファイルの操作 5-53
ズーム オプション 5-55

トレイを取り扱う 5-56
トレイの検証 5-56
造形見積もり 5-57
造形モード 5-58
Objet デジタル ファイルを電子メール送信する 5-59
トレイを造形する 5-60

その他の Objet Studio 機能を適用する 5-64
モデルを分割する 5-64
サポート強度を選択する 5-65
Hollow（空洞化）: サポート樹脂でモデルを充填する 5-66
モデルの横断面を表示する 5-67
画面表示をイメージ ファイルとして保存する 5-68
造形トレイを保存およびインポートする 5-69
OBJTF ファイル 5-69
OBJZF ファイル 5-69

Objet Studio をカスタマイズする 5-71
クイック アクセス ツールバーを作成する 5-71
リボンを非表示にする 5-73

DOC-07027JA Rev. E iv



表示色 5-73
ショートカットキー 5-75
ユーザー設定を定義する 5-77

プロフェッショナル モードの機能 5-78
デフォルト設定 5-79
OpenGL ドライバの構成 5-80

その他の Objet Studio サポートを得る 5-82
Objet Studioバージョン、樹脂モジュールおよびライセンス機能 5-82
造形ジョブをモニタリングおよび管理する 5-85

Job Manager 画面 5-85
プリンタ接続を設定する 5-87
オフライン モード 5-88
リモート接続を設定する（クライアントモード） 5-92
Job Managerのコマンド 5-92
ユーザー通知を設定する 5-96
ジョブ キューから造形する 5-97
その他のサーバー機能 5-98

6 を操作およびメンテナンスをする Objet500 3D プリンタ
プリンタを起動する 6-3
モデル カートリッジおよびサポート カートリッジをロードする 6-5
モデルを生成する 6-6

プリンタの準備 6-6
プリンタ アプリケーション カラー キー 6-8
造形インジケーター 6-9

造形停止後にジョブを再開する 6-10
造形用樹脂を変更する 6-12

バイオ適合樹脂で造形する場合の追加ステップ 6-16
詳細設定 6-16

プリンタをアイドル モードで維持する 6-19
プリンタの電源を切る 6-20

シャットダウン ウィザード 6-21
プリンタをメンテナンスする 6-23

定期メンテナンスのスケジュール 6-23
メンテナンス カウンター 6-24
UV ランプの確認 6-26
造形ヘッドおよびローラー表面を清掃する 6-26
ワイパー クリーニング ウィザード 6-29
パターン テスト 6-32
造形品質を改善する 6-33
ローラー バスを清掃し、 ローラー スクレーパを検査する 6-34
ローラー スクレーパを交換する 6-37
造形ヘッドを位置合わせする 6-39
ヘッド オプティマイゼーション ウィザード 6-43
造形ヘッドを交換する 6-50
UVランプをテストおよびキャリブレーションする 6-61
ロード セルをキャリブレーションする 6-68
カーボン フィルタを交換する 6-69
UV 交換ランプ 6-70
Built-in Tests 6-76
廃棄物コンテナ 交換 6-83
外部パネルを清掃する 6-84

7 造形されたモデルを取り扱う
造形後のモデルを取り外す 7-2
サポート樹脂を取り除く 7-2
VeroClear で作成したモデルの造形後処理 7-4

光退色処理の手順 7-5

DOC-07027JA Rev. E v



モデルを保管する 7-5

DOC-07027JA Rev. E vi



DOC-07027JA Rev. E 1-1

1
このガイドについて

このガイドを使用する 1-2

詳細情報 1-2

このガイドで使用される用語 1-3



Objet500 ユーザー ガイド 1 このガイドについて

DOC-07027JA Rev. E 1-2

このガイドを使用する

このユーザー ガイドは、Objet500 3D 造形システムの設置、操作、メンテナンスの
手順について説明します。機能の使用方法について説明し、システムを使用する
際の実用的な例を示します。

このガイドの説明および図は、Objet500 3Dプリンタ、プリンタ ソフトウェア バージョ
ン 58.2 およびObjet Studio ソフトウェア バージョン 9.2 に基づいています。

このガイドは以下を前提としています。

• お使いの Objet500 システムにすべてのハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク
コンポーネントがインストールされ、設定され、正しく動作している。

• オペレータが Windows® PC プラットフォームについての実用的な知識がある。

詳細情報

http://www.stratasys.com/ にアクセスして、他の言語で書かれた文書を含め、この
プリンタの補足文書をダウンロードしてください。消耗品およびサポートの問い合わ
せ先の詳細も、このサイトからご利用いただけます。

この文書での情報提示方法に関して質問もしくはご意見がある場合、または今後
のバージョンに関するご提案がある場合、c-support@stratasys.com までお知らせく
ださい。

http://www.stratasys.com/
mailto:c-support@stratasys.com
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このガイドで使用される用語

Connex™ 造形ヘッドから複数の樹脂を同時に噴射させてモデルを造形する
技術。この技術により、Objet500プリンタはデジタル マテリアル モー
ドで造形することができます。

Job Manager™ 造形ジョブを PolyJet プリンタに送信する前にジョブを管理する 
Objet Studio ソフトウェアの一部。

OBJDF モデルのジオメトリおよび造形に必要な樹脂に関する情報を含む
ファイルの拡張子。objdf ファイルは Objet Studio で作成されます。

OBJTF PolyJet 3Dでモデル造形ジョブに必要な情報すべObjet500イルの
拡張子。Objet Studio で造形ジョブを PolyJet 3Dプリンタに送信す
るために、objtf ファイルが使用されます。

OBJZF Objet Studio 造形トレイで使用されるすべてのファイルを含む圧縮
「ラッパー」ファイルの拡張子。objzf ファイルを使用すると、保存や転
送を便利に行えるように、造形ジョブを単一のファイルとして保存で
きます。

Objet™ プリンタ このガイドで言及している Stratasys 3D。

 

Objet Studio™ Stratasys PolyJet プリンタで造形するためのファイルを準備するソフ
トウェア。

SLC Objet Studio で使われるファイルの種類で、モデルの個々のスライス
のビットマップを含む。

STL Objet Studio ソフトウェアで使用されるファイルの種類。

 

クライアント/ユーザー 
ワークステーション

PolyJet プリンタの造形トレイを準備するためのソフトウェアがインス
トールされているワークステーション。(ローカル ネットワークのクライ
アント ワークステーション数には制限はありません。)

サポート樹脂 造形中にモデルの構造をサポートするために使用される樹脂。

 

デジタル マテリアル プリンタにロードされた基本モデル樹脂を組み合わせて作成された
モデル樹脂

デジタル マテリアル モード 2 つの異なるモデル樹脂を使ってジョブを造形する時に使用するプ
リンタ モード。(単一のモデル樹脂で造形する際に、このモードを
使って樹脂交換作業を実施する必要性をなくすこともできます。)

プリンタ アプリケーション Objet500 プリンタを制御するために使用される GUI (グラフィカル 
ユーザー インターフェイス) 。

プリンタ コンピュータ プリンタを操作するObjet500プリンタ内のコンピュータ。

 

プリンタ ソフトウェア プリンタのすべての操作を制御する Objet500 プリンタ内のコン
ピュータで実行するソフトウェア。

ホスト/サーバー 
ワークステーション

Objet500 プリンタと直接インターフェイスで接続され、通常その横に
配置されているワークステーション。
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モデル樹脂 モデルの造形に使用される樹脂。

 

混合トレイ 複数のモデルを含む造形トレイで、それぞれのモデルは異なるモデ
ル樹脂で造形されるように指定される。

混合パーツ そのパーツが複数のモデル樹脂で造形されるモデル。

 

樹脂 Stratasys PolyJet プリンタで使用するための感光性造形樹脂を製
造するための基体。Objet Studio およびプリンタ アプリケーション画
面では、「樹脂」はモデルおよびサポート樹脂のカートリッジを指しま
す。

洗浄液 プリンタに別の樹脂を充填するか、長期間使用しない場合に、シス
テムから完全に、モデルおよびサポート樹脂を取り除くために使用
される、樹脂フィード チューブおよび造形ブロックを洗い流す洗浄
剤。洗浄液は標準樹脂カートリッジに付属しています。

造形トレイ Objet Studioソフトウェアで使用された場合: プリンタの実際の造形ト
レイを示す画面に表示される平面。

プリンタで使用された場合: モデルが生成される平面。
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安全機能

Stratasys 3Dプリンタは、CE および FCC 規格に適合する設計で
す。機器には以下の安全機能が備わっています。

カバー インターロック スイッチ  カバーが開いている時は、UV ランプ、トレイ ヒーターおよび駆動
モーターへの電力供給がオフになります。

警告
インターロック スイッチを無効にしないでください。 それによって、
重傷を負う場合があります。インターロック スイッチが正常に機能し
ない場合は、プリンタの使用を中止し、指定の保守サービス窓口に
連絡してください。

安全ロック プリンタの動作中は、カバーがロックされます。開けようとすると、UV 
ランプおよび駆動モーターがオフになります。

警告
安全ロックを無効に しないでください。 それによって、重傷を負う場
合があります。安全ロックが正常に機能しない場合は、プリンタの使
用を中止し、最寄りの保守サービス窓口に連絡してください。

UV スクリーン カバーの透明部分は有害な紫外線をカットし、造形中モデルの確
認が可能です。

 

図 2-1 Objet500プリンタの正面

ブレーカー 過電流が流れた場合には、プリンタへの電力が遮断されます。

注: サービスマン以外はブレーカーに手を触れないでください。

UV ランプ過熱保護機能 ランプ周辺の温度が 90 °C (194 °F) に達すると、UV ランプおよ
び駆動モーターへの電力供給がオフになります。温度が 65 °C 
(150 °F) を超えると、UV ランプ カバーのラベルがその旨を示しま
す。

 

接地された筐体 感電を防ぐために、プリンタのケースは接地されています。

注: この保護機能を得るためには、コンセントが現地の電気工事規
定に従って正しく接地されている必要があります。
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Objet500 3D プリンティング システムをこのガイドの規定に沿ってご使用くださ
い。安全機能が適切に機能しない場合があります。

記号および警告ラベル

以下のテーブルに、Objet500プリンタで使われる警告ラベルの一覧を示します。

警告記号 意味 場所 コメント

危険 (全般) プリンタ背面記載。 プリンタを使用する前に、こ

の文書の指示を読んでくだ

さい。

高温 造形ブロック上。 火傷の危険性。造形後はこ

の表面に触らないでくださ

い。

高電圧 UV ランプ コネクタの近

く。

電源供給ユニットの近く。

感電の危険性。

紫外線放射 UV ランプの近く。 紫外線放射による負傷の危

険性。

可動パーツ プリンタのフロント ドアを開

けた時に見えるパネルの

上。

可動パーツによる負傷の危

険性。



Objet500 ユーザー ガイド 2 安全性

DOC-07027JA Rev. E 2-4

安全上のガイドライン

このユーザー ガイド全体を通じて説明する指示と合わせて、以下に示す全般的な
ガイドラインは、システムを操作およびメンテナンスをするユーザーの安全を確保
するのに大切なものです。指示通りにシステムを操作しなかった場合には、ユー
ザーの安全が損なわれる可能性があります。

プリンタの設置 ➢ 認定されたサービスマン以外は、プリンタを設置および撤去しないでください。

➢ 認定された電源コードを使って、プリンタ (と UPS ユニット) をコンセントに接続し
てください。

➢ コンセントは、プリンタの近くにあり、容易にアクセスできる必要があります。

➢ 接地 (アース) 線のないコンセントには、絶対に電源プラグを接続しないでくださ
い。また、絶対に接地を外さないでください。それによって、操作者が感電によ
る重大な危険性にさらされる可能性があります。

➢ 法令の要求により、次の安全上の注意の後に、フィンランド語、ノルウェー語、
スウェーデン語およびデンマーク語の翻訳が挿入されます。

「マシンは接地されたコンセントに接続すること。」

❒ FI: Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

❒ NO: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

❒ SE: Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

❒ DK: Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver 
forbindelse til stikproppens jord.

➢ 換気口と壁または他の機器との間は、少なくとも 15 センチメートル 離してくださ
い。

プリンタの操作 ➢ Stratasys カスタマーサポート担当から教育を受けた要員以外は、プリンタを操
作しないでください。

➢ プリンタを操作またはメンテナンスをするすべての要員は、救急箱および非常
設備の場所ならびにその使用方法を理解している必要があります。この機器へ
のアクセスを絶対に妨げないでください。

➢ プリンタ カバーを閉じる時は、指や体の他の部位を挟まないように気を付けてく
ださい。

➢ プリンタが動作中は、絶対にプリンタ カバーを開けないでください。

➢ 絶対にインターロック安全スイッチを無効にしないでください。

➢ インターロック安全スイッチが機能しない時には、プリンタを使用しないでくださ
い。

➢ 動作を停止した後でも、プリンタのパーツの多くは非常に高温な状態が続きま
す。UV ランプおよび造形ブロックには手を触れないでください。

UV 放射 プリンタに使用される UV ランプは、危険な光を放射します。

➢ プリンタが開いている時に UV ランプが点灯したままの場合は、UV 光を直接見
つめないでください。プリンタの電源を切り、指定の Stratasys 保守サービス窓
口に連絡してください。
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プリンタの
メンテナンス

➢ 関係する安全上の予防措置について講習を受けた認定済みの要員以外は、
メンテナンス作業を行わないでください。

➢ 通常とは異なる作業および危険な作業を開始する前には、その旨を作業者や
Objet500システムにアクセスする担当者に周知してください。

災害の危険性および安全に関する事象が発生した場合は、どのようなことでも
社内の安全担当者またはその他適切な部署に報告してください。

モデル樹脂お
よびサポート樹
脂

モデル樹脂およびサポート樹脂は、化学物質でできています。これらの樹脂を直
接取り扱う場合は、予防措置を講じる必要がありますが、Objet500システムで使用
されるすべてのモデル樹脂およびサポート樹脂は、密封されたカートリッジで取り
扱われます。通常、プリンタの操作者が有害な樹脂に直接さらされることはありませ
ん。万が一漏れたりこぼれたりした場合は、使用した造形用樹脂のカートリッジに書
かれた指示に従ってください。

➢ モデル樹脂およびサポート樹脂は、屋内の乾燥した換気のよい場所で、15 ～ 
25 °C (59 ～ 77 °F) の温度範囲で保管します。炎、熱、火花または直射日光
には、絶対にさらさないでください。

➢ モデル樹脂およびサポート樹脂を、飲食物が保管、調理および消費される場
所から遠ざけてください。

➢ 硬化していない造形用樹脂は有害な物質に属し、直接取り扱う場合には特定
の予防措置が必要となります。皮膚の炎症を防ぐために、ネオプレンまたはニト
リル製の手袋を着用してください。モデル樹脂およびサポート樹脂が目に入る
恐れがある場合は、安全眼鏡を着用してください。造形用樹脂に長時間直接
触れると、アレルギー反応を起こす場合があります。

➢ 表面が UV で完全には硬化されていないモデルを取り扱う場合は、一般的なゴ
ム手袋が適当です。

➢ 呼吸器官への刺激を防ぐために、モデル樹脂およびサポート樹脂が使われて
いる作業場所を換気してください。 プリンタに排気ダクトがない場合、部屋全体
の換気を毎時 20 回以上行ようにしてください。

➢ こぼれたモデル樹脂およびサポート樹脂は、使い捨てタオルもしくはその他の
吸収剤、またはおがくずもしくは活性炭などの再使用できない物質で清掃してく
ださい。こぼれた場所を、変性アルコールまたはイソプロピル アルコール、続い
て石鹸と水でゆすぎます。吸収剤は、法令に従って処理してください。

➢ 汚れた衣服は、家庭では洗濯せずに、専門の業者に洗浄を依頼してください。

➢ 汚れた靴、ベルトおよびその他の革製品は、適用法令に従って処理してくださ
い。汚れた衣類を着用すると、造形用樹脂が再度付着することがあります。
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UV ランプ 造形樹脂を硬化させるためにプリンタが使用する UV ランプには少量の水銀が含
まれています。万が一ランプが破損した場合は、水銀蒸気を吸ってしまうことを避け
るため、室内を換気してください。操作中にランプが破裂した (壊れた) 場合、室内
を出て、約 30 分間かけて部屋を完全に換気してください。

保護手袋を使って、水銀その他のランプの部品に直接触らないようにしてくださ
い。水銀蒸気の発生を防ぐために、注射器やテープや紙等を用いてこぼれた水銀
は注意して取り除いてください。

破損したランプ、水銀、汚染された樹脂は気密性のある非金属のコンテナに入れ
てください。コンテナは該当する規則に従って破棄します。
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造形用樹脂を取り扱う作業における応急処置

大前提として、硬化していない造形用樹脂に直接触れることは避けるべきです。皮
膚または目にこれらの樹脂が触れた場合は、直ちにその部位を水で十分に洗い流
し、これらの応急処置の指示に従ってください。

造形用樹脂に添付される樹脂安全データ シート (Material Safety Data Sheet: 
MSDS) には、安全についての重要な情報が書かれています。これらの樹脂を使
用および保管する際には、この文書をすぐに取り出せる場所に保管しておいて
ください。

皮膚に触れた
場合

皮膚に硬化していない造形用樹脂が触れた場合は、直ちに該当箇所を石鹸と水
で十分に洗い、続いて汚れた衣服を取り除きます。髪の毛、耳、鼻および汚れを
落としにくい体のその他の部位は、特に入念に洗ってください。

➢ 液体の樹脂が容易に皮膚中に浸入しないように、冷水を使って毛穴が開くのを
防ぎます。

➢ 皮膚を洗浄するのに溶剤を使用しないでください。

➢ 皮膚の広い範囲に触れた場合、または長時間触れた結果膨れが生じた場合
は、医師に相談してください。いずれの場合でも、炎症が続く場合は、医師に相
談してください。

➢ 誤って造形用樹脂を手から体の他の部位 (特に目) に付着させないでくださ
い。

➢ 保護クリームを使用した場合は、皮膚の保護クリームが完全に無くなるまで、造
型機を使用しないでください。

目に入った場
合

硬化していない造形用樹脂が目に入った場合は、直ちに大量の水で 15 分間洗い
流し、医師に相談してください。

➢ 日光、蛍光灯の光およびその他の紫外線放射源を避けてください。

液体の造形用樹脂を取り扱う際にコンタクト レンズを装用することは、推奨しませ
ん。コンタクト レンズを装用している時に液体の飛沫が目に入った場合は、直ちに
レンズを外して目を水で洗ってください。

➢ 汚れたレンズは洗浄し、消毒してください。

➢ 目の炎症が消えるまで、コンタクト レンズを装用しないでください。

飲み込んだ場
合

造形用樹脂を飲み込んでしまったら、カートリッジに書かれた指示を参照してくださ
い。直ちに医師に相談してください。
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吸入した場合 造形用樹脂の蒸気によって、呼吸器系が炎症を起こすことがあります。呼吸器系
に炎症が生じた場合は、直ちに受傷者に新鮮な空気に吸わせてください。

➢ 受傷者の呼吸が止まっている場合は、人工呼吸または心肺蘇生術を実施しま
す。

➢ 直ちに医師に相談してください。

➢ 被害者を暖めてください (ただし、暑すぎないこと)。

➢ 意識の無い受傷者には、絶対に食べ物を与えないでください。

➢ 酸素吸入処置は、許可された要員のみが行ってください。

廃材を処理する場合

完全に硬化された造形後のモデルは、普通のオフィスごみとして処理することがで
きます。ただし、プリンタの廃材 (硬化されていない造形樹脂) を取り扱う場合は、特
別な注意が必要です。

造形用樹脂 ➢ Objet500プリンタから廃棄コンテナを取り外す時には、ネオプレンまたはニトリル
製の手袋を着用します。

➢ 液体の廃材の飛沫が目に入らないように、安全眼鏡を着用してください。

➢ Objet500プリンタからの液体の廃材は、有害な産業廃棄物に該当します。従っ
て、造形用樹脂の廃材は、人が触れたり水源を汚染しないように、密封して処
理する必要があります。

➢ モデル樹脂およびサポート樹脂の空のカートリッジには、内容物の残りが付着
しています。傷んだカートリッジ シールを通して、この残りの一部が漏れ出す場
合があります。従って、空のカートリッジの取り扱いおよび保管には、注意を
払ってください。

➢ 空のカートリッジを再使用したり、穴を開けないでください。

➢ 使用したカートリッジおよび廃棄コンテナは、法令に従って処理してください。

➢ 汚れた衣服、靴、空のコンテナ等は、適用法令に従って廃棄してください。

UV ランプ 造形樹脂を硬化させるためにプリンタが使用する UV ランプには少量の水銀が含
まれているので、「一般廃棄物」とみなされます。使用済みのランプは適用法令に
従ってリサイクルするか破棄します。

破損したランプ:
換気したら、保護手袋を使用し、水銀蒸気の発生を防ぐために、注射器やテープ
や紙等を用いてこぼれた水銀は注意して取り除いてください。破損したランプ、水
銀、汚染された樹脂は気密性のある非金属のコンテナに入れてください。コンテナ
は該当する規則に従って破棄します。
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Connex™ プリンティング システムへようこそ

Stratasys によって特別に開発された技術によって、Connex プリンティング システム
の高度な機能が可能になりました。この機能により、異なるモデル樹脂を使ってモ
デルを同時に造形できるようになりました。基本樹脂を組み合わせて (デジタル マ
テリアル) モデルを造形することで、幅広い機械的特性 (柔軟なものから固いものま
で) と色を選択することができます。

1

Connex プリンタを使えば、3D モデルの造形において、以下の結果を得ることがで
きます。

• 2 つまたは 3 つのモデル樹脂で造形するモデルを、同時に造形することもでき
ます。これによって、モデルに特定の機械的および色の特性を付加することが
できます。

• 同じモデルのパーツを、異なる樹脂で (または樹脂を組み合わせて1) 同時に造
形することができます。

• 中心部分とは異なる樹脂でできたコーティング層を持つモデルを造形すること
ができます。

Connex プリンタには異なる樹脂をロードすることができるので、モデル生成のプロ
セスを簡素化してコストを削減することができます。

• 1 つの造形ジョブで、異なる樹脂からなるモデルを同じ造形トレイ (混合トレイ) 
で造形することで、時間がかかる別樹脂のロード、システムの洗浄、異なる造形
ジョブ送信の必要性およびコスト発生を排除できます。

• ここでも樹脂交換の必要性とコストを排除して、ロードされたモデル樹脂 (または
樹脂の組み合わせ) のいずれかを使用して、造形ジョブを素早く交互に切り替
えることができます。

Objet Studio ではモデルをコンポーネント パーツ (「シェル」) に分割することができ
るので、モデルのパーツを分離、操作および造形することができます。その結果、
モデル樹脂およびその他の特性をシェルに割り当てることができます。お使いの 
CAD ソフトウェアで stl ファイルを準備することで、モデルをシェルに分割する作業
を完全に制御することができます。

VRML ファイルとして保存したモデル設計は、Objet Studio で開くことができます。
Connex プリンタで造形する際に、パーツに適切な樹脂の組み合わせを割り当て
て、目的の色でモデルを造形します。

図 3-1    Objet500 3Dプリンタ             

1Connex2およびConnex3仕様のみ
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システムの構成

Objet500 3D プリンティング システムは、単一ステーション システムとして、または複
数ステーション システムとしてセットアップすることができます。ローカル コンピュー
タ ネットワークに接続した場合、複数ユーザーがシステムを利用することができま
す。このような構成では、それぞれのユーザー ワークステーション (クライアント) で
ファイルを準備し、造形を行います。通常 3Dプリンタの隣にあるサーバーは Job 
Manager として機能し、造形のために造形ジョブをプリンタに送信します。

図 3-2 に、複数クライアント構成における プリンタのセットアップを示します。

図 3-2    複数クライアント ネットワーク構成

Objet Studio をインストールする際に、クライアント ステーションまたはマスター 
(サーバーまたはスタンドアロン) ステーションのどちらとしてインストールするかを選
択します。

ジョブがプリンタに送信されると、サーバー コンピュータの Job Manager は、優先順
位、モデル樹脂タイプおよびその他の要素に応じて整理します。 複数ワークス
テーション構成では、サーバーのオペレーター (通常は製造管理者) には 3Dプリ
ンタに送信されたジョブ全体の管理権限があり、ジョブの優先付けおよび削除、
ジョブ履歴のレビューならびにジョブの再造形などを行うことができます。
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ソース ファイル

PolyJet プリンティング システムは、ほとんどの CAD ツールおよび他の一部の 3D 
アプリケーションで設計された 3 次元モデルを生成します。サポートされるファイル 
フォーマット:

• STL

• SLC

• VRML

Objet500 では、異なるタイプのモデル ファイルを同時に生成することができます。

STL ファイル STL は Standard Triangulated Language の略です。この言語では、すべてのモデ
ルを面の集合として考え、モデルのそれぞれの面を三角形の集合として表現しま
す。
例えば、正方形は 2 つの三角形で、立方体 (6 面体) は 12 個の三角形で、それぞ
れ表現できます。曲面の場合は、表現するのにより多くの三角形が必要になりま
す。公差が厳しいほど (スムーズな表面)、より多くの三角形が必要になります。その
結果、モデルを高品質で表現すると、ファイルが重くなります。

ほとんどの CAD ソフトウェアで、STL ファイルをエクスポートすることができます。
Objet500 では、これらのファイルを使ってモデルを造形し (短期間での試作品作
製)、また直接量産アイテム用の型を作製します。

STL ファイルは、ASCII (テキスト) ファイルまたはバイナリ ファイルのどちらかです。
ASCII ファイルの中身は、ソリッドで始まりエンドソリッドで終わります (共に小文字)。
これらのキーワードの間が、ソリッド モデルの表面を表現する三角形のリストです。
それぞれの三角形が、ソリッドの表面から離れる方向の単一法線ベクトルおよびそ
の X-Y-Z 座標を定義します。これらはデカルト座標として表現される浮動小数点
値です。すべての三角形の座標は正の値で、モデルの立体内に包絡されなけれ
ばなりません。

SLC ファイル SLC は、ステレオ リソグラフィ輪郭の略です。SLC ファイルは、3 次元モデルの 2 次
元輪郭を表現します。これらの輪郭線はポリラインです。
SLC ファイルは、連続したスライスとしてモデルを保存する ASCII (テキスト) ファイル
です。このことは、SLC ファイルに基づくモデルの方向を合わせられないことを意味
します。造形トレイ上のスケール (サイズ) および位置しか制御できません。このた
め、SLC ファイルとして保存する前に、モデルの方向を造形に適したものにする必
要があります。SLC ファイルの性質上、Objet Studio でのモデルが、STL ファイルか
ら表示されるソリッドモデルのイメージとは違って見える場合があります。

VRML ファイル VRML は、色およびテクスチャ情報を含む 3D ファイル フォーマットです。VRML 
では、CAD プログラムでモデルを設計する際に、異なる色およびテクスチャをモデ
ルに適用できます。Objet Studio でさらに色を割り当てる必要はありません。
Objet Studio では、VRML 97 および VRML 2.0 フォーマットをサポートしています。
CAD ソフトウェアで VRML ファイルを作成する場合、次の 2 つのファイルが作成さ
れます。モデルのジオメトリ情報 (テクスチャ等) を含む wrl ファイル、およびモデル
の色情報を含む画像ファイル (bmp、png、jpg または tiff)。VRML ファイルを Objet 
Studio の造形トレイに挿入する前に、VRML ファイルと対応する画像ファイルを同じ
ディレクトリに保存します。
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ワークフロー

PolyJet プリンティング システムを使えば、モデル ファイルの準備およびその造形
を非常に柔軟に実施することができます。利用できる主なワークフローを以下に示
します。

リストに示すタスク実行の詳細な手順については、第5章 ("Objet Studio を使用す
る")に説明があります。

ステージ ワークフロー A ワークフロー B ワークフロー C

CAD プログラム • 3D モデルを設計しま

す。

• 単一 stl ファイルとし

て保存します。

• 3D モデルを設計し

ます。

• stl ファイルをアセ

ンブリとして保存し

ます。

• 3D モデルを設計しま

す。

• パーツに色を適用しま

す。

• 「モデルデータを 

VRML/wrl ファイルと

して保存します。

Objet Studio • stl ファイルを開きます 

(挿入します)。

• 「モデルデータをそのコ

ンポーネント (「シェ

ル」) に分割します。

• 樹脂をコンポーネントに

割り当てます。

• stl ファイルをアセ

ンブリとして開きま

す (挿入します)。

• 樹脂をアセンブリの

コンポーネントに割

り当てます。

• objdf ファイルを開

きます (挿入しま

す)。

(objdf ファイルに

は、モデル樹脂情報が

含まれます。)

• VRML/wrl ファイルを

開きます (挿入しま

す)。

(wrl ファイルには、

モデル樹脂および色情

報が含まれます。)

l「モデルデータを objdf ファイルとし
て保存します (オプション)。

 

l造形トレイを保存します。/ 造形をプリンタに送信します。

Stratasys プリンタ 

モデルがプリンタに生成されます。

  lサポート樹脂をモデルから取り除きます

完成モデル

完成モデル。

設計からモデル完成までの PolyJet ワークフロー
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造形用樹脂

Objet500で完全なモデルが成形されるまで、プリンタは造形トレイで造形用樹脂の
薄い層を吹き付けてモデルを生成します。2つのタイプの樹脂を使用します。

• モデル樹脂: 完成モデルを作製する

• サポート樹脂: 造形時にモデルのギャップおよびスペースを埋め、造形後に取
り除かれる

PolyJet の造形用樹脂およびその特性に関する最新情報については、
http://www.stratasys.com/materials/polyjet にアクセスしてください。

保管
Objet500プリンタでのモデル造形に使用される材料は樹脂製で、反応性モノマー
およびオリゴマーでできています。造形用樹脂は耐紫外線カートリッジに密封され
て提供されますが、保管および取り扱いには注意してください。これらのガイドに
従って、作業者の安全および環境に配慮すると共に、安全に保管してください。

• これらの樹脂を金属に接触させないでください。モノマー可溶性物質でできた
プラスチック (ポリスチレンまたはポリ塩化ビニル等) は、PolyJet 造形用樹脂を
保管するのに適しません。

• 使用しないときは、樹脂カートリッジをしっかり閉め、汚染、紫外線への暴露お
よび誤ってこぼすのを防止してください。

• 樹脂カートリッジは、屋内の乾燥した換気のよい場所で、15 ～ 25 °C の温度
範囲で保管します。熱または炎に曝されると、カートリッジが破裂または発火す
る場合があります。

• 樹脂カートリッジ内で未成熟重合が生じると、膨れ、漏れ、発熱および異臭など
の兆候が現れます。熱に曝されると、カートリッジ内の樹脂がゲル化する場合が
あります。

• 樹脂カートリッジは、必ず法令およびその他の適用される要件に従って保管し
てください。

使用期限 造形用樹脂には、一定の使用期限があります。ラベルの有効期日は、損傷してい
ない未開封のカートリッジで適切に保管された場合に有効です。有効期日がもっと
も早いカートリッジが優先して使用されるように、在庫を常に確認して下さい。

光への暴露 造形用樹脂を密封カートリッジ以外で保管する場合は、必ず日光、蛍光灯および
水銀灯などその他の紫外線源から離して保管してください。紫外線に曝されると、
粘性が増加し、最終的には固化します。

http://www.stratasys.com/materials/polyjet
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安全上の注意 硬化前の樹脂は、有害な材料です。健康被害を防ぐために、造形用樹脂に関す
る以下の安全上の注意に従ってください。

• 炎、熱または火花に決して近づけないでください。

• 肌に触れたり目に入れないでください。

• 取り扱う場所は換気をしてください。

• 飲食物から離して保管してください。

ただし、出来上がった造形モデルは安全なものとなります。取扱いや保管に特別な
注意事項はありません。

樹脂の安全に関する詳細な情報は、以下の項目に書かれています。

 l "安全上のガイドライン" ページ 2-4

 l "造形用樹脂を取り扱う作業における応急処置" ページ 2-7

廃棄
モデルおよびサポート樹脂のカートリッジは、適用法令および規則に従って処理し
てください。カートリッジは、必要に応じて分解してリサイクルすることができます。

作業環境

極端な高温および多湿な環境は、Objet500 3D プリンタ の動作に悪影響を及ぼし
ます。従って、必要に応じて換気または空調システムを使用して、作業エリアを以
下の条件内に維持してください。

• 18 ～ 25 °C

• 相対湿度 30 ～ 70%
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ワークステーションに対する要件

以下の表に、Objet Studio を実行している ワークステーションのコンピュータ コン
ポーネントに対する要件の一覧を示します。

重要: サーバー ワークステーションは、管理者権限を使ってセットアップします。

  要件

コンピュータのタイプ Server workstation: Standard desktop PC1

プロセッサ  Intel® Core™ i3 以上

オペレーティングシステム Windows® 7 または Windows® 8.1、64 ビット2

RAM 8 GB 以上2

グラフィック カード3 Open GL® Memory: 1 GB (最低)、歯科用途には 2 GB を推奨

サーバー ワークステーションの場合: VGA コネクタ4

光学ドライブ CD/DVD ROM

ハードディスク ドライブ 80 GB 以上 (最小空き領域: 40 GB)

ネットワーク カード ネットワーク カード
LAN TCP/IP(サーバー ワークステーションの場合は2ポート、クライ
アント ワークステーションの場合は1ポート)

マウス/キーボード接続 サーバー ワークステーション: USB1

モニタ ケーブル VGA コネクタ1

ウイルス対策ソフト5 テスト済み: TrendMicro、Eset NOD32、AVG、Kaspersky

 

1KVM スイッチボックスを使用して、同じキーボード、モニタ、マウスのセットで内蔵プリンタ コンピュータとサーバー ワークステーションの両方

を制御するシステムの場合: 一体型のコンピュータ、ワイヤレス マウスおよびワイヤレス キーボードは使用することができません。

28 GB のメモリを使用する場合は、64 ビットのオペレーティングシステムをお勧めします。32 ビットのアプリケーションで動作する Objet Studio 

が利用できるメモリは、4 GB のみです。

3以下のグラフィック カードは、Stratasys の代理店にてテストしています。

• NVIDIA® Quadro® シリーズ—FX570、FX1700

• NVIDIA® GeForce® シリーズ—6200 TurboCache™、7300 GT、GTX 285

• Intel® Express Chipset—82915G/GV、82910GL、Q965、Q963、Q35、Q45、Q43、82852、82855

• ATI Radeon™ HD 5670、HD 5970

• AMD Radeon™ E6760

4KVM スイッチボックスを使用するシステムの場合。サーバー ワークステーションに DVI ビデオ コネクタがある場合は、VGA アダプタが必要

になります。

5ほとんどのウイルス対策プログラムをサーバー ワークステーションで使用できます。例に挙げたサードパーティ製プログラムは、Stratasys にお

いてテスト済みです。
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PolyJet 3D プリンティングシステムで使用するために造形データを準備
する

Stratasys 3D プリンティング システムで設計ファイルを使用する前に、ファイルがサ
ポートされるファイル フォーマットであることを確認してください。(これらのファイル 
フォーマットの説明については、"ソース ファイル" ページ 3-4を参照してください。)

CAD ファイルを 
STL フォーマッ
トに変換する

この手順は、使用する CAD ソフトウェアによって若干異なる場合がありますが、多
くの場合、以下の手順が適用されます。

ファイルを STL フォーマットに変換するには (CAD プログラムで):

1. [File (ファイル)] メニューから [Save As (名前を付けて保存)] を選択します。

2. [Save As (名前を付けて保存)] ダイアログ ボックスで [Save As Type (名前を付
けて保存するタイプ)] のプルダウン メニューを開き、[*.STL] を選択します。

3. [Options (オプション)] をクリックし、以下のパラメータを設定します。

❒ 全体品質: 約 0.01 mm (偏差の公差/線形寸法公差)

❒ 詳細品質: 約 5° (角度公差)

注: これらの値を小さくするとより正確なモデルデータが作成されますが、デー
タ容量が大きくなり、読み込みおよび処理時間が長くなります。このため、必要
以上に小さな値を使うことは一般には推奨されません。

4. ファイル フォーマット オプションで [binary (バイナリ)] または [ASCII] を選択しま
す。(Objet Studio では、バイナリおよび ASCII の両フォーマットを使用すること
ができます。ただし、バイナリファイルの方がデータ容量が小さいので、このオプ
ションを推奨します。)

5. [OK] または [Save (保存)] をクリックします。

CADファイルをSTLフォーマットへ変換したら、Objet Studio で開いてモデルを生成
する前に、(Materialise® の Magics™ 等の) STL修復アプリケーションで欠陥の有無
をチェックすることを推奨します。

詳細については、www.stratasys.com で「CAD から STL」を検索してください。

CAD ファイルを 
WRL フォー
マットに変換す
る

CAD 設計を VRML ファイル (WRL フォーマット) として保存して造形できます。
CAD 設計で RGB の値をシェル (パーツ) に割り当てた後に Objet Studio の VRML 
ファイルをインポートすると、最適な色となるデジタル マテリアルが自動的にシェル
に割り当てられます。プリンタはプリンタにロードされた基本樹脂からこれらのデジタ
ル マテリアルを調製します。

Objet Studio では VRML 2 (VRML97 ファイルとも呼ばれる) がサポートされます。

CAD ファイルを 
SLC フォーマッ
トに変換する

ファイルを SLC フォーマットに変換する場合は、レイヤーの厚みを 15 ミクロン 
(0.015 mm) に設定することを推奨します。Objet Studio では SLC ファイルの方向を
合わせることができないので、SLC ファイルとして保存する前に正しくモデルの方向
を合わせることが重要です。適切なモデルの向きに関する注意を、第3章ページ 
5-33"手動配列"で説明します。

http://www.stratasys.com/
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Objet Studio ソフトウェア

Objet500 3D プリンティング システム用 Objet Studio プログラムは、2 つのメイン画
面で構成されます。

• トレイ設定/モデル設定

• ジョブ マネージャ

トレイ設定/モデル設定

[Tray Settings (トレイ設定)] および [Model Settings (モデル設定)] 画面では、
Objet500 3Dプリンタで造形するためのソース ファイルを準備します。Objet Studio 
では、さまざまなファイル準備オプションが可能ですが、必ず以下の基本手順で構
成されます。

1. 1 つまたは複数のモデルデータを造形トレイに置く

2. モデルデータをトレイ上に配置する

3. モデルおよびトレイ パラメータを設定する

4. トレイの構成を objtf (トレイ フォーマット) ファイルとして保存する

5. objtf ファイルを Objet500 3Dプリンに送信して造形する

Objet Studio を使ってこれらを実施する詳細は、第5章 "Objet Studio を使用する"
で説明します。

Job Manager

[Job Manager] 画面は、クライアント ワークステーションと直接 Objet500 3Dプリンタ
に接続されているコンピュータとでは異なります。

• 直接接続されているコンピュータ (サーバー) にインストールされた Objet Studio 
では、[Job Manager] 画面には、サーバー自身およびネットワーク上のすべて
のクライアント コンピュータから 3Dプリンタに送信された、すべてのジョブの
キューおよびステータスが表示されます。表示されるすべてのジョブを編集およ
び操作することができます。

• クライアント コンピュータにインストールされた Objet Studio では、[Job Manager] 
画面にはそのコンピュータから 3Dプリンタサーバーに送信されたジョブの
キューおよびステータスだけが表示されます。クライアント コンピュータからは、
これらのジョブだけを編集および操作することができます。

クライアント コンピュータは、ローカル ネットワークを通じて PolyJet 3Dプリンタ
に接続できますが、一度に接続できるのは 1 台だけです。ジョブ マネージャ画
面には、現在クライアントが接続されている 3D プリンタのステータスが表示され
ます。
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Objet Studio のインストール方法 

このセクションは、Objet Studio を再インストールする、またはリモート (クライアント) 
コンピュータにインストールする必要がある場合に実施してください。

Objet Studio セットアップ ウィザードのガイドに従って、このソフトウェアをインストー
ルします。Objet Studio は、プリンタサーバー (「ホスト」) コンピュータにインストール
されますが、リモートのクライアント コンピュータおよびモデル造形用ファイルの準
備またはトレーニングおよびデモンストレーションの目的で使用されるコンピュータ
にインストールすることも可能です。インストール中に、プリンタサーバー (「ホスト」) 
アプリケーションまたはクライアント アプリケーションのどちらをインストールするかを
選択します。

Objet Studio ソフトウェアをインストールするには:

1. USB フラッシュ ドライブ (プリンタに付属) を USB ポートに接続します。

2. USB フラッシュ ドライブで Objet Studio インストール ファイルを探し、実行しま
す。

3. Objet Studio アップグレードをインストールする場合は、表示されるリストをチェッ
クしてお使いのプリンタに互換性があることを確認してください。

 

図 4-1    Objet Studio の互換性確認
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4. Objet Studio をインストールするには、使用許諾契約に同意する必要がありま
す。条項を読んでから、[Yes (はい)] をクリックして続行するか、[No (いいえ)] を
クリックしてウィザードを閉じます。

[Yes (はい)] をクリックすると、以下の画面が表示されます。

図 4-2    Objet Studio インストール ウィザード—ようこそ画面

5. [Next (次へ)] をクリックしてインストールを開始します。
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6. [Select Features (機能の選択)] 画面で、必要なインストール オプションを選択
します。

次の場合には、[Objet Studio for a server computer (サーバー コンピュータ用 
Objet Studio)] を選択します。

❒ Objet Studio をサーバー (「ホスト」) コンピュータ (直接 Objet500 プリンタに
接続されてぃるコンピュータ) にインストールする場合。

❒ Objet Studio をスタンドアロン (オフライン) のコンピュータにインストールする
場合。

Objet Studio を「クライアント」ワークステーション (造形ジョブを用意して、それら
をサーバー コンピュータに送付するリモート コンピュータ) にインストールする
場合は、[Objet Studio for client workstations (クライアント ワークステーション用 
Objet Studio)] を選択します。

図 4-3    Objet Studio 構成の選択

7. [Select Installation Folder (インストール フォルダの選択)] 画面でインストール
先のフォルダを確認し、[Next (次へ)] をクリックします。

既定のインストール先のフォルダを変更しないことを推奨します。必要に応じて 
[Disk Space (ディスク空き容量)] をクリックして、インストール先フォルダの空き容
量を確認します。

図 4-4    Objet Studio インストールフォルダの選択
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8. [Confirm Installation (インストールの確認)] 画面で [Next (次へ)] をクリックし、イ
ンストールを開始します。

9. [Select Printer Type (プリンタ タイプの選択)] 画面で、モデル生成に使用する 
3Dプリンタを選択して、[Next (次へ)] をクリックします。

図 4-5    プリンタ選択

インストールが開始され、インストール  プロセスの進捗を示す進捗バーが表示
されます。

図 4-6    インストール進捗バー
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インストールが完了すると、[InstallShield] ウィザードの最終画面が表示されま
す。

図 4-7    最後のインストール画面

10. コンピュータを再起動してソフトウェアのインストールを完了します。

コンピュータのデスクトップに適切なアイコンが表示され、インストール プロセスが
終了します。

• Objet Studio

• Stop Job Manager (サーバーおよびスタンドアロン ステーションの場合)

Objet Studio のアンインストール方法

Objet Studio ソフトウェアをアンインストールする必要が生じた場合は、Windows の
コントロール パネルから実施しないでください。(すべてのソフトウェアコンポーネン
トが完全には削除されません。) その場合には、次の操作を行います。

➢ スタート メニューから [All Programs (すべてのプログラム)] > [Objet Studio] > 
[Uninstall Objet Studio (Objet Studio のアンインストール)] を選択します。
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Objet Studio を起動する

Objet Studio をインストールすると、Windows デスクトップに起動アイコン が表
示されます。このアイコンをダブルクリックするか、スタート メニューから Objet Studio 
を選択して、アプリケーションを開きます。

デスクトップの  アイコンをダブルクリックするか、スタート メニューから Objet 
Studio を選択して、Objet Studio を開きます。

Windows® 7 セ
キュリティ警告

Windows® 7 のユーザー アカウント制御の設定によっては、Objet Studio を開く際
に以下の警告が表示されます。

図 5-1    セキュリティ警告

[はい] をクリックすると、Objet Studio が起動します。ただし、ユーザー アカウント制
御の設定を変更しない限り、プログラムを開くたびにこの警告メッセージが表示され
ます。

次回から警告メッセージを表示させないためには:

1. セキュリティ警告ダイアログ ボックス下部のリンク (これらの通知を表示するタイミ
ングを変更する) をクリックします。
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2. [User Account Control Settings (ユーザー アカウント制御の設定)] 画面でスラ
イダーを [Never notify (通知しない)] に移動します。

図 5-2    ユーザー アカウント制御の設定を変更する

3. [OK] をクリックします。

4. 以下のダイアログ ボックスで [Yes (はい)] をクリックします。

図 5-3    ユーザー アカウント制御の設定変更を確認する
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Objet Studio の
インターフェイ
ス

Objet Studio を開くと、[Tray Settings (トレイ設定)] 画面に空の造形トレイが表示さ
れます。

図 5-4    Objet Studio のトップ画面

Objet Studio のインターフェイスは、2 つのメイン画面で構成されます。

• トレイ設定: モデルを配列し、造形のために準備する。

• Job Manager: 造形ジョブをモニターおよび管理する。

この画面については、"造形ジョブをモニタリングおよび管理する" ページ 5-85
で説明します。

それぞれの画面は、各リボン上のメニューおよびアイコンで管理します。追加リボン 
(モデル設定) に、選択したモデルを設定および操作するためのコントロールが表
示されます。

Objet Studio では、現在のタスクに関連したオプションを表示、有効にして、ワーク
フローを先取りします。例えば、初めて Objet Studio を開くと、モデルを造形トレイ
に置くまで [Model Settings (モデル設定)] リボンが無効になります。同様に、標準
ツールバー メニューから利用可能なオプションは、現在のワークフローに応じて有
効または無効になります。
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リボン、使用される色、その他のさまざまなインターフェイス機能はカスタマイズが可
能です。インターフェイスの見え方を変更する方法については、"Objet Studio をカ
スタマイズする" ページ 5-71で説明します。

生成のためにモデルを準備したりジョブをプリンタに送信するためにコマンドを
使用する手順については、この章の後半で説明します。

図 5-5    トレイ設定リボン

図 5-6    モデル設定リボン
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リボン コマンド 以下のテーブルに、[Tray Settings (トレイ設定)] および [Model Settings (モデル設
定)] リボンのコマンド グループの一覧を表示し、有効になる場合および表示される
場所を示します。

 

グループ 用途 有効になる場合 トレイ設定

リボン

モデル設

定リボン

表示色を設定する。 常時。    

視点およびズーム レベルを

選択する。

モデルが造形トレ

イ上にある時。

 

   

面、要素または要素グルー

プ (アセンブリ) を選択す

る。

モデルが造形トレ

イ上にある時。

 

   

有効なパネルの視点を変更

する。

モデルが造形トレ

イ上にある時。

 

 

 

 

造形用樹脂を割り当てる。 造形トレイが空の

時。

モデルが選択され

ていない時。

 

   

操作を元に戻す、またはや

り直す。

操作またはモデル

選択の後。
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グループ 用途 有効になる場合 トレイ設定

リボン

モデル設

定リボン

新規作成、ファイルを開くお

よび保存する。

モデルが選択され

ていない時。

   

モデル ファイルを造形トレイ

に置く。

常時。  

 

 

造形前および造形コマン

ド。

モデルが造形トレ

イ上にある時。

 

 

 

 

 

モデルの寸法を設定する。 モデルが選択され

ている時。

   

 

モデルを切り取る、コピーす

る、貼り付ける、および削除

する。

モデルが選択され

ている時。

 

   

モデルを移動する、回転す

る、およびサイズ変更する。

モデルが選択され

ている時。

 

   

• モデルまたはシェルに

樹脂を割り当てる。

• モデルをシェルに分割

する。

モデルが選択され

ている時。

 

   

モデルの仕上げを割り当て

る、およびサポート強度/

[Hollow] を設定する。

モデルが選択され

ている時。

 

   

モデルの測定単位 (ミリメー

トルまたはインチ) を設定す

る。

モデルが選択され

ている時。

   



Objet500 ユーザー ガイド 5 Objet Studio を使用する

DOC-07027JA Rev. E 5-9

アイコンを素早く理解するには、カーソルをアイコンに合わせてツールヒントを表示します。
最後の Objet Studio 操作を反映して、[元に戻す] および [やり直し] のツールヒントが変り
ます。

(クリックして) リボン コマンドの一部を有効にすると、別のボタンをクリックするか Esc キーを
押すまで、そのコマンドが有効なまま維持されます。

Objet Studio コ
マンド メニュー 左上角の アイコンをクリックすると、 Objet Studio のコマンド メニューが開きま

す。このメニューには、基本的なアプリケーション コマンドおよびオプションが表示
されます。

図 5-7    Objet Studio コマンド メニュー
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[Options (オプション)]  ボタンをクリックすると、Objet Studio をカスタマイズするため
のダイアログ ボックスが開きます。

図 5-8    オプション ダイアログ ボックス

モデル ツリー 
パネル

[Model Tree (モデル ツリー)] パネルには、造形トレイに置かれたモデルの一覧が、
親子の階層形式で表示されます。デフォルトでは、パネルは「フロート状態」です。
つまり、画面上の別の位置に移動してサイズを変更することができます。あるいは、
アプリケーション ウィンドウの左に位置を固定したり、非表示にすることもできます。
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隠れたモデル
にプロパティを
割り当てる

造形トレイの表示で見えないモデルのパーツに樹脂およびその他のプロパティを
割り当てできるようにするために、一部のモデルを一時的に非表示にすることがで
きます。

モデルを非表示にするには:

1. 造形トレイ上またはモデル ツリーのどちらかで、モデルを右クリックします。

2. メニューが開いたら、以下のオプションの 1 つを選択します。

❒ Hide (非表示): 選択したモデルを非表示にする。

❒ その他を隠す: 選択したモデルだけが表示されるように、造形トレイ上のそ
の他のモデルをすべて非表示にする。

または、モデル ツリーでモデルの名前の横のチェック ボックスをオフにし
て、そのオブジェクトを非表示にする。

 

図 5-9 左: すべてのモデルを表示する、右: 周りのモデルを非表示にす
る
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造形のためにモデルを準備する

モデルの準備は、以下の基本ステップからなります。

1. モデルまたはアセンブリモデルを造形トレイ上に置く。

2. 必要に応じて、モデルの向きおよび位置を操作する。

3. 樹脂およびモデルの仕上げを選択する。

Objet500 プリンタは異なる樹脂を使って造形トレイ上に異なるモデルを生成できる
ので、異なる樹脂でモデルの構成要素を生成することができます。このためには、
モデルの各パーツは別々の stl ファイルでなければなりません。

モデルの構成要素が CAD ソフトウェアで別々の stl ファイルとして保存されなかっ
た場合は、Objet Studio を使ってモデルを構成要素に分割することができます。（こ
の手順は、ページ 5-22の"モデルを（構成）要素に分割する"およびページ 5-64の 
"モデルを分割する" で説明します。)

OBJDF ファイ
ル: 概要  

objdf ファイルは、単一のモデルのジオメトリおよび樹脂の両方、ならびに造形する
のに必要な仕上げについて記述します。objdf ファイルは、単一の stl ファイルであ
るモデル、またはコンポーネント stl ファイルから組み立てられたモデルを表現する
ことができます。

Objet Studio では、複合オブジェクトを表現する stl ファイルを構成要素となる stl 
ファイルのアセンブリに分割し、アセンブリを objdf ファイルとして保存することができ
ます。Objet500 プリンタが固有の樹脂から構成要素を生成するように、objdf ファイ
ルで記述されるそれぞれのパーツ (stl ファイル) は、固有のモデル樹脂特性を持つ
ことができます。

objdf ファイルの別の用途としては、造形トレイ上の別々のモデルのグループを、相
対位置および樹脂と共に 1 つのユニットとして保存することが挙げられます。この機
能は、今後、同じ樹脂でモデルを生成する際に特に役立ちます。実際、objdf ファ
イルを保存する際に、プリンタにロードされた樹脂カートリッジのことを意識せずに、
モデル造形用の樹脂を指定します。後で同じモデルを造形トレイに置いて、造形
することができます。造形トレイをプリンタに送信するたびに、代替樹脂による造形
を許可するか、指定した樹脂だけに限定するかどうかを決定します。

Objet Studio の Connex バージョンでは、objdf ファイルとして保存したモデル アセン
ブリの構成要素を表示、操作および造形することができます (それぞれの構成要
素が別々の stl ファイルであるため)。この機能は、モデルの特定のパーツだけを造
形する際に役立ちます。

objdf ファイル、およびその機能の詳細については、この章全体をとおして説明しま
す。

モデル ファイル モデルを造形するには、Objet Studio で 1 つまたは複数のモデルファイルを開き、
モデルを造形トレイ上に配置します。さまざまな方法で、モデルを造形トレイに置く
ことができます。

• 個々の stl ファイル (または stl ファイルのアセンブリ) を挿入する。

• objdf ファイル (アセンブリ) を挿入する。

• Windows のクリップボードにコピーしたモデルを貼り付ける。
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モデルを造形ト
レイ上に置く

モデルを造形トレイ上に置くには:

1. [Insert (挿入)] ダイアログ ボックスを開きます

❒ [Object (モデル)] メニューから、[Insert (挿入)] を選択します。

または

❒ [Tray Settings (トレイ設定)] リボンで、 をクリックします。

または

❒ 造形トレイを右クリックし、コンテキスト メニューから [Insert (挿入)] を選択し
ます。

[Insert (挿入)] ダイアログ ボックスが表示されます。

図 5-10    挿入ダイアログ ボックス

2. [Look in (参照)] フィールドで該当するフォルダを表示します。

3. [Files of type (ファイルの種類)] フィールドで、表示するファイルの種類を選択し
ます。

4. 目的のファイルを選択し、そのファイルが [File name (ファイル名)] フィールドに
表示されることを確認します。

[Preview (プレビュー)] チェック ボックスがオンの場合は、図 5-10 に示すよう
に、モデルがダイアログ ボックスに表示されます。

注: VRML (wrl) ファイルを選択する場合は、同じフォルダにそのファイルの bmp 
ファイルがある場合に限り、モデルがダイアログ ボックスに表示されます。従っ
て、CAD プログラムで VRML ファイルを保存する場合は、アセンブリの bmp 
ファイルを保存する必要があります。

複数の stl ファイル (および VRML ファイル) を開いて、複数のモデルを造形ト
レイ上に置くことができます。アセンブリを構成する複数の stl ファイルを選択す
る場合は、すべてまたは一部のパーツを選択することができます。モデル全体
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を造形するには、アセンブリのコンポーネント stl ファイルをすべて選択し、
[Assembly (アセンブリ)] チェック ボックスをオンにします。これにより、パーツは
独立したパーツではなく完全な一体化したモデルとして配置されます。(モデル 
ツリーおよび造形トレイ表示の両方で) [Assembly (アセンブリ)] チェック ボックス
をオンにした効果を、以下の図に示します。

図 5-11    [Assembly (アセンブリ)] チェック ボックス オン: stl ファイルをアセ
ンブリとして配置します

図 5-12    [Assembly (アセンブリ)] チェック ボックス オフ: stl ファイルをパー
ツとして配置します

モデルを造形トレイ上に置くと、[Model Settings (モデル設定)] リボンが表示さ
れます。
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5. 必要に応じて、以下のオプションのどれかを選択します。

❒ 単位: モデルの測定単位 (ミリメートルまたはインチ)。

3D ファイルにはモデルの比率が含まれますが、その測定単位は含まれま
せん。従って、モデルを挿入する場合は、ミリメートルまたはインチのどちら
かを正しく選択する必要があります。そうでないと、造形トレイ上のモデルの
サイズが、大きすぎ、または小さすぎのどちらかになります。既にトレイ上に
置いたモデルの測定単位を変更するには、"測定単位" ページ 5-38を参
照してください。

❒ 部数: モデルのコピーを複数個、造形トレイに配置します。

❒ 自動的に配置: 効率的なモデル造形のために、モデルを自動的に造形トレ
イに配置します。

❒ アセンブリ: アセンブリのパーツである stl ファイルを複数選択した場合に、
このチェック ボックスをオンにします。

注: [Insert (挿入)] ダイアログ ボックスの [Coordinates (座標)] セクションに表示
される範囲の値は、モデルの各軸上の最大寸法を表します。これらの寸法は、
モデルの周りの仮想「境界ボックス」に対応します (5-47 ページの図 5-52 参
照)。

6. [Insert (挿入)] をクリックします。

Objet Studio が、モデルを造形トレイおよびモデル ツリーに置きます。

図 5-13    デフォルトの画面レイアウト

モデルを造形トレイ上に置くと、[Model Settings (モデル設定)] リボンが表示さ
れます。



Objet500 ユーザー ガイド 5 Objet Studio を使用する

DOC-07027JA Rev. E 5-16

モデルが一定のサイズより大きい場合は、[Loading Placed Elements (配置され
た要素を読み込んでいます)] ダイアログ ボックスが表示される場合があります。

 

図 5-14    配置された要素を読み込んでいますダイアログ ボックス

[Large Files (大きいファイル)] の設定を変更することで、大きいファイルを高速
で開くことができます ("大きいファイルを読み込む" ページ 5-52参照)。
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objdf ファイルを開く

objdf ファイルを造形トレイ上に置く前に、Objet Studio では構成要素となる stl ファ
イルをその相対位置およびモデル樹脂に関する情報とともに抽出する必要があり
ます。このため、Objet Studio では objdf ファイルと同じ名前のフォルダを同じ場所
に作成します。

objdf ファイルを開く場合は、[Insert (挿入)] ダイアログ ボックスに [Materials (樹
脂)] フィールドも表示され、モデルに対する造形樹脂の割り当てを示します (以
下を参照)。

図 5-15    挿入ダイアログ ボックス (objdf ファイル)
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Objet トレイ ファ
イルを開く

objtf ファイルとして保存されたトレイを開くことができます。(objtf の保存について
は、"造形トレイを保存およびインポートする" ページ 5-69で説明します)。

Objet トレイ ファイル (objtf) として保存したモデルを、造形トレイ上に置くには:

1. [File (ファイル)] グループから、 をクリックします。

または

Objet Studio コマンド メニュー から、[Open (開く)] を選択します。

[Open (開く)] ダイアログ ボックスが表示されます。

図 5-16    Objet トレイ ファイル開くダイアログ ボックス

2. 目的のファイルを選択し、そのファイルが [File name (ファイル名)] フィールドに
表示されることを確認します。

[Preview (プレビュー)] チェック ボックスがオンの場合は、モデルが表示されま
す。

3. [Open (開く)] をクリックします。

Objet Studio でトレイ ファイルが開きます。

実際には、どの stl ファイルを造形するか、およびその造形トレイ上の位置な
ど、objtf ファイルには造形のための指示が含まれます。objtf ファイルは使用され
る stl ファイルを参照するので、objtf ファイルが保存されたときと同じファイルの
位置になければなりません。
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STL ファイル読
み込みユーザー

設定

同じ名前の stl ファイルが複数の場所に存在する場合は、必ず正しい構成要素と
なる stl ファイルをobjtfファイルにリンクさせる必要があります。例えば、同じ名前の 
stl ファイルが、あるドライブとフラッシュ ドライブに存在する場合は (オリジナルの
ファイルを作業フォルダにコピーした場合に、この状況が生じます)、ファイルを読み
込むデフォルトの場所を設定することができます。

読み込む順番を設定するには:

1. [Tools (ツール)] メニューから、[Options (オプション)] を選択します。

または

[Objet StudioComamnds ( コマンド)] メニュー で、[Options (オプション)] をク
リックします。

2. [Options (オプション)] ダイアログ ボックスで、[Settings (設定)] タブを表示しま
す。

図 5-17    Options (オプション) ダイアログ ボックスの  Settings (設定) タブ

3. [Load Search Order (検索順を読み込み)] において、以下のオプションを選択
します。

❒ Local (ローカル): 最後に保存した場所からファイルを読み込む。

❒ Original (オリジナル): オリジナルの場所のファイルを読み込む。

4. [OK] をクリックします。
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クイックアクセス 
モデル コマンド

便利なモデル ツールバーおよびコンテキスト メニューを使って、造形トレイ上のモ
デルの操作を行うための共通コマンドにアクセスすることができます。

 

 

モデル ツールバー

トレイ内のモデルを選択して、共通タスクを実施するためのアイコンを含んだモデ
ル ツールバーを表示します。

図 5-18    モデル ツールバー

以下のテーブルで、モデル ツールバー アイコンについて説明します。

アイコン 説明

モデルにマット仕上げを適用します。

モデルにグロッシー(光沢) 仕上げを適用します。

[Advanced Properties (詳細プロパティ)] ダイアログ ボックスを開

き、グリッドスタイルおよび Hollow オプションを設定します。

モデルのドラッグを可能にします (5-40 ページ参照)。

[Transform (変形)] ダイアログ ボックスを開き、モデルの位置およ

びスケールを変更します。

モデルの向きを固定する設定を切り替えます。

造形用樹脂を選択できます。

モデルにコーティングを適用するか、以前に適用したコーティン

グを変更できます。

右クリック モデル メニュー

モデルを右クリックすると、ポップアップ コンテキスト メニューが表示され、そこから
もモデルの仕上げを選択したり、位置およびスケールを変更したり、グリッドスタイル
および Hollow オプションを設定することができます。

頻繁に使用するアイコンをグループ化した、クイック アクセス ツールバーを作成
することもできます。ページ 5-71の"クイック アクセス ツールバーを作成する"を
参照してください。

モデルをコピー
し、貼り付ける

造形トレイ上にモデルを複製しなければならない場合は、同じモデルをファイルから
何度でも挿入することができます。ただし、より簡単な方法は、モデルをコピーして
貼り付けることです。造形トレイまたはモデル ツリーからモデルをコピーすることがで



Objet500 ユーザー ガイド 5 Objet Studio を使用する

DOC-07027JA Rev. E 5-21

きます (個々の、または複数のパーツまたはアセンブリ)。コピーしたモデルは、造形
トレイ上に貼り付けるまで Windows のクリップボードに残ります。

ある文書からテキストをコピーして別の文書に貼り付けるのと同じ方法で、あるトレイ
からモデルをコピーして別のトレイに貼り付けることもできます。ただし、Objet Studio 
では一度に 1 つのトレイしか開くことができません。(同時に) 作業する必要のある
それぞれの造形トレイごとに、(Windows のスタート メニューから) アプリケーションを
再度実行して別の Objet Studio ウィンドウを開く必要があります。

造形トレイにモデルを挿入する前に操作または設定する必要がある時に、複数
の Objet Studio ウィンドウを開くと便利です。例えば、造形トレイで既に使われて
いるモデル樹脂に合せるために、(objdf ファイルとして保存した) モデルのモデ
ル樹脂を変更する必要がある場合は、(別のトレイで) モデルを挿入する前に、
その操作を実施する必要があります。コピーおよび貼り付け操作では、以前に
使用した造形トレイで既に設定したモデルを新たなプロジェクト用に使用するこ
ともできます。

他の Windows アプリケーションでの操作と同様に、[Copy (コピー)] および [Paste 
(貼り付け)] コマンドを実行します。

• 右クリック コンテキスト メニューから。

• キーボード ショートカットを使用して (それぞれ、Ctrl+C および Ctrl+V)。

(モデルの右クリック コンテキスト メニューからの) [Paste Special (形式を選択して貼
り付け)] コマンドによって、モデルの複製をより効率的に置くことができます。

• 造形トレイ上に一度に置く複製の数を指定することができます。

• 複製したモデル間の距離を、各軸について設定することができます。

• オリジナルのモデルのミラー イメージを操作して、選択した軸に対して反転させ
ることができます。

図 5-19    形式を選択して貼り付けダイアログ ボックス
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表面仕上げ モデルは、マットまたは光沢の表面仕上げで造形することができます。マット仕上
げにするには、プリンタはサポート樹脂の薄いレイヤーでモデルを覆います。

モデルの仕上げを設定するには:

1. モデルを選択します。

2. 以下の場所の 1 つで、[Matte (マット)] または [Glossy (グロッシー(光沢))] 
を選択します。

❒ モデル設定リボンのオプション グループ

❒ モデル ツールバー

❒ コンテキスト メニューを右クリックする (モデル選択時)

Objet Studio の設定により、造形トレイ上のモデルの表面仕上げを色で区別するこ
とができます。Objet Studio がモデルをどのように表示するかを設定するには、"モ
デルの色を設定する" ページ 5-51を参照してください。

モデルを（構
成）要素に分割
する

複合モデルを（構成）要素パーツのアセンブリに変換することができます。そのため
には、モデルを表現する stl ファイルを、それぞれが（構成）要素を表現する個々の 
stl ファイルのグループに分割します。(この操作は、Objet Studio インターフェイスで
は、モデルのシェルへの分割として参照されます。)次に、それぞれの stl ファイルに
モデル樹脂を割り当て、新たに作成したアセンブリを objdf ファイルとして保存する
ことができます。

モデルを（構成）要素パーツのアセンブリに分割するには:

1. モデルが表示されない場合は、その ファイルを挿入して造形トレイ上に置きま
す ("モデルを造形トレイ上に置く" ページ 5-13参照)。             

モデルが、(造形トレイ上およびモデル ツリー パネルに) 単一のパーツとして表
示されます。デフォルトでは、「第 1」モデル樹脂として割り付けられます。(Objet 
Studio が第 2 樹脂を指定できる設定の場合は、第 2 樹脂 (またはデジタルマテ
リアル) をモデル全体に割り付けることができます。これについては、"モデル樹
脂を設定する" ページ 5-24で説明します)。

図 5-20    単一の stl ファイルから造形トレイ上に置いたモデル

注: この場合、造形トレイ上でモデルをサイズ変更したり配置し直す必要はありませ
ん。
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2. 選択したモデルについて、

❒ [Object (モデル)] メニューから、[Seperate into Shells (シェルに分割] を選
択します。

または

❒ リボンで、 をクリックします。

ダイアログ ボックスが開き、コンポーネント stl ファイルを保存する場所を指定
することができます。(デフォルトでは、Objet Studio は、オリジナルの stl ファイル
と同じ場所のフォルダに新規ファイルを保存します。)

図 5-21    シェルへの分割後に stl ファイルを保存するフォルダの選択

3. [OK] をクリックします。

Objet Studio では、モデルをそれぞれが別々の stl ファイル (「シェル」) である
（構成）要素パーツツのアセンブリに分割します。

パーツ (「シェル」) のアセンブリとして、モデルが (造形トレイ上およびモデル ツ
リーに) 表示されます。それぞれのパーツに異なるモデル樹脂を割り当てること
ができます (これについては、"モデル樹脂を設定する" 次のページで説明しま
す)。

図 5-22    コンポーネント パーツのアセンブリに変換された後のモデル

モデルを Objet Studio の造形トレイ上に置く前に、[Tray Settings (トレイ設定)Objet 
Studio] リボンの樹脂の選択設定に注意を払う必要があります。

図 5-23    樹脂の選択設定

• デフォルトでは、リボンの樹脂の選択設定は、プリンタにロードされた 3 つのモ
デル カートリッジに対応しています。



Objet500 ユーザー ガイド 5 Objet Studio を使用する

DOC-07027JA Rev. E 5-24

• 表示される樹脂は、基本的なモデル樹脂です。Connex-2 および Connex-3 プ
リンタでは、これらの樹脂を組み合わせてデジタル マテリアルを作製することが
できます ("デジタル マテリアル" ページ 5-27参照)。

• 一番上に表示される樹脂 (上の図では、VeroBlack) が、第 1 モデル樹脂 (「モ
デル-1」) と認識されます。モデルを造形トレイ上に置く際に、樹脂が割り付けら
れていないモデルに割り付けられます。例えば、stl ファイルにはモデル樹脂に
関する情報が含まれないので、Objet Studio では stl ファイルに第 1 モデル樹
脂を割り当てます。また、割り付けられた樹脂がお使いのバージョンの Objet 
Studio で認識されない objdf ファイルを挿入する場合は、第 1 モデル樹脂を認
識されない樹脂の代わりにして、ファイルを挿入することができます。

• 1 つの樹脂だけを使って造形する場合は、[Single Material (単一樹脂)] を選択
します。 (all (すべて) の樹脂ドロップダウン メニューには、同じ樹脂が含まれま
す)。複数の樹脂で造形する場合は、別の樹脂を選択するまで、ドロップダウン 
メニューの一番上の樹脂はモデルに割り付けられたままとなります。

• objdf ファイルを空の造形トレイに挿入する際に、モデル樹脂の割り付けが 
[Tray Settings (トレイ設定)] リボンの設定と一致しない場合は、これらの設定が
自動的に変更されます。しかし、既に造形トレイ上にモデルがあり、その樹脂が 
objdf ファイルの樹脂割り付けと一致しない場合は、新規モデルをトレイ上に置く
ことはできません。このモデルを造形するには、以下のオプションがあります。

❒ 同じ造形トレイ上で造形せずに、新規モデルを別のジョブとして造形する。

❒ 造形トレイ上のモデルに割り付けられた樹脂を変更して、割り付けを新規モ
デルに一致させる (次のページの"モデル樹脂を変更する" およびページ 
5-28の"モデルに樹脂を割り当てる"参照)。

❒ 挿入する前に、新規モデルに割り付けられた樹脂を変更する。これにより、
[Tray Settings (トレイ設定)] リボンの設定との矛盾がなくなります。

モデル樹脂を
設定する

1. Windows のスタート メニューからアプリケーションを実行して、別の Objet Studio 
ウィンドウを開きます。

2. 新規モデル (objdf ファイル) を空の造形トレイに挿入します。

3. [Tray Settings (トレイ設定)] リボンで、樹脂の選択設定を他の造形トレイで使用
される設定に変更します。

4. モデルに樹脂を割り当てます ("モデルに樹脂を割り当てる" ページ 5-28参
照)。

5. モデルを選択し、それをコピーします。

6. Objet Studio 他のウィンドウを表示し、モデルを造形トレイに貼り付けます。

注: 新規樹脂を割り当てたモデルは、新規 objdf ファイルとして保存する、またはオ
リジナルのファイルに変更を加えて保存することができます。
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モデル樹脂を
変更する

Objet Studio で造形トレイを設計する場合、現在プリンタにロードされていないモデ
ル樹脂を使用することができます。デフォルトではロードされた樹脂が表示されるた
め、必要に応じて [Tray Settings (トレイ設定)] リボンの樹脂の選択設定を変更しま
す。

 

図 5-24    新規モデル樹脂を選択する

サポート樹脂を
変更する

サポート樹脂の種類を変更するには:

1. プリンタ アプリケーションで樹脂交換ウィザードを実行します ("造形用樹脂を
変更する" ページ 6-12参照)。

2. Objet Studio において:

❒ SUP706 に変更する場合、推奨される [Grid Style (グリッドスタイル)] は「ライ
ト」です。

注: 標準またはヘビーのグリッド スタイルで造形したモデルを洗浄する場
合、DT3 および CSIIP 洗浄ステーションのフィルタが詰まる場合がありま
す。これらのモデルは、必要に応じて WaterJet 洗浄ステーションで洗浄し
てください。

❒ SUP705 に変更する場合、推奨される [Grid Style (グリッドスタイル)] は「標
準」です。

[Advanced Properties (詳細プロパティ)] ダイアログ ボックスで、現在の造形ジョ
ブに対する既定のグリッドスタイル設定を変更できます ("サポート強度を選択
する" ページ 5-65参照)。

[User Preferences (ユーザー設定)] ダイアログ ボックスで、既定のグリッドスタイ
ルを設定できます ("ユーザー設定を定義する" ページ 5-77参照)。

造形ジョブをプリンタに送信すると、新規サポート樹脂が [Job Manager] 画面の 
[Available Resources (使用可能なリソース)] セクションに表示されます。
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図 5-25    Job Manager に表示される使用可能なリソース
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デジタル 
マテリアル

リボンに異なるモデル樹脂が表示される場合、その中の任意の樹脂からモデルを
造形することができます。Connex2およびConnex3プリンタでは、それらの組み合わ
せ (デジタル マテリアル) からモデルを造形することができます。モデル樹脂の組
み合わせを変えることによって、幅広い色と機械的特性を持ったモデルを造形す
ることができます。

モデルの造形に使用できるデジタル マテリアルを表示するには (3 つの基本モデ
ル樹脂使用時):

1. 必ず、適切なモデル樹脂を選択し、[Multiple Materials (マルチマテリアル)] を
選択します。

図 5-26    3 つの基本モデル樹脂から樹脂を選択

2.  をクリックします。

樹脂選択ガイドに、基本モデル樹脂 (リストの始め) および使用可能なデジタル 
マテリアル (基本モデル樹脂の組み合わせ) が表示されます。

図 5-27    基本モデル樹脂に加えて使用可能な
デジタル マテリアルが表示された樹脂選択ガイド



Objet500 ユーザー ガイド 5 Objet Studio を使用する

DOC-07027JA Rev. E 5-28

モデルに樹脂
を割り当てる

使用可能な任意の樹脂を造形トレイ上のモデルに割り当てることができます。

モデル樹脂をモデルに割り当てるには:

1. 造形トレイ上のモデルを選択します (1 ページの「モデルを選択する」参照)。

モデルを選択すると、そのプロパティ (モデル樹脂を含む) がモデル ツール
バーおよびリボンに表示されます。

図 5-28    リボンおよびモデル ツールバーに表示されたモデルのプロパティ

2. 樹脂ドロップダウン リストを表示し、目的の樹脂を選択します。

  

図 5-29     樹脂をモデルに割り当てるためのメニュー

デフォルトでは、造形トレイ上のモデルの選択を解除すると、選択した樹脂の色
で表示されます。同様に、モデル樹脂を、造形トレイ上のそれぞれ独立したモ
デルに割り当てることができます。

モデルを独立した（構成）要素パーツ (それぞれの stl ファイル) に分割するに
は、"モデルを（構成）要素に分割する" ページ 5-22を参照してください。

色の選択 (Connex3 プリンタ)

樹脂のある組み合わせが使用可能な場合は、色パレットを使ってモデルに樹脂を
割り当てることができます。

 

図 5-30    色パレット
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樹脂の選択方法 (色パレットまたは樹脂リスト) を変更するには:

➢ [Tools (ツール)] メニューから、[Color material selection (カラーマテリアルの選
択)] を選択します。

図 5-31    カラーマテリアルの選択方法を設定する

モデルをコー
ティングする

モデル表面の樹脂が内部とは異なる複合モデルを造形することができます。この
機能は、固有の機械的特性およびテクスチャ特性を持たせるのに役立ちます。こ
の技術は、「コーティング」と呼ばれます。

異なるモデル樹脂でモデルをコーティングするには:

1. 造形トレイ上のモデルを選択します。

2. モデル ツールバーまたは [Model Settings (モデル設定)] リボンで、 をクリック
します。

[Coat with (コーティング材料)] ダイアログ ボックスが開きます。
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3. [Coat with (コーティング材料)] を選択し、ドロップダウン リストからコーティング
樹脂を選択します。

図 5-32    選択されたコーティング材料

4. [Thickness (厚み)] フィールドで、コーティング厚みを 0.3 から 3 ミリメートルの間
で入力します。

注: モデルの外形寸法は、コーティング厚みの影響を受けず一定です。コーティン
グ部が、モデル樹脂と置き換わります。

5. [Apply (適用)] をクリックします。

注: デフォルトでは、モデルの選択を解除すると、モデル樹脂を表す色で表示され
ます。モデルにコーティングを追加した後も、コーティング樹脂の色ではなく、本体
樹脂の色のまま維持されます。

モデルに適用されたコーティングを確認、修正または削除するには:

1. "モデル ツールバー"または [Model Settings (モデル設定)] リボンで、 をク
リックします。

[Coat with (コーティング材料)] ダイアログ ボックスが開きます。

2. 以下の操作の 1 つを実施します。

❒ コーティングの設定を変更して、[Apply (適用)] をクリックする。

❒ コーティングを削除するには、[Coat with (コーティング材料)] チェック ボッ
クスをオフにして [Apply (適用)] をクリックする。

❒ 現在のコーティング設定を維持するには、[Apply (適用)] または [Cancel 
(キャンセル)] をクリックする。

モデルを造形トレイに配置する

希望する仕上げのモデルを効率的に造形するには、慎重にモデルをトレイに配置
することが重要です。Objet Studio は、モデルの自動配置に対応しています。ただ
し、"手動配列" ページ 5-33で説明する注意に示すように、モデルが希望する方
向と最適な条件で一致していることを確認する必要があります。

方向および配列の2つの要素が、トレイ上のモデルの配置に影響を与えます。
Objet Studio が決定する最適な方向および位置を活用することも、手動で制御す
ることもできます。
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自動配置 モデルが造形トレイに置かれると、デフォルトでは、Objet Studio は造形時間が最
短となるようにモデルを自動的に配置します(後で方向を手動で変更することがで
きます)。一方で、モデルを造形トレイに置く時に、自動配置をキャンセルすることも
できます。

自動配置を使わずに、モデルを造形トレイ上に置くには:

➢ [Insert (挿入)] ダイアログ ボックスで、[Orient Automatically (自動的に配置)] 
チェックボックスがオフであることを確認します。

図 5-33    自動的に配置オプションが無効

モデルを造形トレイ上に置くたびに [Orient Automatically (自動的に配置)] 
チェック ボックスをオンにしない限り、自動配置が適用されないように、デフォル
トの設定を変更することができます。その手順については、"デフォルト設定" 
ページ 5-79を参照してください。
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自動配列 複数のモデルを造形トレイ上に置いた後、Objet Studio では造形の前にデルを整
理することができます。これによって、モデルが適切に配置されると共に、最短の時
間および最少の樹脂消費でモデルが造形されます。

造形トレイ上のモデルを自動的に配置するには:

➢ [Tray Settings (トレイ設定)] リボンで、 をクリックします。

または

[Tools (ツール)] メニューから、[Automatic Placement (自動配列)] を選択しま
す。

自動配置の効果を、以下の図に示します。

図 5-34    モデルが適切に整理される前のトレイ

図 5-35    自動配列を適用した後のトレイの整理状況

 l [Orient Automatically (自動的に配置)] オプションを使ってモデルを挿入した場
合でも、最適な結果を得るために、[Tray Settings (トレイ設定)] リボンで 
[Automatic Placement (自動配列)] を使ってトレイを整理します。

 l 使用する各タイプのモデル樹脂の物理特性が、トレイ上のモデルの配置に影響
を及ぼします。従って、[Automatic Placement (自動配列)] を実施する前に樹脂を
選択します。
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手動配列 (自動的に配置オプションを使って挿入した場合でも) 造形トレイ上のモデルの位
置を変更することができます。モデルの位置を変更するツールについては、"トレイ
上のモデルを操作する" ページ 5-35で説明します。

造形トレイ上のモデルの方向は、プリンタによる造形の速度および効率、サポート
樹脂が使用される場所および量、ならびにモデル パーツが光沢仕上げとなるかど
うかに影響を及ぼします。従って、モデルを造形トレイに置く方法を決定する際に
は、以下の配置ルールに従って、さまざまな要素を考えに入れる必要があります。

X-Y-Z ルール

このルールでは、モデルの外形寸法について考えます。

➢ 造形ヘッドは X軸に沿って前後に動くので、Y軸および Z軸に沿った造形時間
に比べて、この軸に沿った造形時間は比較的短くなります。このことから、モデ
ルのもっとも長い寸法を X軸方向に置くことを推奨します。

➢ サポート樹脂と接する面は、すべてマット処理になります。

➢ モデルは Z軸方向に 16 または 30 μ (造形モードによる) のレイヤーを積み上
げて造形されるので、背の高いモデルを造形するには非常に長い時間がかか
ります。このことから、モデルのもっとも短い寸法を Z軸方向に置くことを推奨しま
す。

➢ 造形ヘッドの Y軸方向は約 2 インチ (5 cm) あるので、(Y軸方向が) この寸法より
短いモデルは 1 回のパスで造形されます。このことから、モデルの中間の寸法
を Y軸方向に置くことを推奨します。

背の高いモデルを左側に置くルール

このルールは、造形トレイ上に配置した時の、背の高いモデルについて考えます。

➢ 造形ヘッドは X軸に沿って左から右に動くので、右側に高い部分があると、造
形ヘッドがその部分に達するまで、左側から不必要にスキャンする必要が生じ
ます。一方、高い部分が造形トレイの左側にあれば (低い部分の造形が完了し
た後は) 造形ヘッドはモデルの高い部分までしかスキャンする必要がありませ
ん。従って、可能であれば、背の高いモデルを左側に配置する必要がありま
す。

以下のルールは、グロッシー造形を前提としています。

へこみを上側に置くルール

このルールでは、表面にへこみのあるモデルについて考えます。

➢ 可能であれば、表面のへこみ (空洞、ドリル穴など) は上向きに配置する必要が
あります。
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意匠面ルール

このルールでは、造形面が細かいモデル (電話のキーパッド面など) について考え
ます。

➢ 可能であれば、意匠面は、上向きに配置する必要があります。このことによっ
て、綺麗な仕上げが得られます。

サポート樹脂の消費を避けるルール

このルールでは、少なくとも 1 つの面に大きな穴または空洞が開いているモデル 
(パイプまたはコンテナ等) について考えます。

➢ モデルの配置方法によって、サポート部分を少なくすることができます。例えば
凹部や空洞部を上側にするとサポート樹脂を最小限に抑えることができます。
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トレイ上のモデルを操作する

モデルをトレイ
上に配置する

自動配置オプションを使用して造形トレイ上のモデルを配置する場合 ("自動配置
" ページ 5-31)、モデルはトレイ上に直接配置されます。自動配置を使用せずにモ
デルを挿入すると、モデルがトレイの上または下のどちらかに表示されることがよく
あります。

実際には、Objetシステムでは 1 mm のサポート樹脂上にモデルがすべて造形
されます。Objet Studio でモデルを正しく画面上に表示するためには、モデルを
造形トレイ上に直接配置することが重要です。

モデルをトレイ上に直接配置するには:

1. モデルを選択します。

2. [Object (モデル)] メニューから、[Lay On (配置)] を選択します。

モデルを常にトレイ上に直接配置するには:

1. [Tools (ツール)] メニューから [Options (オプション)] を選択し、[Settings (設定)] 
タブを表示します。

図 5-36    Options (オプション) ダイアログ ボックスの Setings (設定) タブ

2. [Automatic Lay On (Gravity) (自動配置 (重力))] セクションで [Always (常時)] 
を選択します。
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([Automatic Lay On (自動配置)] セクションにおける) その他の Z軸オプション:

• When under the tray (トレイ下にあるとき): モデルがトレイ レベルになるように、造
形トレイ下にあるモデルの表示を自動的に変更します。

• Never (なし): 造形トレイ上または下にあるモデルの表示を変更しません。

有効なモデル
の配列

モデルを造形トレイ上に配置する際に、重複させない、またトレイをはみ出さないよ
うに配置することができます。

モデルを有効に配列するには:

1. [Tools (ツール)] メニューから、[Constraints Settings (制約箇所カラー設定)] を
選択します。

図 5-37    Constraints Settings (制約箇所カラー設定) ダイアログ ボックス

2. [Dynamic check (動的チェック)] を選択して、以下の項目を識別します。

❒ モデルを配置する際の無効なモデルの配列: [On Drop (ドロップ時)] を選
択時。

❒ モデルを移動した後の無効なモデルの配列: [While Drag (ドラッグ中)] を選
択時。

❒ トレイの境界を越えて配置されたモデル: [Outside Tray (トレイの外)] を選択
時。

❒ 重複するモデル: [Object Collision (モデルの緩衝)] を選択時。

モデルを造形トレイ上に置く際に [Dynamic Check (動的チェック)] を使用しなく
ても、Objet Studio では、プリンタに送信する前にトレイ上のモデルの位置に問
題がないかを自動的に確認します。モデルを配置した後に、手動で問題を確
認することもできます ("トレイの検証" ページ 5-56参照)。
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注: それぞれのタイプのモデル樹脂および仕上げは固有の特性を持っているの
で、樹脂/仕上げを変更した後は、必ず配列が有効であることを確認してください。
Objet Studio では、モデルの周りの「境界ボックス」を含めてモデルが占めるスペー
スを計算する、という点を覚えておいてください (図 5-52 ページ 5-47 参照)。

グリッドを使用し
てモデルを配
置する

造形トレイのイメージにグリッドを表示すると、モデルを配置する際に役立ちます。
グリッド機能を使用するには、以下のメニュー オプションを選択します。

メニュー オプション 結果

[Tools (ツール)] > [Grid (グリッド)] 造形トレイ上にグリッドを表示します。

[Tools (ツール)] > [Snap to grid (グリッドに合

わせる)]

モデルを移動する際に、直近のグリッド線に

整列させます。

[Tools (ツール)] > [Options (オプション)] > 

[Grid (グリッド)]

グリッドの原点

(X 軸と Y 軸の交点) および外観を変更するこ

とができます。

[Options (オプション)] ダイアログボックスから、グリッド設定をレビューし、設定する
（それらを適用する)ことができます。

グリッド設定を表示および変更するには:

1. [Tools (ツール)] メニューから [Options (オプション)] を選択し、[Grid (グリッド)] 
タブ表示します。

現在のグリッド設定が表示されます。

図 5-38    Options (オプション) ダイアログ ボックスの Grid (グリッド) タブ

2. 必要に応じて、設定を変更したり、チェック ボックスをオンまたはオフにします。

3. [Apply (適用)] または [OK] をクリックします。
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測定単位 3D ファイルにはモデルの比率が含まれますが、その測定単位は含まれません。
従って、モデルを挿入する場合は、ミリメートルまたはインチのどちらかを正しく選択
する必要があります。そうでないと、造形トレイ上のモデルのサイズが、適切になりま
せん。

モデルの挿入時に測定単位を設定するには:

➢ [Insert (挿入)] ダイアログ ボックスの [Units (単位)] フィールドで、[Millimeter (ミ
リメートル)]  または [Inch (インチ)] を選択します。

図 5-39    Insert (挿入)ダイアログ ボックスのUnits (単位)フィールド

[Model Settings (モデル設定)] リボンから、選択したモデルの測定単位を変更する
には:

1. [Units (単位)] フライアウト ツールバーを開きます。

図 5-40    Units (単位)フライアウト ツールバー

2. 希望する測定単位を選択します。
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標準ツールバーから、選択したモデルの測定単位を変更するには:

1. [Object (モデル)] メニューから、[Change Units (単位の変更)] を選択します。

図 5-41    Model Units (モデル単位)ダイアログ ボックス

2. [Model Units (モデル単位)] ダイアログ ボックスで設定を変更し、[OK] をクリッ
クします。

モデル寸法を
設定する

[Model Settings (モデル設定)] リボンの [Dimensions (寸法)] グループからモデルの 
X、Y および Z軸のサイズを変更して、モデルの寸法を変更することができます。

図 5-42    モデル設定リボンの寸法

• [Uniform Scale (均等スケール)] を有効にした場合は、モデルの 1 つの軸の寸
法を変更すると、他の寸法が比例して変ります。

• 寸法を変更したら、Enter キーを押すか、[Dimensions (寸法)] グループで別の
フィールドをクリックします。

注: Objet Studio の設定で許可されている場合に限り、造形トレイ上のモデルの高
さを変更することができます ("モデルをトレイ上に配置する" ページ 5-35参照)。

造形トレイ上のそれぞれのモデルの推奨最小サイズは、800 mm (X軸) および 
130 mm (Y軸) です。これより小さいモデルの造形も可能ですが、これらの最少
寸法を守る事により、良い造形品質が得られます。
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モデルを再配
置する

矢印キーを使って、またはマウスでドラッグして、造形トレイ上のモデルを手動で移
動したり回転することができます。

モデルを手動で操作するには:

1. 造形トレイ上またはモデル ツリー パネルで、モデルをクリックして選択します。

2. モデル ツールバーまたは [Model Settings (モデル設定)] リボンで、 をクリッ
クします。

モデルの周りにフレームが表示され、カーソルが変化してモデルを移動できるこ
とを示します。

図 5-43    手動でモデルを移動する

3. フレームの角をクリックすると、カーソルが変化してモデルを回転できることを示
します。

図 5-44    手動でモデルを回転する

4. 矢印キーまたはマウスを使ってモデルを操作します。
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Transform 
(変形)

ダイアログ
ボックスを
使用する

[Transform (変形)] ダイアログ ボックスでモデルのプロパティを変更して、正確に変
化させることができます。

(モデルが選択されている時に) [Transform (変形)] ダイアログ ボックスにアクセスす
るには:

• モデル ツールバーまたは [Model Settings (モデル設定)] リボンで、 をクリッ
クします。

• 右クリック コンテキスト メニューから、[Transform (変形)] を選択します。

• [Object (モデル)] メニューから、[Transform (変形)] を選択します。

図 5-45    Transform (変形) ダイアログ ボックス

[Transform (変形)] ダイアログ ボックスでモデルを変化させるには:

➢ いずれかの値を変更してから [Apply (適用)] をクリックし、モデルが造形トレイ上
でどのように変化するかを確認します。

注: [Apply (適用)] をクリックした後も、変更した値はダイアログ ボックスで維持され
ます。従って、ダイアログ ボックスの値をわずかに変更して、[Apply (適用)] をクリッ
クするたびにモデルが画面上でどのように変化するかを確認することができます。

ダイアログ ボックスの値をすべてリセットするには:

➢ [Reset (リセット)] をクリックします。

注: モデルは変化しません。以前に適用した変更がすべて維持されます。

[Transform (変形)] ダイアログ ボックスで加えたすべての変更を元に戻すには:

➢ [Cancel Actions (操作のキャンセル)] をクリックします。

[Transform (変形)] ダイアログ ボックスを閉じた後に ([Model Settings (モデル設
定)] リボンで、または [Edit (編集)] メニューから) [Undo (元に戻す)] をクリックす
ると、ダイアログ ボックスで加えたすべての変更がキャンセルされます。
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モデルの向きを
変更する

造形トレイ上のモデルの向きを変更するには、さまざまな方法があります。

モデルを回転するには:

➢ モデルを選択し、モデルセッティングメニューオプションを使用します ("モデル
を再配置する" ページ 5-40も合わせて参照してください)。

モデルの面を再整列させるには:

1. [Tray Settings (トレイ設定)] または [Model Settings (モデル設定)] リボンで、

a. [Selection (選択)] グループのアイコン または をクリックします。

b. [Select Plane (面の選択)] アイコンをクリックします。

または、

[Tools (ツール)] メニューから [Plane Alignment (面の整列)] > [Select Plane (面
の選択)] を選択します。

2. 造形トレイ上のモデルのパーツをクリックします。

選択した面が表示されます。

図 5-46    面を選択して整列する
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3. 整列アイコンで該当するアイコンをクリックして整列を変更します。  

または

[Tools (ツール)] メニューから [Plane Alignment (面の整列)] を選択し、整列の
オプションを選択します。

図 5-47    ツール メニューの面の整列オプション

造形トレイ上のモデルを再整列した後に、面の選択をキャンセルするには:

➢ [Tray Settings (トレイ設定)] または [Model Settings (モデル設定)] リボンで、

a. [Selection (選択)] グループのアイコン: または をクリックします。

b. [Select Element (要素の選択)] または [Select Group (グループの選択)] ア
イコンをクリックします。

または、

➢ [Tools (ツール)] メニューから [Plane Alignment (面の整列)] > [Select Plane (面
の選択)] を選択します。
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任意の軸に対してモデルを 180 度反転するには:

1. モデルを選択します。

2. [Object (モデル)] メニューから [Flip (反転)] > [Flip X (X で反転)] / [Flip Y (Y 
で反転)] / [Flip Z (Z で反転)] を選択します。

任意の軸に対して、モデルの方向を正確に変化させるには:

1. モデルを選択します。

2. [Transform (変形)] ダイアログ ボックスを表示します (図 5-45 ページ 5-41 参
照)。

3. それぞれの軸の回転パラメータを変更します。

モデルをグ
ループ化する、
グループ化を
解除する

造形トレイ上の 2 つまたはそれ以上のモデルを、同時に操作することができます。

• 複数のモデルを選択する

1 つのモデルに対して操作を実施すると、選択したすべてのモデルが影響を受
けます。例えば、1 つのモデルをその軸に対して傾けると、選択したすべてのモ
デルがそれぞれの軸に対して傾きます。

• モデルをアセンブリに変換する

独立したモデルが、1 つのユニットのパーツになります。例えば、アセンブリをそ
の軸に対して傾けると、そのすべてのコンポーネント パーツが 1 つのユニットと
して傾きます。

モデルをアセンブリに変換するには:

1. モデルを選択します (1 ページの「モデルを選択する」参照)。

2. [Object (モデル)] メニューから、[Group to Assembly (アセンブリへのグループ
化)] を選択します。

モデル ツリーで、モデルがアセンブリの下に表示されるようになります。

図 5-48    モデル ツリーのアセンブリ

アセンブリを作製したら、objdf ファイルとして保存して再使用することができます。
(アセンブリを操作および造形するためには、保存の必要はありません。)

アセンブリを保存するには:

1. (造形トレイ上またはモデル ツリーのどちらかで) アセンブリを選択します。
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2. Objet Studio[Command (コマンド)] メニューから   [Save As (名前を付けて保
存)] を選択します。

3. [Save As (名前を付けて保存)] ダイアログ ボックスで objdf フォーマットを選択
し、場所を選択してファイルに名前を付け、[Save (保存)] をクリックします。

アセンブリを個々のモデル (stl ファイル) に分割するには:

1. (造形トレイ上またはモデル ツリーのどちらかで) アセンブリを選択します。

2. [Object (モデル)] メニューから、[Ungroup (グループ化解除)] を選択します。

モデル ツリーで、要素がアセンブリのパーツではなくなります。

図 5-49    モデル ツリーでの独立したモデル

モデルの方向
を固定する

造形トレイ上のモデルを操作する場合、自動配置の際に方向が変化しない様に、
モデルの方向を固定することができます ("自動配列" ページ 5-32参照)。

モデルを固定するには:

1. 造形トレイ上のモデルを選択します。

2. [Model Settings (モデル設定)] リボンの [Manipulate (操作)] グループ、または

モデル ツールバーで、 をクリックします。

モデルの固定を解除するには:

➢ モデルを選択して をクリックします (選択を解除します)。
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表示オプション

モデルを表示
する

[View (表示)] メニューから、モデルの表示方法を変更することができます。モデル
を造形トレイに表示するデフォルトの方法は、「シェーディング表示」です。

図 5-50    シェーディング ビューで表示されたトレイおよびモデル

その他の表示オプションには、ワイヤフレームおよび点表示があります。

造形トレイをワイヤフレーム ビューで表示するには:

➢ [View (表示)] メニューから [WireFrame (ワイヤフレーム)] を選択します。

図 5-51    ワイヤフレーム ビューで表示されたトレイおよびモデル

シェーディング表示に戻すには:

➢ [View (表示)] メニューから [Shaded (シェーディング表示)] を選択します。



Objet500 ユーザー ガイド 5 Objet Studio を使用する

DOC-07027JA Rev. E 5-47

モデルを形状ではなく最大寸法を示すボックスで表示するには:

➢ [View (表示)] メニューから [Display Bounding Box (境界ボックスの表示)] を選
択します。

図 5-52    境界ボックスで表示されたモデル

(マット仕上げを生成する) サポート樹脂のために必要なモデルの周囲の領域を表
示するには:

➢ [View (表示)] メニューから [Display Thickening Box (厚み付けエリアの表示)] 
を選択します。

図 5-53    厚み付けエリアと共に表示されたモデル
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最大造形高さを表示するには:

➢ [View (表示)] メニューから [Display Tray 3D Box (トレイの造形エリアを表示)] 
を選択します。

 

図 5-54    トレイの造形エリア

造形トレイを除いてモデルを表示するには:

➢ [View (表示)] メニューから [Display Tray (トレイの表示)] オプションをクリア (選
択解除) します。

画面レイアウト Objet Studio では、デフォルトの画面レイアウトを自動的に調整して、造形トレイお
よびモデル ツリーを最適な状態で表示します。画面レイアウトを変更して、異なる
視点からモデルを表示することができます。

画面レイアウトを変更するには:

➢ [View (表示)] で、 [Single View (一画面表示)] または [4 Views (四画面表示)] 
を選択します。

図 5-55    画面レイアウト アイコン
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❒ Single View (一画面表示)  がデフォルトの画面レイアウトです。

❒ 四画面表示 では、全体、平面、正面および右側面ビューが表示されま
す。

図 5-56    四画面表示の画面レイアウト

図 5-57    四画面表示画面レイアウト
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トレイの視点 造形トレイのデフォルトの視点は「等角投影」です。アクティブ ウィンドウの視点を、
１０のオプションのうちの 1 つに変更することができます。

アクティブ ウィンドウの造形トレイの視点を変更するには:

1. [Tray Settings (トレイ設定)] リボンで [Perspective (視点)] ツールバーを開きま
す。

図 5-58    視点ツールバー

2. 希望する視点を示すアイコンをクリックします。

トレイの配置 トレイおよびモデルを異なる方向から表示するため、トレイを画面内で移動したり、
その表示角度を変更することができます。

Objet Studio の画面でトレイを移動するには:

➢ マウスを動かしている間にマウス ホイールを押します。

図 5-59    Objet Studio 画面で移動した後のトレイ
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トレイを手動で回転するには:

➢ マウスを動かしている間に、Alt キーとマウス ホイールを押します。

図 5-60    回転 (上下を逆) した後のトレイ

トレイおよびモデルを異なる方向から表示するため、その表示角度を変更すること
ができます。

モデルの色を
設定する

造形トレイ上のモデルの色で、モデルがどのように造形されるかを表します。Objet 
Studio では、モデルの樹脂、表面、コーティングを容易に把握できるように、色表
示を選択することができます。

色がどのように画面に適用されるかを選択するには:

➢ [Model Settings (モデル設定)] リボンの [Colors (色)] グループで、フライアウト 
ツールバーからオプションの 1 つを選択します。

図 5-61    Colors (色) 表示オプション

造形トレイをプリンタに送信する前に、またはトレイの検証を実施すると、Objet 
Studio では stl ファイルまたはトレイ上のモデルの配置に問題がないかを確認し
ます。問題があれば、そのモデルが特定の色で表示され ます ("トレイの検証" 
ページ 5-56参照)。
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大きいファイル
を読み込む

非常に大きい stl ファイルは、読み込みに時間がかかり、また造形トレイ上で容易
に操作できない場合があります。このような場合は、ファイル全体を読み込まずに、
モデルのイメージだけを造形トレイ上に表示することができます。stl ファイルそのも
のは変更されず、ファイル全体がプリンタに送信されます。

モデルを造形トレイ上に置く際に、stl ファイルのイメージを表示するには:

1. [Tools (ツール)] メニューから [Options (オプション)] を選択し、[Settings (設定)] 
タブを表示します。

図 5-62    Options (オプション) ダイアログ ボックスの Settings (設定) タブ

2. [Large Files (大きいファイル)] セクションで、[Load Partial (reduced) (部分読み
込み(削減))] を選択します。
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大きいファイル
の操作

大量のポリゴンで構成される詳細モデルを使って作業をする必要がある場合は、
画面上でのポリゴン数を減らして Objet Studio での表示および操作を迅速に行う
ことができます。これにより画面の解像度は低くなりますが、造形されるモデルは影
響を受けません。

図 5-63    ポリゴンを削減せずに表示したモデル

図 5-64    ポリゴンの 5% だけを使って表示したモデル

ポリゴン削減を使用するには:

1. [Tools (ツール)] メニューから、[Options (オプション)] を選択します。

または

[Objet Studio Commands (コマンド)] メニュー から、[Options (オプション)] を
クリックします。
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2. [Options (オプション)] ダイアログ ボックスで、[Display (表示)] タブを表示します。

図 5-65    Options (オプション) ダイアログ ボックスの Display (表示) タブ

3. [Enable Polygon Reduction (ポリゴン削減を有効にする)] を選択します。

4. [Polygon Reduction (Percent) (ポリゴン削減 (パーセント))] を選択します。

5. 表示に使うポリゴン数を全ポリゴンのパーセンテージで入力します。

[Apply (適用)] をクリックすると、表示が変化します。

注: 設定は、静的な表示 (モデルが移動していない時) に適用されます。

6. モデルが移動している時の表示オプション (表示変更中に表示する) を設定し
ます。

❒ Bounding Box (境界ボックス): モデルの最大寸法を表すボックスが表示され
ます。

❒ Adaptive Polygon Reduction (適合ポリゴン削減): 必要に応じて、ポリゴン削
減の程度が変化します。

❒ Entire Object (モデル全体): ポリゴン削減は適用されません。

7. このモデルを造形トレイに置く時にはこの設定が常に適用されるように、これら
の設定を保存するには、[Save Polygon Reduction Data (ポリゴン削減データを
保存)] をクリックします。

8. ダイアログ ボックスを閉じずに設定の結果を表示するには、[Apply (適用)] をク
リックします。

[Entire Object (モデル全体)] オプションを選択すると、ポリゴン削減がキャンセ



Objet500 ユーザー ガイド 5 Objet Studio を使用する

DOC-07027JA Rev. E 5-55

ルされます。

モデル表示 
オプション

表示フォーマットによって、モデルの表示速度が異なります。例えば、[Bounding 
Box (境界ボックス)] を選択すると、[Entire Object (モデル全体)] を選択した時より
モデルが素早く表示されます。静止しているモデルに対する表示フォーマット (静
的表示)、およびドラックしている時のモデルに対する表示フォーマット (動的表示) 
を選択することができます。

動的表示および静的表示について、モデルの表示ユーザー設定を選択するに
は:

1. 選択して以下の条件でモデルを表示します。

❒ Bounding Box (境界ボックス) (図 5-52 ページ 5-47)

❒ Adaptive Polygon Reduction (適合ポリゴン削減) (動的表示のみ)

❒ ポリゴン削減で (静的表示のみ)

❒ Entire Model (モデル全体)

2. 完了したら、[OK] をクリックします。

ズーム 
オプション

モデルの操作中に、異なるズーム レベルでモデルを表示しなければならない場合
がよくあります。

ズーム レベルを変更するには:

図 5-66    Zoom (ズーム) ツールバー

❒ Zom Object (モデルのズーム)では、選択したモデルが表示の対象です。

❒ Zoom Tray (トレイのズーム) では、トレイ全体を表示します。

❒ Zoom by Rectangle (長方形でズーム)では、マウスで選択したトレイの一部
分を表示することができます。

マウスのホイールで、ズームインおよびズームアウトすることもできます。

造形トレイ上に置いたモデルに自動的にズームインするように、Objet Studio 
を設定することができます。"自動ズーム" ページ 5-80を参照してください。
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トレイを取り扱う

造形トレイでのモデルの準備が終わったら、次の操作を実施できます。

• モデルを造形できることをテストする (「検証」)。

• モデルの造形に必要な時間および樹脂の必要量を計算する。

• モデルをプリンタに送信して造形する。

• 後で作業を完了させる、または後で造形するために、モデルを保存する。

• 保存や転送を便利に行えるように、モデルを圧縮ファイルとして保存する。

 

トレイの検証 造形のためにジョブをプリンタに送信する前に、トレイが「有効」で造形可能である
ことを確認する必要があります。

注: それぞれのタイプのモデル樹脂は固有の特性を持っているので、トレイの検証
を実施する前に正しい樹脂が選択されていることを確認してください。

トレイが造形可能であることを検証するには:

➢ [Tray Settings (トレイ設定)] リボンの [Build Process (造形プロセス)] グループ

で、 をクリックします。

または

[Tools (ツール)] メニューから、[Placement Validation (配置の検証)] を選択しま
す。

トレイが有効でない場合は、トレイ上の問題のあるモデルの色が、事前設定した
コードに従って変ります。
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図 5-67    色コード

注: 「両方」の色も、問題のある stl ファイルを表します。

検証のステータスが、画面最下部にバーで表示されます。

図 5-68    ステータスバーの検証詳細

造形見積もり Objet Studio では、トレイをプリンタに送信する前に、生成に必要な時間および樹
脂リソースを計算することができます。Objet Studio でこの計算を実行するのにかか
る時間は、トレイ上のモデルの数およびその複雑さによって異なります。トレイ全体
の造形見積もりを計算するのに、お使いのコンピュータの性能によって、最長で 15 
分かかります。

現在のトレイを生成するのに必要な時間および樹脂を計算するには:

➢ [Tray Settings (トレイ設定)] リボンの [Build Process (造形プロセス)] グループ

で、 をクリックします。

見積もりを計算している間、((画面の最下部の) ステータスバーの右側に) 進捗
バーが表示されます。

図 5-69    見積進捗バー
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Objet Studio による造形必要樹脂量スの計算が終了すると、結果がダイアログ 
ボックスに表示されます。

図 5-70    異なる造形モードで生成リソースを計算

[Production Estimates (生産見積もり)] ダイアログ ボックスに示すように、トレイ上の
モデルを生成するのに必要なリソースは、ジョブを生成する際にプリンタが使用す
る造形モードによって異なります。ジョブ造形時の造形モード (以下を参照) および
代替モデル樹脂の使用を許可するかどうかを決定する際に、これらの見積を検討
します。

注: 造形トレイをプリンタに送信したら、造形モードおよび樹脂代替オプションを選
択します ("トレイを造形する" ページ 5-60参照)。

造形モード Objet500プリンタは、3 つの造形モードでモデルを造形します。

HQ (高品質) モード:

• モデルを 16ミクロンのレイヤーで造形するので、スムーズな表面が得られ、細か
なディテールや精巧なアイテムの生成に適します。

• 高速設定と比べて、多くの場合、ほぼ 2 倍の造形時間が必要です。

• この設定は、シングルマテリアル造形において、モデル樹脂を 4 つの造形ヘッ
ドで使用できる場合に限り選択が可能です。

シングルマテリアル造形: モデル樹脂のソースに関係なく、すべての造形ヘッド
でモデルを造形します。これは、以下の状況で起こります。

 l すべての造形ヘッドに 1 つのモデル樹脂が供給される。

 l 造形ヘッドの各ペアに異なるモデル樹脂が提供されるが、モデルは同じ樹脂
だったかのように造形される。この結果、造形されたモデルでは樹脂が無秩序に
混合された状態になります。

HS (高速) モード:

• 30ミクロンのレイヤーでモデルを生成し、大型モデルの造形に適します。

• 高品質設定と比べて、多くの場合、非常に短い造形時間しか必要ではありませ
ん。

• この設定は、シングルマテリアル造形において、モデル樹脂を 4 つの造形ヘッ
ドで使用できる場合に限り選択が可能です。
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デジタルマテリアル モード:

• 2 つまたはそれ以上のモデル樹脂で作製するように指定されたトレイを造形す
る場合に使用されます。

• 2 つまたはそれ以上のモデルを含むトレイを生成する際に、それぞれのモデル
を異なる (単一の) モデル樹脂で作製するように指定された場合に使用されま
す。

• 2 つの造形ヘッドだけを使って、プリンタにロードされた 1 つのモデル樹脂だけ
でモデルを生成する場合に使用されます。

• モデルは 30ミクロンのレイヤーで生成されますが、高品質に近い造形となりま
す。

• 造形時間は、高品質モードの造形時間と同程度です。

造形時間は高速モードより長くなりますが、デジタルマテリアル モードでは樹脂
の交換が不要で、その結果、時間と廃棄するモデル樹脂のコストの両方を節
約することができます。

複数のモデル樹脂がトレイ上のモデルに割り付けられた場合に、自動的にデジ
タルマテリアル モードが選択されます。

トレイを造形するのに必要な時間および樹脂リソースの見積を、異なる造形モード
について把握することができます ("造形見積もり" ページ 5-57参照)。これらの造
形見積もりを、トレイをプリンタに送信する際にも把握することができます。これに
よって、Objet Studio でもっとも効率的な方法でトレイを造形するオプションを含
め、造形モードを選択することができます ("造形モードの選択" ページ 5-61参
照)。

Objet デジタル 
ファイルを電子
メール送信する

Microsoft® Office Outlook® を使って、簡単に objdf ファイルを電子メール送信する
ことができます。一般的にファイルのサイズが半分以下に削減できるので、(stl ファ
イルではなく) objdf ファイルを送信することを推奨します。さらに、objdf ファイルには
モデルのモデル樹脂情報が含まれるというメリットもあります。

ファイルを電子メール送信するには:

1. [Tools (ツール)] メニューから [Email Objet Digital File (Objet デジタルファイル
を電子メール送信)] を選択します。

電子メールのフォームにファイルが添付され、件名の詳細が追加された状態
で、Outlook が開きます。

2. 電子メール アドレスを入力し、ファイルを送信します。
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トレイを造形す
る

トレイで造形する準備ができると、ジョブキューに置かれます。そのジョブがキュー
の先頭に来ると、Objet Studio ではトレイ ファイルを前処理してスライスを作製し、そ
れをプリンタに送ります。

トレイを造形キューに送信するには:

1. [Tray Settings (トレイ設定)] リボンの [Build Process (造形プロセス)] グループ

で、 をクリックします。

❒ トレイの造形に 2 つ以上のモデル樹脂が必要な場合は (デジタル マテリア
ル モード)、[Job Summary (ジョブのサマリ)] ダイアログ ボックスが開きます。

図 5-71 複数のモデル樹脂で造形する場合のジョブのサマリ

注: 表示される値は簡単な計算による結果で、ジョブを造形するのに必要な樹
脂および時間の入力の概算見積を表します。より正確に計算する場合は、
[Fine Estimation (高精度見積もり)] をクリックします。

ページ 5-62ステップ 4 を実施して続行します。
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❒ トレイの造形に 1 つのモデル樹脂しか必要ではない場合、[Printing Mode 
Selection (造形モードの選択)] ダイアログ ボックスが開きます。

図 5-72    造形モードの選択ダイアログ ボックス

注: 表示される値は簡単な計算による結果で、ジョブを造形するのに必要な樹
脂および時間の入力の概算見積を表します。より正確に計算する場合は、
[Fine Estimation (高精度見積もり)] をクリックします。

造形モードの選
択

2. 適切な造形モードを選択します。

造形モードについては、ページ 5-58で説明します。

❒ 高品質モードでジョブを造形する必要がある場合は、このオプションを選択
します。

注: 高品質モードが使用できるかどうかは、選択した樹脂によります。

❒ 高速モードでジョブを造形する必要がある場合は、このオプションを選択し
ます。

❒ 高品質または高速モードのどちらでもジョブを造形する必要がない場合は、
[Automatic (自動)] を選択します。

この設定では、Objet500 ソフトウェアがもっとも効率的なトレイの造形方法を (造
形の直前に) 決定します。デジタル マテリアル モードによって樹脂交換手順を
実施する必要がなくなれば、そのモードが使用されます。それ以外の場合は、
高速モードが使用されます。

例えば、トレイを造形するのにプリンタに組込まれた 1 つのモデル樹脂しか必
要ではない場合、モデルを造形するのに、その樹脂を使用する 2 つの造形
ヘッドしか使用されません (デジタル マテリアル モード)。(高品質および高速
モードでは、4 つのヘッドで造形モデル樹脂を必要とするので、樹脂交換手順
を実施する必要があります。)

一方、樹脂交換手順を実施せずに、4 つの造形ヘッドを使ってトレイを造形す
ることができる場合は、高速モードが使用されます。この運用は、すべての造形
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ヘッドに同じモデル樹脂が供給されているか、類似樹脂が無秩序に混合された
造形を許可している場合に可能です (以下を参照)。

デジタル マテリアル モードを使用した場合のモデル品質

 l ほとんどのモデルについて、高品質に近い結果が得られます。

 l 光沢仕上げを指定しない限り ("表面仕上げ" ページ 5-22参照)、トレイ上のすべ
てのモデルが個別の stl ファイルから挿入される場合は、Y軸方向に標準の 600 
dpi (dots per inch: 1 インチあたりのドット数) 解像度で造形されます。

 l トレイにアセンブリがある場合、トレイ上のすべてのモデルは Y軸方向に 300 dpi 
の解像度で造形されます。

3. [Next (次へ)] をクリックします。

(これがトレイに関係するものであれば) [Model Material Substitution (モデル樹
脂の置き換え)] ダイアログ ボックスが開きます。(そうでない場合は、[Job 
Summary (ジョブのサマリ)] ダイアログ ボックスが開くので、ステップ 4 を実施し
て続行します。)

自動モード

モデルは、前回の造形ジョブと同じモードで造形されます。

モデル樹脂の置
き換え

図 5-73    Model Material Substitution (モデル材料の置き換え) ダイアログ 
ボックス

代替モデル樹脂の使用を許可している場合 (以下の条件の時に)、プリンタは
特性 (強度、柔軟性など) が造形トレイの設計時にモデルに割り付けられた樹脂
の特性に類似した別の樹脂を使用します。

❒ 割り付けられた樹脂が、造形の時点でプリンタにロードされていない。

この場合、トレイは (造形の時点でプリンタにロードされている樹脂に応じて) 
1 つまたは 2 つの代替樹脂で造形されます。可能であれば、高速モードが
使用されます。

❒ 選択した樹脂に加えて、造形の時点で別の (類似した) 樹脂がプリンタに
ロードされている。

この場合、高速モードが使用され、(同じ樹脂だったかのように) 2 つの樹脂
を混合して造形します。

4. [Build (造形)] をクリックします。

造形トレイのファイルが保存されていない場合は、ここで保存できるように [Save 
As (名前を付けて保存)] ダイアログ ボックスが開きます。
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Objet Studio では、トレイ上のモデルの配置に問題がないかを確認します。問
題があれば、そのモデルが特定の色で表示され ("トレイの検証" ページ 5-56
参照)、警告メッセージが表示されます。

図 5-74    トレイ検証時の警告メッセージ

❒ 問題を修正できるように造形コマンドをキャンセルするには、[No (いいえ)] 
をクリックします。

❒ トレイ上に配置したとおりにモデルを造形するには、[Yes (はい)] をクリックし
ます。

[Job Manager (ジョブ マネージャ)] 画面が開き、(造形前、造形中および造形後
の) トレイの進捗をモニターすることができます。"造形ジョブをモニタリングおよ
び管理する" ページ 5-85を参照してください。
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その他の Objet Studio 機能を適用する

以下のトピックでは、Objet Studio で使用できるその他の機能について説明しま
す。

• モデルを分割する

• モデルの横断面を表示する

• 画面表示をイメージ ファイルとして保存する

• 造形トレイを保存およびインポートする

モデルを分割
する

モデルの分割機能を使ってモデルを別々のパーツに分割し、トレイ エリアより大き
いモデルを生成することができます。この機能では、モデルの特定の断面しか生成
できません。

モデルを分割するには:

1. モデルを選択します。

2. [Object (モデル)] メニューから、[Split (分割)] を選択します。

3. [Split Object (モデルの分割)] ダイアログ ボックスで、Objet Studio がどのように
モデルを分割するかを規定する値を入力します。具体的な寸法またはパーツ
の数のどちらかを入力して、モデルを任意の軸に沿って分割することができま
す。

図 5-75    モデルの分割ダイアログ ボックス

4. [Save to Folder (保存先フォルダ)] でフォルダ名を入力します。

5. [OK] をクリックします。

複合パーツが、元のファイル名に「Part 1」、「Part 2」等を追加して、新規 stl ファ
イルとして保存されます。

注：新たに作成した stl ファイルを造形する前に、Materialise® の Magics™  等の 
STL修復アプリケーションで欠陥の有無をチェックすることを推奨します。
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サポート強度を
選択する

モデルを造形する際に、サポート樹脂が空洞および空いた断面を充填します ("手
動配列" ページ 5-33参照)。Objet Studio では、サポート樹脂で成形された構造の
強度を調整することができます。この調整機能は、大型/重厚なモデルまたは小型
/精巧なモデルのいずれかを生成する際に役立ちます。ほとんどの用途に対して、
デフォルトの設定で適切なサポート強度が得られます。

モデル造形の際に使用されるサポート構造の強度を変更するには:

1. トレイ上のモデルを選択します。

2. [Model Settings (モデル設定)] リボンの [Options (オプション)] グループで、
をクリックします。

または

❒ モデル ツールバーで、 をクリックします。

または

❒ 右クリック コンテキスト メニューから、[Advanced Properties (詳細プロパ
ティ)] を選択します。

[Advanced Properties (詳細プロパティ)] ダイアログ ボックスが開きます。

図 5-76    Advanced Properties (詳細プロパティ) ダイアログ ボックス

注：モデルがシェルに分割される場合は、モデルの選択に応じて有効な [Advanced 
Properties (詳細プロパティ)] が異なります。単一の要素が選択される場合は、
[Hollow (空洞化)] だけが有効になります。要素のグループが選択される場合は、
Grid Style (グリッドスタイル)だけが有効になります。

3. [Grid Style (グリッドスタイル)] セクションで、選択したモデルに適したサポート強
度を選択します。トレイ上のそれぞれのモデルに、異なるサポート強度を選択
することができます。

❒ 標準: 平均的なサポートが必要なモデル (ほとんどのモデル) 用。

❒ ヘビー: サポートをより必要とする大型モデル用。

❒ ライト: サポートをあまり必要としない精巧なモデル用。(この設定では、サ
ポート樹脂を取り除くのが容易です。)

4. [Apply (適用)] をクリックします。
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Hollow（空洞
化）: サポート樹
脂でモデルを
充填する

stl ファイルからトレイ上に置かれたモデルは、多くの場合ソリッドです。つまり、造形
されると、モデルはモデル樹脂で完全に充填されます。特に大型のモデルの場
合、その必要がないことが良くあります。その代わりに、モデルを安価なサポート樹
脂で充填することができます。この樹脂は鋳物を作製するプロセス中により簡単に
消失するので、焼き流し鋳造用のモデルを用意する場合も、モデルをサポート樹
脂で充填することを推奨します。

Objet Studio では、外側のシェルをモデル樹脂とし、中心部をサポート樹脂で充填
する構成で、トレイ上のモデルを造形することができます。「Hollow(空洞化）」と呼
ばれるこの機能を使用する場合には、シェルの厚みを 0.5 ミリメートル以上にする
必要があります。

Hollow 機能を使用するには:

1. トレイ上のモデルを選択します。

または

❒ モデル ツールバーで、 をクリックします。

または

❒ 右クリック コンテキスト メニューから、[Advanced Properties (詳細プロパ
ティ)] を選択します。

[Advanced Properties (詳細プロパティ)] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [Hollow (空洞化)] を選択します。

図 5-77    Advanced Properties (詳細プロパティ) ダイアログ ボックス

3. シェルの厚みをミリメートル単位で設定します。

4. [Apply (適用)] をクリックします。

注: Hollow を選択した場合、Objet Studio 上ではモデルの表示に違いはありま
せん。

Hollow 設定を検査、変更またはキャンセルするには:

1. トレイ上のモデルを選択します。

2. 上述のように、[Advanced Properties (詳細プロパティ)] ダイアログ ボックスにア
クセスします。

3. Hollow 設定を変更またはキャンセルしたら、[Apply (適用)] をクリックします。
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モデルの横断
面を表示する

断面機能では、モデルを任意の軸で「スライスして」、モデルの内部を表示すること
ができます。次に、モデルを操作して、内部を別の角度から検査することができま
す。これは、モデルを生成する際に必要なサポートのタイプを決めるのに重要にな
る場合があります ("サポート強度を選択する" ページ 5-65参照)。モデルの横断面
を表示しても、画面上でトレイがどのように表示されるかが影響を受けるだけで、モ
デルそのものが変わることはありません。

トレイの横断面を表示するには:

1. [Tools (ツール)] メニューから、[Section (断面)] を選択します。

[Section (断面)] ダイアログ ボックスが開きます。

図 5-78    断面ダイアログ ボックス

2. [Enable Clipping (トリミングを有効にする)] チェックボックスをオンにします。

3. X、Y および Z軸用のスライダー コントロールを使って、必要な横断面が見える
ようにトレイを切り取ります。

図 5-79    左: 全体ビュー、右: Zスライダーを使用した後の横断面ビュー
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画面表示をイ
メージ ファイル
として保存する

有効な表示画面に表示されたイメージを、グラフィック ファイルとして保存することが
できます。

画面表示をイメージとして保存するには:

1. Ctrl+B を押します。

または

Objet Studio[Commands (コマンド)] メニュー から   [Save Bitmap (ビットマップ
の保存)] を選択します。

[Save Bitmap (ビットマップの保存)] ダイアログ ボックスが開きます。

図 5-80    Save Bitmap (ビットマップの保存) ダイアログ ボックス

2. ダイアログ ボックスの最上部で、適切なフォルダを選択します。

3. ダイアログ ボックスの最下部で、ファイル名を入力します。

4. [Save as type (名前を付けて保存のタイプ)] プルダウン メニューを開き、ファイ
ル フォーマットを選択します。

5. [Save (保存)] をクリックします。



Objet500 ユーザー ガイド 5 Objet Studio を使用する

DOC-07027JA Rev. E 5-69

造形トレイを保
存およびイン
ポートする

作業の内容を、今後の使用方法に応じて異なる Objet Studio のファイル フォー
マットで保存できます。

 

OBJTF ファイル objtf ファイルには、トレイで使用する stl ファイルを表示および生成するための、
Objet Studio および Objet500 プリンタに対する指示が含まれます。Objet Studio で
造形トレイを保存する場合は、objtf ファイルとして保存されます。

objtf フォーマットでの保存は、例えば、造形のためのトレイ準備が完了していな
い、または今後造形の前にもう一度変更を加えたい場合に役立ちます。objtf ファイ
ルは、STL ファイルが保存されている会社のネットワークから作業する場合にも役
立ちます。

注: objtf ファイルは使用される stl ファイルを参照するので、objtf ファイルが保存さ
れたときと同じファイルの位置になければなりません。

トレイを objtf ファイルとして保存するには:

➢ [Tray Settings (トレイ設定)] タブの [File (ファイル)] グループで、 をクリックし
ます。

objtf ファイルとして保存したトレイを開くには、"Objet トレイ ファイルを開く" ページ 
5-18を参照してください。

OBJZF ファイル Objet Studio では、ジョブを保存したり別の場所に移動させる際の利便性を考慮し
て、すべてのファイルを造形トレイ上に配置された通りに保存できるように、これらの
ファイルを 1 つの objzf ファイルに圧縮します。後で objzf ファイルを使用するには、
まず Objet Studio でファイルを解凍し、そのコンポーネント ファイルを保存する必
要があります。

注: 初め読み取り専用として保存された stl ファイルを含む objzf ファイルをエクス
ポートする場合は、読み取り専用の stl ファイルを保存したフォルダでこの objzf 
ファイルを開く (インポートする) ことはできません。
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objzf ファイルを作成するには:

1. Objet Studio コマンド メニュー から、[Export Packed Job (圧縮ジョブのエク
スポート)] を選択します。

[Save As (名前を付けて保存)] ダイアログ ボックスが開きます。

2. フォルダを選択し、ファイル名を設定し、[Save (保存)] をクリックします。

注: [Job Manager] 画面から、造形ジョブを objzf ファイルとしてエクスポートすること
もできます。"その他のサーバー機能" ページ 5-98を参照してください。

objzf ファイルを開くには:

➢ objtf ファイルをダブルクリックします。
または

1. Objet Studio コマンド メニュー から、[Import Packed Job (圧縮ジョブのイン
ポート)] を選択します。

2. [開く] ダイアログ ボックスで、適切なフォルダを表示してファイルを選択します。

3. [Browse for Folder (フォルダの参照)] ダイアログ ボックスにおいて、Objet Studio 
で圧縮ファイルを解凍するフォルダを表示し、[OK] をクリックします。

objtf ファイルおよび関連する stl ファイルが解凍されて選択したフォルダに置か
れ、トレイが Objet Studio に表示されます。
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Objet Studio をカスタマイズする

作業上のニーズおよびお好みに合わせて、Objet Studio をカスタマイズすることが
できます。以下の機能をカスタマイズすることができます。

❒ 頻繁に使用するコマンド用のクイックアクセス ツールバーを作成する。

❒ クイック アクセス ツールバーの配置を変更する。

❒ リボンを最小化する。

❒ Objet Studio の色テーマを変更する。

❒ 造形トレイに置いたモデルのデフォルト設定を定義する。

クイック アクセス 
ツールバーを
作成する

Objet Studio で作業する上で、特定のコマンドを頻繁に使用することがあります。ク
イックアクセス ツールバーを作成して、作業を容易にすることができます。

クイックアクセス ツールバーを作成するには:

1. リボンのタブの上で、をクリックします 。

[Customize Quick Access Toolbar (クイック アクセス ツールバーのカスタマイ
ズ)] メニューが開きます。

図 5-81    クイック アクセス ツールバーのカスタマイズ メニュー

2. ツールバーに追加するコマンドを選択します。

選択したコマンドのアイコンがツールバーに追加されます。

図 5-82    クイック アクセス ツールバー

さらに別のコマンドを追加するには、上記の手順を繰り返します。
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3. より広範囲なコマンドから選択するには:

❒ [Customize Quick Access Toolbar (クイック アクセス ツールバーのカスタマ
イズ)] メニュー (図 5-81 前のページ 参照) から、[More Commands (その他
のコマンド)] を選択します。

または

❒ [Objet Studio Commands (Objet Studio コマンド)] アイコン 、またはリボン
の別の場所を右クリックして、[Customize Quick Access Toolbar (クイック ア
クセス ツールバーのカスタマイズ)] を選択します。

図 5-83    右クリック リボン メニュー

[オプション] ダイアログ ボックスが開きます。

図 5-84    クイック アクセス ツールバーのオプション ダイアログ ボックス

4. ドロップダウン リストを開き、[よく使われるコマンド] または [リボンにないコマン
ド] のどちらかを選択します。

5. コマンドを選択して [Add (追加)] をクリックします。

6. [OK] をクリックします。
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リボンを非表示
にする

造形トレイを表示するためのスペースを増やすため、Objet Studio リボンを非表示
にすることができます。

リボンを非表示にするには:

1. リボンもしくはメニューバーの任意の場所、または [Objet Studio Commands (コ

マンド)] メニュー (コマンド)]メニューを右クリックします。

2. [Minimize the Ribbon (リボンを最小化する)] を選択します。

リボンが非表示になりますが、[Tray Settings (トレイ設定)] またはメニュー バー
で [Job Manager (ジョブ マネージャ)] をクリックして、リボン アイコンを一時的に
表示することができます。次にリボンの外側をクリックすると、再び非表示になり
ます。

リボンを常時表示する設定に戻すには:

➢ 上記のステップを繰り返して、リボンの最小化をキャンセルします。

表示色 Objet Studio 画面および造形トレイ上のモデルを表示するのに使われる色の一部
をカスタマイズすることができます。

Objet Studio 画面で使用される色を変更するには:

1. [Tools (ツール)] メニューから、[Options (オプション)] を選択します。

図 5-85    表示設定

2. [オプション] ダイアログ ボックスの [外観] タブで、表示を設定することができま
す。
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❒ [モード] の選択によって、造形トレイ上でのモデルの表示方法を定義しま
す。モデルを造形トレイに表示するデフォルトの方法は、ソリッドなモデル 
(「シェーディング表示」) です。その他のオプションには、ワイヤフレームおよ
びポイントがあります。

❒ [シェーディング表示] を選択すると、トレイ上にモデルをシースルーのモデ
ルとして表示することができます。

図 5-86    透明表示

❒ 色をカスタマイズするには、カラーパッチをダブルクリックします。

❒ [ウィンドウの背景色)] 設定により、ソリッドまたは 2 色グラデーションのどちら
かで、造形トレイの背景色を変更することができます。

❒ デフォルトの表示設定に戻すには、[既定] をクリックします。

色テーマを変更
する

Objet Studio では、(青、黒、銀および水色の) 4 色の背景色テーマを選択すること
ができます。

図 5-87    背景色テーマ

色テーマを変更するには:

➢ [Style (スタイル)] メニューからオプションを 1 つ選択します。
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ショートカット
キー

頻繁に使用するコマンドのショートカット キーを定義することができます。

ショートカット キーを定義するには:

1. リボンのタブの上で、 をクリックします。

[Customize Quick Access Toolbar (クイック アクセス ツールバーのカスタマイ
ズ)] メニューが開きます。

図 5-88    クイック アクセス ツールバーのカスタマイズ メニュー

2. [More Commands (その他のコマンド)] を選択します。

[Options (オプション)] ダイアログ ボックスが開きます (図 5-84 ページ 5-72 参
照)。
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3. [Customize (カスタマイズ)] をクリックします。

[Customize Keyboard (キーボードのカスタマイズ)] ダイアログ ボックスが表示さ
れます。

図 5-89    キーボードのカスタマイズ ダイアログ ボックス

4. コマンドの [Categories (分類項目)] を選択し、その分類項目に含まれるすべて
のコマンドを表示します (例: すべてのModel Settings (モデル設定)コマンド)。

現在のショートカット キーが表示されます。

5. [Press new shortcut key (新しいショートカット キーを押す)] フィールドにショート
カット キーを入力し、[Assign (割り当てる)] をクリックします。

6. すべてのショートカット キーを再定義するには、[Reset All (すべてリセットする)] 
をクリックします。
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ユーザー設定
を定義する

造形トレイ上に置いたモデルに影響を与えるさまざまな Objet Studio 設定を変更
することができます。

デフォルト設定を変更するには:

➢ Objet Studio[Commands (コマンド)] メニュー から   [User Preferences (ユー
ザー設定)] を選択します。

図 5-90    ユーザー設定を定義する

• 造形スタイル: "表面仕上げ" ページ 5-22を参照してください。

• グリッド スタイル: "サポート強度を選択する" ページ 5-65を参照してください。

• アプリケーション設定:

❒ 向きの固定: "モデルの方向を固定する" ページ 5-45を参照してください。

❒ Hollow (空洞化):「空洞化」を参照: 「ページ 5-66サポート樹脂でモデルを
充填する」を参照してください。
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プロフェッショナル モードの機能

Objet Studio の一部の拡張機能は、プロフェッショナル モードでしかアクセスできま
せん。

現在の Objet Studio 設定を表示するには:

➢ [Tools (ツール)] メニューを開きます。

図 5-91    Professional Mode (プロフェッショナル モード) が選択されているこ
とを示す Tools (ツール) メニュー

[Professional Mode (プロフェッショナル モード)] が選択されると、拡張機能が表
示されます。

プロフェッショナル モードの設定を変更するには:

1. [Tools (ツール)] メニューから、[Professional Modeプロフェッショナル モード] を
選択します。

(Professional Mode (プロフェッショナル モード) のオプションの横のチェック 
マークはすぐに表示されますが) 以下のメッセージが表示され、変更は次回 
Objet Studio を開いたときにしか有効にならないことを説明します。

図 5-92    設定変更メッセージ

2. Objet Studio を閉じてから再度開き、プロフェッショナル モードの機能を使用し
ます。
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デフォルト設定 [Options (オプション)] ダイアログ ボックスの [Advanced (詳細設定)] タブから、さま
ざまな Objet Studio 機能のデフォルト設定をコントロールすることができます。

[Options (オプション)] ダイアログ ボックスを表示するには

➢ [Tools (ツール)] メニューから、[Options (オプション)] を選択します。

または

[Objet Studio Commands (Objet Studio コマンド)] メニュー で、[Options (オ
プション)] をクリックします。

図 5-93    オプション ダイアログ ボックスの詳細設定タブ

[Advanced (詳細設定)] タブには、プロフェッショナル モードが有効な時のみア
クセスが可能です ("プロフェッショナル モードの機能" 前のページ参照)。

自動配置
デフォルトでは、Objet Studio がモデルを造形トレイ上に置く時には、造形時間が
最短になる最適の場所に配置します。モデルを造形トレイ上に置くたびに自動配
置されるのを、必要に応じてキャンセルする選択が可能です ("自動配置" ページ 
5-31参照)。いずれの場合でも、モデルが造形トレイ上にあるときは、必要に応じて
その方向を手動で変更することができます ("手動配列" ページ 5-33参照)。

自動配置が無効になるように、デフォルト設定を変更するには:

➢ [Options (オプション)] ダイアログ ボックスの [Advanced (詳細設定)] セクション
で、チェック ボックスをオフにします。
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自動ズーム [Options (オプション)] ダイアログ ボックスの [Advanced (詳細設定)] セクションで 
[Auto Zoom (自動ズーム)] チェックボックスがオンの場合は、造形トレイに置かれた
モデルが表示されるように画面がズームインします。これによって、モデルを注意深
く検査および操作することができます。

デフォルトでは、この機能は有効ではありません。いずれの場合でも、必要に応じ
てズーム レベルを変更することができます ("ズーム オプション" ページ 5-55参
照)。

OpenGL ドライ
バの構成

OpenGL ドライバによって、画面上に 3D グラフィックスを表示します。通常は、その
設定を調整する必要はありません。Objet Studio によるモデルの表示に問題がある
と考えられる場合は、OpenGL ドライバの構成ツールを使用してドライバ設定を確
認、定義することができます。

[OpenGL Driver Configuration (OpenGL ドライバの構成)] ダイアログ ボックスにアク
セスするには:

1. [Tools (ツール)] メニューから、[Options (オプション)] を選択します。

または

[Objet StudioComamnds ( コマンド)] メニュー で、[Options (オプション)] をク
リックします。

2. [Options (オプション)] ダイアログ ボックスで、[Troubleshooting (トラブルシュー
ティング)] タブを表示します。

図 5-94    OpenGL ドライバの構成にアクセス
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[Troubleshooting (トラブルシューティング)] タブは、プロフェッショナル モードが
有効な場合のみアクセスできます ("プロフェッショナル モードの機能" ページ 
5-78参照)。

3. [OpenGL Driver Configuration (OpenGL ドライバの構成)] をクリックします。

ダイアログ ボックスが開き、ウィンドウおよびメモリのピクセル形式 ID (インデック
ス) に関する詳細が表示されます。

図 5-95    OpenGL Driver Configuration (OpenGL ドライバの構成) ダイアログ 
ボックス

値を表示してそれらを変更するには、 をクリックします。あるいは、[Choose 
Format (形式の選択)] を選択して、このダイアログ ボックスで値を変更することがで
きます。

ドライバ構成のテストを実施して推奨されるピクセル形式 ID を入力するには:

1. [Choose Format (形式の選択)] を選択します。

2. [test (テスト)] クリックします。

Objet Studio が推奨されるピクセル形式 ID を返します。

図 5-96    推奨されるピクセル形式 ID

3. [OK] をクリックします。
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4. [OpenGL Driver Configuration (OpenGL ドライバの構成)] ダイアログ ボックス 
(図 5-95) で [ピクセル形式 ID] を選択し、この数字を入力します。

5. [Apply (適用)] をクリックします。

6. その他のピクセル形式タブを表示し、この手順を繰り返します。

その他の Objet Studio サポートを得る

Objet Studio ヘルプでは、作業に合わせてオンスクリーンの指示および情報が得ら
れます。

Objet Studio ヘルプを表示するには:

➢ 標準ツール バーで をクリックし、次に [Objet Studio Help (Objet Studio ヘル
プ)] をクリックします。

図 5-97    ヘルプ オプション

以下の項目に関する情報も表示することができます。

❒ [Troubleshooting (トラブルシューティング)] では、エラー メッセージおよびそ
の説明の一覧を表示します。

❒ [Check for Updates (更新のチェック)]  では、Objet Studio の最新バージョン
を使用しているかどうかを確認します。

Objet Studioバージョン、樹脂モジュールおよびライセンス機能

Objet Studio のバージョン、インストールされている樹脂モジュールおよびご自分の
ライセンスで利用可能な機能の詳細を表示することができます。

Objet Studio のインストールの詳細を表示するには:

➢ 標準ツール バーで をクリックし、次に [About...(バージョン情報)] をクリックし
ます。

図 5-98    Objet Studio の詳細
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Objet Studio 
バージョン情報タ

ブ

[About Objet Studio (Objet Studio バージョン情報)] タブには、Objet Studio のバー
ジョン番号およびお使いのコンピューターの基本情報が表示されます。

図 5-99    Objet Studio バージョン情報タブ

樹脂モジュール 
タブ

[Materials Module (樹脂モジュール)] タブには、インストールされている樹脂モ
ジュールの詳細が表示されます。

図 5-100    Materials Module (材料モジュール) タブ
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• モジュールのバージョン

樹脂モジュールのアップグレード (パッチ) がインストールされている場合は、新
しい樹脂モジュールのバージョンが表示されます。パッチがインストールされて
いない場合、モジュールのバージョンは Objet Studio のバージョンと同じです。

• モジュールの日付

樹脂モジュールのアップグレード (パッチ) がインストールされている場合は、そ
の作成日が表示されます。パッチがインストールされていない場合、モジュール
の日付は Objet Studio のバージョンの日付です。

• モジュールのプロパティ

樹脂モジュールのアップグレード (パッチ) がインストールされている場合は、そ
の説明が表示されます。パッチがインストールされていない場合は、「デフォル
ト」が表示されます。

Feature License 
(機能のライセン

ス) タブ

[Feature License (機能のライセンス)] タブには、ご自分のライセンスで利用可能な 
Objet Studio 機能が表示されます。

図 5-101    機能のライセンス タブ

をクリックして、各機能の詳細を展開します。

• [Modes (モード)] には、使用可能な造形モードが表示されます。

"造形モード" ページ 5-58を参照してください。

• [Materials (樹脂)] には、使用可能な基本モデル樹脂が表示されます。

• [Digital Materials (デジタル マテリアル)] には、使用可能なデジタル マテリアル
が表示されます。

• [Mixed Tray (混合トレイ)] には、造形トレイ上のモデルそれぞれに異なるモデル
樹脂を使用する造形が、ご自分のライセンスで可能かどうかが示されます。
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造形ジョブをモニタリングおよび管理する

Objet Studio の [Job Manager] 画面で、プリンタに送信したジョブをモニターおよび
管理します。クライアント ワークステーション上の Objet Studio と、直接 Objet500に
接続されているコンピュータ (サーバー ワークステーション) 上のものとでは、いくつ
かの違いがあります。

• クライアント コンピュータにインストールされた Objet Studio では、そのコン
ピュータから Objet500 サーバーに送信されたジョブのキューおよびステータス
だけが表示され、ユーザーはこれらのジョブしか編集することができません。

注: ローカル ネットワーク上に複数の PolyJet プリンタがある場合、クライアント 
コンピュータは、これらのプリンタのどれにでも接続できますが、一度に接続で
きるのは 1 台だけです。

• 特定の Objet500に直接接続されているコンピュータ (サーバー) にインストール
された Objet Studio では、サーバーおよびネットワーク上のすべてのクライアン
ト コンピュータから Objet500に送信された、すべてのジョブのキューおよびス
テータスが表示されます。すべてジョブの編集および操作が可能で、また、以
前に造形されたジョブをプリンタに再送信することができます。

Objet Studio がプリンタ (またはプリンタ サーバー) に接続されていない場合は、
任意の PolyJet プリンタのトレイ ファイルを準備することができます。後で、これ
らのファイルを、適切なプリンタ サーバー上の Objet Studio で使用することがで
きます。

Job Manager 画
面

クライアント ワークステーションとサーバー ワークステーションでは、[Job Manager 
(ジョブ マネージャ)] 画面の外観は同じです。クライアント ワークステーションにイン
ストールした場合、サーバー ワークステーションだけに関連するオプションは無効
になる点が、唯一の違いです。

図 5-102    ジョブ マネージャ画面

[Job Manager (ジョブ マネージャ)] 画面は、複数のパネルに分割されます。

• "ジョブ キュー"

• "造形の進捗"

• " 履歴"

• "使用可能なリソース"

• "樹脂消費量"

• "トレイのプレビュー"

• "廃棄コンテナ"
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ジョブ キュー サーバー ワークステーションの場合、[Jobs Queue (ジョブキュー)] にはクライアント 
コンピュータから送信された直近の15のジョブのリストが表示されます。クライアント 
ワークステーションの場合は、[Jobs Queue (ジョブ キュー)] にはそのクライアント
ワークステーションからプリンタ サーバーに送信されたジョブのリストが表示されま
す。

ジョブのステータスを含め、待ち行列内のそれぞれのジョブの情報が表示されま
す。

ステータス 意味

待機中 このジョブの造形が開始されていない。

造形中 このジョブの造形が進行中である。

停止 このジョブの造形が中断された。後で造形を続行する (再開) か、もう

一度始めから開始する (始めからやり直し) ことができます。

エラー このジョブの造形中にエラーが発生したので、造形を中断した。

編集中 このジョブは、現在 Objet Studio で編集されている。

スプール中 ジョブ ファイルは、プリンタでスプールされている。

前処理中 Objet500が造形のための準備中である。カバーはロックされ、プリント

ヘッドのウォームアップが始まり、プリントヘッドが造形開始位置に移

動する。その後UVランプが点灯し、造形トレイが造形開始位置に移動

する。

予約設定済み ジョブは所定の時間に造形するよう予約されている。

さらに、以下の情報が表示されます。

• 所有者: ジョブを送信したコンピュータ

• 造形時間: ジョブの予想造形時間

• モデル材消費: ジョブを完了するのに必要なモデル樹脂の量、および現在まで
に使用された実際の量

• サポート材消費: ジョブを完了するのに必要なサポート樹脂の量、および現在
までに使用された実際の量

• 造形モード: HS = 高速、HQ = 高品質、DM = デジタル マテリアル

造形の進捗 [Time (時間)] パネルには、造形時間およびプリンタに送信されたスライス数が表示
されます。

 履歴 [History (履歴)] パネルには、直近 50 のジョブの情報およびその最終ステータス
が表示されます。ジョブを [History (履歴)] から [Jobs Queue (ジョブキュー)] にド
ラッグして、そのトレイをもう一度造形することができます。

使用可能なリ
ソース

[Available Resources (使用可能なリソース)] パネルには、プリンタに装着された使
用可能な造形用樹脂の残量を示すグラフィックインジケータが含まれます。1

1Objet Studio  では、それぞれのカートリッジの樹脂残量が 100 グラム以上ある間は、両方のカートリッジの造形用樹脂の重量が表示されます。

重量が 100 グラム以下の場合は、計算して表示することはありません。ただし、他方のカートリッジ内の樹脂重量が 100 グラム以上である限り、

カートリッジ内の樹脂が 100 グラム以下の場合、プリンタではその樹脂が使われます。いずれの場合でも、それぞれのカートリッジの重量がプリ

ンタ アプリケーションに表示されます。
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樹脂消費量 • [Actual（実際の値）]: 現在までに使用された樹脂の量

• [Required（必要な値）]: これ以降ジョブを完了するのに必要な樹脂の量

トレイのプレ
ビュー

[Tray Preview (トレイのプレビュー)] パネルには、[Job Queue (ジョブ キュー)] または 
[History (履歴)] リストで選択したジョブの造形トレイ ビューが表示されます。

サーバー ワークステーションでは、[Tray Preview (トレイのプレビュー)] 画面をクリッ
クして、拡大したプレビュー ウィンドウを開くことができます ("その他のサーバー機
能" ページ 5-98参照)。

廃棄コンテナ マウスを [Waste (廃棄コンテナ)] 表示に合わせると、コンテナ中の廃棄樹脂の量
が表示されます。

プリンタ接続を
設定する

お使いのプリンタをインストールすると、サーバー コンピュータがそのプリンタに接
続されます。通常は、この接続を変更する必要はありません。ただし、場合によって
は、接続をリセットしてサーバーを別のプリンタに接続したり、(プリンタと接続せず
に) Objet Studio をオフライン モードで使用しなければならない場合があります。

プリンタ接続を設定 (または変更) するには:

1. [Job Manager] リボンの [3D Printer (3D プリンタ)] グループで、 をクリック
します。

2. [Set Printer (プリンタの設定)] ダイアログ ボックスで [Connect (接続)] をクリック
します。

 

図 5-103    プリンタ (A) に接続する



Objet500 ユーザー ガイド 5 Objet Studio を使用する

DOC-07027JA Rev. E 5-88

3. コンピュータ名もしくはその IP アドレスを入力するか、[Browse (参照)] をクリック
し、コンピュータを探して選択します。

図 5-104    プリンタ (B) に接続する

4. [OK] をクリックします。

プリンタとの接続が確立すると、Objet Studioの「Tray Settings（トレイ設定）」タグ
が開き、造形ジョブを準備できます。

"Job Manager 画面"に樹脂の重量が表示されれば (図 5-102 ページ 5-85 参
照)、Objet Studio はそのプリンタに接続されています。

通常は、プリンタ接続を変更する必要はありません。ただし、場合によっては、接続
をリセットしてサーバーを別のプリンタに接続したり、(プリンタと接続せずに) Objet 
Studio をオフライン モードで使用しなければならない場合があります。

注: プリンタは、名前順またはコンピュータの IP アドレス順に表示できます。

オフライン 
モード

クライアント コンピューター上で、またはプリンタ接続が利用できない場合に、Objet 
Studio をオフライン モードで使用して、造形のためにトレイを準備することができま
す。

他のプリンタでの造形のためにも、オフライン モードを使用してトレイを準備しま
す。この場合、現在 Objet Studio がプリンタに接続されている場合は、この接続を
切断してオフライン モードに変更する必要があります。
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Objet Studio をプリンタから切断するには:

1. [Job Manager (ジョブ マネージャ)] リボンの [3D Printer (3D プリンタ)] グループ

で、 をクリックします。

2. [Set Printer (プリンタの設定)] ダイアログ ボックスで [Connect (接続)] をクリック
します (図 5-103 ページ 5-87 参照)。

図 5-105    Objet Studio をプリンタから切断する (A)



Objet500 ユーザー ガイド 5 Objet Studio を使用する

DOC-07027JA Rev. E 5-90

3. [Printer Connection (プリンタ接続)] ダイアログ ボックスでコンピュータ名/ IP ア
ドレスを削除します。

図 5-106    Objet Studio をプリンタから切断する (B)

4. [OK] をクリックします。

[Printer-name (プリンタ名)] フィールドに「Unknown (不明)」と表示されます。

5. [OK] をクリックします。

6. ポップアップメッセージの[No（いいえ）]をクリックして、オフライン モードで作業
することを確認します。

図 5-107    オフライン メッセージ

Objet Studio がオフライン モードの場合は、別のプリンタの造形ジョブを準備するよ
うに設定することができます。
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Objet Studio をオフライン構成に変更するには:

1. [Set Printer (プリンタの設定)] ダイアログ ボックスでプリンタのタイプを選択しま
す。

図 5-108    オフライン プリンタの選択

2. (「Connect (接続)」ではなく) [OK] をクリックします。
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リモート接続を
設定する（クライ
アントモード）

クライアント ワークステーションにインストールした Objet Studio を初めて開く時に、
ジョブを 3D プリンタに送信するサーバー コンピュータに接続するよう指示されま
す。接続するためには、サーバー コンピュータが動作中で、ローカル ネットワーク
に接続されている必要があります。

サーバーコンピュータへの接続を設定 (または変更) するには:

1. [Job Manager (ジョブ マネージャ)] リボンの [3D Printer (Objet500)] グループ

で、 をクリックします。

2. サーバー コンピュータ名もしくはその IP アドレスを入力する、または [Browse 
(参照)] をクリックし、コンピュータを探して選択します。

3. [OK] をクリックします。

図 5-109    プリンタサーバー接続ダイアログ ボックス

Job Managerの
コマンド

[Job Manager] リボンには、3 つのアイコン グループがあります。

❒ 3D プリンタ

❒ キュー

❒ ジョブ

図 5-110    Job Manager リボン コマンド
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アイコンは、その必要性に応じて有効または無効になります。例えば、実行されて
いない造形ジョブを停止することはできないので、プリンタがアイドル中は [Stop (停
止)] コマンドは無効になります。

[Job Manager] リボンでは、以下の操作が可能です。

グルー
プ

アイコ
ン

用途

3D プ
リンタ

クライアント: サーバー接続を設定する。"リモート接続を設定する
（クライアントモード）" 前のページを参照してください。   

サーバー: プリンタ接続を設定する。"プリンタ接続を設定する" ページ 5-87

を参照してください。

  ユーザー通知オプションンを設定する。"ユーザー通知を設定する" 
ページ 5-96を参照してください。

キュー サーバー: 選択したジョブをジョブキューの先頭に移動する。

クライアント: 無効。

"ジョブ キュー" ページ 5-86を参照してください。

  サーバー: 選択したジョブの造形順位を1つ上げる。

クライアント: 無効。

"ジョブ キュー" ページ 5-86を参照してください。

  サーバー: 選択したジョブをジョブキューの最後尾に移動する。

クライアント: 無効。

"ジョブ キュー" ページ 5-86を参照してください。

  サーバー: 選択したジョブをジョブキューの最後尾に移動する。

クライアント: 無効。

"ジョブ キュー" ページ 5-86を参照してください。

ジョブ サーバー: 

• ジョブ キューのジョブに対して: もう一度始めから造形する。

• 履歴リストのジョブに対して: 造形のためにジョブ キューに移動

する。

クライアント: 無効。

"ジョブを始めからやり直す" ページ 5-100を参照してください。

  サーバー: 進行中のジョブを停止する。

クライアント: 無効。

  サーバー: 造形を停止した時点から、現在のジョブの造形を続行す
る。

クライアント: 無効。

"ジョブを再開する" ページ 5-100を参照してください。

  選択したジョブをキューから削除する。
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グルー
プ

アイコ
ン

用途

  選択したジョブの [Tray Preview (トレイのプレビュー)] 画面のイ
メージを更新する。

  [Tray Settings (トレイ設定)] 画面を開き、トレイを表示する。削
除したジョブの場合、造形する前に変更を加えることができます。

リボン コマンド アイコンを使用する以外に、コンテキスト (ポップアップ) ツールバー
および標準ツールバーの [Job (ジョブ)] メニューのコマンドを使用することができま
す。

図 5-111    ポップアップ ツールバーのアイコン (サーバー)

図 5-112    ポップアップ ツールバーのアイコン (クライアント ワークステーション)

注: ほとんどのアイコンおよびメニュー コマンドは、ジョブが選択されている時にしか
有効になりません。

カーソルをアイテムに合わせると、ツールヒントとしてコマンドの名前が表示され
ます。
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図 5-113    ジョブ メニューのオプション (サーバー)
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ユーザー通知
を設定する

Objet Studio では、サーバーに送信された造形ジョブのステータスに関する告知
を、操作者 (および他のユーザー) に発信することができます。この機能は、操作
者がプリンタから離れている時に長い造形ジョブを実行する場合に、特に役立ちま
す。以下のイベントを報告することができます。

• モデル樹脂またはサポート樹脂の残量が少ない。

• ジョブが中断された。

• ジョブが正常に完了した。

電子メールおよび SMS で警告を送信するには、MAPI に対応している電子メール 
ソフトウェアがサーバー コンピュータにインストールされている必要があります。SMS 
で警告を送信するには、携帯電話のサービスが SMS による電子メール メッセージ
の送信に対応している必要があります。電子メール メッセージの件名だけが、SMS 
で送信されます。

Objet Studioでユーザー通知を送信する設定にするには:

1. [Job Manager] リボンの [3D Printer (3D プリンタ)] グループで、 をクリックし
ます。

図 5-114    通知ダイアログ ボックス (サーバー)
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図 5-115    通知ダイアログ ボックス (クライアント ワークステーション)

2. 希望する通知オプションを設定します。

3. [Details (詳細)] をクリックします。

図 5-116    警告を発信するイベントの選択

4. [Reports Events (イベントを報告)] ダイアログ ボックスで警告を発信するイベン
トを選択し、[OK] をクリックします。

5. [Notifications (通知)] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。

ジョブ キューか
ら造形する

ジョブキューにおいて、進行中のジョブが終了すると、自動的に待機中の先頭の
ジョブがスプールされ、Stratasys PolyJetプリンタに送信されます（プリンタの電源が
入っており、プリンタとObjet Studioとの接続が正常である限り）。
プリンタの起動および操作については、第6章で説明します。  
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その他のサー
バー機能

プリンタ サーバー上の Objet Studio には、以下に示すその他の機能があります。

• "拡大されたトレイのプレビューこのウィンドウでは、[Job Manager] 画面を離れる
ことなく、異なる角度および倍率でトレイを表示することができます。[Tray 
Preview (トレイのプレビュー)] パネルで選択したジョブを表示するのに加えて、
拡大された [build tray (造形トレイ)] ウィンドウを開くことができます。造形トレイ 
ウィンドウを表示するには:[Jobs Queue (ジョブキュー)] または [History (履歴)] リ
ストでジョブを選択します。"

• "ジョブを編集する"」

• "ジョブを始めからやり直す"

• "ジョブを再開する"

• "ジョブを予約する"

• "ジョブ (objzf) をエクスポートする"

• "Job Manager (ジョブ マネージャ) 画面を修正する"

これらの機能を、以降のページで説明します。

拡大されたト
レイのプレ
ビュー

このウィンドウでは、[Job Manager] 画面を離れることなく、異なる角度および倍率で
トレイを表示することができます。[Tray Preview (トレイのプレビュー)] パネルで選択
したジョブを表示するのに加えて、拡大された [build tray (造形トレイ)] ウィンドウを
開くことができます。

造形トレイ ウィンドウを表示するには:

1. [Jobs Queue (ジョブキュー)] または [History (履歴)] リストでジョブを選択しま
す。

2. [Tray Preview (トレイのプレビュー)] パネルをクリックします。

図 5-117    ジョブのプレビュー

❒ トレイの倍率を変更するには、マウス ホイールを回します。

❒ 別の視点からトレイを表示するには、該当するアイコンをクリックします。

❒ 表示ウィンドウのサイズを変更するには、エッジまたはコーナーをドラッグし
ます。

造形トレイ上に複数のモデルがある場合、実際にトレイ ファイルからモデルを削除
することなく、1 つまたは複数のモデルを造形から除外することができます。
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造形トレイ上のモデルを造形から除外するには:

1. 造形させないモデルをダブルクリックします。

2. [Build (造形)] タブを表示します。

3. [Exclude from Build (造形から除外)] を選択します。

図 5-118    モデルを造形から除外する

4. [Yes (はい)] をクリックして確認します。

サーバー コンピュータでは、[Tray Preview (トレイのプレビュー)] を使用して、モデ
ルがレイヤーごとに造形されるのを動的に表示することができます。この機能によっ
て、造形の進捗を、コンピュータの画面上で視覚的にモニターすることができま
す。

トレイのプレビュー パネルで造形の進捗を表示するには:

➢ [Job (ジョブ)] メニューから、[Show 3dProgress (3D 処理の進行状況を表示)] を
選択します。

このオプションでは、追加のシステム リソースが消費されます。
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ジョブを編集する

編集のために、[Jobs Queue (ジョブキュー)] のジョブを開くことができます。

ジョブを編集するには:

1. ジョブを選択します。

2. [Edit (編集)] アイコン をクリックします。

[Tray Settings (トレイ設定)] 画面が開き、造形トレイが表示されます。[Job 
Manager] 画面のジョブのステータスが、「編集中」に変ります。

3. ジョブを編集します。

4. [Tray Settings (トレイ設定)] リボンで、 をクリックします。

[Job Manager] 画面のジョブのステータスが、「待機中」に戻ります。

ジョブを始めからやり直す

[Jobs Queue (ジョブキュー)] および History (履歴)] リストから、ジョブのやり直しが
可能です。

ジョブを始めからやり直すには:

1. ジョブを選択します。

2. [Restart (始めからやり直し)] アイコン をクリックします。

(ジョブキューの) ジョブのステータスが「待機中」に変ります。

ジョブを再開する

造形プロセスが停止または中断した場合、造形が停止した時点からジョブの造形
を続行することができます。

造形ジョブを再開する場合、プリンタのトレイは移動しません。プリンタは、Objet 
Studio が中断または異常の発生した時点からスライスを送信すると仮定します。

ジョブを再開するには:

1. ジョブを選択します。

2. をクリックします。
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ジョブを予約する

後でジョブを造形するように計画することができます。例えば、長い造形ジョブを深
夜および早朝に開始するように Objet Studio を設定することができます。

ジョブを予約するには:

1. [Jobs Queue (ジョブ キュー)] のジョブを選択し、ポップアップ ツールバーで
をクリックします。

2. [Scheduler (スケジューラ)] ダイアログ ボックスで、ジョブの [Start Date (開始日)] 
および [Start Time (開始時刻)] を設定します。

カレンダーを開くには、[Start Date (開始日)] の矢印をクリックします。

図 5-119    カレンダーが表示されたスケジューラ

3. [OK] をクリックします。

ジョブ (objzf) をエクスポートする

造形ジョブを圧縮ファイルとして保存することができます。

objzf ファイルの説明については、"造形トレイを保存およびインポートする" 
ページ 5-69を参照してください。

造形ジョブをエクスポートするには:
1. ジョブを選択します。

2. ポップアップ ツールバーで、 をクリックします。

3. [Save As (名前を付けて保存)] ダイアログ ボックスでフォルダを選択します。

4. [保存] をクリックします。
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Job Manager (ジョブ マネージャ) 画面を修正する

[Job Manager (ジョブ マネージャ)] 画面でパネルのエッジをドラッグして、セクション
のサイズを変更することができます。この機能は、以下の項目に適用されます。

• [Jobs Queue (ジョブ キュー)] パネル

• [Time (時間)] パネル

• [History (履歴)] パネル

同様に、メイン セクション (ジョブ キュー/時間/履歴) と画面右側のパネルの間で、
画面エリアをどのように分割するかも変更することができます。

パネルの最上部をクリックして、右側のパネル (使用可能なリソース/樹脂消費量/ト
レイの表示) を折りたたむ (非表示にする) ことができます。

• パネルを表示するには、もう一度クリックします。
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図 6-1    Objet500 3Dプリンタ

プリンタを起動する

注意
 l 導入教育を受けた方のみが、操作を行ってください。

 l すべての安全上の警告および第2章で説明する安全上のガイドラインに従ってく
ださい。

1. プリンタの背面にある主電源スイッチをオンにします。

図 6-2    主電源スイッチおよびケーブル
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2. プリンタコントロール コンピュータが起動したら、Windows にログインしてプリン
タコントロール プログラムを起動します。

❒ プリンタコンピュータのデスクトップで [Objet500プリンタ] アイコンをダブルク
リックします。

または

❒ スタート メニューから [すべてのプログラム] >  [Objet] > Objet500] を選択し
ます。

プリンタ コンピュータには、有効な製品アクティベーション キーを含んだ HASP 
プラグが必要です。これは、製造工場で、またはプリンタのアップグレード中にイ
ンストールされます。アプリケーションが開かずに HASP メッセージが表示される
場合は、販売店または Stratasys のカスタマー サポートにご連絡ください。

プリンタのモニターおよび制御は、すべてこのアプリケーションから行います。

図 6-3    Objet500インターフェイス

Objet500 のインストールでは、1 台のモニターを使って、Objet Studioo を実行し
ているコンピュータとプリンタ内部に搭載されたコンピュータの両方を表示しま
す。KVM（PC切替器）でプリンタアプリケーションが表示されるように切り替えま
す。
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モデル カートリッジおよびサポート カートリッジをロードする

Objet500 プリンタは、最大で 6 つのモデル樹脂カートリッジおよび 2 つのサポート
樹脂カートリッジを使用します。使用前の重量は、それぞれ 3.6 キログラムです。

樹脂キャビネットには挿入した樹脂カートリッジを認識するためのRFIDが組み
込まれています。このモジュールを不正に改造すると、プリンタが動作不能にな
り、また Stratasys の保証およびサービス契約が解除される場合があります。

重要: 現在搭載されているモデル樹脂を別のタイプに交換する必要がある場合
は、"造形用樹脂を変更する" ページ 6-12を参照してください。これ以外の場合
は、必ず同じタイプの樹脂が入ったモデルカートリッジに交換してください。

モデル樹脂およびサポート樹脂をロードするには:

1. 樹脂キャビネットのドアを開けます。

2. モデルとサポートのカートリッジをそれぞれのトレイにロードします。

針がカートリッジに穴を開けるので、多少抵抗を感じるはずです。

3. プリンタ アプリケーションで、新しいカートリッジが検出されて、その重量が
表示されることを確認します (図 6-3 前のページ)。

4. 樹脂キャビネットを閉じます。

樹脂カートリッジのロードおよび交換に関するヒント:

 l 残りの樹脂が 100 グラムを超えていれば、途中まで使用したカートリッジをロード
することができます。

 l 造形の前や造形中も、樹脂カートリッジを交換することができます。

 l 樹脂カートリッジを交換するのに時間がかかると、プリンタがスタンバイまたはアイ
ドル モードに移行する場合があります。この場合は、"造形停止後にジョブを再
開する" ページ 6-10を参照してください。

 l 造形が中断しないように、途中まで使用した樹脂カートリッジを事前に交換するこ
とができます。

 l カートリッジの種類は、プリンタによって自動的に検出されます。異なるモデル樹
脂のカートリッジに交換した場合は、[樹脂交換] ウィザードを実行して古い樹脂を
洗い流すことを推奨するメッセージが表示されます。
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モデルを生成する

Objet500 プリンタは、Objet Studio アプリケーションの仮想造形トレイにモデルを配
置し、そこからプリンタに送信して、モデルを生成します。造形のためにモデル ファ
イルを準備する作業の詳細については、このユーザー ガイドの"Objet Studio を使
用する"または『Objet Studio ヘルプ』を参照してください。)   

プリンタの準備  

 

モデルの造形を開始する前に、パターン テストを実施して造形ヘッドの現在の
造形品質を確認することを推奨します ("パターン テスト" ページ 6-32参照)。

モデル造形のためにプリンタを準備するには:

1. プリンタの造形トレイ上に何もなく、きれいな状態であることを確認します。そうで
ない場合は、硬化した樹脂をスクレーパで取り除き、トレイを水で濡らしたウェス
で十分に清掃します。

注意
造形トレイを清掃する際には保護手袋を着用し、また、鋭利なスクレーパの刃に
注意してください。

2. プリンタ アプリケーションの表示で、十分なモデル樹脂およびサポート樹脂が
ロードされていることを確認します (図 6-3 ページ 6-4 参照)。造形中にカート
リッジを交換せずに済むように、現在プリンタにロードされているモデル樹脂お
よびサポート樹脂のカートリッジを交換することもできます。

空の樹脂カートリッジを交換する手順については、"モデル カートリッジおよび
サポート カートリッジをロードする" 前のページを参照してください。

"造形用樹脂を変更する" ページ 6-12を参照してください。

3. プリンタ アプリケーションの赤いボタンを押して、プリンタをオンライン モードに
切り替えます。

ボタンの色が赤から緑に変ります (図 6-4 次のページ 参照)。  Job Manager 
キューにジョブがあれば、プリンタに送信されます。 

プリンタをオンライン モードに切り替える際に、最高の造形品質を得るためにメ
ンテナンス作業が必要な場合は、メッセージが表示されます。("定期メンテナン
スのスケジュール" ページ 6-23参照)。メンテナンス通知は [Options (オプショ
ン)] メニューから無効/有効にすることができます。

プリンタのコンポーネントが生成のための準備を完了すると、プリンタ アプリケー
ションのプリンタ モードがアイドルから造形準備に変ります。

• 造形ブロックが加熱されます。

• UV ランプに電源が入り、ウォームアップされます。

造形が開始されると、7 つのスライスが Objet Studio からプリンタコントロール アプリ
ケーションに送信されます。これが、Objet Studio とプリンタ間の標準のバッファー
です。それぞれのスライスが造形されるにつれて、別のスライスがプリンタに送信さ
れます。
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生成するモデルのサイズによって、造形には数時間から数日かかります。供給カー
トリッジに十分なモデル樹脂およびサポート樹脂がある限り、造形はジョブが終了
するまで自動的に進みます。

造形中、サーバー コンピュータはオンのままにして、Objet500プリンタと通信で
きる状態になければなりません。造形が終了するまで、Windows をログオフしな
いでください。

 

Objet500 プリンタでは、1～3種類のモデル樹脂カートリッジと1種類のサポート樹脂
カートリッジを使ってモデルを造形します。追加のカートリッジが取り付けられ、それ
らが現在の造形ジョブには必要でない場合は、どれが使用されているかがプリンタ 
アプリケーションに表示されます。

• 青カートリッジ: 造形ジョブに使用される

• グレーカートリッジ: 造形ジョブには使用されない

プリンタ アプリケーションの表示を切り替えて、プリンタの状態インジケーターをモ
ニターすることができます。そのためには、プリンタ アプリケーション画面の表示切
り替えボタンをクリックします。

図 6-4    プリンタ インジケーター
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プリンタ アプリ
ケーション カ
ラー キー

プリンタ インジケーター フィールドの背景色によって、その値が造形に対して適切
か、またはそのアイテムの造形準備が整っているかどうかを、一目で把握することが
できます。

• 緑: 造形に対して適切である/造形の準備が整っている

例えば、図 6-4 前のページでは:

❒ ヘッド (ﾟC): ヘッドがモデルの造形に必要な温度に達している。

❒ 環境温度: 造型機内の環境温度が許容範囲内である。

❒ ヘッド面: 造形ブロック容器のモデル樹脂およびサポート樹脂のレベルが
良好である。

❒ ヘッド真空度: システム内の真空レベルが許容範囲内である。

❒ 予熱ヒーター: モデル樹脂およびサポート造形を造形ブロックに供給する
前に、それらを加熱する必要があります。温度が許容範囲に達している。

• 赤: 造形に対して適切ではない (または警告を発する)

例えば、図 6-4 前のページ では:

❒ 廃棄コンテナ: 廃棄コンテナの重量が 9000 グラムで、造形ジョブを開始す
る時の許容値を超えている。("廃棄物コンテナ 交換" ページ 6-83参照)

• 青: 準備が整っていない

例えば、図 6-4 前のページ では:

❒ UV ランプ: UV ランプが点灯していない。

プリンタ アプリケーションに表示される樹脂カートリッジの色で、どのカートリッジが
現在 (または次) の造形ジョブに使用されるかを示します。

• 青: 使用されるカートリッジ

• グレー: 予備のカートリッジ
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造形インジケー
ター

(Objet Studio から) プリンタに造形ジョブを送信し、プリンタがオンラインの場合、プ
リンタ アプリケーション画面が変化します。

• モードがStanbyからPrintingに変ります。

• 実行されている特定のタスクが、[current activity (現在のタスク)] フィールドに
表示されます。

• 現在のジョブ造形情報が表示されます。

• 造形進捗バーが表示されます。

• [Stop (停止)] および [Pause (一時停止)] ボタンが有効になります。

カートリッジの重量が 100 グラムより軽くなると、プリンタ アプリケーションの樹脂レ
ベルが赤で表示されます。

図 6-5    造形中のプリンタ アプリケーション
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造形停止後にジョブを再開する

造形プロセスが中断されると、Job Manager からプリンタへのスライスの送信が止ま
ります。この状況は、例えば、造形ジョブの途中で造形用樹脂を使い切り、すぐに
空のカートリッジを交換しなかった場合に生じます。プリンタがスタンバイまたはアイ
ドル モードに移行したら、Objet Studio の [Job Manager] 画面から造形を再開する
必要があります。

造形ヘッドの加熱が不十分で造形が停止すると、プリンタはスタンバイ モード
に移行します。造形ヘッドの加熱が停止した場合、およそ 10 時間後にプリンタ
はアイドル モードに移行します。

モデルの造形を続行するには:

1. プリンタがオフライン モードにある場合は、プリンタ アプリケーションの最下部
にある赤いボタンをクリックして、オンライン モードに切り替えます (図 6-3 ペー
ジ 6-4 参照)。

ボタンの色が赤から緑に変ります (図 6-3 ページ 6-4 参照)。

2. 造形が停止した理由が分からない場合は、プリンタとサーバー コンピュータ間
の接続が正常であることを確認してください。

3. Objet Studio の [Job Manager (ジョブ マネージャ)] 画面で [Resume (再開)] アイ

コン をクリックします。

4. [Continue from Slice (スライスから続行)] ダイアログ ボックスが表示されたら、プ
リンタ アプリケーションを確認した後にスライス番号を確認します。

 

図 6-6    造形が中断した後のプリンタ アプリケーション
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図 6-7    スライスから続行    

5. 何らかの理由でダイアログ ボックスに正しい数字が表示されない場合は、数字
を入力して [OK] をクリックします。

以下の場合には、モデルの造形を続行することはできません。

• サーバー コンピュータには [Continue from Slice (スライスから続行)] 確認ダイア
ログ ボックスが表示されているが、プリンタ アプリケーションに造形した最後の
スライス番号が表示されない。

• 「最後のスライス」および [continue from slice (スライスから続行)] インジケーター
は正しいが、造形の中断が比較的長い。既に造形したモデルの部分が変形ま
たは収縮し、既に造形した部分と新たに造形する部分の間に目で見て分かる
違いが生じる可能性があります。モデルの造形中断の影響は、モデルのサイズ
および構造、使用するモデル樹脂、環境温度ならびに中断時間の長さによりま
す。

造形を続行できない場合は、

1. [Job Manager (ジョブ マネージャ)] 画面で造形ジョブをキャンセルする。

2. 一部造形したモデルを造形トレイから取り除く。

3. (Objet Studio の) [Job Manager (ジョブ マネージャ)] 画面で、ジョブを始めから
やり直す。

プリンタ アプリケーションまたは Objet Studio の [Job Manager (ジョブ マネー
ジャ)] 画面のどちらかから、造形を停止して後で再開することができます。プリン
タ アプリケーションの [Stop (停止)] ボタンをクリックした後は、[Job Manager (ジョ
ブ マネージャ)] 画面からしか造形を再開できません。ただし、プリンタ アプリ
ケーションの [Pause (一時停止)] ボタンをクリックした後は、プリンタ アプリケー
ションからしか造形を再開できません。)
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造形用樹脂を変更する

現在取り付けられている造形用樹脂とは別のタイプの樹脂を使ってモデルを生成
する場合は、[樹脂交換] ウィザードを実行して造形ブロックおよびフィード チュー
ブを洗浄します。

現在ロードされている樹脂を必要以上に廃棄せずに済むように、異なるモデル
樹脂を使ったモデルの造形は、注意して計画する必要があります。洗い流され
る樹脂の量は、選択した洗浄サイクル、および 1 つまたは両方のモデル カート
リッジを交換するかによって異なります。

[樹脂交換] ウィザードでは、システムの現在の樹脂を基に、別の樹脂カートリッ
ジを配置するのに最適なスロット位置が提案されます。これによって、現在ロー
ドされている樹脂の洗浄を最少とすることができます。

ウィザードを使って造形用樹脂を交換するには:

1. [Options (オプション)] メニューから樹脂交換ウィザードを開始します。

図 6-8    樹脂交換ウィザードを開始する

2. トップ画面で [Next (次へ)] をクリックします。

3. プリンタ カバーが閉じていない場合は、カバーを閉じるように指示する画面が
表示されます。カバーが閉じていることを確認して、[Next (次へ)] をクリックしま
す。
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図 6-9    樹脂交換オプション  

[Material Replacement Options (樹脂交換オプション)] 画面で、システムの現在
の樹脂を新たにロードする樹脂に、どのように交換するかを定義する設定を選
択します。

シングルマテリアル モード

1 つのモデル樹脂を、4 つの造形ヘッドを使って造形します。

❒ このモードは、1 つのモデル樹脂だけを使って、高品質の設定で造形トレイ
を生成する場合、および高速の設定でトレイを生成する場合に必要になり
ます。

デジタルマテリアル モード

ロードされたそれぞれのモデル樹脂が、2 つの造形ヘッドで使用されます。

❒ 造形するのに 1 つのモデル樹脂しか必要ではない場合、モデルは 2 つの
造形ヘッドを使って生成されます。これによって、その他のモデル樹脂を交
換する必要がなくなります。

❒ モデル樹脂の置き換えが許可される場合、プリンタはモデル樹脂を混合さ
せて、高速設定でトレイを生成します ("モデル樹脂の置き換え" ページ 5-
62参照)。

4. シングルマテリアルモードかデジタルマテリアル (マルチマテリアル) モードのど
ちらでモデルを生成するか選択します。

5. 一種類の樹脂で2つのカートリッジを使用したい場合は、[両方] を選択します。

システムの現在の樹脂を洗い流す際に、少ない量で済む可能性があるので、1 
つの交換カートリッジをロードする方がより経済的です。しかし、1 つのカート
リッジでは不十分な場合は、2 つのカートリッジをロードすることで、造形ジョブ
が完了するまで連続して造形することができます。1 つのカートリッジが空にな
り、別のものが使用されている場合は、空のカートリッジを新しいものに交換す
ることができます。

6. サポート樹脂で 2 つの交換カートリッジをロードする必要がある場合は、[両方] 
を選択します。

7. ウィザード画面の [洗浄サイクル] セクションで、現在の樹脂をどの程度洗い流
すかを選択します。
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特別な用途のために選択できる追加の設定があります ("詳細設定"参照)。
[Next (次へ)] をクリックする前に、必要に応じて [Advanced Settings (詳細設
定)] をクリックします。

❒ Economy。このサイクルは、明るい色のモデル樹脂を暗い色の樹脂 
(TangoBlack ™ または VeroBlack™ 等 ) に交換する場合、または造形される
モデルの色の厳密さが重要ではない場合に使用することができます。

モデルが新しい樹脂の機械的特性を持つのに最低限必要な量の樹脂を
使って、システムを洗浄します。

❒ Fill。 造形されるモデルが厳密に新しい樹脂の色でなければならない場合
に、このサイクルを使用します。  

前の画面の選択を基に、造形に必要なフィード チューブおよび造形ヘッド
を、十分に洗浄します。

8. [Next (次へ)] をクリックして、プリンタの樹脂交換プロセスを開始します。

[カートリッジの配置] 画面に、樹脂キャビネット内のカートリッジの新しい位置
が、すべて表示されます。

図 6-10    カートリッジ配置

記号:

 このスロットには正しいカートリッジが入っている。

このスロットにはカートリッジが入っていない、または別のカートリッジ。

このスロットのカートリッジは、樹脂交換プロセスを完了するには不十分な重量
である。

このスロットのカートリッジの有効期限が過ぎている。

9. 必要に応じて、ウィザード画面の指示に従って樹脂カートリッジを交換します。

10. [Start（開始）] をクリックします。

11. 警告メッセージを読み、[OK] をクリックします。

続行する場合、樹脂交換プロセスを完了させないと、モデルを生成することが
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できません。後で樹脂カートリッジを交換するには、[キャンセル] をクリックしま
す。([OK] をクリックして) 続行した後にプロセスを完了させなかった場合は、モ
デルを生成する前にもう一度樹脂交換ウィザードを実行する必要があります。

図 6-11    最終ウィザード画面

12. [完了] をクリックして、ウィザードを閉じます。

プリンタコントロール アプリケーションが自動的に更新され、インターフェイスに
新しい樹脂が表示されます。(サーバー コンピュータの) Objet Studioも更新さ
れ、新しい樹脂を表示します。

13. パージ ユニットの周囲を点検し、必要に応じて清掃します。

注意
すべての樹脂カートリッジは、すべての適用法令および規則に従って処理して
ください。 カートリッジは、必要に応じて分解してリサイクルすることができます。
この作業中は、カートリッジを取り扱う要員が硬化していない樹脂に直接さらさ
れないように、保護してください。
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バイオ適合樹
脂で造形する
場合の追加ス
テップ

標準樹脂からバイオ適合樹脂に変更する場合、造形パーツのバイオ適合性を確
保するために、次のように必ず樹脂交換ウィザードを実行してください。

• 標準樹脂が M1 と M2 カートリッジ スロットにロードされ、高速モードまたは高品
質モードを使用した場合、該当するカートリッジ スロットで樹脂交換ウィザード
を実行します。

• 標準樹脂が M1 と M2 カートリッジ スロットにロードされ、デジタル樹脂モードを
使用した場合、M1 スロットと M2 カートリッジ スロットの両方で樹脂交換ウィ
ザードを実行します。

注:  同じバイオ適合樹脂を M1 スロットと M2 カートリッジ スロットにロードする
場合、樹脂交換ウィザードを実行する前にスロットを手動で選択します (以下の
"配置"参照)。

バイオ適合樹脂を M3 カートリッジににロードする場合は追加の交換ステップは
不要です。

詳細設定 [Advanced Settings (詳細設定)] ダイアログ ボックスでは、特別な用途のために [樹
脂交換] ウィザードを設定することができます。[Next (次へ)] をクリックする前に、必
要に応じて [Material Replacement Options (樹脂交換オプション)] 画面で 
[Advanced Settings (詳細設定)] をクリックします。

図 6-12    詳細交換設定

配置 デフォルトでは、システムの現在の樹脂を基に、[Automatic slot selection (自動ス
ロット選択)]で樹脂キャビネット内のカートリッジの最適なスロット位置を決定しま
す。これによって、現在ロードされている樹脂の洗浄を最少とすることができます。

特別に、所定のスロット位置にロードする必要がある場合は

• [カートリッジManual slot selection (手動スロット選択)] を選択します。

• スロットの場所のカートリッジの一つを変更するだけの場合。

一部の樹脂は他の特定の樹脂に置換できません。行おうとすると、ウィザードが
通知します。
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手動でカートリッジのスロットを選択するには:

1. [Material Replacement Options (樹脂交換オプション)] 画面で [Advanced 
Settings (詳細設定)] をクリックします。

2. [Advanced Settings (詳細設定)] 画面で、Manual slot selection (手動スロット選
択)を選択し、[Apply (適用)] をクリックします。

 

図 6-13    手動スロット選択

3. [Material Replacement Options (樹脂交換オプション)] 画面で、必要に応じて
各スロットの [Both cartridges (両方のカートリッジ)] チェックボックスをオンまた
はオフにします。

図 6-14    樹脂交換オプション (詳細)

4. チェック ボックスがオフの場合は、ドロップダウン メニューが表示されます。L 
(左) または R (右) を選択して、カートリッジ左側または右側のみをその場所で
変更します。
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[Apply (適用)] をクリックすると [Material Replacement Options (樹脂交換オプショ
ン)] 画面が表示されますが、ここでは各樹脂選択ボックスが樹脂キャビネットの
カートリッジ の一つの段つに対応します。

図 6-15    手動カートリッジ配置

シングルマテリア
ル モード用樹脂

シングルマテリアル モードで特定の樹脂を使って定期的にモデルを造形する場
合、この樹脂が現在プリンタにロードされていれば、それをドロップダウン メニュー
から選択することができます。ウィザードでは、これを考慮に入れて新しいカートリッ
ジの位置を決定します。可能であれば、次回必要な時に使用できるように、選択し
た樹脂はシステム (カートリッジスロット、チューブ、造形ブロック) のパーツ内に残り
ます。シングルマテリアル モードとマルチマテリアル モードを頻繁に切り替える場
合は、樹脂交換時に洗い流す樹脂の量を削減できるので、このオプションを推奨
します。

追加洗浄サイク
ル

[Material Replacement Options (樹脂交換オプション)] 画面で選択する洗浄サイク
ルでは、現在の樹脂をどの程度洗い流すかを定義します。[Economy (エコノミー)] 
サイクルを選択してウィザードを完了後、厳密なモデル色のためにより入念に洗浄
する設定を選択することもできます。また、前の樹脂がわずかに混入しているため、
造形したモデルが満足できるものではないことに気付く場合もあります。そのような
場合は、次のモデルが不純物のない樹脂で造形されるように、さらに樹脂を洗い
流すことができます。

追加洗浄サイクルを実施するには:

➢ [Advanced Settings (詳細設定)] 画面で、Enable "flush again" options (「再洗
浄」オプションを有効にする)を選択し、[Apply (適用)] をクリックします。

[Material Replacement Options (樹脂交換オプション)] 画面が表示され、再洗浄す
る必要がある樹脂を選択できます。
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プリンタをアイドル モードで維持する

次の造形ジョブまでの間、Objet500 プリンタは最長で 1 週間使用しない状態にで
きます。1 週間以上プリンタを使用しない場合は、[シャットダウン] ウィザードを使
い、プリンタの電源を切る前に実施しなければならない手順を自動的に実施します 
("プリンタの電源を切る" 次のページ、以下参照)。

プリンタがモデルの造形を停止すると、プリンタ ソフトウェアは以下のように自動的
に造形ヘッドの温度を下げます。

造形が停止した後。 モード 造形ヘッドの加熱に関する変更事項

最初の 15 分間 スタンバイ 1 変更なし

次の 10 時間  スタンバイ 2 加熱温度低下 (室温へ)

スタンバイ 2 後 アイドル 加熱停止

注: プリンタのモードがインターフェイスの左側にある緑のフィールドに表示されま
す (図 6-3、および 6-4  ページの図 6-5、および 6-9 参照)。

ジョブの造形後、10 時間以上プリンタを使用しないことが分かっている場合は、直
ちにプリンタをアイドル モードに移行して造形ヘッドの加熱を停止することができま
す。

プリンタをアイドル モードに移行するには:

➢ (プリンタ アプリケーションの) [ファイル] メニューから、[Exit (終了)] をクリックしま
す。

注: Objet500プリンタ アプリケーションを開いて再び造形を開始するまで、プリンタ
はアイドル モードで維持されます。

プリンタがアイドル モードにある間は、電源を切らないでください。1 週間まで、
(カバーを閉じたまま) このモードで維持することができます。それ以上の場合
は、[シャットダウン] ウィザードを実行してプリンタの電源を切ります (以下の「プ
リンタの電源を切る」参照)。
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プリンタの電源を切る

1 週間以上Objet500プリンタを使用しない場合に限り、電源を切る必要がありま
す。それ以外は、プリンタの電源を入れたままアイドル モードで維持することができ
ます。

シャットダウン ウィザードでは、造形用樹脂をプリント ヘッドから洗い流します。
高価な樹脂を洗い流さずに済むように、少なくとも週に 1 回はモデルを造形し
てください。多くのご使用者の方が、この機会を使ってお客様のサンプルまたは
テスト モデルを造形されています。

正しくプリンタの電源を切るには、多くのプロセスを実施する必要があります。これら
の手順は、[シャットダウン] ウィザードで実施します。コンピュータ インターフェイス 
(プリンタコントロール アプリケーション) を閉じるだけでプリンタの電源を切ったり、
このウィザードを完了する前にプリンタへの電源を切断しないでください。

注意
ウィザードを実行せずに長期間プリンタを使用しない状態が続くと、造形ヘッド
およびその他の高額なプリンタ パーツに深刻なダメージが生じることがありま
す。

 

プリンタを使用しない期間に応じて、短縮版の終了手順とより入念な手順のどちら
かを選択することができます。

• 最大 10 日: このウィザードでは、樹脂が漏れるのを防ぐために、モデル樹脂お
よびサポート樹脂の造形ブロックを空にします。この所要時間は、約 10 分で
す。

• 10 日超過: このウィザードでは、造形ブロックを空にした後に、システムを洗浄
液で洗浄します。これには最長で 35 分かかり、指示されたら洗浄液のカートリッ
ジをロードする必要があります。 
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シャットダウン 
ウィザード

シャットダウン ウィザードを実行するには:

1. [Options (オプション)] メニューから [シャットダウン] ウィザードを開始します。

図 6-16    シャットダウン ウィザードのトップ画面

2. [Next (次へ)] をクリックします。

3. プリンタを使用しない期間 (10 日以内、または超過) に応じて、適切なオプショ
ンを選択します。

注: [10 日を超える] を選択する前に、洗浄液カートリッジが使用可能であることを
確認します。

図 6-17    終了オプション
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4. 次の画面でトレイが空になっていることを確認し、[Next (次へ)] をクリックしま
す。

終了手順が開始します。

図 6-18    終了進捗画面

図 6-19    シャットダウン ウィザードの最終画面

5. プリンタ コンピュータの電源が切れたら、プリンタ背面の主電源スイッチを切り
ます (図 6-2 ページ 6-3 参照)。
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プリンタをメンテナンスする

Objet500 3Dプリンタで満足のいく結果を得るには、定期的にメンテナンスを実行
することが重要です。最大の結果を得るために、所定の間隔でタスクを実施しま
す。

定期メンテナン
スのスケジュー
ル

 

頻度 作業内容 詳細情報

造形前/後 UV ランプ過熱インジケータ

を確認する。

"UV ランプの確認" ページ 

6-26を参照してください。

造形前/後 造形ヘッドおよびローラー

表面を清掃する。

"造形ヘッドおよびローラー

表面を清掃する" ページ 

6-26を参照してください。

を参照してください。

毎日 ワイパーを点検および清掃

する。

"ワイパー クリーニング ウィ

ザード" ページ 6-29を参

照してください。

週 1 回  造形トレイとその周辺を清掃

する。

週 1 回 パターン テストを実施する。 "パターン テスト" ページ 

6-32を参照してください。

週 1 回: MED610 で造形する場

合

UV 強度をキャリブレーショ

ンする。

"UVランプをテストおよび

キャリブレーションする" 

ページ 6-61を参照してくだ

さい。

週 1 回 プリンタ コンピュータとサー

バー コンピュータを再起動

する。  

 

週 1 回 ローラー バスを清掃する。 "ローラー バスを清掃し、 

ローラー スクレーパを検査

する" ページ 6-34を参照し

てください。

造形 300 時間ごと (通知メッセー

ジが表示されます。)

UV 強度をキャリブレーショ

ンする。

。"UVランプをテストおよび

キャリブレーションする" 

ページ 6-61を参照してく

ださい。

造形 300 時間ごと (通知メッセー

ジが表示されます。)

造形ヘッドの噴射量を最適

化する。

"ヘッド オプティマイゼー

ション ウィザード" ページ 

6-43を参照してください。

月 1 回、および造形ヘッドの交換

後

造形ヘッドの位置合わせを

確認する。

"造形ヘッドを位置合わせ

する" ページ 6-39を参照

してください。

月 1 回 排気システム (ダクト、ファ

ン、接続) を点検する。

 

月 1 回 ロード セルをキャリブレー

ションする。

"ロード セルをキャリブレー

ションする" ページ 6-68を

参照してください。

2 年に 1 回、または造形 3500 時

間ごと

認定サービス エンジニアに

よる訪問定期メンテナンス。
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メンテナンス カ
ウンター

プリンタ コンピュータ アプリケーションは各メンテナンス作業の日付と頻度を記録し
ます。[オプション] メニューからメンテナンス カウンター画面を表示できます。

図 6-20    メンテナンス カウンターを選択する

メンテナンス作業の期限がある場合、メイン インターフェイス画面に表示されます。

 

図 6-21    要メンテナンス インジケーター

このインジケータが表示されたら、メンテナンス カウンター画面をクリックすることで
表示できます。

オペレーターが実施するほとんどのメンテナンス作業には要メンテナンス インジ
ケーターがデフォルトで表示されます。「ユーザー警告」の下のチェック ボックス
は特定の作業の期限を表示するかどうかをコントロールします。
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図 6-22    メンテナンス カウンター画面

ウィザードがコントロールするメンテナンス作業の場合、該当するウィザードが実行
されて完了すると、日付と造形時間が自動的にリセットされます。(例えば、ローラー
検査、ワイパー交換) 手動メンテナンス作業は画面の [リセット] ボタンをクリックす
るとリセットされます。
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UV ランプの確
認

過熱に対する警告として、感熱性のラベルが UV ランプ カバーに取り付けられてい
ます。カバーの温度が 65 ﾟC (150 ﾟF) に達すると、ラベルの中央が白から黒に変りま
す。このような場合はプリンタの使用を中止し、保守サービス窓口にご連絡くださ
い。万一に備えて、造形の前後にラベルを確認することを推奨します。

図 6-23    UV ランプ カバーの感熱性ラベル

UV ランプの過熱が続きランプ周囲の温度が 90 ﾟC (194 ﾟF) に達すると、ヒート 
ヒューズが X、Y、Z の軸の UV ランプおよび駆動モータへの電源を遮断しま
す。万が一この状況が発生したら、認定サービス エンジニアが修理するまでプ
リンタを使用しないでください。

造形ヘッドおよ
びローラー表面
を清掃する

造形ブロック底部のオリフィス プレートを定期的に点検、清掃して、造形ノズルの
つまりを取り除きます。ウィザードのガイドに従って手順を実施し、プリンタのコン
ポーネントを調整します。この手順の所要時間は約 20 分で、業務の開始時または
大規模な造形ジョブの前に実施する必要があります。

造形ヘッドおよびローラーを清掃するには:

1. 以下を準備します。

❒ イソプロパノール (IPA: イソプロピル アルコール) またはエタノール (エチル 
アルコール)

❒ 使い捨てニトリル手袋

❒ 付属のウェスまたは同等品

❒ 鏡

2. [Options (オプション)] メニューから [ヘッド クリーニング] ウィザードを開始しま
す (図 6-28 ページ 6-29 参照)。
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3. ウィザード画面の指示に従って、確認チェックボックスを選択します。

図 6-24    ヘッド清掃手順 (ウィザード画面)

4. [Next (次へ)] をクリックします。

プリンタが造形ヘッド清掃のための準備をします。

5. 以下の画面が表示されたら、カバーを開けます。

図 6-25    ヘッド クリーニング ウィザード — ステップ 5–11

警告: 高温
造形ヘッドのオリフィス プレート (底面) は高温となることがあります。素手では触
らず、慎重に進めてください。

6. 造形トレイに鏡を置きます。

7. 手袋を着用します。

注意
造形ヘッドの硬化されていない造形用樹脂に触れると、皮膚に炎症が起こる場
合があります。手を保護するために使い捨てニトリル手袋を使用してください。

8. ウエスにアルコールを浸します。



Objet500 ユーザー ガイド 6 を操作およびメンテナンスをする Objet500 3D プリンタ

DOC-07027JA Rev. E 6-28

9. ウエスをオリフェスプレート面で前後に動かしてヘッド表面を清掃します (図 6-
26 参照)。鏡を使って、残った樹脂がすべて取り除かれたことを確認します。

図 6-26    ヘッドを清掃する

10. ローラーを回転させてローラー全面を清掃します。

このタイミングで UV ランプのガラス レンズを掃除します。  

11. 清掃が完了したら、ウィザード画面の確認チェック ボックスをオンにし (図 6-25 
参照)、[Next (次へ)] をクリックします。

12. プリンタから清掃用具を取り除き、カバーを閉じます。

13. ウィザード画面の確認チェック ボックスをオンにし、[Next (次へ)] をクリックしま
す。

ヘッド パージ サイクルが開始されます。このサイクルが完了すると、ウィザード
の最終画面が表示されます。

図 6-27    ヘッド クリーニング ウィザード (最終画面)

14. [完了] をクリックして、ウィザードを閉じます。
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ワイパー クリー
ニング ウィザー
ド

パージ シーケンスの後に、造形ヘッドからの余分な樹脂がゴムのワイパーによって
取り除かれます。この手順は、それぞれの造形ジョブの前に自動的に、またメンテ
ナンス タスク中に手動で実施されます。 少なくとも 1 週間に 1 回、ワイパーおよび
周辺を清掃する必要があります。ワイパーが損傷または劣化していたら交換しま
す。

ワイパーを点検および清掃するには:

1. 以下を準備します。

❒ イソプロパノール (IPA: イソプロピル アルコール) またはエタノール (エチル 
アルコール)

❒ 使い捨てニトリル手袋

❒ 付属のウェスまたは同等品

❒ 予備のワイパー

2. [Options (オプション)] メニューから [ワイパー クリーニング] ウィザードを開始し
ます。

図 6-28    ワイパー クリーニング ウィザードを開始する

3. ウィザードのトップ画面で [Next (次へ)] をクリックします。
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4. 造形トレイが空になっていることを確認し、プリンタ カバーを閉じます。

ウィザード画面でこれを確認し、[Next (次へ)] をクリックします。

図 6-29    ワイパー清掃手順 —ステップ 4

5. 以下の画面が表示されたら、カバーを開けます。

図 6-30    ワイパー清掃手順 (ステップ 6–10

6. ニトリル手袋を着用します。

7. ウェスにたっぷりとアルコールをかけて、ワイパーや周辺領域に残っている樹脂
を取り除きます。
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8. パージ ユニットで収集した廃材を取り除きます。

必要に応じて、ウェイスト コレクタを取り外して清掃します。ゴム製シールを拭き
ます。

図 6-31    パージ ユニット ウェイスト コレクタ

注: ウェイスト コレクタをパージ ユニットに戻す場合、以下のように挿入します。

9. ワイパーを検査します。

ワイパーが傷ついているか、損傷または摩耗しているか、完全に洗浄できない
場合、交換します。

a. 掴んで、ソケットから引き出します。

b. 新しいワイパー ブレードを挿入し、まっすぐになっていて、両側にしっかりと
固定されていることを確認します。

10. ウィザード画面 (図 6-30 参照) で、ワイパー ブレードがクリーンなことを確認し、
[Next (次へ)] をクリックします。

11. すべてのツールおよび洗浄用樹脂をプリンタから取り除き、カバーを閉じます。

12. ウィザード画面でこれを確認し、[Next (次へ)] をクリックします。

 

図 6-32    確認画面

13. [完了] をクリックして、ウィザードを閉じます。
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パターン テスト パターン テストによって造形ヘッドのノズルの状態が分かるので、プリンタが高品
質なモデルを生成できるかどうかの基本的な検証方法となります。従って、週 1 回
および造形に問題があると考えられる場合には、必ずこのテストを実施してくださ
い。

パターン テストを実施するには:

1. 造形トレイが空であることを確認します。

2. ピンク色の紙を用意します。

3. プリンタの造形トレイの表面左にピンク色の紙をテープで留めます。

4. F3 キーを押すか、[Options (オプション)] メニューを開き [Pattern Test (パター
ン テスト)] を選択します。

図 6-33    パターン テストの確認

5. 造形トレイが空ではない場合は、以下のダイアログ ボックスで [No (いいえ)] を
クリックします。

これによって、造形トレイ上のモデルを損傷しないように、トレイが下がります。

図 6-34    造形トレイ (Z 軸) レベルの調整
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プリンタによってテスト用紙に多数の線が印刷されます (以下の図を参照してく
ださい)。

図 6-35    パターン テストの例

6. テスト用紙を入念に点検し、線が抜けていないか確認します。

多くの線が抜けている、特にそれらが 1 か所にかたまっている場合は、モデル
造形時の造形品質が劣ることを意味します。このような場合は、"造形品質を改
善する" 下を参照してください。

注: 許容できるモデルの品質は主観ならびに生成されるモデルのタイプおよび
スケール (サイズ) にもよります。ただし、一般的には、列の 1 か所で 5本以上の
連続した抜け、またはバラバラでも10本以上の線が抜けている場合は、許容で
きないと考えられます。

造形品質を改
善する

造形品質に問題があると考えられる場合には、パターン テストを実施します (6-32"
パターン テスト"参照)。結果が良くない場合は、以下の手順を使って造形品質を
改善します。

最後のパターン テストの結果が良くない場合:

1. [Options (オプション)] メニューから [パージ シーケンスの実行] を選択するか、
F4 キーを押します。

2. 確認ダイアログ ボックスで [Yes (はい)] をクリックします。

造形ヘッドからモデル樹脂およびサポート樹脂が排出され、ヘッドからの余分
な樹脂がワイパーによって取り除かれます。

3. パージ シーケンスを繰り返します。

4. パターン テストを実施します。

パターン テストの結果がまだ良くない場合:

1. 手動で造形ヘッドを掃除します ("造形ヘッドおよびローラー表面を清掃する" 
ページ 6-26参照)。

2. パージ シーケンスを実施します。

3. パターン テストを実施します。
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パターン テストの結果がまだ良くない場合:

1. 造形ヘッド上に樹脂が残らないように、再度ヘッドを入念に清掃します。

2. パージ シーケンスを実施します。

3. パターン テストを実施します。

パターン テストの結果がまだ良くない場合:

➢ 必要に応じて、造形ヘッドを最適化し、問題のある造形ヘッドを交換します ("
ヘッド オプティマイゼーション ウィザード"参照)。

ローラー バスを
清掃し、 ロー
ラー スクレーパ
を検査する

ローラー バスはローラーからこすり落とした廃材が溜まります。吸引によって、この
廃材がプリンタの廃棄コンテナに移動します。

このアセンブリは廃棄コンテナにつながるチューブの詰まりを防ぎ、廃材によってプ
リンタがあふれないように、毎週清掃する必要があります。

ローラー バスを清掃するには:

1. 以下を準備します。

❒ M2.5 と M2 六角 (アレン) キー

❒ 使い捨てニトリル手袋

❒ イソプロパノール (IPA: イソプロピル アルコール) またはエタノール (エチル 
アルコール)

❒ 清掃布

❒ 綿棒 (Q-tips または類似品)

2. 手袋を着用します。

3. 右 UV ランプ アセンブリを取り外します。

a. UV 電源ケーブルとファン電源ケーブルを取り外します。

図 6-36    右 UV アセンブリの接続を解除する

b. 右の UV ランプを固定しているねじを取り外し、UV ランプを引いて上げま
す。
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4. 造形ブロックの吸引管を固定する 2 つのねじを緩めます。

図 6-37    吸引管を上げる

5. 吸引管を上げて、高い位置に固定します。

6. ローラー バスを固定する 2 つのねじを緩めて、引き出します。

カバー固定用ねじは大切に保管してください。これらは特殊ねじです。紛失した
場合には、交換部品を注文してください。

図 6-38    ローラー バス カバーを取り外す

7. 引き出してカバーを取り外し、下げます。
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8. 清掃布モップでローラー バスとスクレーパ ブレード表面を清掃します。残って
いる造形用樹脂を確実に取り除いてください。

図 6-39    ローラー バスを清掃する

カバーを交換する前に、ローラー スクレーパの効果をチェックできます (以下参
照)。

ローラー スクレーパの効果をチェックするには:

1. ニトリル手袋を着用します。

2. 清掃布をイソプロパノールに浸します。

3. ローラーの最下部を布で湿らせます。

4. ローラーを手でゆっくりと回します。ブレードでローラーをこすりながら、イソプロ
パノールがブレード全体に広がるのを確認してください。

5. ローラーを検査します。乾いていない場合、ブレードを交換します。("ローラー 
スクレーパを交換する" 次のページ参照)

6. ローラー バスを造形ブロックに戻す前に、ピンがクリーンなことを確認します。

図 6-40    ローラー バス ピン

コンポーネントを再度組み立てるには:

1. ローラー バスを造形ブロックに戻し、カバー上にねじとめします (図 6-38 前の
ページ 参照)。  
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2. 吸引管を固定しているねじを緩めます。

図 6-41    正しく配置された吸引管

3. 吸引管の後ろのパネルの穴が見えるようになるまで下げ、ねじを締めてチュー
ブを固定します。

4. 右 UV ランプ アセンブリを造形ブロックに取り付け、UV 電源とファン ケーブル
を再接続します。

ローラー スク
レーパを交換
する

ローラー スクレーパ ブレードを交換します。

• 造形 1,000 時間後。

• ローラーを効果的にクリーンにしていない場合。

ローラー バスを清掃する場合、ローラー スクレーパの効果を定期的にテストす
る必要があります。"ローラー バスを清掃し、 ローラー スクレーパを検査する" 
ページ 6-34を参照してください。

ローラー スクレーパを交換するには:

1. 以下を準備します。

❒ 新しいローラー スクレーパ ブレード (KIT-01026-S)

❒ Phillips 1x75 mm ドライバー

❒ M2.5 と M2 六角 (アレン) キー

2. 右の UV ランプとローラー パスのカバーを取り外します ( 6-34ステップ 3 から 6 
参照)。

3. ローラー バスを固定する 2 つのねじを緩めて、引き出します。

図 6-42    ローラー バスを取り外す
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4. ローラー スクレーパ アセンブリを固定しているねじを取り外します。

図 6-43    ローラー スクレーパのねじを取り外す

5. スクレーパ ブレードを取り外して、破棄します。

図 6-44    古いローラー スクレーパ ブレードを取り外す

6. 以下のように、新しいスクレーパ ブレードをホルダーのピンに配置します。

図 6-45    新しいローラー スクレーパ ブレードを挿入する
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7. 新しいローラー スクレーパ ブレードのねじを挿入して締めます。

重要:
 l 図 6-46 に示す順序でねじを締めます。

 l 交換キットに付属の新しいねじを使用します。

図 6-46    ローラー スクレーパのねじを取り外す

8. ねじを締めたら、ブレードを検査してまっすぐになっていることを確認します。必
要に応じて、ねじを緩め、再度均等に締め直します。

9. ローラー バス アセンブリと UV ランプを造形ブロックに戻します。("ローラー バ
スを清掃し、 ローラー スクレーパを検査する"6-34 ステップ 4 から 6 参照)。

造形ヘッドを位
置合わせする

以下の通り、造形ヘッドの位置を確認してください。

• 1ヵ月に一回

• ヘッドの交換後

• 造形ブロック底部のオリフィス プレートの清掃後でもモデルの品質が許容でき
ない場合 ("造形ヘッドおよびローラー表面を清掃する" ページ 6-26参照)。

この手順の所要時間は、約 20 分です。

造形ヘッドの位置をチェックするには:

1. 以下を準備します。

❒ OHP シート (標準の A-4 またはレターサイズの )

❒ OHP シートを造形トレイに固定するための粘着テープ

2. [Options (オプション)] メニューから [ヘッド アライメント] ウィザードを開始しま
す。

3. [Next (次へ)] をクリックして開始し、カバーを閉じます。

4. ウィザードの画面で、カバーが閉じていることを確認するチェックボックスを選択
し、[Next (次へ)] をクリックします。
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5. 以下の図に示すように、造形トレイ左奥端の横に OHP シートを配置します。

図 6-47    造形トレイに OHP シートを配置する

6. OHP シートが平たく置かれていることを確認し、トレイにテープで固定します。

7. ウィザードの画面で、OHP シートが造形トレイ上にあることを確認するチェック
ボックスを選択し、[Next (次へ)] をクリックします。

プリンタが OHP シートにヘッド位置合わせテストの造形を行います。

8. 以下の画面が表示されたら、OHP シートを取り除きます。

図 6-48    ヘッド アライメント ウィザード — ステップ 8: 10

OHP シートに 7 列の垂直線が印刷され、それぞれが異なる造形ヘッドの結果
を示します。

図 6-49    サンプル ヘッド位置合わせテスト

注: ヘッド H7 の位置合わせは他のすべてのヘッドを位置合わせするための参
照として使用されるため、このヘッドに列はありません。
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9. 線の各列に対して、垂直線の位置合わせが行われている場所を参照するため
に、拡大鏡またはルーペを使用して OHP シート上に作成された連続した行の
組を検査します。

図 6-50    位置合わせ線の行を比較する

注: どの線のペアも同じヘッドで作成されているため、どの線のペアを検査する
かは重要ではありません。検査用に明確に造形された線のペアを選びます。
(一部のノズルは明瞭にプリントしないかもしれないため、場合によっては位置合
わせを適切に見るためには、複数の線のペアを検査する必要があります。)

図 6-50のように、上下が一直線のペアが4番目の位置にあるときは、ヘッドの配
置は最適です。例に示すようであれば、ヘッドの位置合わせは必要ありませ
ん。上下一直線のペアが他の行（4番目以外）にあるとき、次のウィザード画面
で、そのヘッドの位置合わせを変更する必要があります。    

10. 図 6-48 に表示される ウィザード画面で、[Transparency removed (シートを取り
除きました)] チェックボックスを選択し、[Next (次へ)] をクリックします。

位置合わせ画面の最初の画面が表示されます。

図 6-51    ヘッド アライメント ウィザード

11. [ヘッド アライメント] ウィザードで、この造形ヘッドに対して、(左から数えて) 
OHP シート上でペアの上と下の行で位置合わせを行う線を示す番号を選択し
ます。

注: 中央の線の位置合わせは最適なため、デフォルトでは、ウィザード画面で
「4」の番号が選択されています。これは、ヘッドの位置合わせは変更しません。
他の番号を選択すると、それに合わせてウィザードがヘッド位置わせを調整し
ます。

12. [Next (次へ)] をクリックして、次のヘッド アライメント ウィザードを表示し、OHP 
シートでその造形ヘッドに対して最も厳密に位置合わせされている垂直線を示
す番号を選択します。
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すべてのヘッドの位置合わせが完了したら、以下の画面が表示されます。

図 6-52    パラメータ更新の確認

13. 以下のように続行します。

❒ プリンタで位置合わせを変更するには、[Update system with new 
parameters (新しいパラメータでシステムを更新)] が選択されていることを確
認し、[Next (次へ)] をクリックします。

❒ プリンタで位置合わせの変更を行う前に、位置合わせテストを再確認する
には、[Previous (前へ)] をクリックします。

❒ この場合にプリンタで位置合わせを変更しない場合は、[Keep previous 
parameters (以前のパラメータを維持)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックし
ます。

14. 以下の画面で、ヘッド位置合わせ手順を繰り返すか、ウィザードを閉じることが
できます。

❒ 造形ヘッドに対して最も厳密に位置合わせされた垂直線がのいずれかの端
の場合、[Yes (はい)] を選択して [ヘッド アライメント] ウィザードを再度実行
し、、続いて [Next (次へ)] をクリックします。

このテストでは、ヘッドが適切に位置合わせされているかを示し、されていな
い場合、ウィザードで位置合わせを「微調整」できます。

❒ 造形ヘッドの垂直線がいずれかの端で位置合わせされていない場合、[No 
(いいえ)] を選択してウィザードを閉じ、[Next (次へ)] をクリックします。

図 6-53    ヘッド位置合わせ繰り返しオプション
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ヘッド オプティ
マイゼーション 
ウィザード

造形ヘッドの条件は、造形モデルの品質に影響します。最適な造形を維持するに
は、定期的に—造形ヘッドをテストし、造形 300 時間ごとに [ヘッド オプティマイ
ゼーション] ウィザード を実行して、可能な限り最適な動作設定になるようにキャリ
ブレーションする必要があります。

この手順中に、造形トレイにスケールを置き、プリンタに接続します。造形材料 (樹
脂) が各ヘッドから噴射され、重量が自動的に記録され、ウィザードが造形ヘッドの
最適化方法を決定します。

最適化プロセス中に、造形ヘッドが故障しているか、現在のヘッド構成ではレイ
ヤーの均一性にマイナスの影響があるとウィザードが判断すると、交換が必要なこ
とを知らせます。このような場合、ウィザードを続行して造形ヘッドを交換するか、
ウィザードを中止して、ヘッドを別の機会に交換することができます。

造形ヘッドの状態が造形モデルの品質にマイナスの影響を与えているか、造形
ヘッドに問題があると思われる場合、[ヘッド オプティマイゼーション] ウィザード
を実行します。

注:この手順を行うにはモードごとに最低 40～50 分を配分してください (故障してい
る造形ヘッドの交換時間は除く)。造形ヘッドを正確にテストしてキャリブレーション
するには、クリーンな状態でなければなりません。必要に応じて、この手順を行う前
に、[ヘッド クリーニング] ウィザードを実行します。

を実行します。

造形ヘッドをテストしてキャリブレーションするには:

1. 以下を準備します。

❒ 使い捨て清掃用手袋 (クリーンなパウダー フリーの保護手袋)

❒ ピンク ペーパー

❒ 目詰まりノズル ルーラー

❒ ヘッド オプティマイゼーション ウィザードで使用するための付属スケール 

重要: この手順を行う前に、スケールがキャリブレーションされ、充電されている
ことを確認してください。このウィザードを実行する場合は、壁面電源ソケットに
スケールを接続することを推奨します。

2. M3 スロットにロードされたカートリッジ樹脂があることを確認します。必要に応じ
て、他のスロットにロードされた樹脂以外の樹脂を含むカートリッジを挿入する
か、  カートリッジを挿入します。

注:  ヘッド オプティマイゼーション ウィザードは M3 カートリッジスロットが空の
場合には動作しません。
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3. [Options (オプション)] メニューから [ヘッド オプティマイゼーション] ウィザード
を開始します。

図 6-54    ヘッド オプティマイゼーション ウィザードを起動する

4. 最初のウィザード画面で、[Next (次へ)] をクリックして開始します。

[Wizard Conditions (ウィザード条件)] 画面が表示されます。

5. 条件をお読みになって、[I Agree (同意する)] を選択して、[Next (次へ)] をク
リックします。

6. プリントヘッドを最近清掃した場合、以下の画面で、[Continue with Head 
optimization (ヘッドの最適化を続行)] を選択します。していない場合、ウィザー
ドをキャンセルし、ヘッド クリーニング ウィザードを実行します。

図 6-55    造形ヘッドの清掃画面
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7. 以下の画面で、[Optimize all print heads (造形ヘッドすべてを最適化)] が選択
されているか確認し、[Next (次へ)] をクリックします。

図 6-56    手順選択画面

8. 造形ヘッドを最適化する造形モードを選択して、[Next (次へ)] をクリックしま
す。

図 6-57    造形モードの選択

プリンタがシングルマテリアル モードに設定されている場合、[High Speed (高
速)] および [High Quality (高品質)] オプションのみが有効になります。

プリンタがデジタル マテリアル モードに設定されている場合、[Digital Material 
(デジタル マテリアル)] オプションのみが有効になります。



Objet500 ユーザー ガイド 6 を操作およびメンテナンスをする Objet500 3D プリンタ

DOC-07027JA Rev. E 6-46

9. 次の画面が表示されたら、造形トレイの表面左にテープで留め、[Next (次へ)] 
をクリックします。

図 6-58    準備確認

プリンタが造形トレイ上にフレームを作成し、パターン テストに造形を作成しま
す。

10. パターン テストに造形を作成されたら、テスト用紙を入念に点検し、目詰まりノ
ズル ルーラーを使用して線が抜けていないか確認します。

図 6-59    パターン テストを検査する

なくなっている線は造形ヘッドのノズルに問題があることを示します。

11. 以下のウィザード画面で、各造形ヘッドに対して目詰まりノズル数を入力し、
[Next (次へ)] をクリックします。

図 6-60    目詰まりノズル入力画面
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12. 入力した目詰まりノズルの数によって、ウィザードが続行します。

❒ 許容できる造形に対して目詰まりノズルが多すぎる場合、ウィザードが問題
のある造形ヘッドの交換を指示します。すぐに交換するか、ウィザードを中
止できます。

造形ヘッドをすぐに交換する準備ができている場合、[Next (次へ)] をクリッ
クすると、ウィザードが手順を案内します。交換ヘッドと必要なツールがある
ことを確認してください ("造形ヘッドを交換する" ページ 6-50 参照)。"造形
ブロックを準備する" ページ 6-52に進みます。

図 6-61    目詰まりノズルによるヘッド交換

❒ すべての造形ヘッドの目詰まりノズル数が許容範囲である場合、ウィザード
はヘッド最適化プロセスに進みます。

13. ウィザード画面に表示されるステップを実行して、プリンタでスケールをセット
アップします。

図 6-62    ヘッド最適化スケールをセットアップする
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14. ウィザード画面に表示されるアイテムをすべて確認したら、[Next (次へ)] をクリッ
クします。

造形材料 (樹脂) が各ヘッドから噴射され、重量が自動的に記録されます。この
プロセスは各造形モードに対して繰り返され、その後以下の画面が表示されま
す。

図 6-63    樹脂コンテナを空にする

15. 樹脂コンテナを注意してスケールから取り外し、中身をプリンタのパージ ユニッ
トに出します。次に、コンテナをスケールに戻します。

注意: コンテナの樹脂は未処理です。
 l 肌に触れないように、ネオプレンまたはニトリルの手袋を付けてください。

 l 該当する規則に従って、未処理の樹脂を破棄します。コンテナをパージ ユニット
に捨てることで、樹脂がプリンタの密閉された廃棄コンテナに保管されます。

16. プリンタを閉じて、[Next (次へ)] をクリックします。

プリンタがコンテナの残りの樹脂を硬化させます。

17. 以下の画面が表示されたら、スケールを取り外して、造形トレイを清掃します。

図 6-64    スケール取り外し確認画面
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18. ウィザードの画面で、造形トレイがクリアになっていてカバーが閉じていることを
確認し、[Next (次へ)] をクリックします。

ウィザードでは、樹脂の均一なレイヤーを持つモデルを造形できるように、収集
データを使用して、造形ヘッドの状態を分析し、最適化します。

❒ ヘッドの状態がよい場合、以下のウィザード画面が表示されます。

図 6-65    造形ヘッド最適化後の最終ウィザード画面

❒ 造形ヘッドが故障しているか、現在のヘッド構成ではモデル品質に悪影響
を与えているとウィザードが判断した場合は、交換する必要があります。 今
すぐ交換するかどうかを指示します。

図 6-66    問題のある造形ヘッドが見つかった場合

❒ 造形ヘッドをすぐにヘッドを交換する準備ができている場合、[Replace 
defective head(s) (不良ヘッドの交換)] を選択します。

または

❒ 造形ヘッドを別の機会に交換する場合は、[Abort wizard (ウィザードの中
止)] を選択します。

造形ヘッドは、Stratasys 認定カスタマー サポート エンジニアに相談してから、
交換してください。
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造形ヘッドを交換するには、以下のツールと材料が必要です。

❒ 造形ヘッドの交換

❒ イソプロパノール (IPA: イソプロピル アルコール) またはエタノール (エチル 
アルコール)

❒ 使い捨てニトリル手袋 (造形ヘッドに付属の手袋またはクリーンなパウダーフ
リーの保護手袋)

❒ 付属のウェスまたは同等品

❒ 鏡

❒ 5 mm マイナス ドライバーまたは 3 mm 六角 (アレン) キー (造形ブロックのタ
イプによる)

❒ ヘッド オプティマイゼーション ウィザードで使用するための付属スケール 
(重量テスト)

❒ 目詰まりノズル ルーラー

造形ヘッドをすぐに交換する場合、[Next (次へ)] をクリックすると、ウィザードが手
順を案内します。以下の"造形ヘッドを交換する"下。

造形ヘッドを交
換する

造形ヘッドの条件は、造形モデルの品質に影響します。以下の症状がみられる場
合、造形ヘッドを交換する必要があります。

• ヘッド オプティマイゼーション ウィザードが造形ヘッドが不良であると判断した
場合。("ヘッド オプティマイゼーション ウィザード" ページ 6-43参照)

• 造形ヘッドの表面に明らかな溝がある場合

• ヘッドの視覚検査で、ノズル領域に剥離や気泡があり、表面が損傷していること
が判明した場合

• 造形ヘッドの以下に関連して、プリンタ アプリケーションが警告または異常メッ
セージを表示した場合

❒ ヘッド ヒーター温度タイムアウト

❒ ヘッド ヒーター サーミスターが開いている

❒ ヘッド ヒーター サーミスターのショート

造形ヘッドは、Stratasys 認定カスタマー サポート エンジニアに相談してから、
交換してください。
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[ヘッド オプティマイゼーション] ウィザードが造形ヘッドの交換手順を案内し、ユー
ザーが交換できるようにプリント ヘッドを調整します。

造形ヘッドは、必ずウィザードを参照しながら交換してください。手順全体を行うに
は、75～90 分かかり、以下のフェーズで構成されます。

A. 交換が必要なヘッドを特定する。

通常、これはヘッド オプティマイゼーション ウィザードで行います。そうでない
場合、ヘッド表面に物理的な損傷があることを示す証拠または異常メッセージ
がヘッド交換が必要なことを示します。

B. ヘッド交換のために造形ブロックを準備する。

これは、ウィザードを実行すると自動的に行われます。

C. 問題のある造形ヘッドを取り外す。

D. 新しい造形ヘッドを取り付ける。

E. 造形ヘッドの噴射量を最適化する (ウィザードが自動的に実行)。

F. ヘッド位置合わせを行う。

 

造形ヘッドを交換するには:

1. 以下を準備します。

❒ 造形ヘッドの交換

❒ イソプロパノール (IPA: イソプロピル アルコール) またはエタノール (エチル 
アルコール)

❒ 使い捨てニトリル手袋 (造形ヘッドに付属の手袋またはクリーンなパウダーフ
リーの保護手袋)

❒ 付属のウェスまたは同等品

❒ 鏡

❒ 5 mm マイナス ドライバーまたは 3 mm 六角 (アレン) キー (造形ブロックのタ
イプによる)

❒ ヘッド オプティマイゼーション ウィザードで使用するための付属スケール 
(重量テスト)

❒ 目詰まりノズル ルーラー

重要: 続ける前に、これらのアイテムが存在し、スケールのキャリブレーションが
実施済みで、充電されていることを確認してください。このウィザードを実行する
場合は、壁面電源ソケットにスケールを接続することを推奨します。

2. [Options (オプション)] メニューから [ヘッド オプティマイゼーション] ウィザード
を開始します (図 6-54 ページ 6-44 参照)。

3. 最初のウィザード画面で、[Next (次へ)] をクリックして開始します。

[ウィザード条件] 画面が表示されます。

4. 条件をお読みになって、[I Agree (同意する)] を選択して、[Next (次へ)] をク
リックします。
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5. プリントヘッドを最近清掃した場合、以下の画面で、[Continue with Head 
optimization (ヘッドの最適化を続行)] を選択します。していない場合、ウィザー
ドをキャンセルし、ヘッド クリーニング ウィザードを実行します。

図 6-67    造形ヘッドの清掃画面

6. 以下の画面で、[Replace faulty heads (故障しているヘッドの交換)] を選択し、
[Next (次へ)] をクリックします。

図 6-68    手順選択画面

造形ブロックを準備する

7. 交換が必要な造形ヘッドを選択して、[Next (次へ)] をクリックします。

図 6-69    ヘッド選択画面
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プリンタを温め、造形ブロックを空にし、プリンタを準備します。(これは最大 15 
分かかります。)

図 6-70    プリンタ準備進捗画面

8. 造形ヘッドの交換準備が整うと、以下の画面が表示されます。

図 6-71    プリントのヘッド交換準備完了

9. 保護手袋を付けて、プリンタのカバーを開きます。

注: プリンタが安全のために電源を切断します。
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問題のあるヘッドを取り外す

10. 造形ブロック上で、ブロックの造形ヘッドを固定する上と下のねじを緩めます。
(必要に応じて、ねじを緩めるためにドライバーまたはを使用します。)

図 6-72    固定ねじを緩める

11. 上と下の固定ねじを押して造形ヘッドを緩めます。

図 6-73    造形ヘッドを緩める
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12. 造形ヘッド ドライバー カード (A) を保護する仕切りのドアにねじを緩め、ドア (B) 
を引いて、上げます。

図 6-74    造形ヘッドトレイを開く

13. ヘッドが自由に動き (A)、造形ブロック (B) の最下部から取り外せるように、造形
ヘッド ドライバー カードをソケットから引き出します。

図 6-75    ヘッドを取り外すために、造形ヘッド ドライバー カードを取り外す

14. ヘッドに沿って、2 つのゴム製 O リング シールを取り外します。

図 6-76      造形ヘッドの O リング シール

重要
シールがヘッドから外されていない場合、造形ブロックの筐体に付着している可
能性があります。その場合は、取り外します。
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図 6-77    O リングが造形ブロックに付着していないか確認します。

新しいヘッドを 取り付ける

15. 交換ヘッドを検査して、O リング シールが適切な場所にあるか確認します (図 
6-76 前のページ)。

16. 交換ヘッドを造形ブロックの開いているスロットに徐々に挿入します。

注: ドライバーカードのソケットが背面になるように、ヘッドを造形ブロックに挿入
してください。

図 6-78    造形ヘッド ドライバー カードをソケットに挿入する
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17. 前方と後方のホルダーにカチッとはまるまでヘッドを押します。

図 6-79    ヘッドを造形ブロックに押して挿入します。

18. 造形ヘッドの仕切りのドアを下げて、ねじを締めて固定します。

19. 造形ヘッドが造形ブロックに固定する上と下のねじを締めます (図 6-72 ページ 
6-54 参照)。

注: これらのねじを手を締めます。ドライバーは使わないでください。

20. [Replace print heads (造形ヘッド交換)] 画面 で、チェック ボックスを選択して、
ヘッドを交換したことを確認し、[Next (次へ)] をクリックします。

図 6-80    ヘッド交換の確認
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21. 指で、新しいヘッドが水平で他のヘッドに対して平らになっていることを確認し
ます。

 

図 6-81    新しいヘッドの水平を確認する

22. 以下のウィザード画面のチェック ボックスを選択して、ヘッドが水平なことを確
認し、[Next (次へ)] をクリックします。

 

図 6-82    取り付け確認画面

23. 次の画面で、すべてのツールとオブジェクトをプリンタから取り外されていること
を確認します。

図 6-83    クリアされたトレイ確認画面

24. プリンタのカバーを閉じます。
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ヘッドを温めて、補充、パージを行い、ウィザードを続けます。取り付けに問題
がなければ、最適化手順が開始され、最適な動作設定になるように造形ヘッド
のキャリブレーションを行います ("ヘッド オプティマイゼーション ウィザード" 
ページ 6-43参照)。

次の取り付けの問題が検出された場合、ウィザードが知らせて、続ける方法を
指示します ("取り付け問題"参照)。

25. 造形ヘッドを交換したら、 プリンタを使用してモデルを生成する前に、ヘッド位
置合わせをチェックする必要があります。最終ウィザード画面で、

❒ [Optimize all print heads (すべての造形ヘッドを最適化)] を選択して、
[Next (次へ)] をクリックします。ヘッド アライメント ウィザードの実行:

図 6-84    最終ウィザード画面

取り付け問題

造形ヘッドの取り付け後にプリンタが問題を検出したら、該当する警告画面が表示
されます。

• プリンタのソフトウェアが交換済みヘッドを検出しない場合、以下の警告画面が
表示されます。

図 6-85    取り付けエラー画面

これが発生した場合:

a. 造形ヘッド コンパートメント (図 6-74 ページ 6-55)。

b. 造形ヘッド ドライバー カードをソケットに再挿入します (図 6-78 ページ 6-
56 参照)。
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c. ウィザード画面で、チェック ボックスを選択して、カードを再挿入したことを
確認し、[Next (次へ)] をクリックします。

• 交換ヘッドが工場でキャリブレーションされていない場合、以下の警告画面が
表示されます。

図 6-86    無効データ警告画面

これが発生した場合:

a. ヘッドを取り外して、別のヘッドと交換します  (10 のステップ 2 から 6-54 ) 。

b. ウィザード画面で、チェック ボックスを選択して、別の造形ヘッドを取り付け
たことを確認し、[Next (次へ)] をクリックします。

c. 未フォーマットのヘッドについては、認定カスタマー サポート センターに問
い合わせてください。

• 真空テストが正常に実施されない場合、取り付け中に交換ヘッドが適切に密閉
されておらず、以下の警告画面が表示されます。

図 6-87    真空漏れ警告画面

これが発生した場合:

a. [Next (次へ)] をクリックします。

b. ウィザード画面の指示に従って、ヘッドを再度取り付けてください。
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UVランプをテス
トおよびキャリブ
レーションする

モデルを硬化させる為に使用したランプからの UV 照射レベルは、時間と共に変
化します。造形中にモデルの最適な硬化を確保するために、造形後300時間ごと
にランプをテストして UV 照射レベルをキャリブレーションするようにポップアップ 
メッセージが表示されます。これは、UV キャリブレーション ウィザードを実行して行
います。

UV を測定するには、以下が必要です。

• Stratasys TOL-03005-S (UV センサーおよびケーブル)

または

• プリンタでの使用が認定されている、独立した UV メーター

ウィザードは、各ランプに対して、測定 UV と推奨 UV レベルを高速、 高品質、デ
ジタル材料の各造形モードで比較します。  

ランプのキャリブレーションを行う場合、ウィザードが必要に応じて UV レベルを調
整しようとします。

• 測定値が許容範囲内の場合、ウィザードは次のフェーズに進みます。

• さらに調整が必要な場合、現在のフェーズ が繰り返されます。

• UV 照射レベルが低すぎて調整を適切に行うことができない場合、ウィザードが
次のフェーズに進みますが、最終ウィザード画面が、造形モードのランプ UV 
が許容範囲外であることを示します。

UV ランプをテストおよびキャリブレーションする前に:

 l UV ランプのガラス レンズがクリーンなことを確認します。アクセスを容易に行うた
めに、ヘッド クリーニング ウィザードを実行し、付属の特殊クリーニング パッドを
使用します。

 l UV センサーのガラスがクリーンなことを確認します。

UV ランプ放射線をテストおよびキャリブレーションするには:

1. [Options (オプション)] メニューから [UV キャリブレーション] ウィザードを起動し
ます。

2. 以下の画面で、[Calibrate UV Intensity (UV 強度をキャリブレーションする)] を
選択して、ランプの放射線が許容範囲となるように調整します。

図 6-88    UV テスト/キャリブレーション選択
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3. 以下の画面で、UV センサーを選択し、使用する測定デバイスを選択します。

図 6-89    UV デバイス選択

UV 測定デバイス
Stratasys UV センサー ボックス (TOL-03005-S) を使用する場合は、それをプリ
ンタに接続します。ウィザードが自動的に UV を測定してキャリブレーションを行
います。

独立した認定 UV メーターを使用する場合、ウィザード画面でメーターの測定
値を手動で入力する必要があります。

4. 造形トレイが配置されクリア (空) になっていることを確認し、ウィザード画面でこ
れを確認して、[Next (次へ)] をクリックします。

図 6-90    プリンタ準備

➢ プリンタ (TOL-03005-S) に接続した Stratasys UV センサーを使用する場合に
は、 "プリンタに接続された UV センサー" 次のページに進みます。

➢ 独立した UV メーターを使用する場合、"外部 UV メーター" ページ 6-65に進
みます。
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プリンタに接続された UV センサー

プリンタに接続した Stratasys UV センサー ボックスを使用する場合には、以下の
ステップが適用されます。このステップは、UV 外部放射線測定デバイスを使用す
る場合には適用されません。

1. ウィザードと UV センサーを同期するためには、UV センサー背面のラベルから
の CF 番号を入力し、[Next (次へ)] をクリックします。

図 6-91    UV センサーの同期

図 6-92    UV センサー ボックス底部のラベル
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UV センサーを接続できるように、造形トレイが下がります。

図 6-93    UV センサー コネクタ

2. UV センサー ケーブルをプリンタのコネクタに接続します。

造形トレイが上昇している時にセンサー ケーブルとの干渉を防ぐには、ケーブ
ルをセンサーの裏側に通します。

図 6-94    センサーの準備 

3. ウィザード画面に表示されたアイテムを確認し、[Next (次へ)] をクリックします。

"UV 測定" ページ 6-66に進みます。
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外部 UV メーター

独立した UV メーターを使用する場合には、以下のステップが適用されます。この
ステップは、プリンタに接続された Stratasys UV センサー ボックスを使用する場合
には適用されません。

1. 以下の画面が表示されたら、プリンタを開き、中央のトレイの後部端に UV セン
サー ボックスを配置します。

図 6-95    センサー配置画面

2. プリンタを閉じられるように、ケーブルをプリンタから出し、ケーブルが稼働造形
ブロックに干渉しないようにテープで貼り付けます。

ケーブルが動かないように造形トレイにテープで貼り付けます。

 

図 6-96    正しい UV センサーの配置

3. センサーが位置を外れないように確認しながら、プリンタを閉じます。

4. UV メーターを mJ/cm2 測定に設定します。

5. メーターの範囲を 2,000 に設定します。

6. センサーからのケーブルを UV メーターに接続します。

7. UV メーターをオンにし、ディスプレーに「0 0 0.0」が表示されるまで待ちます。

8. ウィザード画面で、センサーが正しく配置されていることを確認して、[Next (次
へ)] をクリックします。

"UV 測定" 次のページに進みます。
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UV 測定

UV ランプの電源が入るので、動作が安定するまで待ちます。(これには数分かかり
ます。) 次に、造形ブロックがセンサーを通過し、ウィザードにより、各 UV ランプと
造形モードについて測定 UV と推奨 UV レベルを比較します。このプロセスには 
20～40 分かかり、その間ウィザード画面に表示される進捗をモニターする必要が
あります。

図 6-97    UV 測定進捗

独立した UV メーターを使用する場合、メーターをリセットして、指示があったら、
測定値を入力します。

 

図 6-98    UV 測定ダイアログ ボックス
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測定 UV レベルが許容範囲外の場合、ウィザードが供給電力を調整して、UV ラン
プのキャリブレーションを行い、再度テストします。

すべての UV テストが完了したら、結果が表示され、キャリブレーション後のランプ
の状態を示します (図 6-99 下)。

図 6-99    結果とキャリブレーション後の UV ランプの状態

UV キャリブレーション結果の検証後:

1. [Next (次へ)] をクリックします。

2. UV センサーを取り外して、プリンタのカバーを閉じます。ウィザード画面に表示
されるアイテムを確認したら、[Next (次へ)] をクリックします。

図 6-100    最終 UV キャリブレーション ウィザード画面
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ロード セルを
キャリブレーショ
ンする

ロード セルは、樹脂カートリッジとプリンタの廃棄コンテナの重量を測定するセン
サーです。不必要な造形用樹脂の廃棄物を避けるために、定期的に重量測定が
正確かどうかをチェックすることが重要です。 ロード セルは月に一回キャリブレー
ションすることを推奨します。

ロードセルをキャリブレーションするには:

1. [Options (オプション)] メニューから [ロード セル キャリブレーション] ウィザード
を起動します。

2. 以下の画面で、キャリブレーションするロード セルを選択します。

図 6-101    ロード セル選択

3. 選択したそれぞれのカートリッジを樹脂カートから取り外して、[Next (次へ)] をク
リックします。

図 6-102    カートリッジ削除の確認

4. 次のウィザード画面で、数字を参照し、表示される平均レベルの 2 つ上か下の
レベル内になって比較的安定するまで待ちます。
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図 6-103    レベル安定

5. チェック ボックスを選択して、[Next (次へ)] をクリックします。

6. 最終ウィザード画面で、[Done (完了)] をクリックします。

図 6-104    最終ウィザード画面

カーボン フィル
タを交換する

プリンタの排気が外部換気システムに接続されていない場合、組み込みカーボン 
フィルタが造形用樹脂から臭気を取り除きます。作業環境を快適に保つために、こ
のフィルタは定期的に (必要に応じて) 交換する必要があります。 
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UV 交換ランプ モデルを硬化させるUVランプの耐用年数は長いものの、限界があります。[UVキャ
リブレーション]ウィザードで有効電力をテストして調整します (      "UVランプをテストお
よびキャリブレーションする" ページ 6-61参照)。UVランプを交換する必要がある
場合、以下の手順に従います。

1. プリンタがオフライン モードになっていることを確認します。

図 6-105    オフライン モード インジケーター (赤)

プリンタ アプリケーションの最下部にある [online/offline (オンライン/オフライ
ン)] ボタンは赤でなければなりません。そうでない場合、クリックしてプリンタをオ
フライン モードに切り替えます。

警告
続行する前に、安全インターロックが故障していないこと、UV ランプが熱くなっ
ていないことを確認します。

2. [Options (オプション)]メニューから、[UV Lamp Replacement(UVランプ交換)]
ウィザードを開始します ("ワイパー クリーニング ウィザード" ページ 6-29参照)。

3. 造形トレイが空になっていることを確認し、ウィザード画面でこれを確認します。
次に、プリンタのカバーを閉じて、[Next (次へ)] をクリックします。

図 6-106    「空トレイ」確認画面

軸は「ホーム」位置に移動します。
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4. 交換する UV ランプを選択し、[Next (次へ)] をクリックします。

図 6-107    [UV ランプ選択] 画面

5. UV ランプ電源コネクタと UV ヒート ヒューズ コネクタの接続を解除します。

図 6-108    UV ランプ の接続を解除する

注: 冷却ファンへの電源接続は切断しないでください。

6. UVランプカバーを固定しているねじを緩め(A)、カバーを上げ(B)、引き出します
(C)。

図 6-109    UV ランプ カバーを取り外す
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7. 造形ヘッドから UV ランプ リフレクターを引き出します。

図 6-110    UV ランプ リフレクターを取り外す

8. 新しい UV ランプ リフレクターを検査し、ブラック ストリップが内部に取り付けら
れていることを確認します。そうでない場合、造形ブロック反対側 (横ではない) 
リフレクターのサイドに取り付けます。

注: プリンタ スタートアップキットには新しいブラック ストリップが付属していま
す。必要に応じて、ブラック ストリップを古いリフレクターから取り外し、新しいリフ
レクターに取り付けます (ブラック ストリップが色あせていない限り)。

9. 古い UV リフレクターとランプを廃棄します。

使用済みの UV ランプは、環境安全要件に従って処理してください。

警告: 破損したランプの危険
UV ランプには水銀が含まれています。破損したランプの扱いには注意してくだ
さい。

 l 室内を完全に換気します。

 l 保護手袋を使って、水銀とランプの破損部品を集めます。

 l こぼれた水銀を安全に取り除いてください。

 l 破損したランプ、水銀、汚染された樹脂は気密性のある非金属のコンテナに入
れてください。
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10. 新しい UV ランプ/リフレクター ユニットを造形ブロック横の筐体に挿入します。

図 6-111    ブラック ストリップの正しい配置を示す、造形ブロックおよび UV 
ランプのアセンブリ

11. ランプ カバーを筐体最下部のスロットに挿入して、ランプ カバーを交換し、最
上部の固定ねじを締めます。

図 6-112    UV ランプ カバーを交換する

12. 電源コネクタとヒート ヒューズ コネクタを再度接続します。

図 6-113    UV ランプを接続する
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13. ウィザード画面で、UV ランプを交換したこと、ブラック ストリップが取り付けられ
ていることを確認し、[Next (次へ)] をクリックします。

図 6-114    [UV-installation confirmation (UV 取り付け確認)] 画面

ウィザードが UV ランプを操作し、電力が各造形モードに対して許容範囲内か
どうかをチェックします。

注: 現在チェックされているモードがプリンタ アプリケーションの左下に表示され
ます。

図 6-115    UV ランプ チェック中の状態画面
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UV ランプを交換した後、さまざまな造形モードに対して電力をキャリブレーショ
ンすることを推奨します。 次の画面では、[UV キャリブレーション] ウィザードを
続行できます (1 ページの「UV ランプをテストおよびキャリブレーションする」 参
照)。

図 6-116    ウィザード続行画面
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Built-in Tests プリンタ アプリケーションには、定期的にハードウェアおよびソフトウェアをチェック
してトラブルシューティングするテストが含まれます。Objet500ソフトウェアが開いたと
きに、基本的な通信および環境テストを自動的に実行するように設定できます。さ
らに、最適な造形結果が得られるように、システム チェックとして造形ジョブを処理
する前に、より広範なテストを実行できます。

テストを実行するとプリンタの操作が行われるため、Built In Tests インターフェイス
はシステムが造形を行っていないときのみ開くことができます。

テスト スイートの機能:

• カテゴリ内の造形関連タスクの構成:

❒ 通信

❒ データ カード

❒ 温度

❒ 電圧

❒ エンコーダーの再現性

❒ 造形ヘッド加熱

❒ 造形ヘッド充填

• 造形が可能かを判断する、テスト結果および故障の原因の明確な表示。

• 特定のコンポーネントに対してテスト結果をモニターする機能。

• トラブルシューティングのヒント。

これらのテストを実行すると、プリンタのハードウェアおよびソフトウェアの問題を特
定できます。ハードウェアの欠陥 (または欠陥に近いもの) の多くは、現在のジョブ
またはこれから行うジョブの造形の問題の可能性について警告します。

Stratasys は Built In Tests を以下の場合に実行することを推奨します。

 l 定期テストとして 2 週間ごとに

 l システム チェックとして主な (長い) ジョブ前に

 l トラブルシューティング用に必要に応じて
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Built-in Tests に
アクセスする Built In Tests 画面を開くには、以下のいずれかを行います。

• [Options (オプション)] メニューから [Built In Tests] を選択します。

• Ctrl+Alt+B を押します。

図 6-117    [Built In Tests] を [Options (オプション)] メニューから選択する

[Built In Tests] 画面は、コンポーネント カテゴリ別にグループ化された事前設定済
みテストのリストを表示します。この画面では、テストを選択して実行すると、結果が
表示されます。

図 6-118    Built In Tests 画面
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テスト リスト

テスト名

この列は、選択チェック ボックスと共にすべてのテストを表示します。

チェック ボックスをクリックして、実行するテストを選択します。選択を解除するに
は、チェック ボックスを再度クリックします。コンポーネント カテゴリのすべてのテスト
を素早く選択するには、画面最下部にある [Group (グループ)] ドロップダウン リスト
を使用します。

グループ

この列は、各テストのコンポーネント カテゴリを表示します。

これは、画面最下部にある [Group (グループ)] ドロップダウン リストからカテゴリを
選択すると、どのテストが実行されるかを知らせます。

ステータス

この列は、実行後の各テストの結果を表示します。

テストが正常に完了しました。

テストが失敗しました。

不明な結果。このテストはまだ実行されていません。

テスト選択領域

画面最下部の [Test Selection (テスト選択)] 領域では、テストを特性によって素早
く選択および選択解除できます。

すべて クリックすると、リストのテストすべてを選択します。

なし クリックすると、リストのテストすべての選択を解除します。

不明 クリックすると、実行されていないすべてのテストを選択します (ステータ

ス = ?)。

グループ このメニューを使用して、コンポーネント カテゴリ別にテストを選択しま

す。

選択セット このメニューを使用して、特定のタイミング (コンピュータ起動時、造形前

など) で、事前設定されたテストを選択します。

Built-in Tests を実行する

選択テストを実行するには:

➢ [ ] をクリックします。

テスト実行後に、[Save (保存)] および [View (表示)] コマンド ボタンが Built In 
Tests 画面に追加されます。
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テスト結果

すべてのテストのレポートを保存および表示するには:

➢ [Save (保存)] および [View (表示)] コマンド ボタンを使用します。

 コマンド ボタン 

  

画面右側のコマンド ボタンをクリックして、以下の操作を実行します。

実行 

クリックすると選択テストを実行します。

リセット 

クリックするとすでに実行したテストをクリアします。これは、各テストの状態を不明 
(?) に戻します。

保存 

クリックすると、テスト実行を要約するレポートを保存します。このレポートは HTML 
ファイルとして保存されます。実行するテストには任意の数のレポートを保存できま
す。保存されるファイル名は BITReport [date][time].htm です。デフォルトでは、ファ
イルはObjet500インストール フォルダに保存されますが、別のフォルダに保存する
ことができます。

ビュー 

クリックすると、保存した最新テスト レポートを表示します。(お使いの Web ブラウザ
で該当するファイルを開くと、他のテスト レポートを表示できます。これを行うには、
Windows Explorer を開き、BITReport ファイルをダブル クリックします。)
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閉じる 

クリックして、[Built In Tests] 画面を閉じます。

おわりに

[Status (ステータス)] 列からの記号を使用した画面右側の記号は、実行するすべ
てのテストを合わせた結果を示します。

すべてのテストが正常に完了しました。

少なくとも一つのテストが失敗しました。

すべてのテストは実行されていません。



Objet500 ユーザー ガイド 6 を操作およびメンテナンスをする Objet500 3D プリンタ

DOC-07027JA Rev. E 6-81

テスト説明およびトラブルシューティング

以下のテスト テーブルは Built In Tests スイートの各テスト名とその説明、失敗の考
えられる理由を表示します。サポートが必要な場合、Stratasys 保守サービス窓口
へご連絡ください。

 

テスト名 説明 失敗の考えられる理由

最適でないシステム通

信

コンポーネント間の通信をテストしま

す。
• 接続が切断された通信ケーブル。

• ケーブルの不良。

FIFO 中断なし/

FIFO 中断

• DATA PCI カードのデータ 

キューがあるかテストします。

• Windows による中断があるかテ

ストします。

• FIFO テストがいずれも失敗した場

合:

DATA_PCI カードの不良。

• FIFO 中断テストのみ失敗した場

合:

Windows 中断の不良。

エンコーダー 複数回の実行からの X 軸の測定値を

比較して、エンコーダーの信頼性をテ

ストします。

エンコーダーの不良。

システム情報 以下のパラメータ値を最低要件と比較

します。

• 物理メモリ

• 使用可能なメモリ

• ディスク上の空き容量

• モニターの解像度

プリンタ コンピュータに割り当てられた 

RAM メモリの問題。

RFID RFID タグが読み込み樹脂カートリッジ

すべてにあるか確認し、それぞれ書き

込みおよび読み取りを行ってテストしま

す。

• RFID リーダーの不良。

• RFID リーダー電源の不良。

• RFID タグの不良または調整不

良。

• RFID タグ周辺の高レベルの電磁

ノイズ

システム電圧 以下の電圧が電圧要件の 5% 以内かど

うかをチェックします。

• 造形ヘッドへの VPP 給電が 

40V

• 高さサーミスタへの VPP 給電が 

12V

• VPP 電源:

ヘッド ドライブの不良。

• VDD 電源:

高さサーミスターの不良。

ブロック充填 ブロックがいっぱいの場合および空の

場合、サーミスターの測定値を分析しま

す。

不良サーミスター。

インターロック プリンタ カバーでインターロックをテス

トします。
• インターロック メカニズムの不

良。

• 不良ラッチ。

• ケーブルの断線。

キャビン温度 造形トレイ エリアの温度レベルをテスト

します。

温度センサーの不良 (OHDB)。

ヘッド EEPROM 造形ヘッド ドライバー カードの読み取

り/書き込み機能をテストします。

造形ヘッド ドライバー カードの不良。
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テスト名 説明 失敗の考えられる理由

ヘッド電圧 造形ヘッドの供給電圧の制御をチェッ

クします。

造形ヘッド ドライバー カードの不良。

ヘッド/ブロック ヒー

ター

造形ヘッドおよび造形ブロックでヒー

ターをテストします。

ヒーターまたはサーミスターの不良。

UV ランプ 各 UV ランプを高品質電力レベルでテ

ストします。

UV ランプの不良。

UV 電源の不良。

UV ケーブルの断線。

軸制限 すべての軸のハードウェアおよびソフト

ウェアの制限をテストします。

ハードウェア センサーの不良。

誤った最大位置パラメータ。

パラメータ サニティ 

チェック

(cfg ファイルの) すべてのプリンタ パラ

メータを必要な値と比較します。

プリンタ パラメータの一つ以上が許容範

囲内にありません。

詳細が BIT レポートに表示されます。

真空 造形ブロックで真空レベルをテストしま

す。
• 真空センサーの不良。

• 真空漏れ。

• 不正なパラメータ。
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廃棄物コンテナ 
交換

プリンタの廃棄物には、通常のプリンタの操作およびメンテナンス中に収集され
た、部分的に硬化した樹脂が含まれます。安全環境面の理由から、この材料は特
殊な使い捨て漏れ防止コンテナに保管されます。

 プリンタのソフトウェアでは、コンテナに 9 キログラムの樹脂が溜まった場合に警告
メッセージが表示され、正味重量が 9.5 キログラムに達すると造形が停止します。9 
キログラム以上ではソフトウェアは廃棄コンテナを交換するまで、造形ジョブまたは
タスクの開始を許可しません。プリンタ アプリケーションの [Maintenance (メンテナ
ンス)] 画面で廃棄コンテナの重量をモニターできます。 また、コンテナ中の廃材の
レベルを目視で検査できます。アクセスするには、6-84ページを参照してください。

プリンタで廃材の重量 (その他のインジケーター) をモニターするには:

➢ メインのプリンタ アプリケーション画面で、表示切替をクリックしてプリンタ インジ
ケーターを表示します。

図 6-119    廃材の重量を示す、プリンタ アプリケーション (赤い背景はオペレー
ターの警告を示します)

廃棄コンテナは、段ボール箱内のプラスチック コンテナで構成されます。通常、
ボックスを含め、廃棄コンテナ全体を処理します。従って、プリンタに取り付ける前
に、新しいボックスを組み立てて、新しいプラスチック コンテナを挿入する必要があ
ります。

交換ボックス、プラスチック コンテナ、シーリング キャップが Objet500 プリンタ 
スタートアップ キットおよび定期メンテナンス キットに付属しています。
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新しい廃棄コンテナを準備するには:

1. 段ボール箱を組み立て、ミシン目部分に穴が開いていることを確認します。

2.  新しいプラスチック コンテナを箱の中に配置します。

注: プリンタからの廃液チューブを接続するまで、箱を閉じないでください。

廃棄コンテナを交換するには:

1. プリンタの左下にあるドアを確認します。

2. ドアの中央上部を押して、ラッチを取り外してドアを開きます。

図 6-120    廃棄コンテナにアクセスする

3. 注意して廃棄コンテナをスライドさせて、プリンタから取り外します。

4. いっぱいになったコンテナを新しいコンテナに付属するキャップで閉じます。

5. 新しい廃棄コンテナ ボックスを閉じ、テープを使って閉じたままにします。

❒ コンテナはトレイの右端に置いてください。

❒ 廃液チューブが折れていないか、コンテナに挟まっていないか確認してくだ
さい。

6. 廃材トレイのドアを閉じます。

いっぱいになった廃棄コンテナは、環境安全要件に従って処理してください。

外部パネルを
清掃する

Objet500 3D プリンタの外部プラスチック パネルは塗装されており、耐久性の高い
仕上げになっています。これによって、一般的な洗浄剤に対する高い耐薬品性を
提供します。プリンタのこれらの領域を清掃する場合、下記の推奨事項に従って下
さい。  

使用可能な洗浄剤

• 刺激の少ない石鹸液

• 一般的な家庭用クリーナーおよび窓用クリーナー

• 一般的な工業、産業用洗剤、水に 5% 加えた溶剤

• アルコール (エタノール、イソプロパノール)、水に 10%~40% 加えた溶剤

洗浄剤を湿らせた柔らかい清掃布でプリンタの外部を拭き取ります。
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許容範囲外の材料

• 工業溶剤

• 炭化水素、ケトン、エステル、ラッカー シンナーを含む洗浄剤

• スプレー消毒剤

• パネル仕上げをすり減らす研磨剤および溶剤
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造形後のモデルを取り外す

造形後のモデルを取り扱う前に、モデルを十分に冷やしてください。プリンタで引き
続きモデルを生成する必要がない場合は、カバーを閉じてプリンタ内で造形された
モデルを十分に冷却するのがもっとも適切です。

すぐにプリンタを使用して引き続きモデルを生成する必要がある場合:

1. 少なくとも10分間、造形されたモデルを造形トレイ上で冷却します。

2. モデルに無理な力を加えて曲げないように、十分に注意しながら、スクレーパま
たはへら (ツール キットに付属) でモデルをトレイから取り外します。

警告:
洗浄前の造形されたモデルを取り扱う場合は、保護手袋を着用します。

3. 平らな表面にモデルを置き、段ボール箱または紙のカバーで覆います。

こうすることで、モデルをゆっくり均等に冷却することができます。

4. 数時間、モデルを冷却します。

サポート樹脂を取り除く

造形されたモデルが冷えたら、サポート樹脂を取り除く必要があります。サポート樹
脂の種類、モデルのサイズ、壊れやすさ、サポート樹脂の量および位置ならびにそ
の他の要因によって、実施方法が異なります。以下の方法をガイドとして、それらを
応用して (または、組み合わせて) 作業中のモデルを仕上げます。

利用できるサポート樹脂は以下の 2 種類あります。

• SUP705 (FullCure705)、すべての Stratasys PolyJet 3D プリンタに適合するゲル
状のサポート樹脂。

• SUP706、一部プリンタに適合する苛性ソーダとケイ酸ナトリウムの溶液に融解す
る簡単に取り外しができるサポート樹脂。

SUP705 (FullCure705) および SUP706 は順番に以下の方法を行うことによって造形
モデルから取り外すことができます。

1. 手で

2. 水圧 (適切な洗浄ユニット)

3. SUP705: 1% 苛性ソーダ溶液 (スムーズな仕上げのために推奨)

SUP706: 2% 苛性ソーダとケイ酸ナトリウムの溶剤

手で余分な
サポート樹脂を

取り除く

保護手袋を着用して、モデル外部の余分なサポート樹脂を割って取り除きます。
壊れやすいモデルの場合には、モデルを水に浸けてから爪楊枝、ピンまたは小さ
なブラシを使用します。

• SUP705 では、余分なサポート樹脂を割って取り除き、モデルを 1% 苛性ソーダ
溶液に浸けます ("苛性ソーダを使用して SUP705 を取り除く" 次のページ参
照)。

• SUP706、余分なサポート樹脂を割って取り除き、2% 苛性ソーダとケイ酸ナトリウ
ムの溶液に浸けます ("苛性ソーダとケイ酸ナトリウムを使用して SUP706 を取り
除く" ページ 7-4参照)。
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水圧によりサ
ポート樹脂を取り

除く

ほとんどのモデルで、高圧のウォーター ジェットを使用してサポート樹脂を取り除く
のがもっとも効率的な方法です。 適切なシステムの一つが  Balco WaterJet 洗浄ユ
ニットです。  

図 7-1     Balco WaterJet 洗浄ユニット

この機器でモデルを洗浄するには、モデルをチャンバーの中に置き、取り付けられ
た耐水スリーブを使ってモデルおよびジェットを操作します。ポンプが通常の水道
水を高圧のジェットに変えます。また、ワイパーによって窓の視界が確保されます。

高圧水システムを使って壊れやすいモデルを洗浄する場合には、注意します。

苛性ソーダを使
用して SUP705 を

取り除く

モデルを 1% の苛性ソーダ (水酸化ナトリウム) 溶液に浸けて手の届きにくい場所の
サポート樹脂を取り除き、モデルをスムーズで清浄な状態に仕上げます。モデルの
壊れやすさおよび取り除かねばならないサポート樹脂の量によりますが、モデルを
溶液に浸ける時間は一般的には 30 分から数時間の間です。いずれの場合でも、
苛性ソーダ処理の前にはできるだけサポート樹脂を取り除き、その後モデルを十
分に (ウォーター ジェットで) すすぐ必要があります。

警告
苛性ソーダによって、化学火傷や瘢痕をおこしたり、失明する場合があります。
苛性ソーダは、水と混ぜると発熱し、他の物質を発火させる場合があります。絶
対に、苛性ソーダに水を混ぜないでください。溶液を希釈する場合は、必ず水
に苛性ソーダを加えます。適切な安全上の予防措置を講じてください。苛性
ソーダおよびそこに浸漬したモデルを取り扱う場合は、必ずニトリル手袋を着用
してください。
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苛性ソーダとケイ
酸ナトリウムを使

用して SUP706 を
取り除く

モデルを 2% の苛性ソーダ (水酸化ナトリウム) とケイ酸ナトリウム (Na2SiO3) に浸け

て余分なサポート樹脂を取り除きます。モデルを溶液に浸ける時間は、モデルの
壊れやすさおよび取り除かねばならないサポート樹脂の量によります。浸けた後は
モデルを流水で完全にすすぎます。

SUP706 は苛性ソーダとケイ酸ナトリウムの溶液に融解し、飽和状態に達して、
湿度制御の効果を減らします。サポート樹脂が溶液の 20% に達したら輸液を交
換します (平均使用で約 1 か月後)。

警告
苛性ソーダによって、化学火傷や瘢痕をおこしたり、失明する場合があります。
苛性ソーダは、水と混ぜると発熱し、他の物質を発火させる場合があります。絶
対に、苛性ソーダに水を混ぜないでください。溶液を希釈する場合は、必ず水
に苛性ソーダを加えます。適切な安全上の予防措置を講じてください。苛性
ソーダおよびそこに浸漬したモデルを取り扱う場合は、必ずニトリル手袋を着用
してください。

VeroClear で作成したモデルの造形後処理

VeroClear (RGD810) で作製したモデルは、プリンタから取り外す時に若干黄色が
かっています。この傾向は、グロッシー(光沢) 仕上げで造形したモデルで特に顕著
です。時間とともに黄色みは自然に消えて行きますが、適切な光退色処理によりこ
の過程を大幅に短縮することができます。

一般に、マット仕上げで造形したパーツに以下の処理を行った場合に、もっとも綺
麗に仕上がります。

光退色化を行うには、モデルに光を当てます。希望通りの結果を得るには、プロ仕
様の照明チャンバーを使用することを推奨します。しかし、適切な蛍光灯を使った
一般の電気スタンドを使用して、望ましい結果を得ることができます。

図 7-2    左: 照明チャンバー; 右: 電気スタンド
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光退色処理の
手順

造形されたモデルを光退色処理するには、これらの手順を実施します。

• 6500 K の 45 W 蛍光灯を使用します。

• 電気スタンドを使用する場合は、モデルをアルミ ホイルで模ったコンテナに置き
ます。少なくとも 2 台、大きなコンテナでモデルを処理する場合にはそれ以上の
ランプを使用します。

• 光が各モデルの全面に届くように、モデル同士を十分離して配置します。

• モデルの周囲温度が約 40ºC (104ºF) であることを確認します。温度が高いと、
モデルがゆがむ場合があります。温度が低い場合、満足のいく結果とならない
場合があります。電気スタンドを使用する場合は、ランプをモデルの上約 10 cm 
(4 インチ) に配置すると、目的の温度になります。

• ６ 時間処理した後に、モデルを検査します。

❒ マット仕上げのパーツの場合は、これで十分です。パーツを磨いてラッカー
処理します。

❒ グロッシー(光沢) 仕上げのパーツの場合は、最長であと 18 時間光退色処
理を続けます。

Stratasys の研究室では、6 時間で変色が約 70％ 軽減されました。24 時間後
には、変色が約 90％ 軽減されました。

この処理の詳細については、アプリケーション ノート『VeroClear RGD810 モデ
ル樹脂』を参照してください。

モデルを保管する

モデルは造形と同時に硬化され、長期間にわたって安全で安定した状態になりま
す。ただし、変形を防ぐためには適切な条件で保管する必要があります。

• 造形されたモデルは、常温・低湿度環境で保管します。

• モデルを直射日光およびその他の熱源にさらさないでください。
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