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このガイドを使用する
このユーザーガイドは、Objet 3D 造形システムの取り付け、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。

この文書は、ソフトウェアバージョン 25.2、Objet Studio ソフトウェア
バージョン 9.2で動作する Objet24 3D プリンタで使用するためのもので
す。

このガイドは以下を前提としています。

• お使いの Objet 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
Objet プリンタに関する技術、製品、消耗品、サービスおよびサポート問
い合わせ先の詳細は、http://www.stratasys.com/ をご覧ください。

Objet24 3D 造形システムに関連した他の文書および多言語で提供されて
いるこの文書については、 寄りの Stratasys カスタマーサポートまでお
問い合わせください。

この文書で示されている情報に関する質問、またはご意見、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.2objet.com/ 
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このガイドで使用される用語

造形トレイ Objet Studio:プリンタの実際の造形トレイを示す画面に表示
される表面。

プリンタ :モデルが作成される表面。

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。

クライアント /
ユーザーワークステーション

Objet プリンタの造形トレイを準備するために使用する 
Objet 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。)

ホスト /サーバーワークス
テーション

Objet 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。

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

モデル樹脂 造形モデルで使用される樹脂。

Objet Studio™ ユーザーがモデル作成のジョブを準備するソフトウェア。

OBJTF(Objet トレイ フォー
マット )

Objet 3D プリンタでモデル造形ジョブに必要な情報すべて
を含むファイルの拡張子。造形ジョブを Objet 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 Z フォーマット ) 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 Objet 3D プリンタ。

プリンタ コンピュータ プリンタを操作する Objetプリンタ内のコンピュータ。
(これは、「組み込み」コンピュータとも呼ばれます。)

プリンタ インターフェイス 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 ) Objet。

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 Objet プリンタ内のコン
ピュータで実行するソフトウェア。

樹脂 Objet プリンタで使用するために感光性樹脂造形材料を製造
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、樹脂はカートリッジモデルおよびサポー
ト樹脂のを意味します。
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SLC Objet ソフトウェアで使用されるファイル タイプ。(これら
のファイルは対象物の個別のスライスのビットマップです。
詳細については、3‐4ページを参照してください。)

STL Objet ソフトウェアで使用されるファイル タイプ。(詳細に
ついては、3‐4ページを参照してください。)

サポート樹脂 作成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。
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安全機能
Objet 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。

図 2-1: Objet24プリンタの正面および背面

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、および
駆動モーターがオフになります。

警告:インターロック スイッチを無効に (キャン
セル) 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、 寄りのサービス プロバイダ
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。プリンタが一時停止または停止モードに戻
ると、ロックが解除されます。

警告:安全ロックを無効に (キャンセル) 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、 寄りのサービス プロバ
イダ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。

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。 

注記: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。

接地されたケース 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。

注記: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。

UV スクリーン

カバー インターロッ
ク スイッチ

ブレーカー

Objet 3D プリンティング システムをこのガイドの規定どおりに使用しな
いと、保護のための安全機能が適切に機能しない場合があります。
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記号および警告ラベル
以下のテーブルに、Objet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) プリンタ背面の銘板
上。

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  造形ヘッド 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 造形アセンブリの上
面。

可動パーツによる負
傷の危険性。
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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、プリンタをコンセント (と UPS ユニッ
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。

 フィンランド語:Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun 
pistorasiaan.

 ノルウェー語:Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

 スウェーデン語:Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

 換気口と壁または他の機器との間は、少なくとも 20 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まま
です。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 カバーが開いている時に 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、
寄の Stratasys サービス プロバイダに連絡してください。

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、その旨を同
僚およびObjetシステムにアクセスできる要員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またはその他適切な部署に報告してください。
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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、Objet
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
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、
16 ～ 27°C の温度範囲で保管します。炎、熱、火花または直射日光に
は、絶対に曝さないでください。

 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。

 キュア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 で完全にはキュア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。換気システムには、1 時間
に少なくとも作業場所の 4 倍の空気を完全に入れ替えられる能力が必
要です。

 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、
現地の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。

UV ランプ 造形樹脂をキュアす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、水銀蒸気を吸わ
ずに、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、完全に換気してください (約 30 分)。 

保護手袋を使って、水銀その他のランプの部品に触らないようにしてく
ださい。注射器、テープや紙などに水銀蒸気が付かないように、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、キュア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。

皮膚に触れた
場合

皮膚にキュア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、皮膚が完全に清浄になるまで再適用
しないでください。

目に入った場合 キュア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。

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、絶対に口から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。

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。
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廃材を処理する場合 
完全にキュア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 (キュアされていない造形
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  Objet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。

 Objet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、現地の法令に従って処
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 造形樹脂をキュアす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
プは該当する規則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、保護手袋でテープや紙などに水銀蒸気が付かないように、
こぼれた水銀を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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図 3-1: Objet24 3D プリンタ

作業構成
Objet 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 Objet Studio ソフ
トウェアを使用してファイルを準備し、生成を行います。通常 3D プリン
タの隣にあるサーバー (ホスト ) は Job Manager として機能し、生成のた
めに生成ジョブをプリンタに送信します。 

図 3‐2 は複数クライアント構成における Objet24プリンタのセットアップ
を示します。
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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 ステーションとし
て、またはマスター ステーションとして (サーバーまたはスタンドアロン 
ステーションとして ) インストールするかを選択します。

Objet Studio は、受け取ったジョブを優先順位、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。

プリンタ サー
バー

クライアントワークス
テーション

プリンタ ワーク
ステーション

Objet プリンタ
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ソース ファイル 
Objet 3D プリンティング システムは、ほとんどの 3D CAD ツールおよび
他のジョブ固有の 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。Objet システムでは、以下のファイルが使用可能です。

• STL ファイル

• SLC ファイル

Objet システムでは、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、標準三角形分割言語の略です。この言語では、すべての対象物
を面の集合として考え、対象物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、対象物を高品質で表現すると、ファイ
ルがとても重くなります。 

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。Objetシステムでは、これらのファイルを使ってモデルを造
形し (プロトタイプの短期間作製 )、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、モデルの方向を生成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
れるソリッド対象物のイメージとは違って見える場合があります。
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造形用樹脂
Objet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。このプロセスでは、2 つ
のタイプの樹脂が使用されます。

• 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

保管 Objet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、 大限の結果を得てください。 

• 安定した製品を得るには、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
への曝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、16 ～ 27°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、必ず現地の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。

保管寿命 モデル造形に用いられる樹脂には、一定の保管寿命があります。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 初に使用
されるように、ストックを常にローテーションさせてください。

光への曝露 造形用樹脂を密封カートリッジ以外で保管する場合は、必ず樹脂を日光
ならびに蛍光灯および水銀灯などその他の紫外線源から遮断してくださ
い。紫外線に曝されると、粘性が増加し、 終的には固化します。

PolyJet の造形用樹脂およびその特性に関する 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。
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安全上の注意 キュア前の樹脂は、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、熱または火花に曝さないでください。

• 肌に触れたり目に入れないでください。

• 取り扱う場所を換気してください。 

• 飲食物から遠ざけてください。

ただし、キュアしたプラスチック部品は安全です。通常通り取り扱いお
よび保管することができます。

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、Objet 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～ 25C

• 相対湿度 30% ～ 70%

樹脂の安全に関する詳細な情報は、2-4 ページの「安全上のガイドライ
ン」 および 2-6 ページの「造形用樹脂を取り扱う作業における応急処置」 
を参照してください。
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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

サーバー ワークステーション：標準デスクトップ パソコ
ン1

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、64 ビット2

RAM 8 GB 以上 2

グラフィック カー
ド3

OpenGL® 

メモリ：1 GB。歯科アプリケーションに使用する場合は 
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 ( 小空き領域は 40 GB)

ネットワーク カー
ド

LAN TCP/IP 
( サーバー ステーションに 2 つ； ワークステーションに 
1 つ )

マウス / キーボード
の接続

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

1. 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両方を制御するのに 

KVM スイッチボックスを使用するシステムの場合 :オールインワ

ン タイプのコンピュータ、ワイヤレス マウス、ワイヤレス キー

ボードは使用できません。
2. 8 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 では、4 GB のメモリしか使用できません。

3. 以下のグラフィック カードは、Stratasys の品質管理部門でテス

ト済みです。
• NVIDIA® Quadro® Family—FX570、FX1700
• NVIDIA® GeForce® Family: 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

4. KVM スイッチボックスを使用したシステムの場合。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、VGA ア

ダプタが必要になります。
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Objet 3D プリンティング システムで使用するためにファイル
を準備する

Objet 3D プリンティング システムでファイルを使用する前に、お使いの 
CAD プログラムで Objet Studio がサポートするファイルフォーマットに
変換する必要があります。(これらのファイルフォーマットの説明につい
ては、3‐4ページの「ソース ファイル」 を参照してください。)

Objet Studio の造形トレイ上に配置して、複数のモデルまたはパーツを一
度に造形することができます。Objet24 プリンタで造形できる 1 つのモデ
ルの 大寸法は、以下のとおりです。

• グロッシー ( 光沢 ) 仕上げあり :

X 軸 : 34.00 mm (9.21 インチ )

Y 軸 : 192.00 mm (7.55 インチ )

Z 軸 : 148.60 mm (5.85 インチ )

• マット仕上げあり :

X 軸 : 233.00 mm (9.17 インチ )

Y 軸 : 191.00 mm (7.52 インチ )

Z 軸 : 148.30 mm (5.83 インチ )

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. [ファイル ] メニューから [名前を付けて保存 ] を選択します。

2. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスで名前を付けて保存タイプの
プルダウン メニューを開き、[*.STL] を選択します。

3. [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 )

注記 : これらの値を小さくするとより正確なモデルが生成されます
が、ファイルが大きくなり、読み込みおよび処理時間が長くなりま
す。このため、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 [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 ファイルの方が小さ
いので、このオプションを推奨します。)

5. [OK] または [保存 ] をクリックします。

モデルファイルを変換したら、Objet Studio で開いてモデルを造形する前
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。

詳細については、www.stratasys.com で「CAD から STL」を検索してく
ださい。
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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、5‐19 ページの「モデルの方向」 で説明します。
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Objet Studio ソフトウェア
Objet 3D プリンティング システム用 Objet Studio ソフトウェアは、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

• Job Manager

トレイ設定 / モデル設定

トレイ設定およびモデル設定画面では、Objet 3D プリンタで生成するた
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 つまたは複数の対象物を造形トレイに挿入する

2. 対象物をトレイ上に配置する

3. 対象物およびトレイ パラメータを設定する

4. トレイの構成を objtf (Objet 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 Objet 3D プリンタの送信して生成する

Objet Studio を使ってこれらのタスクを実施する詳細は、「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 Objet 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別の 
Objet 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。Job Manager 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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Objet3D プリンティング システム用ソフトウェアのインス
トール方法

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 ソフトウェアをインストールするには :

1. Objet Studio CD をディスク ドライブに挿入します。

2. [スタート ] ボタンを右クリックし、[エクスプローラ ] を選択します
(または、他のいずれかの方法を使って、コンピュータ上のファイル
を表示します )。

3. CDドライブのフォルダを開き、[セットアップ ] を選択します。

4. 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 互換性チェック

5. 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、[はい ] をクリックして続行するか、
[いいえ ] をクリックしてウィザードを閉じます。
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[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 )

6. [次へ ] をクリックしてインストールを開始します。

7. [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。

[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 Objet 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 (印刷ジョブを用意
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、[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
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8. [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、[次へ ] をクリックします。 

図 4-4: Objet Studio インストールフォルダの選択

9. [インストールの確認 ] 画面で [次へ ] をクリックし、インストールを開
始します。 

10. [プリンタ タイプの選択 ] 画面で、モデル造形に使用する Objet 3D プ
リンタを選択して、[次へ ] をクリックします。

図 4-5: プリンタ選択

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。

[ 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。
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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

Objet プログラムのインストールが完了すると、 後の [InstallShield 
ウィザード ] 画面が表示されます。

図 4-7: 後のインストール画面

11. 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。

注記 : CD または DVD からソフトウェアをインストールした場合は、コ
ンピュータを再起動する前に必ずディスク ドライブから取り出し
てください。

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

• Job Manager の停止 (サーバーおよびスタンドアロン ステーションの
場合 )
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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。)その代わりに、

 スタート メニューから [ すべてのプログラム ] > [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。

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 が開きます。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。

2. [ユーザー アカウント制御の設定] 画面でスライダーを [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。
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4. 以下のダイアログ ボックスで [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

Objet Studio 
インターフェ
イス

Objet Studio を開くと、[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 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: モデルを調製して造形のために準備する。

• Job Manager: 造形ジョブをモニターして管理する。

この画面については、5‐58ページの「造形ジョブをモニターおよび管
理する」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 [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。

Objet Studio コマ
ンド メニュー

モデル ツリー パ
ネル

有効なリ
ボン

標準ツー
ルバー 

ジョブ マ
ネージャ 
タブ

ヘルプ

クイック アクセ
ス ツールバー
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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、5‐46ページの「Objet Studio をカスタマイズする」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

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。 
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リボン コマ
ンド

以下のテーブルに、[トレイ設定] および [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
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。

操作を元に戻す、
またはやり直す。

操作または対
象物選択の
後。

必要な造形用樹
脂の量を見積る。

造形トレイが
空ではな
い時。

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。
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モデルファイル
を造形トレイに
置く。

常時。

造形前/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。

モデルの仕上げ
を割り付ける、
およびサポート
強度/[空洞化] 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。

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

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。 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 を使用する

5–8  DOC-34014-JA 改訂 C 版

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 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

[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

[モデル ツリー ] パネルには、造形トレイに置かれた対象物の一覧が表示
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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生成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. 対象物を造形トレイ上に置く。

2. 必要に応じて、対象物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。

OBJDF ファイ
ル:概要

objdf ファイルは、単一の対象物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。このファイルフォー
マットを使って、造形トレイ上の別々の対象物のグループを、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できます。

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

モデルを生成するには、Objet Studio で 1 つまたは複数のモデルファイル
を開き、対象物を造形トレイ上に配置します。2 つの方法で、対象物を造
形トレイに置くことができます。

• 個々の stl もしくは slc ファイル を挿入する。

• Windows のクリップボードにコピーした対象物を貼り付ける。

対象物を造形
トレイ上に
置く

対象物を造形トレイ上に置くには:

1. [挿入] ダイアログ ボックスを開きます

• [対象物] メニューから、[挿入] を選択します。

または

• [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 [挿入] を
選択します。

[挿入] ダイアログ ボックスが表示されます。

図 5-9: 挿入ダイアログ ボックス

2. [参照] フィールドで該当するフォルダを表示します。



Objet Studio を使用する

5–10  DOC-34014-JA 改訂 C 版

3. [ファイルのタイプ] フィールドで、表示するファイル タイプを選択し
ます。

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

[プレビュー ] チェックボックスがオンの場合は、図 5‐9に示すように、
対象物がダイアログ ボックスに表示されます。

対象物を造形トレイ上に置くと、[モデル設定] リボンが表示されま
す。

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: 対象物の測定単位 (ミリメートルまたはインチ)。

3D ファイルには対象物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、対象物を挿入する場合は、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、造形トレイ上の対象物のサイズが、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対象物の測定
単位を変更するには、5‐23ページの「測定単位」を参照してくだ
さい。

• 部数: この対象物のコピーを何部造形トレイに置くか。

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

注記: [挿入] ダイアログ ボックスの [座標] セクションに表示される範囲
の値は、対象物の各軸上の 大寸法を表します。これらの寸法は、
対象物の回りの仮想「境界ボックス」に対応します(5-29 ページの
図 5-35 を参照してください)。 

6. [挿入] をクリックします。

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

図 5-10: デフォルトの画面レイアウト

モデル ツ
リー パネ
ル

モデル 
ツール
バー
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対象物を造形トレイ上に置くと、[モデル設定] リボンが表示され
ます。

対象物が一定のサイズより大きい場合は、[配置要素読込中] ダイアロ
グ ボックスが表示される場合があります。

 
図 5-11: 配置要素読込中ダイアログ ボックス

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 ではコンポーネン
ト 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。

図 5-12: 挿入ダイアログ ボックス (objdf ファイル)

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 (5-33ページの「大きいファイルを読み込む」を参照してく
ださい)。
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対象物トレイ 
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。この機能
は、例えば、造形のためにトレイを準備した後に保存して、造形の前に
変更を加えたい場合に役立ちます。 

Objet トレイ ファイル (objtf) ファイルとして保存した対象物を、造形
トレイ上に置くには:

1. [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、[開く] を選択します。

[開く] ダイアログ ボックスが表示されます。

図 5-13: 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 [ファイル名] フィールドに
表示されることを確認します。 

[プレビュー ] チェック ボックスがオンの場合は、対象物が表示されま
す。

3. [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、必ず正しいコン
ポーネント 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. [ツール] メニューから、[オプション] を選択します。

または

[Objet Studio コマンド] メニュー で、[オプション] をクリックし
ます。

2. [オプション] ダイアログ ボックスで、[設定] タブを表示します。

図 5-14: オプション ダイアログ ボックスの設定タブ

3. [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。

• ローカル:  後に保存した場所からファイルを読み込む。

• 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
レイ上の対象物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 トレイ内の対象物を選択して、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 5-15: 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。

右クリック モデル
メニュー

対象物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空洞化オプションを設定すること
ができます。

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。

[詳細プロパティ ] ダイアログ ボックスを開き、グリッ
ドスタイルおよび空洞化オプションを設定します。

対象物のドラッグを可能にします (5‐24ページ を参照
してください)。

[変形] ダイアログ ボックスを開き、対象物の位置およ
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。

もっとも共通的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。5-46ページの「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。
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対象物をコ
ピーする、お
よび貼り付
ける

造形トレイ上に対象物を複製しなければならない場合は、同じ対象物を
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、対象物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 ツリーから対象物をコピーすることができます。コピーした対象物は、
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、あるトレイから対象物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。

他の Windows アプリケーションでの操作と同様に、[コピー ] および [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)。

(対象物の右クリック コンテキスト メニューからの) [形式を選択して貼り
付け] コマンドによって、対象物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。

• 複製した対象物間の距離を、各軸について設定することができます。

• オリジナルの対象物のミラー 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 5-16: 形式を選択して貼り付けダイアログ ボックス

生成造形トレイで対象物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。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対象物を新たな
プロジェクト用に使用することもできます。
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対象物を選択
する

造形トレイ上の対象物を操作したり、対象物に特性 (例えば、造形スタイ
ル) を割り付けるには、まずその対象物を選択する必要があります。トレ
イ上またはモデル ツリーのどちらかで、対象物をクリックして選択しま
す。造形トレイ上のイメージの色が変り (デフォルトでは、ライト ブルー
に)、モデル ツリーの名前が強調表示されます。マウス カーソルで対象物
の周囲をボックスで囲む、または Ctrl もしくは Shift キーを押しながら次
の対象物をクリックして、複数の対象物を選択することができます。

あるいは、以下の [編集] メニュー コマンドを使って、対象物を選択また
は選択を解除します。

• すべて選択

• 選択の切り替え

• モデルの選択を元に戻す

図 5-17: 編集メニュー

+表面仕上げ モデルは、マットまたはグロッシー (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、[マット]  または [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、造形トレイ上の対象物の表面仕上げを色で区
別することができます。Objet Studio の対象物の表示方法を設定するに
は、5‐33ページの「対象物の色を設定する」を参照してください。
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対象物を造形トレイ上に配置する
希望する仕上げのモデルを効率的に生成するには、慎重に対象物を造形
トレイに配置することが重要です。Objet Studio は、対象物の自動配置に
対応しています。ただし、5‐19ページの「モデルの方向」の注意に示すよ
うに、対象物が希望する方向と 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。

以下の 2 つの要素が、造形トレイ上の対象物の配置に影響を与えます。方
向および配列。Objet Studio が決定する 適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。

自動配置 対象物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 短となるように対象物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。)ただし、対象物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ができます。

自動配置を使わずに、対象物を造形トレイ上に置くには:

 [挿入] ダイアログ ボックスで、[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 5-18: 自動的に配置オプションが無効

対象物を造形トレイ上に置くたびに [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。この設定については、5-52ページの「デフォ
ルト設定」を参照してください。
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自動配列 複数の対象物を造形トレイ上に置いた後、Objet Studio では造形の前に対
象物を整理することができます。これによって、対象物が適切に配置さ
れると共に、 短の時間および 少の樹脂消費で対象物が造形されます。

造形トレイ上の対象物を自動的に整理するには:

 [トレイ設定] リボンで、 をクリックします。

または

[ツール] メニューから、[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 5-19: 対象物の前のトレイが適切に整理される

図 5-20: 自動配列を適用した後のトレイの整理状況

手動配置 ([自動的に配置] オプションを使って挿入した場合でも) 造形トレイ上の対
象物の位置を変更することができます。対象物の配置に関する注意につ
いては、以下の「モデルの方向」で説明します。対象物の位置を変更す
るツールについては、5‐20ページの「造形トレイ上の対象物を操作する」
で説明します。

 [自動的に配置] オプションを使って対象物を挿入した場合でも、 適な
結果を得るために、[トレイ設定] リボンで [自動配列] を使ってトレイを
整理します。

使用する各タイプのモデル樹脂の物理特性が、トレイ上の対象物の配置
に影響を及ぼします。従って、[自動配置] を実施する前に樹脂を選択し
ます。
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モデルの方向
造形トレイ上のモデルの方向は、3D プリンタによる生成の速度および効
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
グロッシー (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、対象物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  を積み上げて作製されるので、背の高い対象物を
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、対象物の
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 センチメートル) 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、対象物の中間の寸法を Y軸方向に置くことを推奨しま
す。

高い部分を左側に置くルール

このルールでは、他の注意に従って造形トレイ上に配置した時に、片側
が他方より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、モデルの
高い側を左側に配置する必要があります。

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。

細かな造形の表面ルール

このルールでは、1 面の造形が細かいモデル (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、造形が細かいモデルの面は、上向きに配置する必要が
あります。このことによって、スムーズな仕上げが得られます。

以下のルールは、サポート樹脂が造形済みモデルの上部に不要であること
を前提としています。
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サポート樹脂を避けるルール

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。

 モデルを寝かせた状態であれば造形が非常に速い場合でも、モデルを
立てて造形するとメリットが得られる場合があります。サポート樹脂
が空洞を充填しないためです。

造形トレイ上の対象物を操作する

対象物を Z 方
向に配置する

自動配置オプションを使用して造形トレイ上の対象物を整理する場合
(5‐17ページの「自動配置」を参照してください)、対象物はトレイ上に直
接配置されます。自動配置を使用せずに対象物を挿入すると、対象物が
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。

対象物をトレイ上に直接配置するには: 

1. 対象物を選択します。

2. [対象物] メニューから、[配置] を選択します。

対象物を常にトレイ上に直接配置するには:

1. [ツール] メニューから [オプション] を選択し、[設定] タブ表示します。

図 5-21: オプション ダイアログ ボックスの設定タブ

2. [自動配置 (重力)] セクションで [常時] を選択します。 

([自動配置] セクションにおける) その他の Z軸オプション:

• トレイ下にあるとき: 対象物がトレイ レベルになるように、造形トレイ下
にある対象物の表示を自動的に変更します。

• 変更しない: 造形トレイ上または下にある対象物の表示を変更しません。

実際には、Objetシステムでは 1 ミリメートルのサポート樹脂のベッド上
の造形トレイ上のモデルがすべて造形されます。対象物を正しく画面上に
表示するためには、対象物を造形トレイ上に直接配置することが重要で
す。
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有効な対象物
の配列 

モデルを造形トレイ上に配置する際に、重複せず、またトレイを越えて
はみ出ないように配置することができます。 

対象物を有効に配列するには: 

1. [ツール] メニューから、[制約箇所カラー設定] を選択します。

図 5-22: 制約箇所カラー設定ダイアログ ボックス

2. [動的チェック] を選択して、以下の項目を識別します。

• 対象物を配置する際の無効な対象物の配列: [ドロップ時] を選
択時。

• 対象物を移動した後の無効な対象物の配列: [ドラッグ中] を選
択時。

• トレイの境界を越えて配置された対象物: [トレイの外] を選択時。

• 重複する対象物: [モデルの干渉] を選択時。

注記: Objet Studio では、対象物の周りの「境界ボックス」を含めて対象
物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 (5-29 ページの図 5-35 を参照してください)。

対象物を造形トレイ上に置く際に [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対象物の位置に問
題がないかを自動的に確認します。対象物を配置した後に、手動で問題を
確認することもできます (5-37ページの「トレイの検証」を参照してくだ
さい)。



Objet Studio を使用する

5–22  DOC-34014-JA 改訂 C 版

グリッドを使
用して対象物
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、対象物を配置する際に
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。 

[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、設定
し、(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. [ツール] メニューから [オプション] を選択し、[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 5-23: オプション ダイアログ ボックスのグリッド 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. [適用] または [OK] をクリックします。

メニュー オプション 結果

[ツール] > [グリッド] 造形トレイ上にグリッドを表示します。

[ツール] > [グリッドに合
わせる]

対象物を移動する際に、直近のグリッド線に整
列させます。

[ツール] > [オプション] > 
[グリッド]

グリッドの基点 
(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。
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測定単位 3D ファイルには対象物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、対象物を挿入する場合は、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
上の対象物のサイズが、大きすぎ、または小さすぎのどちらかになりま
す。 

対象物の挿入時に測定単位を設定するには:

 [挿入] ダイアログ ボックスの [単位] フィールドで、[ミリメートル] ま
たは [インチ] を選択します。

図 5-24: 挿入ダイアログ ボックスの単位フィールド

[モデル設定] リボンから、選択した対象物の測定単位を変更するには:

1. [単位] フライアウト ツールバーを開きます。

図 5-25: 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。

標準ツールバーから、選択した対象物の測定単位を変更するには:

1. [対象物] メニューから、[単位の変更] を選択します。

図 5-26: モデル単位ダイアログ ボックス

2. [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。
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モデル寸法を
設定する

[モデル設定] リボンの [寸法] グループから対象物の X、Y および Z軸のサ
イズを変更して、対象物の寸法を変更することができます。

図 5-27: モデル設定リボンの寸法

• [均等スケール] を有効にした場合は、対象物の 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、[寸法] グループで別のフィール
ドをクリックします。

注記: 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
対象物の高さを変更することができます (5-20ページの「対象物を 
Z 方向に配置する」を参照してください)。

対象物を再配
置する

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

対象物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、対象物をクリックして
選択します。 

2. モデル ツールバーまたは [モデル設定] リボンで、 をクリックしま
す。

対象物の周りにフレームが表示され、カーソルが変化して対象物を移
動できることを示します。

図 5-28: 手動で対象物を移動する
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3. フレームの角をクリックすると、カーソルが変化して対象物を回転で
きることを示します。

図 5-29: 手動で対象物を回転する

4. 矢印キーまたはマウスを使って対象物を操作します。

変形ダイアログ
ボックスを使用

する

[変形] ダイアログ ボックスで対象物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。

(対象物が選択されている時に) [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 [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、[変形] を選択します。

• [対象物] メニューから、[変形] を選択します。

図 5-30: 変形ダイアログ ボックス

[変形] ダイアログ ボックスで対象物を変化させるには:

 値をどれでも変更してから [適用] をクリックし、対象物が造形トレイ
上でどのように変化するかを確認します。 

注記: [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、
[適用] をクリックするたびに対象物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:

 [リセット] をクリックします。

注記: 対象物は変化しません。以前に適用した変更がすべて維持されます。
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[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:

 [操作のキャンセル] をクリックします。

対象物の方向
を変更する

造形トレイ上の対象物の方向を変更するには、さまざまな方法がありま
す。

対象物を回転するには:

 対象物を選択し、[対象物] メニュー オプションを使用します (5‐24
ページの「対象物を再配置する」も合わせて参照してください)。

対象物の面を再整列させるには:

1. [トレイ設定] または [モデル設定] リボンで、 をクリックします。

または、

[ツール] メニューから [面の整列] > [面の選択] を選択します。

2. 造形トレイ上の対象物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 5-31: 面により整列する

3. 整列ツールバー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

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

[変形] ダイアログ ボックスを閉じた後に ([モデル設定] リボンで、または 
[編集] メニューから) [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。

整列ツー
ルバー

選択した面 
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図 5-32: ツール メニューの面の整列オプション

造形トレイ上の対象物を再整列した後に、面の選択をキャンセルする
には:

 [トレイ設定] または [モデル設定] リボンで、をクリックします 。

または、

 [ツール] メニューから [面の整列] > [面の選択] を選択します。

任意の軸に対して対象物を 180 度反転するには:

1. 対象物を選択します。

2. [対象物] メニューから [反転] > [X で反転] / [Y で反転] / [Z で反転] を選択
します。

任意の軸に対して、対象物の方向を正確に変化させるには:

1. 対象物を選択します。 

2. [変形] ダイアログ ボックスを表示します (5‐25 ページの図  5‐30 を参
照してください)。

3. それぞれの軸の回転パラメータを変更します。

モデルの方向
を固定する

造形トレイ上の対象物を操作する場合、自動配置の際に方向が変化しな
い様に、対象物の方向を固定することができます (5‐18ページの「自動配
列」を参照してください)。

対象物を固定するには:

1. 造形トレイ上の対象物を選択します。

2. [モデル設定] リボンの [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。

対象物の固定を解除するには:

 対象物を選択して 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

対象物を表示
する

[表示] メニューから、対象物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、ソリッドな対象物 
(シェーディング表示) です。 

図 5-33: シェーディング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ポイントがありま
す。

造形トレイをワイヤフレームで表示するには:

 [表示] メニューから [ワイヤフレーム] を選択します。

図 5-34: ワイヤフレーム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:

 [表示] メニューから [シェーディング表示] を選択します。
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対象物を形状ではなく 大寸法を示すボックスで表示するには:

 [表示] メニューから [境界ボックスの表示] を選択します。

図 5-35: 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対象物の周囲
の領域を表示するには:

 [表示] メニューから [厚み付けエリアの表示] を選択します。

図 5-36: 厚み付けエリアと共に表示されたモデル

大造形高さを表示するには:

 [表示] メニューから [トレイの造形エリアを表示] を選択します。

 
図 5-37: トレイの造形エリア

造形トレイを除いて対象物を表示するには:

 [表示] メニューから [トレイの表示] オプションをクリア (選択解除) し
ます。
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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 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:

 [表示] フライアウト ツールバーで、 [単一ビュー] または [4 ビュー] を選
択します。

図 5-38: 画面レイアウト アイコン

 単一ビュー がデフォルトの画面レイアウトです。

 4 ビュー 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 5-39: 単一ビューの画面レイアウト
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図 5-40: 4 ビューの画面レイアウト

トレイの全体
ビュー

造形トレイのデフォルトの全体ビューは「等角投影」です。アクティブ
ウィンドウの全体ビューを、10 のオプションの 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全体ビューを変更するには:

1. [トレイ設定] リボンで [全体ビュー] フライアウト ツールバーを開きま
す。

図 5-41: 全体ビュー フライアウト ツールバー

2. 希望する全体ビューを示すアイコンをクリックします。
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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 5-42: Objet Studio 画面で移動した後のトレイ

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 5-43: 回転 (上下を逆) した後のトレイ
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対象物の色を
設定する

造形トレイ上の対象物の色で、対象物がどのように造形されるかを表し
ます。Objet Studio では、対象物の樹脂、ならびに表面を容易に把握でき
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:

 [モデル設定] リボンの [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 5-44: 色表示オプション

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、対象物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。

対象物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. [ツール] メニューから [オプション] を選択し、[設定] タブ表示します。

図 5-45: オプション ダイアログ ボックスの設定タブ

2. [大きいファイル] セクションで、[部分読み込み(削減)] を選択します。 

モデル樹脂を表す色

モデル表面を表す色

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対象物の配置に問題
がないかを確認します。その場合、問題のある対象物が特定の色で表示さ
れます (5-37ページの「トレイの検証」を参照してください)。 



Objet Studio を使用する

5–34  DOC-34014-JA 改訂 C 版

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 5-46: ポリゴンを削減せずに表示した対象物

図 5-47: ポリゴンの 5% だけを使って表示した対象物

ポリゴン削減を使用するには:

1. [ツール] メニューから、[オプション] を選択します。

または

[Objet Studio コマンド] メニュー から、[オプション] をクリックし
ます。

2. [オプション] ダイアログ ボックスで、[表示] タブを表示します。

図 5-48: オプション ダイアログ ボックスの表示タブ

3. [ポリゴン削減を有効にする] を選択します。
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4. [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。

[適用] をクリックすると、表示が変化します。

注記: 設定は、静的な表示 (対象物が移動していない時) に適用されます。

6. 対象物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。

• 境界ボックス: 対象物の 大寸法を表すボックスが表示されます。

• 可変ポリゴン削減: 必要に応じて、ポリゴン削減の程度が変化しま
す。

• 対象物全体: ポリゴン削減は適用されません。

7. この対象物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、[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、[適用] を
クリックします。

対象物表示オプ
ション

表示フォーマットによって、対象物の表示速度が異なります。例えば、
[境界ボックス] を選択すると、[対象物全体] を選択した時より対象物が素
早く表示されます。静止している対象物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対象物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、対象物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対象物を表示します。

• 境界ボックスと共に (5‐29 ページの図  5‐35 を参照してください)

• 可変ポリゴン削減で (動的表示のみ)

• ポリゴン削減で (静的表示のみ)

• 対象物全体

2. 完了したら、[OK] をクリックします。

[対象物全体] オプションを選択すると、ポリゴン削減がキャンセルされ
ます。
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ズーム オプ
ション

対象物の操作中に、異なるズーム レベルで対象物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:

 リボンで [ズーム] フライアウト ツールバーを開き、オプションを選択
します。

図 5-49: ズーム フライアウト ツールバー

 対象物のズームでは、選択した対象物が表示の対象です。

 トレイのズームでは、トレイ全体を表示します。

 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。

対象物のズーム

トレイのズーム

長方形でズーム

造形トレイ上に置いた対象物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。5-52ページの「自動ズーム」を参照
してください。
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作業の完了したトレイを取り扱う
すべての対象物を正しく造形トレイ上に置いたら、生成のために 3D プリ
ンタに送信されるobjtfファイルとしてトレイを保存します。なお、トレイ
を保存する前に、生成しても問題がないことを確認できます。生成中に
どれだけの樹脂が消費されるか、およびどれだけ時間がかかるかを計算
することもできます。

トレイの検証 生成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。

トレイが造形可能であることを検証するには:

 [トレイ設定] リボンの [造形プロセス] グループで、 をクリックし
ます。

または

[ツール] メニューから、[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。

図 5-50: 色コード

注記: 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 下部にバーで表示されます。

図 5-51: ステータスバーの検証詳細

生産見積もり 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、トレイ上の対象物の数およびその複雑さ
によって異なります。トレイ全体の生産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、 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:

 [トレイ設定] リボンの [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 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。 
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図 5-52: 見積もり進捗バー

Objet Studio による生成リソースの計算が終了すると、結果が [トレイ
設定] リボンの [推定消費量] グループに表示されます。

図 5-53: 生成リソースを計算

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 ファイルには対象物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. [ツール] メニューから [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。

キャンセル
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トレイ ファイ
ルを造形する

トレイを造形する準備ができたら、ジョブキューに置きます。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 3D 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. [トレイ設定] リボンの [造形プロセス] グループで、 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 [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスが開きます。

Objet Studio では、トレイ上の対象物の配置に問題がないかを確認し
ます。問題があれば、その対象物が特定の色で表示され (5‐37ページ
の「トレイの検証」を参照してください)、警告メッセージが表示さ
れます。

図 5-54: 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、[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、[はい] をク
リックします。

[Job Manager] 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。5‐58ページの「造形ジョブをモ
ニターおよび管理する」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

対象物を分割
する

対象物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
アより大きい対象物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。

対象物を分割するには:

1. 対象物を選択します。

2. [対象物] メニューから、[分割] を選択します。

3. [対象物の分割] ダイアログ ボックスで、Objet Studio がどのように対
象物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、対象物を任意の軸に沿って分割す
ることができます。

図 5-55: 対象物の分割ダイアログ ボックス

4. [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。

注記: 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 (5‐19ページの「モデルの方向」を参照してください)。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. [モデル設定] リボンの [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、[詳細プロパティ ] を選択
します。

[詳細プロパティ ] ダイアログ ボックスが開きます。

図 5-56: 詳細プロパティ ダイアログ ボックス

3. [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. [適用] をクリックします。
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「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対象物は、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
に大型の対象物の場合、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、トレイ上の対象物を造形することができます。「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。

空洞化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、[詳細プロパティ ] を選択
します。

[詳細プロパティ ] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [空洞化] を選択します。

図 5-57: 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. [適用] をクリックします。

注記: 空洞化を選択した場合、Objet Studio 上では対象物の表示に違いは
ありません。

空洞化設定を検査、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、[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. 空洞化設定を変更またはキャンセルしたら、[適用] をクリックしま
す。
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対象物の横断
面を表示する

断面機能では、対象物を任意の軸で「スライスして」、対象物の内部を表
示することができます。次に、対象物を操作して、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 (5‐41ページの「サ
ポート強度を選択する」を参照してください)。対象物の横断面を表示し
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、
対象物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. [ツール] メニューから、[断面] を選択します。

[断面] ダイアログ ボックスが開きます。

図 5-58: 断面ダイアログ ボックス

2. [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 5-59: 全体ビュー 図 5-60: 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 コマンド] メニュー から、[ビットマップの保存] を選
択します。

[ビットマップの保存] ダイアログ ボックスが開きます。

図 5-61: 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 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 下部で、ファイル名を入力します。

4. [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. [保存] をクリックします。



DOC-34014-JA 改訂 C 版 5–45

Objet24 ユーザー ガイド

対象物の造形
トレイをエク
スポートおよ
びインポート
する

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。これらのファイルには、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Objetプリンタに対する指示が
含まれます。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。

注記: 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。

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、[圧縮ジョブのエクスポー

ト] を選択します。

[名前を付けて保存] ダイアログ ボックスが開きます。

2. 適切なフォルダを選択し、(必要に応じて) ファイル名を変更します。

3. [保存] をクリックします。

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、[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. [フォルダの参照] ダイアログ ボックス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。

注記: ｢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 (5-71ページの「ジョブ (objzf) をエク
スポートする」を参照してください)。
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Objet Studio をカスタマイズする
ご自分に固有の作業ニーズおよび好みに合わせて、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 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対象物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。

[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 5-62: 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 5-63: 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:

• [クイック アクセス ツールバーのカスタマイズ] メニュー (5‐46 ペー
ジの図  5‐62 を参照してください) から、[その他のコマンド] を選択
します。

または

• [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、[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 5-64: 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 5-65: 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 [追加] をクリックします。

6. [OK] をクリックします。

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、または [Objet Studio コマンド] メ

ニュー をどこでも右クリックします。

2. [リボンを 小化する] を選択します。

リボンが非表示になりますが、[トレイ設定] またはメニュー バーで
[Job Manager] 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 小化をキャンセルします。



Objet Studio を使用する

5–48  DOC-34014-JA 改訂 C 版

表示色 Objet Studio 画面および造形トレイ上の対象物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. [ツール] メニューから、[オプション] を選択します。

図 5-66: 設定を表示する

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。

• [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、
ソリッドな対象物 (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
ルーの対象物として表示することができます。

図 5-67: 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。

• [Windows 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、[デフォルト] をクリックしま
す。
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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 5-68: 背景色テーマ

色テーマを変更するには:

 [スタイル] メニューからオプションを 1 つ選択します。

キーボード 
ショート
カット

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。

[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 5-69: 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. [その他のコマンド] を選択します。

[オプション] ダイアログ ボックスが開きます (5‐47 ページの図  5‐65 を
参照してください)。
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3. [カスタマイズ] をクリックします。

[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 5-70: 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 [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. [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、[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、[すべてリセットす

る] をクリックします。

ユーザー設定
を定義する 

造形トレイ上に置いた対象物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 コマンド] メニュー から、[ユーザー設定] を選択しま
す。

図 5-71: ユーザー設定を定義する

• 造形スタイル: 5‐16ページの「+表面仕上げ」を参照してください。

• グリッドスタイル: 5‐22ページの「グリッドを使用して対象物を配置する」
を参照してください。

• アプリケーション設定: 5‐41ページの「サポート強度を選択する」および
5‐27ページの「モデルの方向を固定する」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:

 [ツール] メニューを開きます。

図 5-72: 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ツール メ
ニュー

[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. [ツール] メニューから、[プロフェッショナルモード] を選択します。

(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
ぐに表示されるが) 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 5-73: 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

[オプション] ダイアログ ボックスの [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。

[オプション] ダイアログ ボックスを表示するには 

 [ツール] メニューから、[オプション] を選択します。

または

[Objet Studio コマンド] メニュー で、[オプション] をクリックしま
す。

図 5-74: オプション ダイアログ ボックスの詳細設定タブ

自動配置 デフォルトでは、Objet Studio が対象物を造形トレイ上に置く時には、造
形時間が 短になる 適の場所に配置します。対象物を造形トレイ上に
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 (5‐17ページの「自動配置」を参照してください)。いずれの場合で
も、対象物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 (5‐19ページの「モデルの方向」を参照してく
ださい)。 

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:

 [オプション] ダイアログ ボックスの [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。

自動ズーム [オプション] ダイアログ ボックスの [詳細設定] セクションで [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対象物が表
示されるように画面がズームインします。これによって、対象物を注意
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 (5‐36ページの
「ズーム オプション」を参照してください)。
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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 による対象
物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 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. [ツール] メニューから、[オプション] を選択します。

または

[Objet Studio コマンド] メニュー で、[オプション] をクリックし
ます。

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

図 5-75: OpenGL ドライバの構成にアクセス

[トラブルシューティング] 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 (5-51ページの「プロフェッショナルモードの
機能」を参照してください)。
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3. [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 5-76: 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、
[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. [形式の選択] を選択します。 

2. [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 5-77: 推奨されるピクセル形式 ID

3. [OK] をクリックします。 

4. [OpenGL ドライバの構成] ダイアログ ボックス (図 5‐76) で [ピクセル

形式 ID] を選択し、この数字を入力します。

5. [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。
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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 ヘルプ] をク
リックします。

図 5-78: 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。

• [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。

• [更新のチェック] では、Objet Studio の 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 のバージョン、樹脂モジュールおよびライセンス
を受けている機能

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 [バージョン情報] をクリッ
クします。

図 5-79: Objet Studio の詳細を表示する
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Objet Studio バー
ジョン情報タブ

[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 5-80: Objet Studio バージョン情報タブ

樹脂モジュール
タブ

[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 5-81: 樹脂モジュール タブ

• 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。



DOC-34014-JA 改訂 C 版 5–57

Objet24 ユーザー ガイド

機能のライセンス
タブ

[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 5-82: 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。

• [モード] には、使用可能な造形モードが表示されます。

• [樹脂] には、使用可能なモデル樹脂が表示されます。
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造形ジョブをモニターおよび管理する
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 3D プリンタ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 Objet Studio 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 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、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。 

注記: ローカル ネットワーク上に複数の Objet 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 3D プリンタ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 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。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 Objet 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。
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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、
[Job Manager] 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 5-83: Job Manager 画面

[Job Manager] 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

ジョブ
キュー

造形履歴
トレイのプレ
ビュー

樹脂消費量

使用可能な
リソース

廃棄ステー
タス

Job Manager
リボン

造形の進捗
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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、[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 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、[ジョブ キュー ] にはそのコン
ピュータからプリンタ 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。

さらに、以下の情報が表示されます。

• オーナー : 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。

• モデル消費量: 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。

• サポート消費量: 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。

造形の進捗 [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 [履歴] パネルには、直近 50 のジョブの情報およびその 終ステータスが
表示されます。ジョブを [履歴] から [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

[使用可能なリソース] パネルには、使用可能な造形用樹脂のプリンタ内残
量を示す、グラフィック インジケーターが含まれます。*

樹脂消費量 • 消費量: 現在までに使用された樹脂の量

• 必要量: これ以降ジョブを完了するのに必要な樹脂の量

ステータス 意味

待機中 このジョブの造形は開始されていない。

造形中 このジョブの造形は進行中である。

停止 このジョブの造形は中断された。後で造形を続行する (再
開) か、もう一度開始する (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、もう一度
ジョブキューに置かれた。

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 3D プリンタが造形のための準備中である。カバーがロッ
クされ、造形ヘッドがウォームアップされて開始位置に配
置され、UV ランプ点灯し、造形トレイのレベルが調整さ
れる。

予定どおり ジョブを特定の時間に造形するように計画されている。

* Objet 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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トレイのプレ
ビュー

[トレイのプレビュー ] パネルには、[ジョブ キュー ] または [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、[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 (5‐69ページ
の「拡大されたトレイのプレビュー」を参照してください)。

廃棄コンテナ マウスを [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

Objet 3D 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プリンタ] グループで、 をクリックしま
す。

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

図 5-84: プリンタ (A) に接続する

3. 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 [参照] 
をクリックし、コンピュータを探して選択します。

図 5-85: プリンタ (B) に接続する
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4. [OK] をクリックします。

接続が確立すると、そのプリンタの造形ジョブを準備するように 
Objet Studio が設定されます。

オフライン 
モード

リモート 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。

Objet Studio をプリンタから切断するには:

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

2. [プリンタの設定] ダイアログ ボックスで [接続] をクリックします
(図 5‐86 を参照してください)。

図 5-86: Objet Studio をプリンタから切断する (A)

Job Manager 画面に樹脂レベルが表示されれば、Objet Studio はそのプリ
ンタに接続されています (5-59 ページの図 5-83 を参照してください)。
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3. [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 5-87: Objet Studio をプリンタから切断する (B)

4. [OK] をクリックします。

[プリンタ名] フィールドに「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 メッセージで [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 5-88: 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。

Objet Studio をオフライン構成に変更するには:

1. [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 5-89: オフライン プリンタの選択

2. (「接続」ではなく) [OK] をクリックします。
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リモート プリ
ンタ接続を設
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 Objet 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] リボンの [3Dプリンタ] 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 [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 5-90: プリンタサーバー接続ダイアログ ボックス

Job Manager 
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 5-91: Job Manager リボン コマンド

アイコンは、その関連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 [停止] コマンドは無効になります。
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[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。5‐64ページの
「リモート プリンタ接続を設定する (クライアント 
モード)」を参照してください。

サーバー :プリンタ接続を設定する。5‐61ページの「プリン
タ接続を設定する」を参照してください。

プリンタ警告のオプションを設定する。5‐67ページの
「ユーザー警告を設定する」を参照してください。

キュー サーバー :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。

5‐60ページの「ジョブ キュー」を参照してください。

サーバー :ジョブをジョブ キューの早い順番に移動する。

クライアント:無効。

5‐60ページの「ジョブ キュー」を参照してください。

サーバー :ジョブをジョブ キューの 後に移動する。 

クライアント:無効。

5‐60ページの「ジョブ キュー」を参照してください。

サーバー :ジョブをジョブ キューの遅い順番に移動する。

クライアント:無効。

5‐60ページの「ジョブ キュー」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: もう一度造形する (始
めから)。 

• 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。

5‐70ページの「ジョブを始めからやり直す」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。

5‐70ページの「ジョブを再開する」を参照してください。
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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 [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 5-92: ポップアップ ツールバーのアイコン (サーバー )

図 5-93: 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)

注記: 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。

選択したジョブをキューから削除する。 

選択したジョブの [トレイのプレビュー ] 画面のイメージを
更新する。

[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。

グ
ルー
プ

アイ
コン

用途

停止

編集

圧縮ジョブ
のエクス

計画

再開

始めからや
り直し

削除

編集

削除

カーソルをアイテムに合わせると、ツールヒントにコマンドの名前が表示
されます。
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図 5-94: [ジョブ] メニューのオプション (サーバー )

ユーザー警告
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
る警告を、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レベルが低い。

• 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 を通知および警告を送信する設定にするには:

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

図 5-95: 通知ダイアログ ボックス (サーバー )
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図 5-96: 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. 希望する報告オプションを設定します。

3. [詳細] をクリックします。

図 5-97: 警告を発信するイベントの選択

4. [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. [通知] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。

トレイを造形
する

ジョブキューにジョブがあれば、自動的にObjetプリンタに送信されます 
(プリンタの電源がオンで、プリンタとの接続が正常で、さらにプリンタ
がオンラインである限り)。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。

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

• 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

• ジョブを計画する

• ジョブ (objzf) をエクスポートする

• Job Manager 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。
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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。[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. [ジョブ キュー ] または [履歴] リストでジョブを選択します。

2. [トレイのプレビュー ] パネルをクリックします。

図 5-98: 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。

• 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対象物がある場合、実際にトレイ ファイルから対
象物を削除することなく、1 つまたは複数の対象物を造形から除外するこ
とができます。

造形トレイ上の対象物を造形から除外するには:

1. 造形させない対象物をダブルクリックします。

2. [造形] タブを表示します。

3. [造形から除外] を選択します。

図 5-99: モデルを造形から除外する
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4. [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、[トレイのプレビュー ] を使用して、対象物
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:

 [ジョブ] メニューから、[3D 進捗を表示する] を選択します。

ジョブを編集する

編集のために、[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. [編集] アイコン をクリックします。

[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. [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 

[ジョブ キュー ] および [履歴] リストからのジョブを、始めからやり直す
ことができます。

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. [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。

ジョブを再開するには:

1. ジョブを選択します。

2. [再開] アイコン をクリックします。

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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ジョブを計画する

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。

ジョブを計画するには:

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

カレンダーを開くには、[開始日] の矢印をクリックします。

図 5-100: 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。

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. [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。

objzf ファイルの説明については、5-45ページの「対象物の造形トレイを
エクスポートおよびインポートする」を参照してください。



Objet Studio を使用する

5–72  DOC-34014-JA 改訂 C 版

Job Manager 画面を修正する

[Job Manager] 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。

• [ジョブ キュー ] パネル

• [時間] パネル

• [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 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: Objet24 3D プリンタ 

Objet24 プリンタを起動する

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

主電源スイッチをオンにすると、コンピュータを内蔵した Objet プリ
ンタが起動します。 

2. コンピュータが起動したら、[プリンタ コンピュータ] ショートカット
をダブルクリックして、サーバー (ホスト) コンピュータの [リモート 
デスクトップ接続] を開きます。

プリンタ カバー

造形用樹脂および廃
材トレイ

プリンタ スタンド

注意!

Objet プリンタを操作する前に、Stratasys カスタマーサポート担当か
ら教育を受けてください。

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。
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3. プリンタコントロール アプリケーションを起動します。

• プリンタコンピュータのデスクトップで [Objet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 >  Objetを選
択します。

Objet プリンタ インターフェイス画面が開きます (図 6‐3 を参照してくだ
さい)。プリンタのモニターおよび制御は、すべてこのインターフェイス
から行います。

図 6-3: Objet24 インターフェイス

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 モード

サポート樹脂カート
リッジ

表示 
トグル ボタン

停止ボタン

モデル樹脂カー
トリッジ

現在のタスク

オンライン/オフライ
ン ボタン

プリンタ コンピュータの時間帯は出荷時設定なので、変更することはで
きません。同様に、コンピュータの時計を、異なる季節を反映して時刻を
自動的に変更するように設定することはできません。必要であれば、表示
時刻を手動で変更することができます。ただし、プリンタがアイドル状態
の場合にしかこの操作を行うことはできません。
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モデルおよびサポート カートリッジを読み込む
Objet24プリンタは、2 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 1 キログラム
です。組込まれたカートリッジを表すグラフィックおよびその現在の重量
が、プリンタ インターフェイスに表示されます (図 6‐3 参照)。

注記: 樹脂ドロワーが閉じている時だけ、組込まれた樹脂カートリッジ
のタイプおよび重量が、プリンタコントロール インターフェイス
に表示されます。

モデル樹脂およびサポート樹脂を組み込むには:
1. プリンタの正面 (図 6‐1 参照) にある樹脂ドロワーを押し、ロックを解

除してドアを引いて開けます。

2. カートリッジを交換する場合は、古いカートリッジを真っ直ぐ引き上
げながら取り外します 。

3. モデル カートリッジおよびサポート カートリッジをそれぞれのトレ
イ (図 6‐4 参照)。

図 6-4: 樹脂ドロワー

4. 樹脂ドロワーを閉じます。

5. プリンタ インターフェイスで、新しいカートリッジ が検出されるこ
と、およびその重量が表示されることを確認します (図 6‐3 参照)。

プリンタ では、RFID 技術を使って造形用樹脂の カートリッジを自動的に
識別します。このため、RFID モジュールがプリンタ ハードウェアの構成
要素となっています。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。

廃棄コンテナ

モデル 1

モデル 2

サポート 1

サポート 2
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樹脂カートリッジ の組み込みおよび交換に関するヒント:

カートリッジ常にプリンタに 2 本の樹脂カートリッジを組込んでおくこ
とを推奨します。1 つのカートリッジ内の樹脂重量が 100 グラムより軽
くなると、プリンタは 1 つが空になるまで両方のカートリッジの樹脂を
ポンピングします。1 つのカートリッジしか使用していない場合は、樹
脂の重量が 100 グラムより軽くなると造形が停止します。(同様に、両
方のカートリッジ重量がこのレベルを下回ると、造形が停止します。) 

注記: Objet Studio では、カートリッジ内の樹脂重量が 100 グラムを下回る
と、重量は表示されません。

造形の前または造形中のいずれかに、樹脂カートリッジ を交換するこ
とができます。造形中に実施する場合は、必ず 3 分以内に新しいカート
リッジを組み込んで樹脂ドロワーを閉じてください。こうすることによ
り、造形ジョブは中断されません。(ドロワーが開いている時、カート
リッジはプリンタ インターフェイスに表示されません。)

樹脂カートリッジ を交換するのに長時間造形を停止すると、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、6-11ページの「造形停止後に生成を再開する」を参照してくださ
い。

造形中にカートリッジ を交換せずに済むように、途中まで使用した
カートリッジを交換することができます。しかし、カートリッジの取り
外しおよび取り付けを頻繁に行うと、中の樹脂が漏れる場合がありま
す。従って、使用したカートリッジの再取り付けを制限することを推奨
します。  
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モデルを生成する
Objet Studio アプリケーションで準備し、そこからプリンタに送信したト
レイ ファイルを造形することで、Objet24プリンタはモデルを生成しま
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。

Objet24プリンタでは、以下に示す 大寸法のモデルを造形することがで
きます。

グロッシー (光沢) 仕上げあり:

X 軸: 34.00 mm (9.21 インチ)

Y 軸: 192.00 mm (7.55 インチ)

Z 軸: 148.60 mm (5.85 インチ)

マット仕上げあり:

X 軸: 233.00 mm (9.17 インチ)

Y 軸: 191.00 mm (7.52 インチ)

Z 軸: 148.30 mm (5.83 インチ)

プリンタを準
備する

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が空で清浄であることを確認します。そうでな

い場合は、キュアした樹脂をスクレーパで取り除き、トレイを濡らし
た清掃布で十分に清掃します。

2. プリンタ インターフェイスの表示で、十分なモデル樹脂およびサ
ポート樹脂が組み込まれていることを確認します (図 6‐3 参照)。造形
中にカートリッジ を交換せずに済むように、現在プリンタに組み込
ま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。 

3. プリンタ インターフェイス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。

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 (6-22ページの「パターン テ
スト」参照)。 

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。

樹脂カートリッジを取り付けて空のカートリッジと交換する手順につ
いては、6‐4ページの「モデルおよびサポート カートリッジを読み込
む」を参照してください。
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ボタンの色が赤から緑に変ります (図 6‐7 を参照してください)。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 
インターフェイスのプリンタ 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。

• 高品質な造形を得るために、 後の造形ジョブから 48 時間以上が経過す
ると、造形ヘッド内の造形用樹脂が洗い流されて交換されます。(このス
テップによって、7 から 14 分が造形準備サイクルに追加され、プリンタ 
インターフェイスに表示されます。)

図 6-5: 造形準備サイクル中の再開プロセス

• 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。

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。

Objet プリンタでは、1 つのモデル樹脂カートリッジおよび 1 つのサポー
ト樹脂カートリッジを使ってモデルを造形します。4 つのカートリッジを
プリンタに組み込んだ場合、その中の 2 つは予備またはスタンバイ カー
トリッジとなります。デフォルトでは、プリンタは中の樹脂がもっとも
少ないカートリッジを 初に使用します。

 プリンタ インターフェイスでは、使用されるカートリッジが青で表示
されます。 

カートリッジの重量が 200 グラムより軽くなると、プリンタインターフェ
イスの樹脂残量が赤で表示されます。 

カートリッジの重量が 100 グラムより軽くなると、プリンタはより重い
カートリッジとほとんど空のカートリッジの間で樹脂のポンピングを切
り替えます。これは、プリンタ インターフェイスの砂時計アイコンで表
示されます。(6‐10 ページの図  6‐8 を参照)。

プリンタをオンライン モードに切り替える際に、 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。(6‐19ページの「定期メンテナンスのスケジュール」 を参照)。メン
テナンス通知は [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。

造形中、サーバー コンピュータはオンのままにして、Objet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。
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カートリッジが完全に空になると、ごみ箱アイコンが表示されます。

図 6-6: 空のカートリッジの表示

プリンタ インターフェイス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 イン
ターフェイス画面の表示切り替えボタンをクリックします。

図 6-7: プリンタ インジケーター

造形ヘッド前のブ
ロック温度

造形ヘッド裏のブ
ロック温度

表示 
トグル ボタン

サポート ヘッドの温度

オンライン モード (緑)
に設定されたプリンタ

システム真空
レベル

チャンバー温度

造形ブロック容
器内のモデル樹
脂/サポート樹脂

モデル ヘッドの温度

廃材重量

UV ランプの状態

使用される樹脂
カートリッジ (青)

予備の樹脂カート
リッジ (グレー )



DOC-34014-JA 改訂 C 版 6–9

Objet24 ユーザー ガイド

プリンタ イン
ターフェイス
色キー

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 6‐7では:

 環境温度: 造形チャンバーの環境温度が許容範囲内である。

 ヘッド液面: 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。

 真空度: システム内の真空レベルが許容範囲内である。

• 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 6‐7では: 

 廃棄コンテナ: 廃棄コンテナの重量が 1520 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。(6‐64ページの「廃棄コンテナ 
を交換する」 を参照)。

• 青: 準備が整っていない

例えば、図 6‐7では:

 UV ランプ: UV ランプ が点灯していない。

 ヘッド (°C): (造形モードで) ヘッドがモデルの造形に必要な温度に
達していない。

プリンタ インターフェイス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 インターフェイス画面が変化します (図 6‐8 を参照して
ください)。

• モードが造形準備から造形に変ります。 

• 実行されている特定のタスクが、[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。

• [停止] ボタンが有効になります。

図 6-8: 造形中のプリンタ インターフェイス

プリンタのオペレーション中、以下のウィンドウが表示される場合があ
ります。

図 6-9: Qモニタ

このウィンドウで記録される情報は、サービス マン専用です。注意する
必要はありません。ウィンドウを閉じて、または 小化して、消しても
かまいません。

進捗バー

停止ボタン

プリンタ モード

ジョブ情報

現在のタスク

ジョブ情報

分散ポンピング

ほとんど空
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造形停止後に生成を再開する
造形プロセスが中断されると、Objet Studio 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。

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 インターフェ

イスの 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 (6‐3 ページの図  6‐3 を参照してください)。

ボタンの色が赤から緑に変ります (6‐8 ページの図  6‐7 を参照してくだ
さい)。

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] 画面で [再開] アイコン   をクリックし
ます。

4. [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 
インターフェイスを確認した後にスライス番号を確認します。

図 6-10: 造形が中断した後のプリンタ インターフェイス

図 6-11: Objet Studio でスライスから続行を確認 ([Job Manager] 画面)

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。

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 20 分後
に プリンタはアイドルモードに移行します。 

プリンタ
モード

造形した
後のス

ライス
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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 [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 インターフェイスに造形した 後のスラ
イス番号が表示されない。

•「 後のスライス」および [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] 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] 画面で、ジョブを始めからやり直す。

プリンタ インターフェイスまたは Objet Studio の [Job Manager] 画面のど
ちらかから、造形を停止することができます。造形の再開は、
[Job Manager] 画面からしか実施できません。
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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、Objet24 プリンタは 長で 1 週間オンのままに
できます。1 週間以上プリンタを使用しない場合は、[終了] 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 (以下の「プリンタの電源を切る」を参照してください)。

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。

注記: 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 (6-3、6-8 および 6-10 ページの図 6-3、6-7 およ
び 6-8 を参照してください)。

ジョブの造形後、20 分 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 インターフェイスの) [ファイル] メニューから、[終了] をク

リックします。

注記: Objet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。

造形後の時間 モード 造形ヘッドの加熱に関する変更事
項

初の 15 分間 スタンバイ 1 なし

次の 5 分間 スタンバイ 2 加熱温度低下 (室温へ)

20 分間後 アイドル 加熱停止

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、[終了] ウィザードを実行してプリンタの電源を切ります 
(以下を参照してください)。 
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プリンタの電源を切る
1 週間以上Objet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。 

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。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、[終了] 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。

• 1 週間未満の不使用期間のために終了

1 週間未満の不使用期間のためにプリンタの電源を切る、またはプリ
ンタ コンピュータを終了する前には、終了ウィザードを実行します。
このウィザードでは、終了する前に造形用樹脂の造形ヘッドを洗浄し
ます。

• 1 週間以上の不使用期間のために終了

1 週間以上の不使用期間のためにプリンタの電源を切る、またはプリ
ンタ コンピュータを終了する前には、まず樹脂洗浄/充填ウィザード
を実行します。このウィザードでは、造形ブロック内の造形用樹脂を
洗浄液に置き換えます。

注記: [樹脂洗浄/充填] ウィザードでプリンタを処理した後には、モデル
を造形する前にもう一度そのウィザードを実行する必要があります。その
時は、造形ブロック内の洗浄液を造形用樹脂に置き換えます。

終了ウィ
ザード

終了ウィザードを実行するには:
1. [終了ウィザード] を選択するか、F8 キーを押します。

図 6-12: 終了ウィザードのトップ画面

終了プロセスでは、造形用樹脂をプリンタ コンポーネントから洗い流し
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。多くのプリンタ操作者が、この機会を使ってお客
様のサンプルまたはテスト モデルを造形します。

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。



DOC-34014-JA 改訂 C 版 6–15

Objet24 ユーザー ガイド

2. 終了プロセスをより詳細に制御しないのであれば、[ウィザードを自動

的に実行] を選択します。

注記: [ウィザードを自動的に実行] を選択すると、ウィザードのプロセ
スの 後にプリンタ コンピュータの電源が自動的に切られます。

3. [次へ] をクリックします。

以下の画面のオプションは、ウィザードのトップ画面で [ウィザード
を手動で実行] を選択した場合に限り、有効になります。

4. 次の画面でトレイが空かどうかを示し、[次へ] をクリックします。

図 6-13: トレイのステータス画面

終了手順が開始します。

図 6-14: 終了進捗画面

終了手順は 長で 10 分かかり、その間以下のタスクが実施されます。

a. 造形ブロックのすべての軸が、開始位置に戻る。

b. 造形ヘッドが加熱される。

c. 造形ヘッドに残っていた樹脂がすべて除去される。

これらのタスクが完了すると、ウィザードの 終画面が表示され、今
回はObjetプリンタ内のコンピュータの電源を切るかどうかを選択し
ます。
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図 6-15: コンピュータ終了確認画面

5. Objetプリンタを完全に終了して電源を切る場合は、[はい] を選択して 
[次へ] をクリックします。

6. 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 (6‐2 ページの図  6‐2 を参照してください)。

樹脂洗浄/充填
ウィザード

長期間 (1 週間超) 不使用の場合には、その前後に樹脂洗浄/充填ウィザー
ドを使用するとプリンタを適切にメンテナンスして造形の品質を維持で
きます。ウィザードを実行するたびに、以下のプロセスのいずれかを選
択します。

• 造形用樹脂を排出し、システムを洗浄液で洗浄

このプロセスでプリンタを 1 週間以上シャットダウンするための準備
を行います。このプロセスの所要時間は約 60 分で、樹脂ドロワーに 4 
つの洗浄液カートリッジを組込む必要があります。

• システムを造形用樹脂で充填

このプロセスでプリンタを動作可能状態に復元します。このプロセス
の所要時間は約 30 分で、2 つのモデル樹脂カートリッジと 2 つのサ
ポート樹脂カートリッジを樹脂ドロワーに組込む必要があります。

1 週間以上使用しなかった場合には、システムの排出と洗浄を事前に行っ
ていない場合は実行します。この場合、ウィザードを 2 回使用します。
初は、古い造形用樹脂を排出してシステムを洗浄し、2回目は、システム
を新しい造形用樹脂で充填します。
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樹脂洗浄/充填ウィザードを実行するには:
1. [オプション] メニューから [樹脂洗浄/充填] ウィザードを開始します。

2. トップ画面で [次へ] をクリックします。

図 6-16: ウィザード手順の選択

3. 目的の手順を選択し、[次へ] をクリックします。

注記: 続行する前に、必要な樹脂カートリッジが選択した手順で使用可
能であることを確認します。 

4. 必要なカートリッジを組込んでドロワーを閉じ、ウィザード画面でこ
れを確認します。

図 6-17: カートリッジ確認画面: 洗浄前

図 6-18: カートリッジ確認画面: 充填前



Objet24 3D プリンタを操作およびメンテナンスする

6–18  DOC-34014-JA 改訂 C 版

5. 次のウィザード画面でプリンタ カバーが閉じていることを確認し、
[次へ] をクリックします。

ウィザードの樹脂洗浄サイクルが実行されます。

図 6-19: 洗浄サイクルが進行中

6. 洗浄液カートリッジがプリンタに組込まれたら、それらを取り外すよ
うにウィザードから指示されます。ウィザード画面でこれを確認し、
[次へ] をクリックします。

図 6-20: 終ウィザード画面

このウィザードで、長い不使用期間のためにプリンタを処理したら、プリ
ンタコントロール アプリケーションおよび Windows を閉じ、続いてプリ
ンタの電源を切る必要があります。
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プリンタをメンテナンスする
Objet 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 
タスクを実行することが重要です。 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

 

プリンタをオンライン モードに切り替える際に、 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。メ
ンテナンス通知は [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。

頻度 作業内容 詳細情報

造形ジョブの後毎回 造形ヘッドおよびロー
ラー表面を清掃する。

6‐20ページの「造形
ヘッドおよびローラー
の清掃」を参照してく
ださい。

週 1 回 パターン テストを実施
する。

6‐22ページの「パター
ン テスト」を参照して
ください。

週 1 回 ワイパーを掃除および
点検する。

6‐23ページの「ワイ
パーを清掃および交換
する」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。

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。

6‐52ページの「UV ラ
ンプ」を参照してくだ
さい。

造形 300 時間ごと 造形ヘッドを 適化す
る。

6‐33ページの「造形
ヘッドを 適化 (キャリ
ブレーション) する」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。

6‐30ページの「造形
ヘッドを位置合わせ
する」を参照してくだ
さい。

造形 500 時間ごと、ま
たは半年に 1 回

ロード セルをキャリブ
レーションする。

6‐55ページの「ロード 
セルをキャリブレー
ションする」を参照し
てください。

造形 1000 時間ごと、ま
たは 1 年に 1 回、軽微な
訪問予防メンテナンス
を実施してから

予防メンテナンス。

予防メンテナンスは、
お客様と認定サービス 
エンジニアが交互に実
施します。

お近くの Stratasys サー
ビス プロバイダにご連
絡ください。

年 1 回 活性炭脱臭フィルタを
点検し、必要に応じて
交換する。

6‐57ページの「臭気
フィルタを交換する」
を参照してください。
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造形ヘッドお
よびローラー
の清掃

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。Objet24プリンタを
高の状態に維持するためには、造形ジョブの後に必ず、造形トレイから
モデルを取り外す時に造形ヘッドを清掃してください。この手順の所要
時間は約 20 分です。

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)

• 使い捨て清掃手袋

• 付属の清掃布または同等品

• 鏡

2. [オプション] メニューからヘッド清掃ウィザードを起動します 
(6‐24 ページの図  6‐28 を参照してください)。

3. ウィザード画面の指示に従います確認チェック ボックスをオンにし
ます。

図 6-21: ヘッド清掃手順 (ウィザード画面)

4. [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 6-22: ヘッド清掃ウィザード (ステップ 5–11)

警告:  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
りますので、注意しながら作業を進めてください。
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6. 造形トレイに鏡を置きます。

7. 手袋を着用します。

8. 清掃布をアルコールに浸します。

9. オリフィス プレートを前後に動かして掃除します (図 6‐23 を参照して
ください)。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 6-23: 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。

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 6‐22 を参照してください)、[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、[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 終画面が表示されます。

図 6-24: ヘッド清掃ウィザード ( 終画面)

14. [完了] をクリックして、ウィザードを閉じます。

注意:造形ヘッドのキュア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清掃手
袋を使用してください。

この機会に、ローラーを回転させてローラー全面を清掃し、UV ランプを
清掃します。
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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. 大きさが約 21 × 14 センチメートル (8.5 × 5.5 インチ) (標準の A4 また
はレター サイズの半分) のピンク色の紙を用意します。

3. プリンタの造形トレイの中央 にピンク色の紙をテープで留めます。

4. F3 キーを押すか、[オプション] メニューを開き [パターン テスト] を
選択します。

図 6-25: パターン テストの確認

5. 以下のダイアログ ボックスで [OK] をクリックし、紙が造形トレイ上
の所定の位置にあることを確認します。

図 6-26: テスト用紙に印刷する前の確認

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 6-27: パターン テストの例

モデル樹脂の造
形ヘッドで印刷
した線

サポート樹脂の
造形ヘッドで印

刷した線



DOC-34014-JA 改訂 C 版 6–23

Objet24 ユーザー ガイド

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、以下の「造形品質を改善する」を参照してください。

注記: 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、連続し
た 2 本の線が抜けている、またはどちらかの列で 10 本を超える線が抜け
ている場合は、通常許容できません。

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 (「パターン テスト」を参照してください)。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。

後のパターン テストの結果が良くない場合:
1. [オプション] メニューから [パージ シーケンスの] 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 [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. 造形ヘッドを手動で清掃します (6‐20ページの「造形ヘッドおよび

ローラーの清掃」を参照してください)。

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:
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 適化し、問題のある造形ヘッドを交換し
ます (6‐33ページの「造形ヘッドを 適化 (キャリブレーション) する」を
参照してください)。

ワイパーを清
掃および交換
する

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。毎日、
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。



Objet24 3D プリンタを操作およびメンテナンスする

6–24  DOC-34014-JA 改訂 C 版

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)

• 使い捨て清掃手袋

• 付属の清掃布または同等品

• 予備のワイパー

• M2.5 六角レンチ (Allen® キー )

2. (プリンタ インターフェイスの右側にある) [ウィザード] タブまたは 
[オプション] メニューのいずれかから、ワイパー清掃ウィザードを開
始します。

図 6-28: ワイパー清掃ウィザードを開始する

3. ウィザードのトップ画面で [次へ] をクリックします。

4. 造形トレイが空であることを確認し、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、[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)
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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 6–9)

6. 清掃手袋を着用します。

7. 清掃布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。

8. 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. M3 六角レンチ (Allen® キー ) で、ワイパーを固定するネジを緩めま
す (ただし、取り外しません)。

図 6-31: ワイパーと余分な樹脂の排出

b. ワイパー ユニットを掴んで、取り外します。

注記:グリスを拭き取らないでください。

c. 新しいワイパーを挿入し、水平であるか確認して、固定ネジを締
めます。

9. 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、[次へ] をクリックします。

10. 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。

ワイパー 

固定ネジ
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11. ウィザード画面でこれを確認し、[次へ] をクリックします。

図 6-32: 確認画面

12. [完了] をクリックして、ウィザードを閉じます。
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ローラー ウェ
イスト コレク
タを清掃およ
び交換する

通常、ローラー ウェイスト コレクタを検査して掃除する必要はありませ
ん。これは、定期メンテナンス訪問中にカスタマー サポート エンジニア
が行います。場合によっては、スクレーパによって造形トレイの詰まり
や損傷によって、樹脂が漏れることがあります。これが発生したら、
ローラー ウェイスト コレクタを取り外して検査します。

ローラー ウェイスト コレクタを取り外すには:
1. [オプション] メニューからヘッド清掃ウィザードを起動します (6‐24 

ページの図  6‐28 を参照してください)。

このウィザードは、ローラー ウェイスト コレクタを取り外すために
プレインタを準備します。

2. 以下の画面が表示されたら、トレイが空になっていること、カバーが
閉じていることを確認し、[次へ] をクリックします。

図 6-33: [ウィザード確認] 画面

造形ブロックが造形トレイの中央に移動し、トレイが下がります。

3. 以下の画面が表示されたら、カバーを開けます。

図 6-34: 手順を開始できるときに表示されるウィザード画面

4. 保護用手袋を着けます。

警告:  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。
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5. UV ランプ アセンブリを固定している 2 つの側ネジを緩め、アセンブ
リを造形ブロックの上に置きます。

図 6-35: UV ランプ アセンブリ固定ネジ

6. 廃液チューブ脱着メカニズムを引き出して、チューブを上げてウェイ
スト コレクタから取り出します (下図参照)。

図 6-36: 廃液チューブをウェイスト コレクタから外す

重要：  脱着メカニズムを完全に引き出します。

7. ローラー ウェイスト コレクタを手で下から支え、3 mm 六角レンチ 
(Allen®) キーを使ってネジを緩めます。

図 6-37: ローラー ウェイスト コレクタのネジ

8. スクレーパに触れたり、損傷させないように気を付けて、ローラー 
ウェイスト コレクタを引き出します。

図 6-38: ローラー ウェイスト コレクタ

固定ネジ

警告: スクレーパは非常にシャープです。注意して続行します。

スクレーバ

廃棄物チャネル
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9. ローラー ウェイスト コレクタを検査します。

• スクレーパが損傷している場合、ローラー ウェイスト コレクタ ユ
ニット全体を交換します。

• スクレーパが損傷していない場合、スクレーパを傷つけないよう
に、廃棄物チャネルから廃棄物を取り除きます。必要に応じて、
IPA またはエタノールを使用して、チャネルおよびスクレーパ上
の残余樹脂を溶かします。

注記: このユニットで収集された廃棄物には、未硬化樹脂が含まれます。
該当する環境規則に従って破棄します。

ローラー ウェイスト コレクタを取り付けるには:
1. 注意して、ローラー ウェイスト コレクタ ユニットを挿入します。

2. ネジを締めて、ユニットを均等に固定します。

3. 廃液チューブ脱着メカニズムを 後まで押して、元の位置に戻しま
す。

図 6-39: 廃液チューブをウェイスト コレクタに戻す

4. 造形ブロックをプリンタの中央に移動します。

5. ケーブルが側固定ネジと共にスロットにはまっていることを確認し
て、プリンタの UV ランプを交換します。 

図 6-40: アセンブリを固定した後に適切に配置された UV ランプ ケーブル

6. すべてのツールをプリンタから取り外し、カバーを閉じます。

7. ウィザード画面で、[キャンセル] をクリックして、造形トレイを元の
位置に戻します。
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造形ヘッドを
位置合わせ
する

以下の通り、造形ヘッドの配置を確認してください。 

• 1ヵ月に一度

• ヘッドの交換後

• 造形ブロック底部のオリフィス プレートの掃除後でもモデルの品質が許
容できない場合 (6‐20ページの「造形ヘッドおよびローラーの清掃」を参
照してください)

この手順の所要時間は、約 20 分です。

造形ヘッドの配置をチェックするには:
1. 以下を準備します。

• 低サイズが 10.5 × 13 cm (4.5× 5.5 インチ) 透明シート (標準の A‐4 
またはレターサイズ4 分の 1)

• 透明シートを造形トレイに固定するための粘着テープ

2. [オプション] メニューから [ヘッド位置合わせ] ウィザードを起動しま
す (6‐24 ページの図  6‐28 を参照してください)。

3. [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、[次へ] をクリックします。

図 6-41: ドアが閉じています確認画面

5. 以下の図に示すように、造形トレイ左奥端の近くに透明シートを配置
します。

図 6-42: 造形トレイに透明シートを配置する

6. 透明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。
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7. ウィザードの画面で、透明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、[次へ] をクリックします。

プリンタが透明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、透明シートを取り除きます。

図 6-43: ヘッド位置合わせウィザード — ステップ 8–10

透明シートに 2 行 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 6-44: サンプル ヘッド位置合わせテスト

• 上部の行はモデル造形時にモデル樹脂を適用するために使用さ
れるヘッドで印刷されました。

• 下部の行は、サポート樹脂を適用するために使用されるヘッド
で作成されました。

9. 拡大鏡またはルーペを使用して、透明シートを検査します。

適なヘッド位置合わせは、上と下の行の 2 つの #8 の線 が、図 6‐44 
のように位置合わせされている場合に、表示されます。例では、ヘッ
ドの位置合わせは必要ありません。セットの他の線が位置合わせされ
ている場合、次のウィザード画面 で、位置合わせを変更する必要があ
ります。

モデル 
ヘッド

サポート 
ヘッド
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10. 図 6‐43 に表示されるウィザード画面で、[削除された透明シート] 
チェックボックスを選択し、[次へ] をクリックします。

位置合わせ画面の 初の画面が表示されます。

図 6-45: ヘッド位置合わせ画面

11. [ヘッド位置合わせ] 画面で、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。

注記: 中央の線の位置合わせは 適なため、デフォルトでは、ウィザー
ド画面で「8」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. [次へ] をクリックして、

以下の画面が表示されます。

図 6-46: 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、[はい] が選択されている
ことを確認し、[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、[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、[いいえ] 
を選択し、[次へ] をクリックします。
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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 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、[はい] を選択して、[ヘッド位置合わせ] ウィ
ザードを再度実行し、続いて [次へ] をクリックします。 

透明性テストでは、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、[いいえ(このウィザードを終了する)] を選択してウィザードを
閉じ、続いて [次へ] をクリックします。

図 6-47: ヘッド位置合わせ繰り返しオプション

造形ヘッドを
適化 (キャ

リブレーショ
ン) 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。 適な造形を維
持するには、造形ヘッドをテストし、 [ヘッド 適化ウィザード] を実行し
て、可能な限り 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。このプロセスの所要時間は 1 時間です。

適化プロセス中に、  サンプルが造形トレイに作成されます。それぞれを
慎重に検査して重さを測ったら、ウィザードでデータを入力します。
ウィザードはこのデータを使用して、ヘッドを 適化します。 

適化プロセス中に、造形ヘッドに故障しているか、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、造形ヘッドを
別の機会に交換することができます。この手順を完了するには 2.5 時間ほ
どかかります。

[ヘッド位置合わせ] ウィザードがヘッド交換後に [ヘッド 適化] ウィザー
ドで開かれた場合、 後のウィザード画面で [完了] をクリックすると、プ
リンタ アプリケーションが閉じて再度開きます。

造形 300 時間ごとまたは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 適化] ウィザードを実行します。
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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。

• 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)

• 使い捨て掃除用手袋 (クリーンなパウダー フリーの保護手袋)

• 付属の清掃布または同等品

• 鏡

• 目詰まりノズル ルーラー

• 重量テストで使用するための付属スケール

注記: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。

2. [オプション] メニューから [ヘッド 適化] ウィザードを開始します。

 
図 6-48: ヘッド 適化ウィザードを起動する

3. 初のウィザード画面で、[次へ] をクリックして開始します。

4. プリンタのカバーを閉じて、ウィザード画面でこれを確認します。

5. 以下の画面で、[造形ヘッドすべてを 適化] が選択されているか確認
し、[次へ] をクリックします。

図 6-49: 手順選択画面

造形ブロックは、造形ヘッドを掃除して検査するための位置に移動し
ます。
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6. 以下の画面が表示されたら、造形ヘッドを掃除します。

図 6-50: 造形ヘッドの掃除画面

7. 造形トレイに鏡を置きます。

8. 清掃手袋を着用します。

9. 清掃布をアルコールに浸します。

10. オリフィス プレートを前後に動かして掃除します。

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 6-51: 造形ヘッドを掃除する

11. 造形ヘッドがクリーンな場合、ウィザード画面の確認チェックボック
スを選択して、[次へ] をクリックします。

12. 洗浄用樹脂と鏡をプリンタから取り除き、カバーを閉じます。

警告:  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。
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13. 次の画面に表示されたアイテムを確認し、[次へ] をクリックします。

図 6-52: 確認画面

14. ウィザード画面の確認チェック ボックスをオンにし、[次へ] をクリッ
クします。

図 6-53: 造形重量テスト

プリンタは造形の準備を行います (回復プロセスを実行)。次に、造形
トレイ上に 6 つのサンプルを作成します。これは、 大で 45)) 分かか
ります。

造形サンプルを測るスケールがキャリブレーションされていることを確認
します。測定が不正確な場合、造形ヘッドが 適化されず、高質な造形が
できないか、ヘッド交換を誤って表示することになります。
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15. 以下の画面が表示されたら、プリンタのカバーを開き、造形サンプル
を検査します。

図 6-54: データ入力画面

16. 目詰まりノズル ルーラーを使用して、詰まった 「欠けた」 ノズルの数
を判断します。

図 6-55: 目詰まりノズル ルーラー

データ入力画面のレイアウトは造形トレイの造形サンプルに一致する必要
があります。画面の が示すサンプルにデータを入力します。
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詰まったノズルは重量テスト サンプルに造形用樹脂の目詰まりした行
として表示されます。

a. サンプルの 下部の横のルーラーの右側の整列線を以下のように
配置します。

図 6-56: ルーラーをサンプルの 下部に位置合わせする

b.「サンプル 大高さ」とマーキングされたルーラーの線の下にス
ペースがあるか確認します。 

この線以下のスペースは造形サンプルの両端にある目詰まりノズ
ルを示します。番号は目詰まりした造形の行数を示します。この
番号を覚えておきます。

図 6-57: サンプルの両端にある目詰まりノズルを測定する

注記:ルーラーを造形サンプルの 下部に位置合わせするので、下端に
ある目詰まりノズルはルーラーの 上部で計測されます。

c. サンプルのギャップを目詰まりノズル ルーラー上の線に一致させ
て、造形サンプルにギャップがあるか確認します。線の横のルー
ラーの数が目詰まりした行/ノズルの数を示します。 

図 6-58: 造形サンプルの目詰まり行を計測する

上の例では、目詰まりノズルの数は 2 つ です。

造形サンプル

ルーラー上の線

目詰まり行

造形サンプル

ルーラー
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d. ウィザード画面 の [目詰まりノズル] フィールドで目詰まり行の総
数を入力入力 します。 

注記:この手順では、ローラーは造形サンプルの表面を滑らかにしませ
ん。サンプルの見えている線と抜けている樹脂を間違わないでくださ
い。

図 6-59: ヘッド 適化のための造形サンプル

17. サンプルを注意して取り除き、重量を測り、ウィザード画面で重量を
入力します。

サンプルがいくつかに分かれている場合でも、取り除いて、サンプル
全体を測るようにしてください。

18. 目詰まりノズル数を入力して、サンプルの重量を測ったら、[適用] を
クリックするか、[入力] を押します。

データ入力インジケータ が次の位置に移動します。

19. すべての造形サンプルのデータを入力します。

入力を変更するには、[データの編集] をクリックし、正しいデータを入力
し、[保存] をクリックします。
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20. すべての造形サンプルのデータを入力したら、[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、 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 6-60: 造形ヘッド 適化後の 終ウィザード画面

注記:造形ヘッドに 適化設定を適用するには、プリンタ アプリケー
ションを再起動する必要があります。[完了] をクリックすると、アプ
リケーションが閉じてから再度開きます。

• 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すると、交換を指示し
ます。この場合、以下の画面が表示されます。

図 6-61: 問題のある造形ヘッドが見つかった場合

* ただし、交換後に造形ヘッドを 適化した後に、画面が表示されるの
で、ヘッド位置合わせウィザードを実行して続行できます (6‐30ペー

ジを参照してください )。これは、モデル造型を作成する前に必要で

す。
ここでヘッドの位置合わせを行なわないことを選択した場合、[完了 ] 

をクリックすると、プリンタ アプリケーションが閉じてから再度開き

ます。
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21. すぐにヘッドを交換する準備ができている場合、[故障しているヘッ
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、 [ウィザードの中止] を選択
します。

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)

• 使い捨て清掃手袋 (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)

• 付属の清掃布または同等品

• ヘッド 適化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、[次へ] をクリックすると、ウィザード
が手順を案内します。6‐43ページ の「造形ブロックを準備する」を続け
ます。

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 適化ウィザードが造形ヘッドが不良であると判断した場合。
(6‐33ページの「造形ヘッドを 適化 (キャリブレーション) する」 を参
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 インターフェイスが警告または
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 サーミスターが短い

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。

造形ヘッドは、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 適化] 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タ コンポーネントを調整します。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、
約 2.5 時間 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 適化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. 造形ヘッドを 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)

• 使い捨て清掃手袋 (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)

• 付属の清掃布または同等品

• ヘッド 適化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

注記: ヘッド交換手順を行う前に、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。

2. [オプション] メニューから、[ヘッド 適化] ウィザードを開始しま
す (6‐24 ページの図  6‐28 を参照)。

3. 初のウィザード画面で、[次へ] をクリックして開始します。

4. 以下の画面で、[故障しているヘッドの交換] を選択し、[次へ] をク
リックします。

図 6-62: 手順選択画面
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造形ブロックを準
備する

5. 交換が必要な造形ヘッドを選択して、[次へ] をクリックします。

図 6-63: ヘッド選択画面

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。

図 6-64: プリンタ準備進捗画面

6. 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 6-65: プリントのヘッド交換準備完了
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7. 保護手袋を付けて、プリンタのカバーを開きます。

注記: プリンタが安全のために電源を切断します。

図 6-66: 造形ヘッド交換の確認 

問題のあるヘッド
を取り外す

問題のあるサポート造形ヘッドを取り外す

モデル造型ヘッドを交換するには、 初にサポート造形ヘッドを取り外し
ます。

造形ブロック カバーを取り外します。A. 保護用手袋を着けます。
B. ネジ B を取り外します。
C. ネジ C を緩めます。 

造形ヘッドを支えながら、蝶ネジを押
し下げて取り外します。

A.サポート造形ヘッド カードを取り外
します。

B.造形ヘッドの蝶ネジを緩めます。



DOC-34014-JA 改訂 C 版 6–45

Objet24 ユーザー ガイド

 モデル造型ヘッドを交換する必要がない場合は、6‐47ページの「サ
ポート造形ヘッドを取り付ける」 を続行します。

モデル造形ヘッドを取り外す

造形ヘッドと一緒に、2 つの O リング 
シールが外れたことを確認します。

造形ヘッドを再び組み付ける場合は、
紫外線光から保護します。

現地の法令に従って
造形ヘッドを処理し
ます。

または

A.モデル造形ヘッド カードを取り外し
ます。

B.造形ヘッドの蝶ネジを緩めます。

造形ヘッドを支えながら、蝶ネジを押
し下げて取り外します。

造形ヘッドと一緒に、2 つの O リング 
シールが外れたことを確認します。

造形ヘッドを再び組み付ける場
合は、紫外線光から保護します。

現地の法令に従って
造形ヘッドを処理し
ます。

または
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モデル造形ヘッドを取り付ける

 使用済みの造形ヘッドを再度取り付ける場合、O リング シールを必ず
新しいシールと交換するようにしてください。

O リング シールが造形ヘッドに取り
付けられていることを確認します。

造形ヘッドの位置決め治具で、以下の
ように位置を調整します。

前

A.「初めに押す」とマークされた位置まで治具を押し上
げます。

B.「前」とマークされた位置まで治具を押し上げます。

造形ヘッドの蝶ネジを締めます。
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サポート造形ヘッドを取り付ける

 使用済みの造形ヘッドを再度取り付ける場合、O リング シールを必ず
新しいシールと交換するようにしてください。

モデル造形ヘッド カードをしっかり押し下げて、造
形ヘッドに取り付けます。

タブを押し、次に治具を引き下げて取り外します。

タブを押す

取り外し

O リング シールが造形ヘッドに取り
付けられていることを確認します。
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造形ヘッドの位置決め治具で、以下の
ように位置を調整します。

前

A.「初めに押す」とマークされた位置まで治具を押し上
げます。

B.「前」とマークされた位置まで治具を押し上げます。

造形ヘッドの蝶ネジを締めます。

モデル造形ヘッド カードをしっかり押し下げて、造
形ヘッドに取り付けます。
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8. [造形ヘッド交換] 画面 (6‐44 ページの図  6‐66 参照) 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、[次へ] をクリック
します。

タブを押し、次に治具を引き下げて取り外します。

タブを押す

取り外し

造形ブロック カバーを取り付けます。

A. ネジ A を入れて締めます。
B. ネジ B を締めます。
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9. 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
平で平らなことを確認し、[次へ] をクリックします。

図 6-67: 取り付け確認画面

10. 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、カバーが閉じていることを確認します。

図 6-68: クリアされたトレイ確認画面

ヘッドを温めて、補充および取り除いて、ウィザードを続けます。取り
付けに問題がなければ、 適化手順が開始され、 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 6‐33 ページの「造形
ヘッドを 適化 (キャリブレーション) する」を参照してください。この
手順を行ったら、モデルを生成する前に、[ヘッド位置合わせ] ウィザード
を実行する必要があります)。

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」次へ)。
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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。

• 取り付けた造形ヘッドが新しくない (プリンタから取り外されたことがあ
る) 場合、以下のメッセージが表示されます。 

図 6-69: 使用済造形ヘッド メッセージ

 この造形ヘッドの取り付けを続けるには、[はい] をクリックしま
す。

 この造形ヘッドを取り外して新しい造形ヘッドを取り付けるには、
[いいえ] をクリックします。

• 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 6-70: 誤った取り付け画面、再挿入するヘッドを示します

これが発生した場合: 

a. 造形ヘッド ドライバー カードをソケットに再挿入する。

b. 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、[次へ] をクリックします。
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UV ランプ モデルを硬化させる為に使用したランプからの効果的な放射線は、時間
と共に変化します。放射線硬化が少なすぎると、造形完了時に、造形樹
脂の一部が液体状のままモデル上に残ることになります。造形 300 時間ご
とまたは必要であると思われるときに、UV キャリブレーション ウィザー
ドを実行して、ランプのテストとその有効放射線のキャリブレーション
を行います。

ウィザードは、推奨放射線レベルを高速比較します。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放射線レベルを調整
しようと。

• 測定値が許容範囲内の場合、ウィザードは。 

• さらに調整が必要な場合、テスト が繰り返されます。 

• 放射線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、
造形モードのランプ放射線が許容範囲外であることを示します。

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. [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 (6‐24 ページの図  6‐28 を参照してください)。

2. 以下の画面で、[UV 強度キャリブレーション] 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 6-71: UV テスト/キャリブレーション選択

UV ランプをテストしてキャリブレーションを行う前に、ガラス レンズが
クリーンなことを確認してください。アクセスを容易に行うために、ヘッ
ド掃除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。
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3. 造形トレイがクリア (空)。ウィザード画面でこれを確認し、[次へ] を
クリックします。

以下の画面が表示されます。

図 6-72: プリンタ準備

4. UV センサーのカバーを右にスライドさせてセンサーを露出させ、ガ
ラスがクリーンなことを確認します。

図 6-73: UV センサーの露出

5. 必要に応じて、清掃布およびアルコール (IPA) を使って UV センサー
の上のガラスを清掃します。

研磨剤入りのクリーニング パッドを使ってガラスを清掃しないでくだ
さい。

[次へ] をクリックすると、UV ランプの電源が入り、安定します。(こ
れは数分かかります。)次に、造形ブロックがセンサーを通過し、ウィ
ザードが、。

図 6-74: UV 測定進捗
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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。

完了したら、ウィザードがキャリブレーション後のランプの状態を示
します。

図 6-75: UV ランプの 終状態 — 許容強度レベル

図 6-76: UV ランプの 終状態 — 許容強度レベル外

6. ウィザードが指定 UV 強度範囲内にランプを調整できない場合、以下
のステップを実行して、ランプを交換する前にウィザードを再度実行
します。

• UV ランプのガラスがクリーンかチェックします。

• UV センサーから完全にカバーが外され、保護用ガラスがクリーン
なことをチェックします。

それでも結果が許容できない場合、カスタマー サポートにお問い合わ
せください。
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7. [次へ] をクリックして、UV センサー カバーを閉じて、ウィザード画
面でこれを確認します。次に、[次へ] をクリックして、ウィザードを
完了します。

図 6-77: 終 UV キャリブレーション ウィザード画面

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。利便性および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 セルは造形 500 時間後、または 6 か月ごとに 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. [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 (6‐24 ページの図  6‐28 を参照してください)。 

2. キャリブレーションするロード セルを一つ以上選択して、[次へ] をク
リックします。

図 6-78: ロード セル選択

3. ウィザードの指示に従ってカートリッジまたはコンテナを取り外し、
樹脂ドロワーを閉じます。 

重要：  続ける前に、樹脂ドロワーが閉じていることを確認し
ます。閉じていない場合、キャリブレーションに影響がでま
す。
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4. 確認チェック ボックスを選択して、[次へ] をクリックします。

図 6-79: カートリッジ削除の確認

5. 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。

図 6-80: レベル安定

6. チェック ボックスを選択して、[次へ] をクリックします。

複数のロード セルをキャリブレーションする必要がある場合、次の
キャリブレーション画面が表示されます。すべてのロード セルのキャ
リブレーションが完了するまで、ステップ 5 と 6 を繰り返します。

7. 終ウィザード画面で、[完了] をクリックします。

図 6-81: 終ウィザード画面
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8. カートリッジ/コンテナを交換します。

臭気フィルタ
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
起動式炭素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。通常、これは予防メンテナンス サービス訪問時に行いま
す。

臭気フィルタを交換するには:
1. プリンタ背面のフィルタ ドロワーを確認し、引き出して開けます。

図 6-82: Objet24プリンタの背面

2. 使用済フィルタを取り外します。(ドロワーの下から押し出せます。)

図 6-83: ドロワーの臭気フィルタ

3. 新しいフィルタを挿入して、ドロワーを閉じます。

 廃棄コンテナを交換する場合、チューブを接続しながら廃棄袋を片手
で持ちます。これを行わないと、袋がよじれ、廃棄物の流れが制限さ
れます。

 廃棄コンテナ上の金属カバーは必ず交換してください。カバーなしで
プリンタを操作すると、廃棄物重量の測定が不正確になります。これ
によって、プリンタに廃棄物が過剰に流れ込むことになります。

臭気フィルタ ドロワー
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UV ランプ を
交換する

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。
Stratasys サービスエンジニアが定期メンテナンスの際にその有効性をテ
ストし、必要に応じて交換します。[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 (6‐52ページの「UV ランプ」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. [オプション] メニューから [UV ランプ交換] ウィザードを起動します 
(6‐24 ページの図  6‐28 を参照してください)。 

2. 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、[次へ] をクリックし
ます。

図 6-84: 「空トレイ」確認画面

軸は「ホーム」位置に移動します。

3. UV アセンブリ カバーの蝶ネジ (以下の写真に示す) を緩めます (取り
外さないでください)。

図 6-85: UV アセンブリ カバー

4. UV アセンブリ カバーを固定している他の 4 つの蝶ネジを取り外し
て、カバーを外します。

警告:  続行する前に、プリンタ カバーの安全インターロックが故障し
ていないこと、ランプが熱くなっていないことを確認します。
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5. UV ランプ ケーブルとファン ケーブルを取り外します。

図 6-86: UV ランプ アセンブリの接続を解除する ( 上部表示)

6. UV ランプ アセンブリをプリンタに固定する 2 つの側ネジを緩めま
す。

図 6-87: UV ランプ アセンブリ

7. アセンブリを取り外し、平らな表面に配置します。

UV ランプ コネクタ

UV ファン コネクタ

固定ネジ
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8. UV ランプ カバーを固定するネジを緩めて、カバーを外します。

図 6-88: UV ランプ カバー ネジ

9. UV リフレクターを固定している 2 つのネジを緩めます。

図 6-89: UV リフレクター ネジ

10. UV リフレクターを少し上げて取り外し、 下部から角度を付けて筐
体から引き出します。

図 6-90: UV アセンブリから UV リフレクターを取り外す

カバー ネジ

リフレクター 
ネジ
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11. 古いリフレクターとランプを廃棄します。

12. 新しい UV ランプ/リフレクター ユニットを筐体に挿入します。

13. UV ランプ ケーブルが筐体内の正しい位置にあることを確認し、固定
ネジを締めます。

図 6-91: UV ランプを取り付ける場合のケーブルの配置

14. 、交換し、固定ネジを締めます。

15. ケーブルが側固定ネジと共にスロットにはまっていることを確認し
て、プリンタの UV ランプを交換します。 

図 6-92: アセンブリを交換した後の UV ランプ ケーブル

16. ２ つの側面固定ネジを締めます。

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 ランプ二は水銀が含まれています。帆損したランプの扱いには注意し
てください。

室内を完全に換気します。

保護手袋を使って、水銀とランプの部品を集めます。

注射器、テープや紙などに水銀蒸気が付かないように、こぼれた水銀は
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。 
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17. ウィザード画面で、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、[次へ] をクリックします。

図 6-93: [UV 取り付け確認] 画面

ウィザードがランプを操作し、正しく取り付けられているかテストし
ます。ランプが点灯しない場合、ウィザードが電力接続をチェック
し、ランプをサイド取り付けるように指示します。

図 6-94: 終ウィザード画面

注記: [完了] をクリックすると、UV ランプはオンのままになります。

組み込みテ
スト

ソフトウェア パラメータのサニティ チェックが組み込みテスト インター
フェイスから利用できます。これにより、プリンタの操作が行われるた
め、組み込みテスト 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。

組込みテストにア
クセスする

組み込みテスト画面を開くには、以下のいずれかを行います。 
• [オプション] メニューから [組み込みテスト] を選択します。

• Ctrl+Alt+B を押します。

UV ランプの交換後: 

 [UV キャリブレーション] ウィザードを実行して、電力をキャリブレー
ションします (6-52ページの「UV ランプ」参照)。UV ランプが冷める
まで少なくとも 2 分は待ってから、[UV キャリブレーション] ウィザー
ドを実行します。

 100 時間造形を行った後に、新しい UV ランプを再度キャリブレーショ
ンします。
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図 6-95: [組み込みテスト] を [オプション] メニューから選択する

テスト インター
フェイス

組み込みテスト画面は。

図 6-96: 組み込みテスト画面

ステータス

「S」 列は、実行後のテストの結果を表示します。 

テストを実行するには:
 チェック ボックスを選択して、[ ] をクリックします。

テスト実行後に、[保存] および [表示] コマンド ボタンが組み込みテスト
画面に追加されます。

図 6-97: BIT コマンド ボタン

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。)
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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:
 [保存] および [表示] コマンド ボタンを使用します。

廃棄コンテナ 
を交換する

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、部分的に硬化した高分子材料が含まれます。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。

コンテナの容量は、1.8 キログラムの廃材分あります。通常、数週間プリ
ンタを使用できます。プリンタのソフトウェアには、コンテナに 1.5 キロ
グラムの樹脂がある場合に、警告メッセージが表示され、正味重量が 1.8 
キログラムに達すると造形が停止します。1.5 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 (または造形タスク) 
の開始を許可しません。プリンタ インターフェイスの [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。

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 インターフェイス画面で、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 6-98: 廃材の重量を示す、プリンタ インターフェイス (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、段ボール箱内の密閉袋 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、新しい廃棄袋を挿入する必要
があります。

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. 箱に入るように、新しい廃棄袋を折り曲げ、袋のネジとコネクタを箱
上部の穴に挿入します。

注記: 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。

表示 
トグル ボタン

廃材重量

交換ボックス、廃棄袋シーリング キャップが Objet プリンタ起動キット
および予防メンテナンス キットに付属しています。
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廃棄コンテナを交換するには:
1. 樹脂ドロワーを開きます。

2. 廃棄コンテナから防火カバーを取り外します。

図 6-99: 廃棄コンテナのカバーを取り外す

3. コンテナの廃液チューブを接続するキャップのネジを外します。

4. 注意して廃棄コンテナを持ち上げて、プリンタから取り外します。

5. 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。

6. 新しい廃棄コンテナを樹脂ドロワーに配置し、廃液チューブに接続さ
れたキャップを取り付けます。 

重要：  廃液チューブに取り付けながら、廃棄袋を片手で持ち
ます。これを行わないと、袋がよじれ、廃棄物の流れが制限
されます。

7. 新しい廃棄コンテナ ボックスを閉じ。 

図 6-100: 廃液チューブが取り付けられた廃棄コンテナ
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8. 防火カバーを廃棄コンテナ上に配置し、廃液チューブが自由に動き、
曲がっていないことを確認します。

図 6-101: 防火カバーを廃棄コンテナ上に取り付けます。

注記: 廃棄コンテナ カバーなしでプリンタを操作すると、廃材重量の測
定が不正確になります。これによって、プリンタに廃棄物が過剰に流れ
込むことになります。

9. 樹脂ドロワーを閉じます。

外部パネルを
掃除する

Objet 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。ただし、定期的な掃除には刺激の少ない石
鹸液のみを使用することが推奨されます。

プリンタの設
定をバック
アップおよび
復元する

プリンタ モードと構成設定はプリンタ コンピュータ上のファイルに保存
されます。これらのファイルはバックアップでき、必要に応じてデスク
トップ アイコンを使用して復元できます。

図 6-102: バックアップおよび復元デスクトップ アイコン

再起動ウィ
ザード

[オプション] メニューに表示されるウィザードの一つが再起動です。通
常、このウィザードは実行する必要はありません。このウィザードが制
御するプロセスは、必要に応じて、プレ造形モード (造形開始前) の一部
として自動的に実行されます。Stratasys カスタマー サポート エンジニア
の指示がある場合のみ、このウィザードを実行します。

いっぱい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。
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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。

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。
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。

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。

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 
Objet WaterJet 洗浄ユニットです。

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。
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図 7-1: Objet 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。

苛性ソーダにより
サポート樹脂を取

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。

モデルを保管する
モデルは造形と同時にキュアされ、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曝さないでください。

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。

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、苛性ソーダ溶液に水を混ぜないで
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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