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責任声明書

本書に含まれる情報は、予告なく変更されることがあります。Stratasys Inc. は、本書に含ま
れている誤り、または本書の提供、実行もしくは使用に伴って発生した偶発的もしくは派
生的損害について責任を負いません。Stratasys Inc. は、本書について、市販性および特
定目的との適合性に関する黙示的な保証を含め、これに限定されず、一切の保証を負いま
せん。Stratasys の資料が安全かつ合法的であり、意図する用途について技術的に適している
と判断すること、および本書に関して各地方自治体の規制に準拠した適切な廃棄 ( またはリサイ
クル ) 方法を特定することについては、システムの所有者 / 材料購入者が責任を負うものとします。
Stratasys の標準的な販売条件による規定を除き、Stratasys は、本書に記載する製品の使用に起因する
損害について、一切責任を負わないものとします。

著作権声明

本書は、著作権により保護されています。無断転載を禁じます。ソフトウェア著作権に基づき、本書の使
用、公開、所有は、Stratasys との契約により制限されます。事前に Stratasys Inc. が書面により同意しな
い限り、本書のいかなる部分も、コピー、複製、他言語に翻訳することを禁じます。

本書に含まれるすべての図面および情報の所有権は、Stratasys Inc. に帰属します。

商標表示 

Stratasys、FORTUS (Fortus)、FDM は、Stratasys Inc. の登録商標です。 

FORTUS 450mc、Insight、Control Center、FDM Technology、SR-30、SR-35、SR-100、SR-110、ABS-
ESD7 は、Stratasys, Inc. の商標です。 

ULTEM™ は、SABIC またはその子会社もしくは関連会社の登録商標です。 

Novus Plastics Polish #1、#2 は、Novus International の登録商標です。 

その他の製品名および商標はすべて、各所有者に帰属します。Stratasys は、これらの Stratasys 以外の製
品の選択、パフォーマンス、利用については一切責任を負いません。製品仕様は、予告なく変更されるこ
とがあります。 
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FORTUS 450MC プリンタについて

Fortus 450mc™ 3D プロダンクション システムへようこそ。本システムは、本ガイド全体
を通じて 450mc と呼ばれます。本プリンタは、CAD 設計から正確なプロトタイプを製作
する画期的なテクノロジーを採用しています。Stratasys の Fused Deposition Modeling 
(FDM) テクノロジーは、形状、はめあい、機能性のフィールドテストに利用可能な、内側形
体を含む試作モデルを作成します。Direct Digital Manufacturing (DDM) により、特注の 終パー
ツを 3D CAD データから直接作成することができます。450mc プリンタは、複数の高温モデル樹脂
に対応可能なサーボ / ベルト駆動式の XY ガントリーを搭載しています。

450MC のコンポーネント 

• 450mc プリンタ

• モデル樹脂

• サポート樹脂

• Insight ソフトウェア パッケージ

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

プリンタの主な特長

• 造形室のサイズ :16 x 14 x 16 インチ (406.40 x 355.60 x 406.40 mm)

• 樹脂キャニスター ベイ :2 モデル、2 サポート

• タッチスクリーン グラフィック ユーザー インターフェイス 

使用可能な材料

450mc では 3 種類の樹脂バンドルが使用可能です。以下に、バンドルの詳細を示します。

上記に記載の樹脂バンドルに加え、これらの任意の樹脂に対して独立したライセンスをお求めいただくこ
とも可能です。 

オプション オプションの詳細

標準 ABS-M30 ( 全色 )、ABS-M30i、ABS-ESD7、ASA ( 全色 ) モデル樹脂 
(SR-30 および SR-35 サポート樹脂と併用 )

エンジニアリング PC、PC-ABS、PC-ISO、Nylon 12 モデル (PC_S、SR-100、SR-110 
サポート樹脂と併用 )

高性能 Ultem 9085 および Ultem Black モデル樹脂には、Ultem サポート樹脂 
(ULT_S) を組み合わせ、Ultem 1010 モデル樹脂には、ULTEM 1010 
サポート樹脂 (U1010S1) を組み合わせています。

注記 : 樹脂 / チップの互換性の詳細については、38 ページの「チップの適合性

と選択」を参照してください。
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このガイドについて

本ガイドは、Stratasys 3D プロダクション / ラピッド プロトタイプ システムを使用してプ
ロトタイプとエンドユースパーツを製作するための入門書です。学習・参照ツールとして
の利用を目的として、システムの操作を理解しやすいように手順を追って説明していま
す。

本ガイドの使い方

本ガイドは、わかりやすい章立てになっています。本ガイドは、各章を順番に読み進める以外に、特定
の情報をすばやく見つけ出す必要がある場合には、目次からその情報に直接進むことができます。本ガイ
ドをシステムの側に置いておき、プリンタのトラブルシューティングやメンテナンスの際にお役立てくだ
さい。

本ガイドの凡例

本ガイドの凡例を以下に示します。

• このフォントで書かれたテキストは、ユーザー インターフェイス タッチスクリーンで押すボタン

を示します。例 : ナビゲーション バーの [ キュー ] ボタンを押します。 

• ブルーで書かれたテキストは、そのテキストが特定の図、表、見出し、ページ番号への参照リンク

であることを示します。

• 標準の太字テキストは、手順の中で項目を強調するほか、ソフトウェア アプリケーションの特定 /
起動、ワークステーション PC 上のファイルの表示 / 保存、または Insight との連携時の操作する場

合のナビゲーション パスを示します。> 文字は、ナビゲーション パス内の項目を区切る際に使用

します。例 : メインメニューから [File（ファイル）] > [Open（開く）] に進みます。 

改訂履歴
0.

改訂 日付 変更の説明 

821357-0001_REV_A 2014 年 8 月 本書の初版発行 

821357-0002_REV_A 2014 年 10 月 本書全体に ASA 樹脂情報を追加。

[Build ( プリンタ )] ページの造形ジョブ ステータス部分におけづ樹脂ス

テータス画面に関する機能説明を改訂。
「ユーザー インターフェイス」の章にジョブ キュー制御情報を追加。

「ユーザー インターフェイス」の章に画面の明るさ設定を追加。

「チップ切り替えウィザードの使用」の章にいくつかの手順を補足。 
「操作」の章の「キャニスターの取り扱い / 保管」のセクションを更新。 

821357-0003_REV_A 2015 年 11 月 Ultem 1010 樹脂に関する情報を本書全体に追加。

空気品質情報を含めるように「環境に関する要件」セクションを改訂。 
「ユーザー インターフェイス」の章に「ファン速度」セクションと「シス

テム電圧」セクションを追加。 
「ユーザー インターフェイス」の章に「樹脂ロードコントロール - キャン

セル ボタン」に関する情報を追加。 
樹脂のロード / アンロード手順を改訂。

「チップ切り替えウィザードの使用」の章にいくつかの手順を補足。 
「トラブルシューティング」の章に背面ファン ヘッドに関する警告情報を

追加。 
「補足情報」の章を追加。
全体的に細かな修正。 
新しい Stratasys デザインとガイドラインに沿ったブランディングに関す

るドキュメントを更新。
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821357-0004_REV_A 2016 年 5 月 本書全体に ST130 樹脂情報を追加。

本書全体に PC-ABS 樹脂情報を追加。

821357-0004_REV_B 2017 年 5 月 Nylon 12 CF 樹脂情報を本書全体に追加。

Nylon 12 CF ヘッド交換手順を追加。

SR-35 樹脂情報を本書全体に追加。

821357-0004_REV_C 2017 年 5 月 樹脂チューブ配線を修正。

改訂 日付 変更の説明 
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1 サービスとサポート

本章では、450mc のサービスとサポートに関する情報、安全性に関する情報、安全警告ラベルの位置につい

て説明します。

サービス

プリンタで本ユーザー ガイドに記載されていない問題が発生した場合は、Stratasys 顧客サポートまでご連絡

ください。

サービスに電話する際には、プリンタのソフトウェア バージョン (193 ページの「ソフトウェアのバージョ

ン」を参照 ) およびハードウェアのシリアル番号 (13 ページの「プリンタの識別」を参照 ) を必ずお手元にご

用意ください。また、ハードウェアからの診断ファイルを提出するために、Insight ワークステーションへの

アクセスが必要となる場合があります。

ソフトウェア サポート

ユーザー ガイドに記載されていないソフトウェアの問題が発生した場合は、Stratasys 顧客サポートまでご連

絡ください。

サービスに電話する際には、プリンタのソフトウェア バージョン (193 ページの「ソフトウェアのバージョ

ン」を参照 ) およびハードウェアのシリアル番号 (13 ページの「プリンタの識別」を参照 ) を必ずお手元にご

用意ください。また、ハードウェアからの診断ファイルを提出するために、Insight ワークステーションへの

アクセスが必要となる場合があります。

地域 電話 電子メール

北米 /
中南米

+1 800-801-6491
(7:00 AM - 5:00 PM)

support@stratasys.com

アジア太平洋 +852 3944-8888
(9:00 AM - 6:00 PM)

support.ap@stratasys.com

欧州、中東、アフ
リカ

+49 7229-7772-644
(9:00 AM - 5:00 PM)

support.emea@stratasys.com

地域 電話 電子メール

北米 /
中南米

+1 800-801-6491
(7:00 AM - 5:00 PM)

support@stratasys.com

アジア太平洋 +852 3944-8888
(9:00 AM - 6:00 PM)

support.ap@stratasys.com

欧州、中東、アフ
リカ

+49 7229-7772-644
(9:00 AM - 5:00 PM)

support.emea@stratasys.com
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安全上の注意事項

以下に記載する基本的な安全上の注意は、Stratasys 機器の安全な設置、操作、メンテナンスを確保すること

を目的としており、安全事項を網羅するものではありません。Fortus 450mc プリンタは、安全で信頼性が高

く迅速な試作システムとなるように設計されています。プリンタの領域によっては、アクセスに危険が伴うこ
とがあります。

危険のタイプ

Stratasys は、資格を持つスタッフがすべてのサービス作業を行うことを推奨しています。本プリンタ本体の

操作または周辺での作業を行うスタッフはすべて、本ガイド全体を通して、以下に示す危険の分類の意味を熟
知しているものとします。

• 「警告」および「注意」は、それらが関連する段落の前に記載されています。

• 「注記」は関連する段落の後に記載されています。

製品の安全警告記号

当社は、当社のプリンタが常に安全性と信頼性を確保できるようにあらゆる努力を重ねています。しかし、お
客様が高電圧、高温の可能性があるプリンタの領域にアクセスする必要がある時や、可動式の機械コンポーネ
ントが重度の傷害を引き起こす可能性がある時もあります。

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

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

注記 : その項目に関連する追加情報を表します。

注記 : 安全に関する注意事項を必ず読み、順守してください。プリンタで以下
の安全警告記号を見た場合は、常に注意を払ってください。

高電圧 : 高電圧が存在することを示します。露出している電気回路には絶対に触
らないでください。アクセサリーはすべて外すことをお勧めします。

高温 : 高熱を発する装置があることを表します。熱を発するパーツを取り扱う
際は、必ず細心の注意を払ってください。ウェルカム キットに同梱されている

安全手袋を必ず着用してください。

プリンタ内のヘッドの温度は、450 ﾟ C (800 ﾟ F) を超える場合があります。
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製品の安全警告ラベル

図 1-1: ヘッド部の安全警告ラベルの位置

手袋 : 手袋の表示がある領域では、必ず安全手袋 ( ウェルカム キットに同梱 ) を
着用してください。この安全手袋は、耐高温性に関して認証を受けたものです。 

手が挟まれる危険性: 2 つのパーツの間に手が挟まれて負傷する危険性があるこ

とを示します。作業を行う領域では、1 つ以上のパーツが移動します。
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図 1-2: オーブン部の安全警告ラベルの位置

図 1-3: Z 軸ステージ部の安全警告ラベルの位置
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図 1-4: 空気システム部の安全警告ラベルの位置

圧縮空気システム

真空システム
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図 1-5: 裏面の安全警告ラベルの位置
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潜在的な危険性のある領域

以下に示すプリンタのコンポーネントと領域は、適切な安全手順に従わなかった場合、システム障害または信
頼性の問題を招くおそれのある潜在的な危険性がある箇所として、特に注意が必要です。

オーブン

ガントリ

Z ステージ

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

オーブンの温度は、非常に高温です。オーブンの温度は、安全サーモスタット
によって制御されており、温度が 370 ﾟC (698 ﾟ F) に達するとプリンタをシャッ

トダウンします。

注記 : オーブン ドアを開けると、オーブン ヒーターがオフになります。

警告 : プリンタの可動コンポーネントの近くで作業する際には、ネクタイ、緩
めの服装、ぶら下がり型のアクセサリーを絶対に着用しないでください。

プリンタのトップ カバーの下に ガントリがあります。この領域には、X 軸と 
Y 軸の機械的なドライブ コンポーネントが収容されています。この領域にアク

セスする際には、細心の注意を払ってください。サーボ駆動システムは、モー
タ、滑車、ベルトを含め、非常に力が強いため、特に注意が必要です。

注記 : オーブン ドアやトップ カバーが開いている時には、サーボ モータは無

効になります。タイミング ベルトと滑車装置の間に身体の一部を挟む危険性

は、造形中にオーブン ドアとトップ カバーをロックすることや、オーブン ド
アやトップ カバーが開いている時にモータを無効にすることにより、 小限に

とどめることができます。造形時にはオーブン ドアとトップ カバー自動的に

ロックされ、造形中は開くことができません。オーブン ドアまたはトップ カ
バーが開いていると、造形を開始することはできません。 

警告 : プリンタの可動コンポーネントの近くで作業する際には、ネクタイ、緩
めの服装、ぶら下がり型のアクセサリーを絶対に着用しないでください。

駆動ベルト、滑車、Z 軸ステージのサーボ モータは、重傷を負う危険性があり

ます。Z 軸ステージでの圧砕の危険性は、Z 軸ステージ移動中にオーブン ドア

をロックすることや、オーブン ドアが開いている時に Z 軸モータを無効にす

ることにより、 小限にとどめることができます。

プリンタ内のヘッドの温度は、450 ﾟ C (800 ﾟ F) を超える場合があります。



8

ドアのロック

センサーを使用して、オーブン ドアとトップ スライド カバーの状態をプリンタに知らせます。安全上の理由

から、オーブン ドアとトップ カバーは、X、Y、Z 軸モータが動作する前に閉じる必要があります。電磁ロッ

クにより、造形中にオーブン ドアとトップ カバーをしっかり閉じた状態に保持します。

一般的な安全対策

プリンタを操作する際には、この一般的な安全対策を順守してください。

環境条件

• 450mc は室内でのみ使用してください。 

• 空気中に過度の固形粒子 ( 導電性または非導電性 ) が含まれていると、システムの損傷を招く
場合があります。

• 空中に浮遊する油分がプリンタ上またはプリンタ内に堆積すると、プラスチック コンポーネ
ントが損傷する場合があります。

• 動作温度は 65°F ～ 86°F (18°C ～ 30°C)、相対湿度は 30% ～ 70% ( 結露なし ) です。

• 保管温度は -40°F ～ 129.2°F (-40°C ～ 54°C)、相対湿度は 10% ～ 85% ( 結露なし ) です。

• 高海抜高度は 6561.68 フィート (2000 m) です。

• 樹脂の保管温度は 55°F ～ 75°F (13°C ～ 24°C)、相対湿度は 20% ～ 50% です。 

高電圧 : プリンタには高電圧の領域があります。

警告 : トップ カバーの下の領域にアクセスする場合は、OSHA または CE 認証

を受けたステップ ツールのみを使用してください。

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

本章では、450mc のセットアップと設置について説明します。

概説

ウェルカム キットの内容 

 プリンタのウェルカム キットには、ウェルカム インサート ( 文書 )、ソフトウェア CD、メンテナンスに必要

な共通ツール、さまざまな交換パーツが含まれています。以下の図表と照らし合わせて、ウェルカム キット

の内容を確認してください、 

図 2-1: ウェルカム キットの内容 - CD、ドライブ、ケーブル

表 2-1： 図 2-1 の説明

1
ウェルカム インサー

ト ( 文書 )
450mc ユーザー ガイド ( 本書 ) のダウンロード方法が記載されています。 

2
RJ45 Cable 450mc とイーサネット ネットワーク間のネットワーク接続に使用するケーブルです。ジョブ ファイル

は、この接続を通じてプリンタに転送されます。14 ページの「ネットワーク接続の確立」を参照して

ください。

3
Controller Software 
CD

Controller Software ( プリンタ制御に使用するソフトウェア ) のバックアップ コピーの CD です。詳細

については、45 ページの「ソフトウェア」を参照してください。 

4
Insight CD Insight ソフトウェア ( と FDM Control Center ソフトウェア ) をコンピュータにインストールするのに

使用する CD です。Insight は、ファイルを処理し、造形するプリンタに転送するソフトウェアです。

詳細については、45 ページの「ソフトウェア」を参照してください。 

1 2

3 4
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図 2-2: ウェルカム キットの内容 - ツール

表 2-2： 図 2-2 の説明

1
革製安全手
袋

プリンタ コンポーネントは、非常に高温です。熱傷などの負傷を防ぐために、本書で手袋の安全

警告表示が記載されている手順では、この手袋を必ず着用してください。2 ページの「製品の安

全警告記号」を参照してください。

2
磁気ハンド
ル ピック 
セット

場合によっては、ブレークアウェイ サポートを取り除く時や、ヘッド、チップに溜まったゴミを

清掃する時に、このピックを使用する必要があります (182 ページの「プリンタからパーツを取り

出す」を参照 )。

3
プラテン清
掃ブラシ

プラテン清掃時に、このブラシを使って樹脂ゴミを掃き出します。プラテンにゴミが付着してい
ると真空の質に影響を与えるため、造形を開始する前に必ずプラテンが汚れていないことを確認
してください。詳細については、235 ページの「プラテンの清掃」を参照してください。 

4
ボールエン
ド六角ドラ
イバー (9/
64)

プリンタ チップを交換する工程で使用します。135 ページの「チップ タイプまたは樹脂タイプの

変更」を参照してください。

5
ライト付き
拡大鏡 
(x10)

細かいツールパスの関係を見る必要のある XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーションで作業

を行う場合に使用するツールです。このツール用の電池 ( 単 2 形電池 x 2 個 ) は含まれていませ

ん。194 ページの「6 キャリブレーション」を参照してください。 

6 5 インチの

カッター

プリンタから樹脂をアンロード・除去する時に、キャニスターのフィラメントの切断に使用しま
す。123 ページの「樹脂、キャニスター、熱溶解装置チップ」を参照してください。

7
ニードル 
ノーズ プラ

イヤ (7 1/8)

場合によっては、ブレークアウェイ サポートを取り除く時や、ヘッド、チップに溜まったゴミを

清掃する時に、このプライヤを使用す必要があります (182 ページの「プリンタからパーツを取り

出す」を参照 )。

2

1

3

4

5

6

7
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図 2-3: ウェルカム キット - スペア パーツ

表 2-3： 図 2-3 の説明

1
オーブン電球交換
キット

オーブン電球は定期的に交換が必要です。ペアの電球は通常 2 つとも同時に切れます。

ウェルカム キットには、オーブン電球交換キットと、キットごとに 2 つの交換用 
Festoon 電球が含まれています。詳細については、243 ページの「オーブン電球の交

換」を参照してください。 

交換品がなくなったら、追加の電球交換キットを注文してください。交換用の消耗部品
番号については、234 ページの表 7-2 を参照してください。 

2
パージ レッジ ウェルカム キットには、交換用のパージ レッジ (2) が含まれています。パージ レッジ

は、チップ ワイプ アセンブリの一部であり、週 1 回点検が必要です。パージ レッジ

は、レッジの表面に樹脂ゴミが溜まり過ぎた時にいつでも交換してください。詳細につ
いては、237 ページの「チップ ワイプ アセンブリの清掃 / 点検」を参照してください。

交換品がなくなったら、追加の交換用パージ レッジを注文してください。交換用の消

耗部品番号については、234 ページの表 7-2 を参照してください。

高性能樹脂オプションを購入したユーザーの場合、ULTEM 1010 には特定のパージ

レッジが必要となります。この樹脂で造形を行う場合は、必ず指定された ULTEM 

1010 パージレッジ ( パージレッジの表面に 「ULTEM 1010」のテキストで明示 ) をお

使いください。

3
フリッカー / ブラシ 
アセンブリ

ウェルカム キットには、交換用のフリッカー / ブラシ アセンブリ (4) が含まれていま

す。フリッカー / ブラシ アセンブリはチップ ワイプ アセンブリのコンポーネントで、

ゴミや蓄積した樹脂が熱溶解装置チップに残らないように除去します。週 1 回点検を

行い、必要に応じて交換してください。損耗の詳細については、237 ページの「チップ 
ワイプ アセンブリの清掃 / 点検」を参照してください。

交換品がなくなったら、追加の交換用アセンブリを注文してください。交換用の消耗部
品番号については、234 ページの表 7-2 を参照してください。 

1

2
3
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図 2-4: ウェルカム キットの内容 - 清掃用品

表 2-4： 図 2-4 の説明

1
タッチスクリーン 
クリーニング 
キット

タッチスクリーンは繰り返し使用するため、時々クリーニングが必要です。タッチスク
リーンのクリーニングには、それに適した LCD 洗浄剤を使用してください。クリーニン

グ方法については、246 ページの「タッチスクリーン画面の清掃」を参照してください。 

2
オーブン ガラス

窓クリーニング 
キット

オーブン ドアのガラス窓は、時々クリーニングが必要です。この窓は、ポリカーボネート

のパネルと強化ガラスの窓面から成ります。オーブン ドアのポリカーボネート製パネルの

クリーニングには、Novus 1 プラスチック クリーナーのみを使用してください。オーブン 
ドアの強化ガラス窓面のクリーニングには、少し石けんを溶かした温水とマイクロファイ
バー清掃布を使用できます。クリーニング方法については、244 ページの「オーブン ドア

/ ガラス / ウィンドウの清掃」を参照してください。

3 マイクロファイ
バー清掃布

プリンタの各コンポーネントは繰り返し使用するため、時々クリーニングが必要です。コ
ンポーネントのクリーニングには、マイクロファイバー清掃布のみを使用してください。
本清掃布の使用方法については、244 ページの「プリンタの清掃」 を参照してください。

21

3
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施設における設置の準備

『サイト プレパレーション ガイド』に従って、配置場所がプリンタの設置に適しており、安全であることを確

認します。

プリンタの識別

以下のタグでプリンタを識別します。

• シリアル番号タグ - サービスを依頼する場合にこの番号を知らせます。

• モデル タグ - プリンタのモデル番号、部品番号、電源要件が記載されています。また、このタグに
は、プリントに関連するすべての特許番号、FCC 適合情報の一部、電圧に関する警告、Stratasys 
の Web アドレスも記載されています。

この 2 つのタグは、プリンタの背面の下部で電源接続に近い場所に取り付けられています。顧客サポートにプ

リンタの識別情報を知らせる場合には、これらのタグを参照してください。

図 2-5: ID タグの位置

モデル タグ

シリアル タグ
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基本セットアップ

ネットワーク接続の確立

処理済みファイルは、お客様の施設のイーサネット ネットワークを通じて 450mc に転送されます。ネット

ワーク接続のための RJ45 ネットワーク コネクタは、プリンタ背面の ( 背面から見て ) 右上隅にあります 
( 図 2-6 を参照 )。 

電源ケーブルの接続

AC ブレーカー 

プリンタの AC ブレーカーは、プリンタ背面の ( 背面から見て ) 右上隅にあります。AC ブレーカーのハンド

ルが押し上げられている ( オンの位置にある ) 時には、プリンタに電力が供給されています。 

プリンタで高過電流が発生すると、AC ブレーカーがトリップしてプリンタの電気 / 電子コンポーネントを保

護します。AC ブレーカーがトリップすると、ブレーカーのハンドルが下に ( オフの位置に ) 下がり、完全に

押し上げられた位置ではなくなります。 

プリンタを復帰するためには、AC ブレーカーをリセットする必要があります。このためには、AC ブレー

カーのハンドルを一番上 ( オンの位置 ) までしっかり押し上げます 

注記 : 背面のすべての接続については、図 2-6 を参照してください。

警告 : 施設の全 AC 配線については、システム電源の接続も含めて、資格を持つ

電気技師が行うものとします。 

注記 : AC ブレーカーがトリップしても、ブレーカーのハンドルが常に一番下 ( オフ )
の位置まで完全に下がるわけではありません。AC ブレーカーがトリップしたその都

度、ハンドルが下方に下がり、完全に押し上げられた位置 ( オン ) ではなくなります。

AC ブレーカーをリセットした場合は、必ず AC ブレーカーのハンドルを一番下 ( オフ

) まで押し下げてから、一番上 ( オン ) の位置まで押し上げてください。 
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図 2-6: 背面の接続

ネットワークの設定 

本セクションでは、ネットワーク設定を変更する必要がある場合について説明します。

プリンタのネットワーク アドレスは、DHCP ( 動的 ) アドレスでも固定アドレスでも構いません。

• DHCP ( 動的 ) アドレス - ネットワーク サーバーまたは PC が IP アドレスを生成してシステムに割
り当てます。その都度、異なる IP アドレスがサーバーや PC により生成されることがあります。

• 固定アドレス - システム管理者によってプリンタに割り当てられた IP アドレス、ネットワーク マ
スク、ゲートウェイ アドレスを入力する必要があります。一度入力されると、アドレスは変更さ
れません。

IP アドレスの設定に加えて、プリンタに UPnP を設定することもできます。

• UPnP オン - プリンタは、ネットワーク全体にその UDN (Unique Device Name) アドレスをブロー
ドキャストします。これにより、Insight ワークステーション ソフトウェアは、プリンタの IP アド
レスを自動的に検出して通信を行うことができます。

• UPnP オフ - プリンタは、ネットワークにその IP アドレスをブロードキャストしません。Insight 
ソフトウェアがプリンタと通信を行うためには、手動で設定する必要があります。

AC ブレーカー 
( オフ位置 )

イーサネット ネット

ワーク接続 (J45)

オプションの UPS 接続

電源ケーブルの接続
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UPNP 設定

プリンタの UPnP 設定を行うには :

1. プリンタの電源をオンにします。121 ページの「プリンタの電源投入」を参照してください。

2. ナビゲーション バーの [ 設定 ] ボタンを押します (54 ページの表 4-5 を参照 )。

3. [ 設定 ] ページの [Network ( ネットワーク )] の部分で、[UPnP] オプションに進みます 
(95 ページの「UPnP」を参照 )。 

4. UPnP のオン / オフを切り替えるスライド ボタンが表示されます ( デフォルトで「オン」が選

択されています )。必要に応じて、スクリーン上のこのボタンに触れ、左 ( オフ ) または右 ( オ
ン ) にスライドさせて、設定を調整します。

ネットワーク アドレス設定

プリンタのネットワーク アドレスを設定するには :

1. プリンタの電源をオンにします。121 ページの「プリンタの電源投入」を参照してください。

2. ナビゲーション バーの [ 設定 ] ボタンを押します (54 ページの表 4-5 を参照 )。

3. ネットワーク アドレス情報のグループは、[Settings ( 設定 )] ページの [Network ( ネットワーク

)] 部分の 初の列に表示されます。このグループには、[Address Type ( アドレス タイプ )]、
[IP Address (IP アドレス )]、[Netmask ( ネットマスク )]、[Gateway Address ( ゲートウェイ ア
ドレス )] の各フィールドが含まれています。これらのフィールドに対応するアドレスは、この

列の右側に表示されます (95 ページの「ネットワーク アドレス情報」を参照 )。 

4. プリンタのネットワーク アドレス情報を調整するには、[ ネットワーク (Network)] 列の右側の

矢印を押します。プリンタの [Network Settings Details ( ネットワーク詳細設定 )] ページが開い

て詳細を表示します (93 ページの「Network ( ネットワーク ) 設定」 を参照 )。 

5. [Address Type: ( アドレス タイプ :)] フィールドの右側に、[DHCP ( 動的 )] または [Static ( 固定 )] 
のアドレス タイプを切り替えるスライド ボタンが表示されます ( デフォルトで「DHCP」が選

択されています )。必要に応じて、スクリーン上のこのボタンに触れ、左 ( オフ ) または右 
( オン ) にスライドさせて、設定を調整します。

A. 「DHCP」を選択した場合には、それ以上の設定は不要です。ページの左上隅の [Settings 
( 設定 )] ボタンを押して、プリンタの [Network Settings Details ( ネットワーク詳細設定 )] 
ページを終了し、[Settings ( 設定 )] ページに戻ります。 

B. 「Static ( 固定 )」を選択した場合、[Enter Network Settings ( ネットワーク設定の入力 )] 
ポップアップ ダイアログが表示されます。このダイアログで、[IP Address (IP アドレス )]、
[Network Mask ( ネットワーク マスク )]、[Gateway ( ゲートウェイ )] の各フィールドに

キーパッドを使って入力します。フィールドを選択するには、画面上でそのフィールドに
触れ、キーパッドを使用してアドレス情報を入力します。 
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図 2-7: [Enter Network Settings ( ネットワーク設定の入力 )] ダイアログ

• アドレスの番号を入力するには、ナンバー キーを使用します。 

• 番号を 1 つずつ削除するには、バックスペース キーを使用します。

• 入力値を確認し、保存してから終了するには、チェックマーク キーを使用します。

• 保存せずにダイアログを終了するには、X キーを使用します。

6. ネットワーク設定を完了して [Enter Network Settings ( ネットワーク設定の入力 )] ダイアログ

を終了すると、プリンタの [Network Settings Details ( ネットワークの詳細設定 )] ページに戻り

ます。ダイアログの左上隅の [Settings ( 設定 )] ボタンを押して、[Network Settings Details
( ネットワーク詳細設定 )] ページを終了し、[Settings ( 設定 )] ページに戻ります。 

注記 : IP アドレス、ネットワーク マスクまたはゲートウェイ アドレスを知ら

ない場合には、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

チェックマーク ( 確認 )

パックスペース ( 削除 ) 終了 ( 保存しない )
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プリンタの日付・時刻の設定

正確な造形時刻を得るには、プリンタの時計を設定する必要があります。これは、インストール プロセスで

ワークステーション PC にインストールされた FDM Control Center アプリケーションで行います (46 ページ

の「FDM Control Center ソフトウェア」を参照 )。450mc の日付と時間を設定するには、以下の手順を行いま

す。

1. [ すべてのプログラム ] > [Insight (installed version) ( インストール版 )] > [Control Center 
(installed version) ( インストール版 )] に進むか、Control Center のショートカット ( 利用可能

な場合 ) をダブルクリックして、FDM Control Center を開きます。

2. [Services ( サービス )] タブを選択し、[Name: ( 名前 :)] ドロップダウン メニューで「450mc」
が選択されていることを確認します。プリンタがドロップダウン メニューで表示されない場

合、プリンタを Control Center 内で追加する必要があります。詳しい説明については、

215 ページの「Control Center にプリンタを追加する」を参照してください。 

3. [System Time ( システムの時刻 )] ボタンをクリックします。

図 2-8: [System Time ( システムの時刻 )] ボタンの位置
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4. [Change 450mc Date and Time (450mc の日付と時刻の変更 )] ダイアログが表示されます。こ

のダイアログの日付と時刻の設定は、ワークステーション PC の日付と時刻の設定に基づいて

自動的に設定されています。

5. 必要に応じて日付と時刻の設定を調整し、[OK] をクリックしてダイアログを閉じます。プリン

タの日付と時刻が設定され、ユーザー インターフェイスのインフォメーション バーの部分に表

示されます (48 ページの「インフォメーション バー」を参照 )。

図 2-9: [Change 380mc Date and Time (380mc の日付と時刻の変更 )] のダイアログ

プリンタのライセンス取得

プリンタは、パーツ造形に使用する前にライセンスを受ける必要があります。プリンタのライセンス取得プロ
セスでは、プリンタを樹脂ライセンス アップグレードが可能なモードにしてから、プリンタの樹脂ライセン

ス ファイルをインストールします。このファイルは、プリンタの樹脂の詳細設定 ( 詳細については使用可能な

材料を参照 ) を記載したもので、このプリンタにおいてパーツ造形に使用可能なモデル樹脂とサポート樹脂を

特定します。プリンタは、 初の設置とセットアップの一部としてライセンスを受けているはずです ( これ

は、担当の認定サービス代理店が行っています )。しかし、樹脂キャニスターをインストール、ロードした後

で、プリンタがこれらのキャニスターを認識せず、造形が開始できない場合、プリンタのライセンスを受けな
ければならない場合があります。ライセンスを受けるには、218 ページの「樹脂ライセンスのインストール /
更新」の手順に従ってライセンスを受けてください。 
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3 システム コンポーネント

本章では、450mc のコンポーネントについて説明します。また、プリンタで使用可能なモデル樹脂とチップ

に関する情報も、本章に記載されています。

プリンタの概要

アクセス ドアとパネル

本プリンタは、システム上で も頻繁にアクセスされる領域に、容易にアクセスできるように設計されていま
す。ドアとパネルは、図 3-1 と図 3-2 で強調表示されています。

図 3-1: アクセス ドアとパネル - 正面図

警告 : 左右両側の上部 / 下部のパネル、上部 / 下部の背面パネルの取り外しは、

認定サービス代理店のみが行ってください。下図に、これらのコンポーネント
を示します ( ただし、この図は参照の目的のみで提供されています )。 

上部カバー

キャニスター ベイ ドア 
( 左右 )

オーブン ドア

タッチスクリーンのイン

ターフェイス

上部パネル ( 左右 )

下部パネル ( 左右 )
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図 3-2: アクセス ドアとパネル - 背面図

上部カバー

ガントリおよびヘッド アセンブリへのアクセスが可能です。 

6 つのファンでこの領域を冷却しています。左右両側に 2 つずつのファンが設けられ、冷気をガントリ領域に

取り込みます。背面の 2 つのファンは、ガントリ領域の暖気を外部に排出します。

オーブン ドア

プラテン、チップ ワイプ アセンブリ、完成したパーツにアクセスできます。

キャニスター ベイ ドア

キャニスター ベイ エンクロージャーとそのコンポーネント ( 樹脂キャニスター、キャニスター リリース ノ
ブ、キャニスター　ステータス LED) のほか、電源スイッチ、チップの拭き取り高さ調整ホイール、パージ廃

材容器、保管領域へのアクセスが可能です。

下部背面パネル

上部背面パネル
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左右両側のパネル 

上部 / 下部の背面パネル 

タッチスクリーンのインターフェイス 

ユーザーがプリンタの制御を行えます。ユーザー インターフェイスから様々な画面にアクセスして、造形

ジョブの選択、造形中プロセスにおけるジョブの制御、樹脂やチップの交換、キャリブレーションの実行、プ
リンタ設定、メンテナンスオプションの設定が行えます。タッチスクリーンは、プリンタの動作状況を表示す
るほか、使用可能な警告情報も視覚的に表示します。 

ユーザー インターフェイスのコンポーネントとページの詳細については、4-47 ページの「4 ユーザー イン

ターフェイス」を参照してください。

警告 : 左右両側の上部 / 下部のパネルの取り外しは、認定サービス代理店のみが

行ってください。 

警告 : 上部 / 下部の背面パネルの取り外しは、認定サービス代理店のみが行って

ください。 
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オーブン コンポーネント

オーブンは、オーブン ドアと、プラテン、チップ ワイプ アセンブリなど、オーブン ドアのガラス窓から見え

るすべての部品で構成されています。オーブンは、パーツが造形される面です。

図 3-3: オーブン コンポーネント 

オーブン ドア

オーブン ドアは、磁気ロックを利用しています。オーブン ドアは、プリンタが造形中はロックされたままに

なりますが、オーブンのコンポーネントに安全にアクセスできるようになると自動的にロック解除されます。
オーブン ドアは、プリンタが造形中に開くことはできません。トップ カバーは、オーブン ドアとともに自動

的にロック解除されるため、手動で開くことができます。 

オーブン ドアの窓は、ガラス製の内部ペーンとポリカーボネート製の外側パネルの 2 つのコンポーネントか

ら成ります。内部ペーンは、オーブンに直接触れるため、超高温に耐える強化ガラスでできています。ポリ
カーボネート製の外側パネルは取り外し可能で、パネルの外側 ( プリンタの外側と一致する表面 ) には耐擦傷

性コーティングが施されています。パネル内側の表面には、この耐擦傷性コーティングは施されていません。 

内部のガラス ペーンとポリカーボネート パネルをクリーニングする際には、特別のクリーニング手順を行う

必要があります。詳細については 244 ページの「オーブン ドア / ガラス / ウィンドウの清掃」を参照してくだ

さい。 

注記 : ポリカーボネート製の外側パネルは耐擦過性コーティングされています
が、樹脂によってはパネル表面に損傷や引っ掻き傷を与える可能性があります。
パネルの外面に傷を付けないように、十分に注意を払ってください。 

チップ ワイプ アセンブリ

パージ シュート ア
クセス パネル

プラテン

オーブン ドア
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オーブン ライト

オーブン正面上部の端に 4 個の Festoon 電球 ( 図 3-4) が左右に 2 個ずつ取り付けられ、オーブンを照らしま

す。各電球は、12 ボルト定格です。 

ダッシュボードの [ オーブンライト制御 ] ボタンがオーブン ライトの現在の状態を表し、ライトを手動でオン

/ オフにすることができます。( 詳細については 53 ページの「[ オーブンライト制御 ] ボタン」を参照してくだ

さい。)

図 3-4: 電球の位置

高温 : 電球は熱くなっています。オーブン ライトがオンになっている時に電球

に絶対に触らないでください。
電球の取り外し / 交換は、オーブン ライトがオフになっている時に行ってくだ

さい。電球の交換方法については、243 ページの「オーブン電球の交換」 を参照

してください。 

Festoon 電球 
( 左右両側に 2 個ずつ )
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プラテン

スチール製のプラテンは、パーツが造形される面です。造形シートは、真空ソースによりプラテンにしっかり
と密着します ( 詳細については 35 ページの「オンボード真空システム」を参照 )。格子模様のパターンがプラ

テンの上面に取り付けられています。これにより、面全体にわたって真空が均一に行われます。プラテンにゴ
ミが付着していると真空の質に影響を与えるため、造形を開始する前に必ずプラテンが汚れていないことを確
認してください ( 詳細については 235 ページの「プラテンの清掃」を参照してください )。 

プラテンの中央にはゴミ侵入防止網が設けられ、真空ポート全体を覆っています ( これは、お客様が取り外す

部品ではありません )。この防止網で樹脂の破片が真空ラインに入るのを防ぎます。ゴミ侵入防止網は、ゴミ

が詰まった状態にならないように、頻繁に点検を行ってください。 

プラテンの正面右隅に設置されたチップ センサーは、プリンタが造形シートの面に対するチップの位置を決

める時に使用します。プリンタは、Z 軸 ゼロ キャリブレーション中 ( 造形開始時に自動実行される ) だけでな

く、モデル チップとサポート チップの交換後、この 2 つのチップの間の Z 軸オフセットを決める時 (XYZ 軸
チップ オフセット キャリブレーション中 ) にも、このチップ センサーを使用します。 

図 3-5: プラテンのコンポーネント

注記: プラテンは、3 段階調節可能なネジジャックで Z 軸ステージのクロス ビー

ムに取り付けます。プラテンの高さ調節は、認定サービス代理店のみが行って
ください。

真空ポート

と

ゴミ侵入防止網

チップ センサー
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チップ ワイプ アセンブリ

チップ ワイプ アセンブリは、オーブンの正面の右側にあります。このアセンブリは、2 つのフリッカー / ブラ

シ アセンブリ ( 各チップに 1 つずつ )、2 つのパージ シュート ( 各チップに 1 つずつ ) で構成されています。

このアセンブリの収容位置は、パージ シュートのアクセス プレートの後ろです。フリッカー / ブラシ アセン

ブリは、プリンタのチップとチップシールドに樹脂ゴミが付着したり、樹脂が蓄積したりしないようにしま
す。

樹脂がチップから除去される時に、ヘッドがパージ レッジの真上に来ます。除去された樹脂は、パージ レッ

ジ上で球状にまとめられます。チップから樹脂が除去されると、チップはフリッカー / ブラシ アセンブリを通

過します。フリッカーがチップの先端から樹脂ゴミを切り落としてパージ シュートに投げ込みます。ブラシ

がチップとチップ シールドをクリーニングします。パージ シュートは、樹脂ゴミを、キャニスター ベイ エン

クロージャーの内部にあるパージ廃材容器に直接誘導します。 

チップ ワイプは、キャニスター ベイ エンクロージャーの内部にあるチップの拭き取り高さ調整ホイールを使

用して手動で調整できます。29 ページの「チップの拭き取り高さ調整ホイール」を参照してください。 

図 3-6: チップ ワイプ アセンブリ

フリッカー / ブラ

シ アセンブリ 
モデル = 左
サポート = 右

パージレッジ

モデル = 左
サポート = 右
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キャニスター ベイ エンクロージャーのコンポーネント

モデル樹脂とサポート樹脂のキャニスター ベイにアクセスするには、プリンタ正面のキャニスター ベイ ドア

を開きます。キャニスター ベイ ドアは磁気ロックを備えていないため、プリンタが造形中であっても開くこ

とが可能です。

図 3-7: キャニスター ベイ エンクロージャーのコンポーネント

キャニスター ス
テータス LED

モデル樹脂用キャニスター 
ベイ (M1 および M2)

サポート樹脂用キャニス

ター ベイ (S1 および S2)

キャニスター ドライブ

リリース ノブ

保管領域

電源スイッチ

パージ廃材容器

と廃材容器ドア

チップの拭き取り高さ調

整ホイール ( モデル - 上
部ホイール サポート - 下
部ホイール ) 

キャニスター ドライブ
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キャニスター ベイ

450mc には、4 つの樹脂用キャニスター ベイが ( モデル樹脂用とサポート樹脂用に 2 つずつ ) 備わっていま

す。左端の 2 つのベイ (M1 および M2) はモデル樹脂を、右端の 2 つのベイ (S1 および S2) は サポート樹脂を

保持します。 

造形中、1 つのモデル キャニスターと 1 つのサポート キャニスターがアクティブになります。アクティブな

キャニスターのヘッドには、樹脂フィラメントがロードされます。キャニスター上方の LED が緑色に点灯し、

ユーザー インターフェイスには「Loaded ( ロード済み )」のステータスが表示されます ( 詳細については 188 
ページの「樹脂ステータス」を参照 )。非アクティブなキャニスターは、プリンタを一時停止せずに交換でき

ます。

キャニスター ドライブとキャニスター リリース ノブ

各キャニスター ベイには、キャニスター ドライブとキャニスター リリース ノブがあります。キャニスター 
ドライブは、フィラメントをキャニスターからヘッドにフィードします。 

• キャニスター ドライブは、キャニスター ベイの内部 ( 取り付け時にはキャニスターの真上 ) にあり、
フィラメントをヘッドにフィードする小型 DC モータを備えています。

• キャニスター ドライブは、スプリング式になっており、ガイドピン上を上下に移動します。2 つの
スプリングは、キャニスター ドライブに、キャニスター上部に向けて正圧を加えます。

• キャニスター ドライブには、樹脂フィラメント検知センサーがあり、キャニスター ドライブ内の
樹脂の有無を検知します。 

キャニスター リリース ノブは、キャニスター ドライブをキャニスターに連結 ( 連結解除 ) する場合に使用し

ます。

図 3-8: キャニスター ドライブの詳細

注記 : 自動切り替え機能は、造形中に第 1 キャニスターが樹脂切れした場合、自

動的に第 2 キャニスターに切り替えます (133 ページの「キャニスターの自動切

り替え」を参照 )。

キャニスター ド
ライブ

キャニスター リリース ノブ
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キャニスター　ステータス LED インジケータ

各キャニスターの上方には、色のついたステータス LED が 1 つずつあります。LED は、各キャニスター ベイ

のキャニスターのステータスを表します ( 図 3-7)。以下に、LED のステータスを説明します。

• オフ : キャニスターが検知されません。または、キャニスターは存在しますが、樹脂フィラメント
がキャニスターのドライブ ブロックにフィードされていません。

• 緑 – ゆっくりと点滅 ( 準備完了状態 ): 樹脂フィラメントは、キャニスター ドライブにフィードされ
ていますが、ヘッドにはロードされていません。必要に応じて、キャニスターをアンロードできま
す。

• 緑 – すばやく点滅 ( ロード中の状態 ): 樹脂フィラメントは、キャニスター ドライブにフィードされ
ており、ヘッドにロード中です。キャニスターをアンロードできません。

• 緑 – 点灯 : フィラメントはヘッドにロードされています。キャニスターを取り外すことはできませ
ん。 

• 赤 – 点滅 :キャニスターのロード /アンロードの失敗、またはキャニスター のメモリ チップの読み取
り / 書き込みの失敗が発生しました。キャニスターを取り外してください。

• 赤 – 点灯 : キャニスターが空です。キャニスターを取り外してください。

チップの拭き取り高さ調整ホイール

キャニスター ベイ エンクロージャーには、モデルとサポートの両方のチップ ワイプに調整ホイールが設けら

れています。これらのホイールを使って、手動でチップ ワイプ高さを調整して、正しく位置決めを行えます。

チップ交換後には、対応する調整ホイールを使って、そのチップのチップ ワイプ高さを必ず調整してくださ

い。方法の詳細については 171 ページの「チップ ワイプ高さの調整」を参照してください。 

図 3-9: チップの拭き取り高さ調整ホイールの位置

モデル用チップの拭

き取り高さ調整ホ

イール

サポート用チップの

拭き取り高さ調整ホ

イール
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パージ廃材容器

キャニスター ベイ エンクロージャーには、パージ廃材容器が備えられています。この容器は、フリッカー /
ブラシ アセンブリからパージ シュートを経由して、除去した樹脂ゴミを収集します。 

パージ廃材容器には、ばね式のドアが付いています。造形中は、パージ廃材容器のドアを閉じておいてくださ
い。パージ廃材容器は、毎日空にしてください。詳細については 236 ページの「パージ廃材容器を空にする」

を参照してください。 

図 3-10: パージ廃材容器の位置

保管領域

4 つのキャニスター ドライブの真下には、必要に応じてスペア パーツやツールを保管できる保管領域があり

ます。 

図 3-11: 保管領域

パージ廃材容器

パージ廃材容器ドア 

保管領域
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ガントリ 

ガントリまたはヘッドにアクセスするには、まずトップ カバーを開いてください。トップ カバーは、磁気

ロックを利用しています。トップ カバーは、プリンタが造形中はロックされたままになりますが、この領域

のコンポーネントに安全にアクセスできるようになると自動的にロック解除されます。トップ カバーは、プ

リンタが造形中に開くことはできません。オーブン ドアは、トップ カバーとともに自動的にロック解除され

ます。トップ カバーが開いていると、プリンタは造形を再開することができません。 

ガントリ アセンブリ

ガントリは、パーツ造形中、ヘッドを X 軸方向と Y 軸方向に移動させます。ガントリ アセンブリは、トップ 
カバーの下にあります。ガントリそのものはオーブンの外側にあり、ヘッドの 下部のみがオーブン内に突き
出します。ガントリとそのドライブ モータは、柔軟な熱保護カバーによってオーブンの熱から保護されてい

ます。ガントリは、タイミング ベルトに付いている 1 つの X サーボ モータと 1 つの Y サーボ モータを使用

してヘッドを移動させます。

図 3-12: ガントリ アセンブリ

X モータ Y モータ
ヘッド アセンブリ

Y ブリッジ アセンブリヘッド メンテナ

ンス ブラケット

Y キャリッジ 
アセンブリ
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ヘッド アセンブリ

ヘッド アセンブリは、様々なモデル樹脂で使用できるように設計されています。ヘッド内のボードは、ヒー

ターを直接制御します。ヘッドは、2 つの全く同じ熱溶解装置で、モデル樹脂とサポート樹脂を射出します。

サポート樹脂の熱溶解装置は、ドライブ モータで上下に移動します。熱溶解装置のチップは、2 つのネジで、

熱溶解装置のヒーター ブロック間に直接固定します。チップ熱溶解装置の上方には、流入する樹脂と熱溶解

装置の入口を冷却するための送風ファンがあります。 

図 3-13: ヘッド アセンブリ 

ヘッド固定具 ( 左右 )

* 左側のネジは図に表示

されていません。

モデル チップ
サポート チップ

熱溶解装置冷却ファン

メンテナンス ハンドル

サポート フィラメン

ト ドライブ モータ

モデル フィラメント 
ドライブ モータ

サポート ヒー

ター ブロック

モデル ヒーター ブロック

ヘッド ボタン ( モデル

: 左、サポート : 右 ) 
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ヘッド メンテナンス ブラケット

450mc には、ヘッド メンテナンス ブラケットが備わっています。これは、チップの交換などヘッドのメンテ

ナンス作業の多くを行う場合に、ヘッドを便利な位置に移動します (168 ページの「トップ カバー内部のチッ

プの変更」を参照 )。 

メンテナンス ブラケットへのヘッドのセット

必要な場合、以下の手順を行って、メンテナンス ブラケットにヘッドをセットします。

1. プリンタが停止されており、造形中でないことを確認します。

2. トップ カバーを開き、メンテナンス ハンドルを使って、手動でヘッドをガントリ領域の正面中

央に移動させます。

3. 9/64 ボールエンド六角ドライバーのチップ変更ツール ( ウェルカム キットに同梱 ) を使用し

て、2 本の凹型ヘッド固定具を緩めます ( ただし、取り外さないこと )。

図 3-14: 凹型ヘッド固定具の位置

注記 : ヘッド固定具が「捕捉された」状態にしておいてください。ネジをヘッ
ドから完全に取り外さないでください。

ヘッド固定具 (2 か所 )
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4. メンテナンス ハンドルをしっかりと握り、ヘッドを持ち上げて、ヘッド メンテナンス ブラ

ケットにセットします。

図 3-15: メンテナンス ブラケットにセットされたヘッド

メンテナンス ブラケットからのヘッドの取り外し

ヘッドのメンテナンス作業を終えたら、以下の手順でヘッドをヘッド メンテナンス ブラケットから取り外し、

ガントリに戻します。

1. メンテナンス ハンドルをしっかりと握り、ヘッドをヘッド メンテナンス ブラケットから取り

外して、ガントリの元の位置に戻します。 

2. 2 本の凹型ヘッド固定具を使って、ヘッドをヘッド取り付けプレートにしっかりと取り付けま

す ( 図 3-14 を参照 )。 

3. ヘッドのケーブルがねじれてトップ カバーに当たるような位置にならないように確認してか

ら、トップ カバーを閉じます。 
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真空およびエア ドライヤー システム

オンボード真空システム

真空ポンプが形成した真空をプラテンの造形シートの保持に使用します。十分な真空が形成されると、造形
シートはプラテンに自動的に密着し、( インフォメーション バーにある ) バキューム メーター上の赤色「X」
が消えます (48 ページの「インフォメーション バー」を参照 )。また、真空システムは、インライン式の真空

フィルタ ( 真空システムからゴミを取り除く ) と真空スイッチ ( 真空になっていない時にプリンタが動作しな

いようにする ) を備えています。

オンボード エア ドライヤー システム

樹脂乾燥システムは、ロードされた樹脂フィラメントの乾燥を促進することを目的としています。エア コン

プレッサを使用して、フィラメント チューブに乾燥した空気を強制的に送り込みます。圧縮空気が再生ドラ

イヤーに押し込まれ、そこで乾燥します。乾燥した空気は、2 つのドライヤー ユニットの間を 30 秒ごとに方

向転換します。圧力と乾燥した圧縮空気の流れは、圧力調整器と独立した風量計で制御します。余分な水分は
プリンタ内の蒸発トレイに振り向けられ、ゴミはフィルタ ユニットで捕捉します。 
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モデル樹脂とチップ

使用する樹脂 

450mc では様々な樹脂タイプが使用できます。

• 高強度ポリカーボネート樹脂 (PC) をモデル樹脂として使用する場合、PC_S ブレークアウェイ サ
ポートまたは SR-100 可溶性サポートを併用。

• PC-ISO モデル樹脂の場合、PC_S ブレークアウェイ サポートと併用。

• PC-ABS モデル樹脂は、SR-110 サポート樹脂を使用。 

• ABS-M30、ABS-M30i、ABS-ESD7、ASA モデル樹脂の場合、SR-30 および SR-35 可溶性サポー
トと併用。

• SR-30 は延性があり、すばやく溶解します。 

• SR-35 は 大 40%　速く溶解する代替サポート樹脂（ジオメトリに依存）で、水溶性溶液とし

ては SR-30 よりも寿命が長いという特性があります。

• ULTEM 9085 樹脂 ( 民間航空機での使用が認可されている ) がモデル樹脂の場合、ULT_S サポート
樹脂と併用。 

• ULTEM 1010 樹脂 ( 高の耐熱性、耐薬品性および引っ張り強度を示す FDM 熱可塑性プラス
チック ) がモデル樹脂の場合、U1010S1 サポート樹脂と併用。

• Nylon 12 ( 初の準結晶性の熱溶解積層法 (FDM) 用熱可塑性プラスチック ) がモデル樹脂の場合、
SR-110 サポート樹脂と併用。 

• ST130 モデル樹脂は犠牲工具処理パーツにおいて、ST130-S サポート樹脂と一緒に用いられます。 

• 犠牲工具処理とは、必要なシェル樹脂（カーボンフィルタなど）を硬化させた後に、完成した

パーツをコアに使用して溶解させることです。

プリンタで使用可能な樹脂のタイプ ( モデルとサポート ) は、プリンタで購入した樹脂ライセンスのオプショ

ンによって変わります (450mc で使用可能な樹脂のオプションについては、「使用可能な材料」のセクション

を参照してください )。プリンタの樹脂オプションは、必要に応じてアップグレードできます。このアップグ

レードは、[ メンテナンス ] ページの [Materials ( 樹脂 )] 設定で行うことができます ( 詳細については 116 ペー

ジの「システム設定」を参照 )。

プリンタ樹脂の適合性については、38 ページの「チップの適合性と選択」を参照してください。 

キャニスター メモリ チップ

各樹脂キャニスターには、メモリ チップが搭載されており、キャニスターの容量を追跡します。450mc は、

他の Fortus キャニスターとは異なるキャニスター メモリ チップを採用しているため、プリンタでパーツ造形

を行う場合には 450mc に適合するキャニスターのみを使用してください。これらのキャニスターは、黒色の

キャニスター突起部とプラスチック プラグが特徴です (127 ページの図 5-5 を参照 )。
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図 3-16: キャニスター メモリ チップの位置

キャニスターを取り付けると、メモリ チップが読み取られ、キャニスターの情報がプリンタにレポートされ

ます。キャニスターの樹脂タイプと容量がダッシュボードのユーザー インターフェイスに表示されます ( 詳細

については 49 ページの「ダッシュボード」を参照 )。また同じ情報が [ チップ ] ページにも表示されます 
(69 ページの「[Tips ( チップ )] ページでの操作」を参照 )。互換性のないキャニスターが取り付けられると、

ユーザー インターフェイスにエラーが表示されます。 

造形を開始すると、プリンタは、造形ファイルの樹脂要件 ( モデルとサポート ) とプリンタの現在の樹脂設定

を比較します。樹脂が適合しない場合、ユーザー インターフェイスが樹脂を適切なタイプのものに変更する

ように指示するダイアログが表示されます。

また、造形ファイルには、造形を完了するために必要なモデル樹脂とサポート樹脂の予測量も記載されていま
す。この予測量と、各キャニスターで使用可能な樹脂量を比較します。造形の完了には樹脂が不十分な場合、
警告とともに、造形の前にキャニスターを変更するか、または追加のキャニスターを取り付けるかの選択肢を
示すダイアログが表示されます。

熱溶解装置チップ

熱溶解装置チップとスライス高さ

2 種類の熱溶解装置チップが利用可能です。標準チップは、すべてのモデル樹脂とブレークアウェイ サポート 
構造 (BASS) に使用します。可溶性チップは、可溶性サポート樹脂に使用します ( 詳細については 44 ページ

の「チップの識別」を参照 )。可溶性サポート樹脂 (SR) を使用する樹脂でパーツを造形する場合は、サポー

ト樹脂に、T12SR30 または T12SR100 チップを使用してください。

450mc では、次の 9 種類のチップが利用可能です (T10、T12、T12SR30、T12SR100、T14、T16、T20、
T20B および T20C)。チップは、交換可能な消耗品であるため、プリンタの樹脂タイプを変更したその都度、

およびチップがチップ オドメーターの上限に達した時に、交換が必要です。チップ交換時、取り外したチッ

プを後で再度取り付ける可能性がある場合、チップ オドメーターの値を読み取って記録し、この情報を取り

外したチップとともに保管してください。チップの交換方法については 135 ページの「チップ タイプまたは

樹脂タイプの変更」を参照してください。 

注記 : 適合しない樹脂のままで造形を続行することもできますが、パーツ造形
の品質は予測できません。

注記 : キャニスターの容量に関連する問題が検知されると、特定のダイアログ
のみが表示されます。

メモリ チップ



38

チップの適合性と選択

表 3-1 は、450mc で使用可能な樹脂とそれに対応するチップを示します。

表 3-2 は、各モデル チップのスライス高さを示します。

表 3-3 は、樹脂の使用量に基づく概算のチップ寿命を示します。

プリンタは、チップの使用を追跡し、チップの交換時期になると、ユーザー インターフェイスに自動的にダ

イアログを表示します。消耗したチップは詰まりやすくなり、パーツの品質を低下させるおそれがあります。
チップの使用状態の詳細については、186 ページの「チップ オドメーターのステータス」を参照してくださ

い。

チップ交換時には、プリンタは、チップ交換ウィザードでチップ オドメーターのリセット手順を指示します 
(135 ページの「チップ切り替えウィザードの使用」を参照 )。

表 3-1： 利用可能なチップ

表 3-2： スライス高さ

モデル樹脂 モデル チップ サポート樹脂 サポート チップ

ABS-M30
ABS-M30i

T10、T12,T16、
T20

SR-30、SR-35 T12SR30

ABS-ESD7 T12、T16 SR-30、SR-35 T12SR30

ASA T10、T12、T16、
T20

SR-30、SR-35 T12SR30

Nylon 12 T12、T16、T20 SR-110 T12SR100

Nylon 12 CF T20C SR-110 T12SR100

PC T10、T12、T16 SR-100 T12SR100

PC
PC-ISO

T12 PC_S T12

PC/PC-ISO T16、T20 PC_S T16

PC-ABS T10、T12、T16、
T20

SR-110 T12SR100

ST130 T20B ST130-S T20

ULTEM 9085/
ULTEM Black

T16 ULT_S T16

ULTEM 1010 T14、T20 U1010S1 T16

モデル チップ スライス高さ ( インチ ) スライス高さ (mm)

T10 0.005 0.127

T12 0.007 0.178

T14 0.010 0.254

T16 0.010 0.254

T20 0.013 0.330

T20B 0.013 0.330

T20C 0.010 0.330
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表 3-3： チップ寿命

モデル a

樹脂

モデル

情報

モデル チップ寿命 b

サポート

情報

サポート チップ寿命 b

立方イ
ンチ

立方セン
チ

キャニス
ター

立方イン
チ

立方セン
チ

キャニス
ター

ABS-M30
ABS-M30i

T10 620 10160 6.5 T12SR30 270 4420 3.0

ABS-M30
ABS-M30i

T12 770 12620 8.5 T12SR30 550 9010 6.0

ABS-M30
ABS-M30i

T16 920 15080 10.0 T12SR30 640 10550 7.0

ABS-M30
ABS-M30i

T20 920 15080 10.0 T12SR30 640 10550 7.0

ABS-ESD7 T12 770 12620 8.5 T12SR30 550 9010 6.0

ABS-ESD7 T16 920 15080 10.0 T12SR30 640 10550 7.0

ASA T10 620 10160 6.5 T12SR30 270 4420 3.0

ASA T12 770 12620 8.5 T12SR30 550 9010 6.0

ASA T16 920 15080 10.0 T12SR30 640 10550 7.0

ASA T20 920 15080 10.0 T12SR30 640 10550 7.0

Nylon 12 T12 491 8050 5.3 T12SR100 550 9010 6.0

Nylon 12 T16 552 9010 6.0 T12SR100 664 10880 7.1

Nylon 12 T20 552 9010 6.0 T12SR100 664 10880 7.1

Nylon 12 CF T20C 500 8200 6.0 T12SR100 640 10550 7.0

PC T10 620 10160 6.67 T12SR100 270 4420 3.0

PC T12 740 12060 8.0 T12
T12SR100

370
550

6030
9010

4.0
6.0

PC T16 830 13570 9.0 T16
T12SR100

460
644

7540
10553

5.0
7.0

PC-ABS T10 270 4420 3.0 T12SR100 270 4420 3.0

PC-ABS T12 550 9010 6.0 T12SR100 550 9010 6.0

PC-ABS T16 552 9010 6.0 T12SR100 644 10553 7.1

PC-ABS T20 828 13570 9.0 T12SR100 644 10553 7.1

PC-ISO T12 740 12060 8.0 T12 370 6030 4.0

PC-ISO T16 830 13570 9.0 T16 460 7540 5.0

PC-ISO T20 830 13570 9.0 T16 460 7540 5.0

ST130 T20B 644 10553 7.1 T20 828 13570 9.0

ULTEM 9085
ULTEM Black

T16 550 9010 6.0 T16 460 7540 5.0

ULTEM 1010 T14 552 9010 6.0 T16 460 7540 5.0

ULTEM 1010 T20 739 12062 8.0 T16 647 10560 7.0
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a. ABS-M30、ABS-M30i、ABS-ESD7、ASA モデル樹脂は、SR-30 または SR-35* サポート樹脂を使用。

T12SR30 チップを SR-30 および SR-35 樹脂に使用 ( モデル チップを問わず )。
Nylon 12 モデル樹脂は、SR-110 サポート樹脂を使用。T12SR100 サポート チップを使用 ( モデル チップ サイ

ズは問わず )。 
PC モデル樹脂は SR-100 または PC_S サポート樹脂を使用。PC_S を使用時には、サポート チップは T12 お
よび T16 のモデル チップ サイズに適合、T20 は T16 サポート チップを使用。SR-100 使用時には、T12SR100 
サポート チップを使用 ( モデル チップ サイズは問わず )。
PC-ABS モデル樹脂は、SR-110 サポート樹脂を使用。

モデルチップのサイズに関係なく、T12S100 サポートチップを使用する必要があります。

PC-ISO モデル樹脂は、PC_S サポート樹脂を使用。サポート チップは T12 および T16 のモデル チップ サイ

ズに適合、T20 は T16 サポート チップを使用。

ST130 モデル樹脂は ST130-S サポート樹脂を使用。T20 サポートチップは、モデルチップのサイズに関係な

く使用する必要があります。
ULTEM 9085 および ULTEM Black モデル樹脂には、ULT_S サポート樹脂を使用します。サポート チップのサ

イズは、モデル チップのサイズに適合しています。

ULTEM 1010 モデル材料には、U1010S1 サポート樹脂を使用します。T16 サポート チップは、モデル チップ

のサイズに関係なく使用する必要があります。
*SR-35 には BE V-3.20 以降が必要です

b. チップ寿命は、チップを通過する樹脂の量に直接関係します。上記のリストでは、チップの交換が必要にな
る前にチップを通過する樹脂のおおよその量を示しています。チップ寿命には、これ以外の要因も影響を与え
る可能性があるため、樹脂の量はあくまでも目安です。

モデル a

樹脂

モデル

情報

モデル チップ寿命 b

サポート

情報

サポート チップ寿命 b

立方イ
ンチ

立方セン
チ

キャニス
ター

立方イン
チ

立方セン
チ

キャニス
ター
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NYLON 12 CF ヘッド交換手順

Nylon 12 CF には、硬化したホイールヘッドが必要です。Nylon 12 CF で造形する際は、次の手順で標準ヘッ

ドを交換してください。

必要なツール

• 9⁄64 インチの六角レンチ

• ヘッド アセンブリ ドッキングコンテナ

ヘッドの取り外し

1. 材料をアンロードします。

2. プリンタの電源を切ります。

3. 必要なロックアウト / タグアウト手順を実行します。

4. 正面上部カバーを持ち上げます。

5. DECB ケーブルコネクタの蝶ネジ（2 か所）を緩め、DECB ケーブルを外します。図 3-17 を参照して

ください。

図 3-17: ヘッドの DECB ケーブルコネクタ蝶ネジの位置

警告 : ヘッドもしくは熱溶解装置チップを使って作業する場合には、必ず安
全手袋と長袖を着用してください。コンポーネントは非常に熱くなっていま
す。

高電圧 : すべての指示を読んで従っていただけない場合、感電事故を起こす
可能性があります。

注意 : ネジを均等に緩めて、コネクタが損傷しないようにしてください。
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6. 9⁄64 インチの六角レンチを使って、ヘッド固定ネジ (2 か所 ) を完全に緩めます。図 3-18 を参照してく

ださい。

図 3-18: ヘッド固定ネジの位置

7. ヘッドアセンブリを持ち上げ、サービスブラケットに配置します。 

8. ロックリングを押し下げ、チューブをフィッティングから上に引き出して、樹脂チューブを外します。

図 3-19 を参照してください。

図 3-19: 樹脂チューブの取り外し

9. プリンタからヘッドアセンブリを取り外します。

10. ヘッドアセンブリをドッキングコンテナに配置し、定位置で固定します。

警告 :  ヘッドコンポーネントは、まだ高温である可能性があります。取り扱

う際にはご注意ください。

ヘッド固定ネジ (2)
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図 3-20: ドッキングコンテナの詳細

11. ヘッドとドッキングコンテナを安全な保管場所に移動します。

Nylon CF ヘッドを取り付ける

1 Nylon CF ヘッドをサービスブラケットに配置します。

2 モデルとサポート樹脂チューブがカチッと音を立てて所定のロックリングに収ま
るまで押し込んで接続します。図 3-19 を参照してください。

3 ヘッドを取り付けプレートに配置し、9⁄64 の六角レンチを使って、取り付けネジ 

(2 か所 ) を再度取り付けます。図 3-18 を参照してください。

4 DECB ケーブルを接続し、コネクタの蝶ネジを手で締めます（2 か所）。図 3-17 
を参照してください。

5 正面上部カバーを閉じます。

6 プリンタの電源を入れます。

7 樹脂をロードします。

8 XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーションを実行してください。

 モデルとサポートチューブを正しい位置に再接続し、「M」とラベルの付いた

チューブが左側に、「S」とラベルの付いたチューブが右側に来ていることを確

認します。樹脂チューブはヘッドのハンドル正面に配線してください。

 DECB ケーブルコネクタは、一方方向にしか取り付けられません。

注意 : ネジを均等に締めて、コネクタが損傷しないようにしてください。
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チップの識別

図 3-21: チップの識別

未使用のモデル チップとサ

ポート チップは、相互交換

が可能です。ただし、

可溶性サポート チップを除

きます。

チップは一度使用される

と、その樹脂タイプに関連

付けられ、それ以降相互交

換が不可能になります。

可溶性サポート チップ

は、標準チップよりも短

くなっています。

モデル チップ サイズは、プレート

の上部面に刻印されています 
(T10、T12、T14、T16、T20)。

サポート チップ サイズは、プレー

トの上部面に刻印されています 
(T12SR30、T12SR100)。
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ソフトウェア 

CONTROLLER SOFTWARE

Controller Software は、製造プロセスでプリンタのハードディスクにインストールされます。

新しいバージョンが公開されると、更新が可能になります ( 更新方法については 222 ページの

「Controller Software の更新 - ウェブを使用する方法」を参照 )。Controller Software は、プリン

タを制御に使用するソフトウェアです。このソフトウェアの CD コピーはウェルカム キットに

含まれています。このコピーは、プリンタに Controller Software を再ロードする必要が生じる

場合のために、バックアップとして保管してください。

INSIGHT ソフトウェア

Insight ソフトウェア は、 初の設置とセットアップの一部として、( ウェルカム キットに同梱

されている CD を使用して ) ワークステーション PC にインストールされています ( これは、担

当の認定サービス代理店が行っています )。Insight は、ジョブ ファイルを処理し、造形するプ

リンタに転送するソフトウェアです。450mc は、オリジナルの STL ジョブ ファイルを 
Stratasys CMB ファイルに処理して、プリンタにダウンロードすることにより、パーツ造形を

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

ションから 450mc にジョブを送信する必要があります。 

ジョブは、CMB フォーマットで送信され、ジョブ キューに置かれます ( プリンタのハード

ディスク上に保存されます )。( ジョブ キューの詳細については 64 ページの「[Queue ( キュー

)] ページでの操作」を参照してください。)CMB ファイルのヘッダーには、処理されるジョブ

の基本情報 ( 樹脂のタイプ、造形に必要な樹脂の概算量、チップ サイズなど ) が含まれていま

す。この情報は、プリンタの樹脂 / チップ設定とジョブが適合していることを確認するために

使用します。

Insight を起動するには、ワークステーションの [ スタート ] メニューから [ すべてのプログラ

ム ] > [Insight (installed version) ( インストール版 )] > [Insight (installed version) ( インス

トール版 )] に進むか、Insight のデスクトップ ショートカットをクリックします ( 利用可能な場

合 )。

Insight STL ファイルの処理は、以下のプロセスから成ります。

1. 造形機 ( プリンタ ) を設定する。 

2. STL モデルを配置する。 

3. STL モデルをスライスする。

4. サポート カーブを作成する ( 一時的なサポートが造形される場所を特定する )。 

注記 : Insight の詳細と使用方法については、Insight アプリケーションに付属し

ているヘルプ ファイルを参照してください (Insight ツールバーから [Help (ヘル

プ )] オプションを選択します )。

注記 : FDM Control Center は、Insight ソフトウェアと連携して、造形するジョ

ブをプリンタに送信します。FDM Control Center の使用方法の詳細については、

このアプリケーションに付属しているヘルプ ファイルを参照してください。
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5. モデル カーブとサポート カーブのツールパス ファイルを作成する。 

6. ツールパス ファイル (CMB ファイル ) を保存する。 

7. 造形するツールパスファイルを FDM Control Center を通じて造型機 ( プリンタ ) 
にダウンロードする。 

FDM CONTROL CENTER ソフトウェア 

FDM Control Center は、Insight ソフトウェアと連携して、造形するジョブをプリンタに送信し

ます。Control Center は、ネットワークベースの Stratasys プリンタで使用することを目的とし

ています。Insight は、CMB ファイルを準備するためにモデル処理を行い、Control Center がプ

リンタと接続して、ジョブを造形し、プリンタの状態を監視します。

Control Center ソフトウェア は、Insight ソフトウェアとともにパッケージ化され、 初の設置

とセットアップの一部としてワークステーション PC にインストールされています ( これは、

担当の認定サービス代理店が行っています )。ソフトウェアのインストール プロセスにおいて、

プリンタのネットワーク情報が Control Center 内で設定されている必要があります。これによ

り、プリンタに CMB ファイルを送信できるようになります。Control Center のドロップダウン 
リストから 450mc を選択できない場合、造型機 ( プリンタ ) を利用可能な FDM システムのリ

ストに追加する必要があります。詳細については 215 ページの「Control Center にプリンタを

追加する」を参照してください。 

注記 : FDM Control Center の詳細と使用方法については、アプリケーションに

付属しているヘルプ ファイルを参照してください (Control Center ツールバー

から [Help ( ヘルプ )] オプションを選択します )。
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5

4 ユーザー インターフェイス 

本章では、450mc のユーザー インターフェイス (UI) の概要を説明します。特定のプリンタ操作の情報と手順

については、121 ページの「5 プリンタの操作」を参照してください。タッチスクリーンを使用する前に、プ

リンタの電源をオンにしてください ( 方法については 121 ページの「プリンタの電源投入」を参照 )。 

概要 

450mc ユーザー インターフェイスは、プリンタの正面右側に配置されたタッチスクリーンで構成されていま

す (20 ページの図 3-1 を参照 )。タッチスクリーンには、4 つの主要機能領域があります。これらは、図 4-1
で強調表示されています。 

図 4-1: ユーザー インターフェイスの概要

インフォメーショ

ン バー

ダッシュボード

表示領域

ナビゲーション バー
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タッチスクリーンはグレア ( ぎらつき ) を抑える設計となっているため、タッチスクリーンがプリンタの正面

右側に来るようにすると、一番見やすくなります。タッチスクリーンをその他の角度から見ると、スクリーン
の表示をはっきりと見ることができない場合があります。使いやすいタッチスクリーンでは、以下の操作が行
えます。

• 樹脂のロード、アンロード、キャリブレーションの各種機能へのアクセス

• プリンタ状態の監視

• 樹脂 / チップの状態 ( ロード / 取り付けられたタイプ、キャニスターの量、チップ オドメーターなど ) 
の監視、樹脂やチップの変更 ( 必要な場合 ) 

• 造形プロセス ( 造形中ジョブの名前、樹脂使用情報、推定完了時刻など ) の監視

• ネットワーク設定情報へのアクセス、プリンタのデフォルト設定の変更

• ジョブ キューとサンプル キューへのアクセス

インフォメーション バー

インフォメーション バーは、タッチスクリーンの 上部にあり、ユーザー インターフェイスのすべてのペー

ジに表示されます。インフォメーションバーでは、システムの状態インジケーター ( プリンタの「心拍」)、
Stratasys ロゴ、バキュームメーター、ネットワークステータスインジケーター、重要なシステム メッセー

ジ、現在の日付 / 時刻など、様々な情報を表示します。

図 4-2: インフォメーション バー

システムの状態インジケーター ( 巻き貝状のアイコン ) は、プリンタの「心拍」として機能します。プリンタ

が正しく動作している場合には、インジケーターはゆっくり点滅します。

バキューム メーターは、インフォメーション バーで常に表示されます。このインジケーター上に赤色の「X」
が表示された場合は、十分な真空が形成されなかったことを示します。十分な真空が形成され、造形シートが
プラテンにしっかり密着すると、この赤色の「X」は消えます。

ネットワークステータスインジケーターは、インフォメーション バーで常に表示されます。このインジケー

ター上に赤色の「X」が表示された場合は、ネットワーク接続がないため、ジョブ ファイルがプリンタに送信

できないことを表します (14 ページの「ネットワーク接続の確立」を参照 )。プリンタがイーサネット ネット

ワークとの接続を確立すると、この赤色の「X」は消えます。

インフォメーションバーの中央部分には、重要なシステム メッセージが表示されます ( 例 : 「Shutting Down 
( シャットダウン中 )」、「Building ( 造形中 )」など )。プリンタの状態が変化すると (「Idle ( アイドル )」から

「Building ( 造形中 )」に切り替わった場合など )、インフォメーションバーのシステム メッセージ部分が更新

され、状態変化が反映されます。 

現在の日付と時刻は、インフォメーション バーの一番右の部分に表示されます。この情報が不正確な場合、

プリンタの日付と時刻を調整します。詳細については 18 ページの「プリンタの日付・時刻の設定」を参照し

てください。

バキューム メーター

ネットワーク ステータス 
インジケーター

システムの状態

インジケーター

ロゴ システム メッセージの表示

日付 / 時刻
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ダッシュボード

ダッシュボードは、インフォメーション バーのすぐ下にあり、ユーザー インターフェイスのすべてのページ

を表示します。ダッシュボードは、プリンタの造形ステータス ( ボタン )、樹脂のステータス、キャニスター

の残量 ( モデルとサポート )、チップのステータス、チップ オドメーター値 ( モデル チップとサポート チップ

)、オーブン ライト制御 ( ボタン ) 表示します。

図 4-3: ダッシュボード

[ 造形ステータス ] ボタン

プリンタの造形ステータスは、特定のジョブを考慮せず、物理的なシステムの現在の状態を反映します。[ 造
形ステータス ] ボタンは、プリンタの状態によって、以下のように表示されます。

表 4-1： [ 造形ステータス ] ボタン - ボタンの状態

ボタンの状態 説明

緑色、未選択 
( 白色の強調枠なし )

緑色、選択済み 
( 白色の強調枠あり )

プリンタは造形中またはアイドルだが、物理的に造形が可能またはそ
の準備が完了した状態 ( 樹脂がロードされている、有効なチップがオド

メーター上限に達していない、ジョブが選択されている、など )。

黄色、未選択 
( 白色の強調枠なし )

黄色、選択済み 
( 白色の強調枠あり )

プリンタは機能しているが、所定の条件が満たされていないため現在
造形は不可能な状態 ( オーブン ドアまたはトップ カバーが開いている、

真空が形成されていない、樹脂がなくなった、あるいは樹脂がヘッド
にロードされていない、チップがオドメーター上限を超えている、な
ど )。プリンタが手動または自動で一時停止されている場合も、この表

示になります。

造形を開始 / 再開するには、条件を満たす必要があります。詳細につい

ては 178 ページの「造形の警告」を参照してください。

赤色、未選択 
( 白色の強調枠なし )

赤色、選択済み 
( 白色の強調枠あり )

プリンタが機能せず、造形が不可能な状態。原因としては、システム 
エラー ( モーション エラーなど )、または造形の中止につながる内部シ

ステム エラー ( ユーザーの意図的な中止ではない ) があります。この状

態の原因を示すダイアログが表示されます。

プリンタを造形可能な状態に復旧するためには、顧客サービスにご連
絡ください。エラー修復のお手伝いをいたします。
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[ 造形ステータス ] ボタンを押すと、現在の状態の原因を示すダイアログが表示されます ( このページに表示

される警告の詳細については、248 ページの「警告およびエラー」を参照してください )。すべての警告を修

正したら、チェックマーク ボタンを押して、ダイアログを終了します。 

図 4-4: 造形ステータスの例

注記 : ジョブを開始する前に必ず [ 造形ステータス ] ボタンを押しておくことを

推奨します。 
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樹脂 / チップのステータス

ダッシュボードの中央部分には、樹脂 / チップの現在の状態に関連するアイコンが 6 つ並んでいます。 

これらのアイコンが表す情報は、プリンタの現在の設定に関するクイック リファレンスとして使用できます。

( 樹脂 / チップの情報と設定については、36 ページの「モデル樹脂とチップ」を参照してください。)

樹脂ステータス アイコン

ダッシュボードには、プリンタ内のモデル (M1 および M2)/ サポート (S1 および S2) のキャニスターを表すア

イコンが表示されます。各アイコンは、対応する樹脂のキャニスター ベイ ( 例 : M1)、そのベイに充填されて

いる樹脂名 ( 例 : ABS-M30)、キャニスター内の樹脂の残量 ( 例 : 83.4 in3/1366.7 cm3) を表示します。樹脂ス

テータス アイコンは、以下の状態で表示されます ( 色、強調表示、説明は 4 つのアイコンすべてに共通です

)。

表 4-2： 樹脂ステータス アイコン - アイコンの状態

注記 : 表示されるのはボタンではなく、アイコンのみになります。 

アイコンの状態 説明

青色 ( 白色の強調枠な

し )

有効なキャニスターがベイに挿入されています。樹脂名、現在の残量
が表示されます。 

樹脂はキャニスターからヘッドにロードされていません。詳細につい
ては、123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」を参照し

てください。

青色 ( 白色の強調枠あ

り )

有効なキャニスターがベイにロードされています。樹脂名、現在の残
量が表示されます。 

樹脂がキャニスターからヘッドにロードされ、このキャニスターが造
形の使用に選択されます。

黄色 ( 樹脂情報なし )

- - キャニスターが対応するキャニスター ベイにロードされていませ

ん。ユーザーはキャニスターを挿入する必要があります。 

方法の詳細については、123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂の

ロード」および 126 ページの「キャニスターの取り付け」を参照して

ください。 

黄色 ( 空のキャニス

ター )

キャニスターが空です。樹脂名と空の残量が表示されます。ユーザー
は空のキャニスターを取り外す必要があります。

方法の詳細については、129 ページの「熱溶解装置チップから樹脂を

アンロードする」および 131 ページの「空のキャニスターの取り外

し」を参照してください。 
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チップの状態アイコン

ダッシュボードには、モデル チップとサポート チップを表す 2 つのアイコンが表示されます。各アイコンは、

チップのサイズ ( 例 : T10) と現在のオドメーター値 ( 例 : 58.3 in3/955.4 cm3) を示します。モデル チップとサ

ポート チップの状態アイコンは、以下の状態で表示されます ( 色、説明は両方のアイコンに共通です )。 

表 4-3： チップ ステータス アイコン - アイコンの状態

黄色

有効なキャニスターがベイにセットされていますが、樹脂が現在の樹
脂設定、またはヘッドにロードされている樹脂と適合しません。 

ユーザーは適合しない樹脂を交換する必要があります。そうでない場
合は、現在ロード中のキャニスターが空になると、現在の造形を一時
停止して、キャニスターの自動切り替えを行います。詳細について
は、135 ページの「チップ タイプまたは樹脂タイプの変更」を参照し

てください。

樹脂が不適合であっても、造形を開始することはできます。造形開始
時に、樹脂の不適合に関する警告が表示されます。造形をそのまま続
行することを選択すると、選択されているジョブに適合していない樹
脂が使用されます。

赤色の点滅

ベイに無効または読み取り不能なキャニスターがセットされていま
す。ユーザーはキャニスターを取り外す必要があります。

方法の詳細については、129 ページの「熱溶解装置チップから樹脂を

アンロードする」および 131 ページの「キャニスターの取り外し」を

参照してください。

アイコンの状態 説明

青色 ( 白色の強調枠なし )

有効なチップ、チップ サイズ、そのチップの現在のオドメーター値が表示されます。 

チップは、その樹脂のオドメーター上限に達していません。

青色 ( 白色の強調枠あり )

有効なチップ、チップ サイズ、そのチップの現在のオドメーター値が表示されます。 

チップは、その樹脂のオドメーター上限に達しておらず、現在造形に使用されています。

造形中、白色の強調表示は、モデル アイコンとサポート アイコンの間で切り替わり、現在

どちらのチップがアクティブかを示します。 

黄色

有効なチップ、チップ サイズ、そのチップの現在のオドメーター値が表示されます。

チップがその樹脂のオドメーター上限まであと 10% 未満となったか、またはオドメーター

上限に達したことを示します ( 概算のチップ寿命については 39 ページの表 3-3 を参照 )。

プリンタは、このチップでも造形することが可能です。ただし、造形開始前に、チップのオ
ドメーター上限を超えているため、パーツ品質に悪影響を及ぼす可能性があるという警告が
表示されます。ユーザーは、チップを交換する必要があります。詳細については、135 ペー

ジの「チップ タイプまたは樹脂タイプの変更」を参照してください。
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[ オーブンライト制御 ] ボタン

ダッシュボードの [ オーブンライト制御 ] ボタンは、オーブン ライトの現在の状態 ( オン / オフ ) を示し、

ユーザーがオーブン ライトの制御に使用します。[ オーブンライト制御 ] ボタンは、以下のように表示されま

す。

表 4-4： [ オーブンライト制御 ] ボタン - ボタンの状態

表示領域

タッチスクリーンの表示領域に表示されるボタン / アイコンと情報は、ユーザー インターフェイスのどのメイ

ン ページを選択しているかによって異なります。 

• 電源がオンになっていると、プリンタの現在の状態が表示されます。

• ダッシュボードの [ 造形ステータス ] ボタンを押すと、表示領域が更新され、現在の造形ステータス
の原因を説明するテキストが表示されます。( 図 4-4 を参照 )。

• ナビゲーション バーからボタンを選択すると、表示領域が更新され、選択したボタンに対応する
メイン ページが表示されます。 

• ウィザードを利用する場合、ウィザードの各ページを進むたびに表示領域が更新されます。 

赤色の点滅

無効なチップ / 現在ロード中の樹脂との不適合、またはチップがその樹脂のオドメーター上

限を超えたことにより、これ以上の造形を開始することはできません。

樹脂とチップの適合性の詳細については 38 ページの「チップの適合性と選択」、チップ交換

の詳細については 135 ページの「チップ タイプまたは樹脂タイプの変更」を参照してくだ

さい。 

アイコンの状態 説明

濃青色 ( 白色の強調枠なし )

オーブン ライトがオフになっています。 

この状態で [ オーブンライト制御 ] ボタンを選択すると、オーブン ライトはオンになりま

す。

淡青色 ( 白色の強調枠あり )

オーブン ライトがオンになっています。 

この状態で [ オーブンライト制御 ] ボタンを選択すると、オーブン ライトはオフになりま

す。
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ナビゲーション バー

ナビゲーション バーは、ユーザー インターフェイスのメイン ページに表示されます。このバーから、造形、

キュー、チップ、キャリブレーション、設定、メンテナンスの各種機能にアクセスできます。ユーザー イン

ターフェイスは、関連する機能により、いくつかのページに分かれています。ナビゲーション バーからボタ

ンを選択すると、対応するページが開き、そのページ内でタスクを実行できます。 

ページにサブページまたはウィザードが含まれている場合、それらの項目に対応する追加ボタンがそのページ
の表示領域内のナビゲーション バーの真上に表示されます

図 4-5: ナビゲーション バー

ナビゲーション バーのボタンは互いに排他的です。つまり、いかなる場合であっても、1 つのボタンしか選択

できないということです。場合によっては、ナビゲーション バーのすべてのボタンが無効になることがあり

ます。ボタンは、以下のように表示されます。 

表 4-5： ナビゲーション バー - ボタンの状態 

注記 : ナビゲーション バーは、ウィザードで操作している時には常に非表示となります (
ウィザードは、システム ステータスを変更し、一般的なナビゲーションで中断すること

ができない複数の手順を含む操作です )。ウィザードは、メイン ページのコンテキスト内

で定義されます ( 例 : チップ切り替えウィザードは [Tips ( チップ )] ページ内です )。

ボタン名 選択された状態 未選択の状態 無効な状態

[Build ( 造形 )] ボタン

[Queue ( キュー )] ボタン

[Tips ( チップ )] ボタン

[Calibration ( キャリブレー

ション )] ボタン

[Settings ( 設定 )] ボタン

[Maintenance 
( メンテナンス )] ボタン
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[BUILD ( 造形 )] ページでの操作

[Build ( 造形 )] ページは、プリンタでパーツを選択して造形するために必要な 4 つの機能のメイン領域で構成

されています。これらの項目は、図 4-6 に強調表示されています。[Build ( 造形 )] ページでは、ジョブの選択、

選択したジョブとプリンタの現在の設定との比較結果の確認、選択したジョブの造形時間と予想樹脂使用量の
表示、ジョブの開始 / 一時停止 / 中止、現在造形中のジョブのステータスと予想されるアクション ポイントの

確認が行えます。 

[Build ( 造形 )] ページにアクセスするには、ナビゲーション バーで [Build ( 造形 )] ボタンを押します。

図 4-6 と同じような画面が表示されます。 

図 4-6: [Build ( 造形 )] ページ

造形ジョブ

インフォメー

ション

パネル

造形ジョブ

ステータス画面

造形ジョブの

選択ボタン ( 左右

が選択可能 )

造形ジョブの

制御
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造形ジョブ情報の表示 

選択したジョブの関連情報は、造形ジョブ情報パネルの [Build ( 造形 )] ページの 上部に表示されます。この

静的な情報は、ワークステーション PC 上の Insight アプリケーションからプリンタに送信されたジョブの詳

細を示します。 

図 4-7: 造形ジョブインフォメーションパネル

選択したジョブに関連してこのパネルに表示される情報には、以下が含まれます。

• ジョブの名前

• ジョブに割り当てられたモデル樹脂とサポート樹脂

• ジョブの予想造形時間

• ジョブを送信したユーザーの名前

• ジョブの割り当てられたチップ サイズ

• ジョブのレイヤー数

[BUILD ( 造形 )] ページから造形ジョブを選択する

プリンタが待機状態である場合、造形ジョブの選択ボタンを左右に移動させて、[Build ( 造形 )] ページの ジョ

ブ キューに直接進むことができます ([Queue ( キュー )] ページに進む必要はありません )。( 詳細については、

64 ページの「[Queue ( キュー )] ページでの操作」を参照してください )。左の造形ジョブの選択ボタンでは、

キューに存在する現在選択中のジョブの前のジョブを確認でき、右の造形ジョブの選択ボタンでは、現在選択
中のジョブの次のジョブを確認できます。Keep Previous Job ( 前ジョブの保存 ) 設定がプリンタでオンになっ

ていると、前に造形されたジョブがジョブ キューに保存されるため、このジョブを再度造形するためには、

左の造形ジョブの選択ボタンを使わない限り、このジョブにアクセスすることはできません。 

図 4-8: 有効な造形ジョブの選択ボタン 

キューにあるジョブをスクロールすると、造形ジョブインフォメーションパネルが更新され、キューにある前
/ 次のジョブに関連する情報を表示します。ジョブは、ジョブ キュー内の順序と同じ順序で表示されます。

ジョブを選択すると、[Build ( 造形 )] ページのそれ以外の部分が更新され、造形時間、レイヤー情報、必要な

樹脂、選択したジョブの設定とプリンタの現在の設定を比較照合した結果が表示されます。ジョブ キューが

空になっていると、「Queue Empty ( キューが空です )」というテキストのみが表示されます。 

選択可能な造形ジョブの選択ボタンは、図 4-8 の左ボタンのように、白線なしの青色の枠で示されます。左ボ

タンまたは右ボタンを選択すると、選択したボタンは、図 4-8 の右ボタンのように、一時的に白線が表示され

ます。どちらかの方向でキューの終わりに達した時には、図 4-9 の左右ボタンのように、その先のナビゲー

ション ボタンは無効になります。
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造形ジョブインフォメーションパネルに表示されたジョブがサンプル キューから選択されたものである場合

でも、左右の造形ジョブの選択ボタンを押すと、ジョブ キュー内の一番先頭のジョブに移動します。サンプ

ル ジョブの情報は置き換えられます。いかなる場合でも、左右の造形ジョブの選択ボタンによってサンプル 
キュー内のジョブに移動することはありません。

プリンタが造形中は、造形ジョブの選択ボタンは無効になります ( 図 4-9 参照 )。ジョブ キューにジョブがな

い場合にも、造形ジョブの選択ボタンは無効となり、このように表示されます。

図 4-9: 無効な造形ジョブの選択ボタン 

造形ジョブのステータス

[Build ( 造形 )] ページの造形ジョブのステータス セクションは、選択した / 造形中のジョブに関する情報を提

供する 2 つのグラフで構成されています。表示された情報は、プリンタの状態によって異なります。 

• このグラフ表示の造形ステータス部分は、造形の進捗度 ( パーセント )、完成したレイヤー数 / 合計
レイヤー数、経過時間 / 合計造形時間、予測完了時刻、造形進捗度を表すドーナツグラフを表示し
ます。 

• このグラフ表示の樹脂ステータス部分は、選択したジョブに関連するモデル樹脂とサポート両方に
ついての樹脂ステータスの詳細情報を表示します。

図 4-10: 造形ジョブ ステータスの概要

造形ス

テータス

樹脂ス

テータス
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造形ステータス画面

造形ステータス画面の上部には、以下の造形情報が表示されます。 

• 造形の進捗度は、造形のレイヤー完成情報の真上に表示されます。 

• 完成したレイヤー数 / 合計レイヤー数は、造形の進捗度の真下に表示されます。 

• 経過した造形時間 / 合計造形時間は、造形のレイヤー完成情報の真下に表示されます。 

造形ステータス画面の下部に表示される完了時刻は、プリンタがアイドルか造形中かによって多少異なります。 

• アイドルの場合、ジョブが即座に開始されたと仮定した場合の予想完了日時が表示されます。

• 造形中の場合、造形の予想完了日時が表示されます。

造形進捗度を表す外側のドーナツグラフは、プリンタがアイドルか造形中かによって異なります。

• アイドルの場合、進捗度はドーナツグラフに示されません。

• 造形が進捗すると、造形の進捗度が外側のドーナツグラフに時計回りに色付けされて示されます。
ここで表される進捗度は、造形ステータス画面上部で表示される数値 ( パーセント ) と同じです。 

図 4-11: 造形ステータス画面の詳細

キューにあるジョブをスクロールすると、造形ステータス画面の情報が更新され、選択したジョブが反映され
ます。( 詳細については 56 ページの「[Build ( 造形 )] ページから造形ジョブを選択する」を参照してくださ

い。) ジョブを選択して造形を開始すると、造形ステータス画面の情報は造形の進捗度を示すように頻繁に更

新されます。 

造形進捗度のドーナツグラフ - アイドル 造形進捗度のドーナツグラフ - 造形中
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樹脂ステータス画面

樹脂に関する情報は、樹脂ステータス画面の 3 つの領域に表示されます。 

モデル樹脂に関する情報は、樹脂ステータス画面の上段に表示されます。 

• [Available: ( 使用可能量 :)] フィールドは、プリンタにロードされているモデル樹脂の合計量を表し

ます ( プリンタ設定により in3 または cm3 で表示 )。

• [Required: ( 必要量 :)] フィールドは、造形の完成に必要なモデル樹脂の量を表します ( プリンタ設定

により in3 または cm3 で表示 )。

図 4-12: 樹脂ステータス画面の詳細 - モデル樹脂の必要量

サポート樹脂に関する情報は、樹脂ステータス画面の下段に表示されます。 

• [Available: ( 使用可能量 :)] フィールドは、プリンタにロードされているサポート樹脂の合計量を表

します ( プリンタ設定により in3 または cm3 で表示 )。

• [Required: ( 必要量 :)] フィールドは、造形の完成に必要なサポート樹脂の量を表します ( プリンタ設

定により in3 または cm3 で表示 )。

図 4-13: 樹脂ステータス画面の詳細 - サポート樹脂の必要量

キューにあるジョブをスクロールすると、モデル樹脂とサポート樹脂の [Required: ( 必要量 :)] フィールドが更

新され、選択したジョブの完成に必要なモデル樹脂とサポート樹脂の量が反映されます。[Required: ( 必要量 :)] 
フィールドに表示されるこの 2 つのモデル樹脂とサポート樹脂の値は、プリンタがアイドルでも造形中でも変

わることはありません。これらのフィールドは、造形が進捗しても更新されません。ジョブ キューが空で選

択可能なジョブが存在しない場合、0.0 in3 (0.0cm3) のみがこの 2 つのフィールドに表示されます。 

樹脂ステータス画面の中段には、選択したジョブを完成するために必要な樹脂があるかどうかを示すグラフが
表示されます。グラフ表示は、プリンタがアイドルか造形中かによって多少異なります。キューにあるジョブ
をスクロールすると、この部分の表示が更新され、選択したジョブの完成に必要なモデル樹脂とサポート樹脂
の量が反映されます。
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図 4-14 では、プリンタには、造形を完成するのに十分な樹脂があることが示されています。モデル樹脂とサ

ポート樹脂の進捗バーは、濃青色で表されます。 

図 4-14: 樹脂ステータス画面の詳細 - アイドル、樹脂が十分にある場合

図 4-15 では、プリンタには、造形を完成するには樹脂が不十分であることが示されています。モデル樹脂と

サポート樹脂の進捗バーは、使用可能な樹脂量を ( 濃青色 ) で表し、造形の完成に必要な樹脂量を ( 斜線の

入った灰色 ) で表します。樹脂が不十分な状態で造形を開始しようとすると、造形の完成には樹脂が足りない

という警告が表示されます。造形をそのまま続行することもできますが、追加の樹脂を充填するか、またはプ
リンタ内の樹脂を使い切ったところで造形を一時停止する必要があります。 

図 4-15: 樹脂ステータス画面の詳細 - アイドル、樹脂が不十分な場合
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プリンタが造形中には、モデル樹脂とサポート樹脂について追加の進捗バーが表示されます。この淡青色の
バーは、造形の進捗を表すとともに、造形中これまでの間に使用した樹脂量を反映します。 

図 4-16 で、淡青色の進捗バーは、これまでに使用したモデル樹脂とサポート樹脂の量を表しています。濃青色

の進捗バーは、造形の完成に必要な残りのモデル樹脂とサポート樹脂の量を表しています。プリンタに現在の造
形を完成させるのに十分な樹脂がある場合、追加で必要な樹脂量 ( 斜線の入った灰色 ) は表示されません。 

図 4-16: 樹脂ステータス画面の詳細 - 造形中、樹脂が十分にある場合

図 4-17 で、淡青色の進捗バーは、これまでに使用したモデル樹脂とサポート樹脂の量を表しています。しか

し、現在の造形を完成させるには、樹脂量が十分ではありません。濃青色の進捗バーは、残りのモデル樹脂と
サポート樹脂の量を表し、斜線の入った灰色のバーは、造形を完成させるのに必要な追加樹脂量を表します。

図 4-17: 樹脂ステータス画面の詳細 - 造形中、樹脂が不十分な場合
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造形ジョブの制御

[Build ( 造形 )] ページの 下部 ( 造形ジョブ ステータス画面の下 ) に、3 つのボタンがあります。これらのボ

タンは、造形の開始、一時停止、中止に使用します。 

図 4-18: 造形ジョブの制御

[ 造形 ( 開始 )] ボタン

[ 造形 ] ボタンは、メディア デバイスの「再生」ボタンによく似たボタンで、これを押すと造形を開始します 
( 詳細については 175 ページの「造形するジョブの選択」 を参照 )。[ 造形 ( 開始 )] ボタンは、以下の状態で表

示できます。

表 4-6： 造形ジョブの制御 - [ 造形 ( 開始 )] ボタンの状態

ボタンの状態 説明

青色 ( 白色の強調枠なし )

プリンタが造形可能な状態であり、かつ選択したジョブが造形
に使用可能です。または、プリンタが現在一時停止もしくは中
止されました。 

[ 造形 ( 開始 )] ボタンを選択すると、造形を開始 / 再開します。

青色 ( 白色の強調枠あり )

プリンタが造形中です。

この状態で [ 造形 ( 開始 )] ボタンの選択は無効です。

[ 造形 ( 開始 )] ボタンは無効になるため、選択できません。

プリンタが造形可能な状態ではありません。または造形する
ジョブが選択されていません / 使用不可能です。 

この問題を対処するためには、ダッシュボードの [ 造形ステー

タス ] ボタンを押します。これにより、ダイアログが開き、造

形の開始を妨げている問題を含め、現在の造形の状態の原因 (
理由 ) を確認できます ( 例 : 真空が形成されていない、造形

シートがない、など )。詳細については、248 ページの「造形

開始時の警告」および 250 ページの「造形開始が不可能になる

エラー」を参照してください。 
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[ 一時停止 ] ボタン

[ 一時停止 ] ボタンを押すと、アクティブな造形を一時停止できます。[ 一時停止 ] ボタンは、以下の状態で表

示できます。

表 4-7： 造形ジョブの制御 -[ 一時停止 ] ボタンの状態

[ 中止 ] ボタン

[ 中止 ] ボタンを押すと、造形を中止できます。造形を中止するには、 初に造形を一時停止する必要があり

ます。[ 中止 ] ボタンは、以下の状態で表示できます。

表 4-8： 造形ジョブの制御 - [ 中止 ] ボタンの状態

ボタンの状態 説明

青色 ( 白色の強調枠なし )

プリンタが造形中です。この状態で [ 一時停止 ] ボタンを選択すると、造形を一時

停止します。 

プリンタが一時停止すると、[ 造形ステータス ] ボタンが黄色に変わります。この

ボタンを押すと、ダイアログが開き、一時停止状態の原因 ( 理由 ) が表示されま

す。詳細については、178 ページの「造形の警告」 および 255 ページの「造形の

一時停止に関する警告」 を参照してください。 

青色 ( 白色の強調枠あり )

造形は一時停止しています。 

この状態で [ 一時停止 ] ボタンの選択は無効です。[ 造形 ( 開始 )] ボタンを選択す

ると、一時停止した造形を再開します。

[ 一時停止 ] ボタンは無効になるため、選択できません。

プリンタで現在造形中のジョブはありません。

ボタンの状態 説明

青色 ( 白色の強調枠なし )

[ 中止 ] ボタンは、造形を一時停止した状態 ( つまり [ 一時停止 ] ボタンを押した状

態 ) でのみ、選択可能になります。

[ 中止 ] ボタンを押すと、中止の確認を求めるダイアログが表示されます。 
- 確認すると、造形は中止されます。 
- キャンセルすると、造形はそのままになります ( つまり、その前の造形 / 一
時停止状態に戻ります )。

青色 ( 白色の強調枠あり )

手動の中止操作により造形が中止されました。または、エラーによりプリンタが
自動的に造形を中止しました。[ 造形ステータス ] ボタンを押すと、中止状態の原

因 ( 理由 ) を示すダイアログが表示されます。詳細については、178 ページの「造

形の警告」 および 257 ページの「造形の中止に関する警告」 を参照してください。 

中止されたパーツをプリンタから取り除かない限り、ボタンはこの状態のままと
なります (182 ページの「プリンタからパーツを取り出す」を参照 )。

[ 中止 ] ボタンは無効になるため、選択できません。

プリンタで現在造形中のジョブはありません。



64

[QUEUE ( キュー )] ページでの操作

450mc では、ジョブ キューとサンプル キューの 2 つのキューが使用できます。[Queue ( キュー )] ページで

は、ジョブ キューまたはサンプル キューからジョブの表示、編集、並べ替え、選択が行えます。これらの

キューにアクセスするには、ナビゲーション バーの [Queue ( キュー )] ボタンを押します。デフォルトで、

ジョブ キューが表示されます。 

図 4-19: [Queue ( キュー )] ページ - ジョブ キューが無効な状態

ジョブ キューとサンプル キューを切り替えるには、[Queue ( キュー )] ページで該当するタブを選択します。

選択したキューのタブは青色になります。

図 4-20: ジョブ キュー / サンプル キューのタブ
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ジョブ キューについて

ジョブ キューには、ワークステーション PC の Control Center アプリケーションからプリンタにダウンロー

ドされたファイル ( ジョブ ) のリストが記載されています。デフォルトでは、ジョブは、Control Center から

プリンタに送信された順でジョブ キューに追加されます。各ジョブは行で表されます。列には、Job Name
( ジョブの名前）、Est. Build ( 予想造形時間 )、そのジョブに割り当てられた Tip ( チップ )、そのジョブに割り

当てられた Material ( モデル樹脂 ) が示されます。この静的な情報は、Control Center からプリンタに送信さ

れたジョブの詳細を示します。 

ジョブ キュー リストには、1 回に 大 7 つのジョブが表示されます。じょ m キューに 7 つを超えるジョブが

ある場合、スクロールバー ( キューの右側 ) で使用可能なジョブのリストを上下にスクロールします。 

ジョブを選択するには、リストで該当する行に触れます。選択した行は青色に変わります。ジョブを選択した
ら、[Build ( 造形 )] ページに戻ります ( ナビゲーション バーの [Build ( 造形 )] ボタンを押します )。選択した

ジョブの詳細が [Build ( 造形 )] ページに表示され、ジョブが造形するためにキューに登録されます。

図 4-21: ジョブ キュー 
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ジョブ キューの制御 

ジョブ キュー リストの真下に 4 つのボタンがあり、キューにリストされた造形ジョブの並べ替えに使用しま

す。これらのボタンは、サンプル キューでは無効になります。

図 4-22: ジョブ キューの制御

これらのボタンには、以下の機能があります。

表 4-9： ジョブ キューの制御ボタン

ジョブ キューの並べ替え

デフォルトでは、ジョブは、PC 上の Control Center からプリンタに送信された順でジョブ キューに追加され

ます。ジョブは、表示されている様々な列のヘッダー (Job Name ( ジョブ名 )、Est. Build ( 予想造形時間 )、
Tip ( チップ )、Material ( 樹脂 )) を選択することにより並べ替えができます。このようにジョブを並べ替える

ことにより、プリンタの現在の樹脂 / チップ設定と適合するジョブや、目的の時間枠内に造形できるジョブを

特定しやすくなります。

アイコン 名称 説明

一番上に移動 選択したジョブをジョブ キュー リストの一番上に

移動します。 

上に移動 選択したジョブをジョブ キュー リストの 1 つ上の

位置に移動します。

下に移動 選択したジョブをジョブ キュー リストの 1 つ下の

位置に移動します。

削除 選択したジョブをジョブ キュー リストから削除し

ます。 

ジョブをキューから削除する前に、この操作を確認
するダイアログが表示されます。 
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ジョブ詳細の表示 

ジョブ キューまたはサンプル キューの特定のジョブに関する詳細を表示するには、そのジョブの右側に表示

されている矢印を選択します。 

図 4-23: ジョブ詳細の表示

これにより、ジョブ詳細ページが開き、ジョブの送信ユーザー名、ジョブのレイヤー数、ジョブに割り当てら
れたサポート樹脂とサポート チップ、ジョブのサイズなどの詳細が表示されます。このページを閉じて、メ

イン キューに戻るには、ページのヘッダーの [Queue ( キュー )] ボタンを選択します。 

図 4-24: ジョブ詳細を閉じる
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サンプル キューについて

450mc には、プリンタに永久的にセットされるサンプル ジョブ ファイルが用意されています。これらのファ

イルは、サンプル キューのみからアクセスできます。このキューには、いくつかのサンプル パーツ ファイル

とともに、プリンタのテストに役立つ様々な別の種類のファイルが含まれています。サンプル キューのほと

んどのファイルは、プリンタのメンテナンス時に認定サービス代理店のみが利用するものです。 

全体として、サンプル キューの機能はジョブ キューと同じです。 

• 各ジョブは行で表されます。列には、Job Name ( ジョブ名 )、Est. Build ( 予想造形時間 )、そのジョ
ブに割り当てられた Tip ( チップ）、そのジョブに割り当てられた Material ( モデル樹脂 ) が示され
ます。この静的な情報は、PC 上の Insight アプリケーションからプリンタに送信されたジョブの詳
細を示します。

• サンプル キュー リストには、1 回に 大 7 つのジョブが表示されます。キューに 7 つを超える
ジョブがある場合、スクロールバー ( キューの右側 ) で使用可能なジョブのリストを上下にスク
ロールします。 

• ジョブを選択するには、リストで該当する行に触れます。選択した行は青色に変わります。ジョブ
を選択したら、[Build ( 造形 )] ページに戻ります ( ナビゲーション バーの [Build ( 造形 )] ボタンを
押します )。選択したジョブが [Build ( 造形 )] ページに表示され、ジョブが造形するためにキュー
に登録されます。

• ジョブの詳細は、ジョブのジョブ詳細ページで表示できます (67 ページの「ジョブ詳細の表示」を
参照 )。 

しかし、サンプル キューには、以下のような異なる機能があります。 

• ジョブ キューの制御はサンプル キューでは無効になるため、これらのジョブ ファイルは削除でき
ません。 

• サンプル キューのジョブは ( ジョブ キューの並べ替えセクションで説明したようには ) 並べ替えで
きません。
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[TIPS ( チップ )] ページでの操作

[Tips ( チップ )] ページは、プリンタの現在の樹脂設定とチップ設定の詳細を表示します。2 つのチップの状態

アイコンと 4 つの樹脂ステータス アイコン ( ダッシュボードのアイコンと同じようなアイコン ) は、プリンタ

にロード / セットされているチップとモデル樹脂 / サポート樹脂を表しています。これらのアイコンは、状態

によって色や強調表示の状態が変わります。

このページでは、プリンタの現在の設定 ( モデル / サポートのチップ サイズ、オドメーター値、現在の温度 /
設定ポイント チップの温度、モデル樹脂 / サポート樹脂のタイプなど ) の確認、キャニスターの量とロードの

状態の確認、樹脂のロード / アンロード、チップ切り替えウィザードとチップ ワイプ調整ウィザードへのアク

セスのほか、様々なチップ メンテナンス機能を実行できます。 

[Tips ( チップ )] ページにアクセスするには、ナビゲーション バーの [Tips ( チップ )] ボタンを押します。図 4-
25 と同様の画面が表示されます。

図 4-25: [Tips ( チップ )] ページ

チップの状態アイコン

チップ制御ボタン

樹脂ロード コントロー

ル

樹脂ステータス 
アイコン

キャニスターの

ロード状態

樹脂のロード / アンロー

ド キャンセル ボタン
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チップ / 樹脂ステータス

[Tips ( チップ )] ページには、プリンタの現在の樹脂とチップの状態に関連する 6 つのアイコンが含まれてい

ます。2 つのチップの状態アイコンと 4 つの樹脂ステータス アイコン ( ダッシュボードのアイコンと同じよう

なアイコン ) は、プリンタにロード / セットされているチップとモデル樹脂 / サポート樹脂を表しています。

これらのアイコンは、状態によって色や強調表示の状態が変わります。造形に選択したキャニスターと、ヘッ
ドに樹脂がロードされたキャニスターは、白色の強調枠ありで表されます。 

チップの状態アイコン

このページの上部にある 2 つのチップの状態アイコンは、プリンタのモデル チップとサポート チップを表し

ます。左のアイコンはモデル チップを、右のアイコンはサポート チップを表します。各アイコンは、その上

段に、チップのサイズ ( 例 : T10) と現在のオドメーター値 ( 例 : 258.0 in3/4227.9 cm3) を表示します。その

チップの樹脂使用量に基づいて概算したチップ寿命がアイコンの中段に表示されます ( これがチップのオド

メーター上限になります )。そのチップの現在の温度 / 設定ポイントの温度がアイコンの下段に表示されます。

モデル チップとサポート チップの状態アイコンは、以下の状態で表示されます ( 色、説明は両方のアイコン

に共通です )。 

表 4-10： チップ ステータス アイコン - アイコンの状態

注記 : これらのアイコンは表示のみで、ボタンではありません。 

アイコンの状態 説明

青色 ( 白色の強調枠なし )

有効なチップ、チップ サイズ、現在の オドメーター値、概算のチッ

プ寿命が表示されます。 

チップは、その樹脂のオドメーター上限に達していません。

青色 ( 白色の強調枠あり )

有効なチップ、チップ サイズ、現在の オドメーター値、概算のチッ

プ寿命が表示されます。 

チップは、その樹脂のオドメーター上限に達しておらず、現在造形に
使用されています。

造形中、白色の強調表示は、モデル アイコンとサポート アイコンの

間で切り替わり、現在どちらのチップがアクティブかを示します。 
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樹脂ステータス アイコン

このページの 4 つの樹脂ステータス アイコンは、プリンタにセット / 挿入されたモデル キャニスターとサ

ポート キャニスターを表します。各アイコンは、対応する樹脂のキャニスター ベイ (M1、M2、S1 または 

S2)、そのベイに充填されている樹脂名 ( 例 : ABS-M30)、キャニスター内の樹脂の残量 ( 例 : 83.4 in3/

1366.7 cm3) を表示します。樹脂ステータス アイコンは、以下の状態で表示されます ( 色、強調表示、説明は 
4 つのアイコンすべてに共通です )。

表 4-11： 樹脂ステータス アイコン - アイコンの状態

黄色

有効なチップ、チップ サイズ、現在の オドメーター値、概算のチッ

プ寿命が表示されます。

チップがその樹脂のオドメーター上限まであと 10% 未満となったか、

またはオドメーター上限に達したことを示します ( 概算のチップ寿命

については 39 ページの表 3-3 を参照 )。 

プリンタは、このチップでも造形することが可能です。ただし、造形
開始前に、チップのオドメーター上限を超えているため、パーツ品質
に悪影響を及ぼす可能性があるという警告が表示されます。ユーザー
は、チップを交換する必要があります。詳細については、135 ページ

の「チップ タイプまたは樹脂タイプの変更」を参照してください。

赤色の点滅

無効なチップ / 現在ロード中の樹脂との不適合、またはチップがその

樹脂のオドメーター上限を超えたことにより、これ以上のパーツ造形
を開始することはできません。

樹脂とチップの適合性の詳細については 38 ページの「チップの適合

性と選択」、チップ交換の詳細については 135 ページの「チップ タイ

プまたは樹脂タイプの変更」を参照してください。 

アイコンの状態 説明

青色 ( 白色の強調枠なし )

有効なキャニスターがベイに挿入されています。樹脂名、現在の残量が表
示されます。 

樹脂はキャニスターからヘッドにロードされていません。詳細について
は、123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」を参照してくだ

さい。

青色 ( 白色の強調枠あり )

有効なキャニスターがベイにロードされています。樹脂名、現在の残量が
表示されます。 

樹脂がキャニスターからヘッドにロードされ、このキャニスターが造形の
使用に選択されます。

アイコンの状態 説明
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黄色 ( 樹脂情報なし )

- キャニスターが対応する樹脂キャニスター ベイにロードされていません。

ユーザーはキャニスターを挿入する必要があります。 

方法の詳細については、123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂のロー

ド」および 126 ページの「キャニスターの取り付け」を参照してくださ

い。 

黄色 ( 空のキャニスター )

キャニスターが空です。樹脂名と空の残量が表示されます。ユーザーは空
のキャニスターを取り外す必要があります。

方法の詳細については、129 ページの「熱溶解装置チップから樹脂をアン

ロードする」および 131 ページの「空のキャニスターの取り外し」を参照

してください。

黄色

有効なキャニスターがベイにセットされていますが、樹脂が現在の樹脂設
定、またはヘッドにロードされている樹脂と適合しません。 

ユーザーは適合しない樹脂を交換する必要があります。そうでない場合
は、現在ロード中のキャニスターが空になると、現在の造形を一時停止し
て、キャニスターの自動切り替えを行います。方法については 135 ページ

の「チップ タイプまたは樹脂タイプの変更」 を参照してください

樹脂が不適合であっても、造形を開始することはできます。造形開始時
に、樹脂の不適合に関する警告が表示されます。造形をそのまま続行する
ことを選択すると、選択されているジョブに適合していない樹脂が使用さ
れます。

赤色の点滅

ベイに無効または読み取り不能なキャニスターがセットされています。
ユーザーはキャニスターを取り外す必要があります。

方法の詳細については、129 ページの「熱溶解装置チップから樹脂をアン

ロードする」および 131 ページの「キャニスターの取り外し」を参照して

ください。

アイコンの状態 説明
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キャニスターのロード状態

樹脂ステータス アイコンの真下には、様々なキャニスターの組込み状態に関するメッセージが表示されます。

このメッセージは、各キャニスターの現在の動作やキャニスターのフィラメントなどに関するものです。樹脂
のロード / アンロードのプロセス全体を通じて、これらの状態表示は頻繁に更新されて進捗度を示します。

( 詳細については、123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」および 129 ページの「熱溶解装置

チップから樹脂をアンロードする」を参照してください。)

図 4-26: キャニスターのロード状態の位置

以下のように様々なキャニスターのロード状態が表示されます。 

• Loading ( ロード中 ) - この状態は、フィラメントをヘッド内の熱溶解装置にロードしている時に表
示されます。この操作はプリンタが停止され ( アイドル )、造形をしていない時にのみ行えます。

• Loaded ( ロード済み ) - この状態は、フィラメントが熱溶解装置にロードされている時に表示され、
キャニスターが選択したジョブの造形に使用できることを表します。

• Unloading ( アンロード中 ) - この状態は、フィラメントを熱溶解装置からアンロードしている時に
表示されます。この操作はプリンタが停止され ( アイドル )、造形をしていない時にのみ行えます。

• Advance Filament ( フィラメントを進める ) - ( 樹脂のロードプロセスでのみ表示 ) この状態は、キャ
ニスターは正しく挿入されているものの、プリンタのドライブ ホイールにフィラメントがプリ
ロードされていない時に表示されます。 

• Not Loaded ( 未ロード ) - この状態は、キャニスターの樹脂フィラメントがキャニスター ドライブの
樹脂フィラメント検知センサーに接したが、まだ熱溶解装置にはロードされていない時に表示され
ます。この状態のキャニスターは、キャニスター ベイに組み込むことも、キャニスター ベイから
取り外すこともできます ( 手順については、131 ページの「キャニスターの取り外し」を参照 )。
[ 樹脂の組み込み ] ボタンを押すと (74 ページの図 4-27 を参照 )、この状態は「Loading ( ロード中
)」に変わります。 

• Insert Canister ( キャニスターの挿入 ) - キャニスターが樹脂に対応するキャニスター ベイに挿入さ
れていないことを示します ( 方法については 126 ページの「キャニスターの取り付け」を参照 )。 

• Canceling Load (ロード キャンセル中 ) - この状態は、樹脂のロード中に [キャンセル ] ボタンを押し
た後に表示されます。キャンセルが完了すると、このステータスは「Not Loaded ( 未ロード )」に
変わります。

• Canceling Unload (アンロード キャンセル中 ) - この状態は、樹脂のアンロード中に [ キャンセル ] ボ
タンを押した後に表示されます。キャンセルが完了すると、このステータスは「Loaded ( ロード済
み )」に戻ります。

ロード エラーが発生した場合、キャニスターのロード状態のテキストでそのエラーを示します ( 通常「Load 
Error ( ロード エラー )」と表示 )。テキストの 2 行目には、ロード エラーの原因が表示されます。253 ページ

の「ロード エラー」では、遭遇する可能性のある様々なロード エラーとともに、そのエラー状態を修正する

方法を説明しています。 



74

樹脂ロード コントロール

[ チップ ] ページには、樹脂ロードコントロールボタンがあります。このボタンは、樹脂のロード / アンロード

をキャンセルする他、ヘッド内の熱溶解装置チップに樹脂をロード / アンロードする時に使用します。[ 樹脂

ロード ] ( 上矢印 ) ボタンと [ 樹脂アンロード ] ( 下矢印 ) ボタンが各樹脂キャニスターについて表示されます。

ただし、これらのボタンが選択できるかどうかは、キャニスターのロード状態によって異なります。[ キャン

セル ] ボタンは 2 つのチップの状態アイコン間に表示され、樹脂のロード / アンロードが開始された後に選択

可能な状態になります。ボタン状態の詳細については、75 ページの表 4-12 を参照してください。 

図 4-27: 樹脂ロードコントロール - ボタンの位置

[ 樹脂アンロード ] ボタン ( 未選択状態 ) は、「Loaded ( ロード済み )」ステータスのすべてのキャニスターで

選択可能です。「Loaded ( ロード済み )」ステータスは、ヘッド内の対応する熱溶解装置チップに樹脂フィラ

メントがロードされているキャニスターに表示されます。このボタンを押すと、プリンタが樹脂のアンロード
を開始します ( 詳細については 129 ページの「熱溶解装置チップから樹脂をアンロードする」を参照 )。

[ 樹脂の組み込み ] ボタン ( 未選択状態 ) は、「Not Loaded ( 未ロード )」ステータスのすべてのキャニスターで

選択可能です。このステータスは、ヘッド内の対応する熱溶解装置チップに別のキャニスターの樹脂がまだ
ロードされていないことが条件です。対応するチップに樹脂がすでにロードされている場合、[ 樹脂ロード ] 
ボタンは無効になります。「Not Loaded ( 未ロード )」ステータスは、キャニスターの樹脂フィラメントがキャ

ニスター ドライブの樹脂フィラメント検知センサーに接してはいるものの、熱溶解装置チップにロードされ

ていないことを示します。このボタンを押すと、プリンタが樹脂のロードを開始します ( 詳細については

123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」を参照 )。

キャニスターがこれ以外の状態にある場合はすべて、[ 樹脂アンロード ] ボタンが無効になります。 

[ キャンセル ] ボタンは、デフォルトでは無効な状態で表示されます。それぞれのキャニスターに対応する [ 樹
脂アンロード ] ボタンまたは [ 樹脂の組み込み ] ボタンが押されている場合に限り、「Loaded ( ロード済み )」
または「Not Loaded ( 未ロード )」ステータスのキャニスターで選択可能な状態になります。このボタンを押

すと、プリンタが既に実行中の樹脂のロードまたはアンロードをキャンセルします ( 詳細については

76 ページの「樹脂ロード / アンロードのキャンセル」を参照 )。 

キャンセル ボタン

樹脂ロードおよび樹

脂アンロード ボタン
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表 4-12： 樹脂ロードコントロールボタン - ボタンの状態

樹脂がロード / アンロードされると、樹脂ステータス アイコンとチップ ステータス アイコンの間の経路が青

色で白色の強調枠ありの表示となり、キャニスターのフィラメントが移動している方向に色付けされていきま
す。図 4-28 は、キャニスターのフィラメントがヘッドにロードされている時の機能表示を示し、図 4-29 は、

キャニスターのフィラメントがヘッドからアンロードされている時の機能表示を示します。[ キャンセル ] ボ
タンが選択可能な状態になり、必要に応じて樹脂のロードをキャンセルすることができます。 

樹脂ロードの進捗度は、ロード中のキャニスターがモデルかサポートかにかかわらず、同じ機能性を表示しま
す。キャニスターの樹脂がヘッドにロードされると、キャニスターの樹脂ステータスアイコンとそれに対応す
るチップの状態アイコンの間の経路全体が ( 単色に ) 色付けされて強調表示され、キャニスターのロード ス
テータスが「Loaded ( ロード済み )」に更新されます。これは、キャニスターが選択され、プリンタのパーツ

造形に使用される予定であることを示します。[ 樹脂アンロード ] ボタン ( 下矢印 ) が選択可能になり、必要に

応じてキャニスターがアンロード可能な状態となります。一度に 1 つの樹脂タイプのみがヘッドにロードでき

るため、一度に強調表示される樹脂タイプの経路は 1 つのみです (M1 と M2 の経路の両方が同時に強調表示

されることはなく、片方のみが強調表示されます )。

図 4-28: 樹脂ロードの進捗度インジケーター - ロード中

ボタン名 選択された状態 未選択の状態 無効な状態

キャンセル ボタン

[ 樹脂ロード ] ボタン

[ 樹脂アンロード ] ボタン
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樹脂アンロードの進捗度は、アンロード中のキャニスターがモデルかサポートかにかかわらず、同じ機能性を
表示します。[ キャンセル ] ボタンが選択可能な状態になり、必要に応じて樹脂のアンロードをキャンセルす

ることができます。キャニスターの樹脂がヘッドからアンロードされると、キャニスターの樹脂ステータスア
イコンとそれに対応するチップの状態アイコンの間の経路が黒色に色付けされ、キャニスターのロード ス
テータスが「Not Loaded ( 未ロード )」に更新されます。[ 樹脂ロード ] ボタン ( 上矢印 ) が選択可能になり、

必要に応じてキャニスターがロード可能な状態となります。

図 4-29: 樹脂ロードの進捗度インジケーター - アンロード中

樹脂ロード / アンロードのキャンセル

キャニスターに対する [ 樹脂アンロード ] ボタンまたは [ 樹脂の組み込み ] ボタンを押すと、[ キャンセル ] ボ
タンが選択可能な状態になります。このボタンにより、既に実行中の樹脂のロードまたはアンロードをキャン
セルすることができます。プリンタの設定によっては、[ キャンセル ] ボタンを選択した後に警告が出される

場合があります。警告が出されると、[ 造形ステータス ] ボタンが黄色に変わります。[ 造形ステータス ] ボタ

ンを押すと、警告の原因 ( 理由 ) を示すダイアログが表示されます。 
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チップ制御

[Tips ( チップ )] ページの 下部 ( ナビゲーション バーの上 ) に、3 つのボタンが表示されます。これらのボタ

ンは、チップに関係する様々な機能の実行に使用します。 

図 4-30: チップ制御

これらのボタンには、以下の機能があります。 

表 4-13： チップ制御ボタン

チップ切り替えウィザード

チップ切り替えウィザードは、プリンタのモデル / サポートの樹脂とチップを変更するプロセスを簡単に行え

るようにしたものです。このウィザードを使って、プリンタの樹脂タイプまたはチップを変更します。 

アイコン 名称 説明

チップ切り替え 
( ウィザード )

チップ切り替えウィザードを開きます。チップ切り
替えウィザードでは、プリンタのモデル / サポート

の樹脂とチップの交換を手順に従って行えます。 

概要については「チップ切り替えウィザード」、方
法の詳細については 135 ページの「チップ切り替え

ウィザードの使用」を参照してください。

チップのパージ / ア
ンプラグ 

[Tip Maintenance ( チップ メンテナンス )] ページを

開きます。このページでは、以下の操作が行えま
す。
- チップのアンプラグ作業を開始する

- チップのパージを実行する

- チップのヘッド ボタンを有効 / 無効にする

- モデル チップとサポート チップの温度

情報を確認する

チップ ワイプ調整 [Tip Wipe Adjustment ( チップ ワイプ調整 )] ページ

を開きます。このページでは、以下の操作が行えま
す。
- プリンタを待機温度に設定する

- プリンタを造形温度に設定する

- ヘッドをパージ位置に移動する

- チップをワイプする

注意 : 樹脂タイプを変更する場合、チップも変更が必要です。樹脂タイプとチッ
プを変更する場合には、必ず 135 ページの「チップ タイプまたは樹脂タイプの

変更」の手順に従ってください。チップ切り替えウィザード以外の場所からは、
チップ オドメーター情報に入ることはできません。 
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チップ切り替えウィザードにアクセスするには、[Tips ( チップ )] ページの [ チップ切り替え ( ウィザード )] ボ
タンを押します。プリンタの現在の設定を示す画面が表示されます。

チップ切り替えウィザードの詳細な手順については、135 ページの「チップ切り替えウィザードの使用」を参

照してください。このセクションの例では、樹脂タイプ ( モデルとサポート ) の変更およびチップの変更に必

要な手順の概要を説明します。この例は、チップ切り替えウィザードの機能を熟知していただく目的で示すも
のです。この例を進めていく過程で、ダッシュボードのアイコンの状態を観察してください。 

チップのパージ / アンプラグ 

[ チップ パージ / アンプラグ ] ボタンを押すと、[Tip Maintenance ( チップ メンテナンス )] ページが開きます。

このページでは、以下の操作が行えます。 

• チップのアンプラグ作業を開始する

• チップのパージを実行する

• チップのヘッド ボタンを有効 / 無効にする

• モデル チップとサポート チップの温度情報を確認する

このページの本体に 2 つのボタン グループが表示されます。1 つはモデル チップ、もう 1 つはサポート チッ

プ用のボタンです。これらのグループ内のボタンは同じ機能を持っていますが、それぞれのチップを個別に制
御します。対応するチップの現在の温度 / 設定ポイントの温度は、チップ ボタン グループの下に表示されま

す。 

図 4-31: [Tip Maintenance ( チップ メンテナンス )] ページ

注記 : ナビゲーション バーは、チップ切り替えウィザードでは非表示です。
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アンプラグ

[Unplug ( アンプラグ )] ボタンを押すと、アンプラグ作業の自動化を開始します。このボタンは、「Model 
filament clogged in tip ( モデル樹脂のフィラメントがチップに詰まっています )」または「Support filament 
clogged in tip ( サポート樹脂のフィラメントがチップに詰まっています )」という警告により造形が一時停止

された場合に押してください (255 ページの「造形の一時停止に関する警告」を参照 )。必ず、詰まっている

チップに対応する [Unplug ( アンプラグ )] ボタンを押します ( つまり、詰まったサポート チップを取り除くに

は、[Support ( サポート )] のヘッダーの下の [Unplug ( アンプラグ )] ボタンを押します )。 

アンプラグ作業中、プリンタは一連のパージおよびリトライ動作を実行しながら、後続エラーを監視します。
後続エラーとは、モータが命令されたポジションへの到達に失敗するエラーです。またこの作業では、ヘッド 
ファンを所定の時間オフにして、チップがさらに加熱されるようにします。この加熱により、詰まったチップ
を取り除くために、詰まった樹脂をさらに溶解します。 

パージ

[Purge ( パージ )] ボタンを押すと、プリンタは長時間パージを行います。このボタンを押すと、ヘッドがパー

ジ位置まで移動し、対応するチップが事前定義された設定ポイント温度まで加熱されます。チップの温度がこ
の設定ポイントに達すると、10 秒間、チップから樹脂をパージします。色つき樹脂への / からの交換時には、

複数回パージを行うと効果的です。こうすることで、熱溶解装置のチップやチューブ内に残留している樹脂を
すべて取り除いて、色混ざりが発生しないようになります。 

[ENABLE HEAD ( ヘッドを有効にする )] ボタン

ヘッドには、モデル チップ用とサポート チップ用の 2 つのボタンがあり、対応するチップから樹脂を取り除

く場合や、対応するチップからフィラメントを除去する場合に使用します。 

図 4-32: ヘッド ボタンの位置

[Tip Maintenance ( チップ メンテナンス )] ページの [Enable Head ( ヘッドを有効にする )] ボタンを押すと、対

応するチップのヘッド ボタンが有効になります。このボタンを押すと、チップが事前定義された設定ポイン

ト温度まで加熱されます。チップが温度に達したら、トップ カバーを開き、チップのヘッド ボタンを使用し

ます。 

• ボタンを「LOAD ( ロード )」の方向に押すと、長時間パージを実行します。

• ボタンを「UNLOAD ( アンロード )」の方向に押すと、チップから樹脂フィラメントを取り除きます。

チップが温度に達した後、チップが再び冷却される前に、約 2 分間でタイムアウトとなります。1 つのヘッド 
ボタンを押すか、または樹脂をパージすると、その都度タイマーがリセットされます。これにより、この時間
中に何も操作が検知されなかった場合を除き、チップが冷却されないように、またボタンが無効にならないよ
うにしています。

ヘッド ボタン ( モデル : 
左、サポート : 右 ) 
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チップ ワイプ調整 

[ チップ ワイプ調整 ] ボタンを押すと、[Tip Wipe Adjust Wizard チップワイプ調整ウィザード )] ページが開き

ます。このページでは、以下の操作が行えます。

• プリンタを待機温度または造形温度に設定する

• ヘッドをパージ位置に移動する

• チップのワイプを開始する

このページの 上部には、プリンタの現在のチャンバー温度 / 待機温度が表示されます。 

図 4-33: チップ ワイプ調整ページ

待機温度に設定

[Set to Standby Temperature ( 待機温度に設定 )] ボタンを押すと、プリンタを待機温度に設定するように命令し

ます。[Chamber Temperature ( チャンバー温度 )] フィールドが更新され、温度変化の進捗度が示されます。 

造形温度に設定

[Set to Build Temperature ( 造形温度に設定 )] ボタンを押すと、プリンタを造形温度に設定するよう命令しま

す。造形温度は、樹脂固有の温度です。[Chamber Temperature ( チャンバー温度 )] フィールドが更新され、

温度変化の進捗度が示されます。 

パージ位置へ移動

[Go to Purge Position ( パージ位置へ移動 )] ボタンを押すと、ヘッドをパージ位置 ( パージ レッジの真上 ) に移

動するよう命令します。チップがワイプ可能となる前にヘッドがパージ位置に移動していなければならないた
め、このボタンは必ず [Wipe Tips ( チップ ワイプ )] ボタンが選択可能になる前に押してください。 
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チップ ワイプ

[Go to Purge Position ( パージ位置へ移動 )] ボタンを押すと、[Wipe Tips ( チップ ワイプ )] ボタンが選択可能

になります。[Wipe Tips ( チップ ワイプ )] ボタンを押すと、チップのワイプが開始されます。このボタンを押

すと、ヘッドが前後に移動し、モデル チップとサポート チップがゆっくりとフリッカー / ブラシ アセンブリ

の上を通過するようになります。ヘッドは、合計 4 回通過します。通過のたびに、ヘッドは徐々にフリッカー

を水平に横切るように移動し、正しい調節と均一な摩耗が確保されるようにします。 

チップの拭き取り高さ調整ホイールでワイプ高さを調整する時に、このボタンを使用する必要があります。詳
細については 171 ページの「チップ ワイプ高さの調整」を参照してください。 

注記 : チップを交換するたびに、チップのワイプ高さを手動で調整する必要が
あります。こうすることで、チップ / チップ シールドに対してフリッカー / ブ
ラシ アセンブリが正しい位置に配置されます。 
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[CALIBRATION ( キャリブレーション )] ページでの操作

[Calibration ( キャリブレーション )] ページでは、以下のような様々なキャリブレーション手順を行えます。

• XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーション

• タッチスクリーン キャリブレーション

• XY 軸原点を探す 

• Z 軸原点を探す

[Calibration ( キャリブレーション )] ページにアクセスするには、ナビゲーション バーの [Calibration ( キャリ

ブレーション )] ボタンを押します。図 4-34 と同様の画面が表示されます。 

図 4-34: [Calibration ( キャリブレーション )] ページ

注記 : このセクションでは、[Calibration ( キャリブレーション )] ページとその

機能の概要を説明しますが、キャリブレーションの詳細手順は取り扱いません。
キャリブレーションの詳細と方法については、194 ページの「6 キャリブレー

ション」を参照してください。

キャリブレーション

制御ボタン

キャリブレーション ス
テータス ペーン
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キャリブレーション ステータスの表示 

プリンタのキャリブレーション ステータスは、このページの上段に表示されます。キャリブレーション ス
テータス ペーン内に表示されるテキストは、プリンタのキャリブレーション全体のステータスを表します。

プリンタでキャリブレーションが行われると (XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーションが完了すると )、
図 4-34 に示しているものと同様の情報が表示されます。プリンタでキャリブレーションが必要な場合、また

はチップ交換後に XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーションの実行タスクをスキップした場合、このペー

ン内のテキストはプリントでキャリブレーションが行われていない状態であることを通知し、必要な手順に
従ってプリンタのチップのキャリブレーションを実行するように求めます。プリンタのチップのキャリブレー
ションを行わない限り、プリンタでパーツを造形することはできません。 

キャリブレーション制御

[Calibration ( キャリブレーション )] ページの 下部 ( ナビゲーション バーの上 ) に、4 つのボタンが表示され

ます。これらのボタンは、キャリブレーションに関係する様々な機能の実行に使用します。 

図 4-35: キャリブレーション制御

これらのボタンには、以下の機能があります。 

表 4-14： キャリブレーション制御ボタン

アイコン 名称 説明

XYZ 軸チップ オフ

セット キャリブレー

ション 

XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーションを実行し、キャリブレー

ション パーツを造形するためのページを開きます。選択を行うと、XYZ 
軸チップ オフセット キャリブレーション ウィザードがプリンタのチップ

のキャリブレーション プロセスの手順を案内します。チップを交換する

たびに、必ずチップのキャリブレーションを実行してください。 

135 ページの「チップ タイプまたは樹脂タイプの変更」を参照してくだ

さい。

タッチスクリーン 
キャリブレーション 

タッチスクリーン キャリブレーションが実行できます。 

詳細については、212 ページの「タッチスクリーン キャリブレーション」

を参照してください。 

Z 軸原点 プリンタに Z 軸原点を探すように命令します。 

XY 軸原点 プリンタに X 軸と Y 軸の原点を探すように命令します。 

詳細については、214 ページの「XY 軸原点キャリブレーション」を参照

してください。 



84

XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーション

[XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーション ] ボタンを押すと、XYZ 軸チップ オフセット キャリブレー

ションを実行し、キャリブレーション パーツを造形するためのページが開きます。詳細な方法については、

195 ページの「XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーション」を参照してください。 

XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーションは、プリンタのチップを交換するたびに必ず実行してくださ

い。チップ切り替えウィザードでは、ウィザード内で直接キャリブレーションを実行するように求めますが、
XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーションは、チップ切り替えウィザードではなく、このボタンを使用し

て行います。 

図 4-36: XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーション ページ
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タッチスクリーン キャリブレーション

[ タッチスクリーン キャリブレーション ] ボタンを押すと、タッチスクリーン画面の再キャリブレーションを

行うためのダイアログが表示されます。詳細な方法については、212 ページの「タッチスクリーン キャリブ

レーション」を参照してください。 

図 4-37: 画面の再キャリブレーション確認ページ

Z 軸原点を探す

[Z 軸原点 ] ボタンを押すと、プリンタに Z 軸の原点の位置を探すように命令します。

XY 軸原点を探す 

[XY 軸原点 ]: ボタンを押すと、プリンタに X 軸と Y 軸の原点の位置を探すように命令します。詳細について

は、214 ページの「XY 軸原点キャリブレーション」を参照してください。 

注記 : また、このボタンは [Gantry/Stage Details (ガントリ /ステージ詳細 )] ペー

ジ内にも表示されます。詳細については、102 ページの「ガントリ / ステージ設

定」を参照してください。

注記 : また、このボタンは [Gantry/Stage Details (ガントリ /ステージ詳細 )] ペー

ジ内にも表示されます。詳細については、102 ページの「ガントリ / ステージ設

定」を参照してください。
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[SETTINGS ( 設定 )] ページでの操作 

[Settings ( 設定 )] ページ内のオプションは、関連する機能ごとにグループ化されています。各グループでは、

グループ情報を表示できるほか、プリンタの個別設定と環境設定を行うことができます。このページでは、プ
リンタの様々な設定 (UPnP、パーツ配置、自動冷却など ) のオン / オフ、プリンタのアドレス タイプ ( 動的 /
固定 ) の選択、IP アドレス、ネットワーク マスク、ゲートウェイ アドレスの手動設定 ( 必要な場合 )、タッチ

スクリーン表示の明るさの調整が行えます。 初の設置とセットアップ作業 ( 担当の認定サービス代理店が行

う ) の一部として、このページでプリンタのネットワーク設定が行われます ( 説明については、15 ページの

「ネットワークの設定」をご参照ください )。これらの設定の完了後、場合によっては、このページに時々アク

セスして、プリンタの環境設定を調整する必要があります。 

[Settings ( 設定 )] ページにアクセスするには、ナビゲーション バーの [Settings ( 設定 )] ボタンを押します。図 
4-38 と同様の画面が表示されます。

図 4-38: [Settings ( 設定 )] ページ
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[SETTINGS ( 設定 )] ページのナビゲーション

[Settings ( 設定 )] ページを上下にスクロールするには、画面にタッチしてオプションのリストをスクロールし

たい方向に動かします。小さなスクロール バーがページの右側に表示され、スクロール方向を示します。

[Settings ( 設定 )] ページ内のオプションは、Printer ( プリンタ )、Network ( ネットワーク )、Service ( サービ

ス ) の 3 つのカテゴリに分かれています。メイン カテゴリは、区別しやすいように太字で表示されます。 

各メイン カテゴリでは、様々な設定や環境設定が行えます。項目は、ページ内で行ごとに分かれて表示され

ます。設定 / 環境設定の名前が行の左側に表示されます。一部の項目については、現在の設定情報が ( 参照の

目的で ) 表示されます。行の右側のグラフィック表示は、その行で使用可能な設定オプションによって異なり

ます。 

図 4-39: [Settings ( 設定 )] ページの内容リスト

右矢印のグラ

フィック

スライダー

のグラフィック
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行には、スライダーのグラフィックが表示され ( 図 4-39 を参照 )、オン / オフ設定など特定の設定を [Settings 
( 設定 )] ページから直接行えます。画面上でスライダーにタッチして左右に動かし、設定を調整します。 

行には、右矢印のグラフィックが表示され ( 図 4-39 を参照 )、この矢印を選択すると、この行の設定 / 環境設

定を行える新しいページが開きます。この新しいページは、この項目の詳細ページと呼ばれます ( 例 : 
Network Settings Details ( ネットワーク設定詳細 ) ページなど )。 

詳細ページで行の設定 / 環境設定について必要な調整を完了したら、ページの左上隅の [Settings ( 設定 )] ボタ

ン ( 図 4-40 を参照 ) を押して詳細ページを終了し、[Settings ( 設定 )] ページに戻ります。 

図 4-40: 設定詳細ページ - 戻るボタンの位置
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プリンタ設定

[Settings ( 設定 )] ページの [Printer ( プリンタ )] のカテゴリでは、プリンタの機能に関する様々な環境設定を

調整できます。 

KEEP PREVIOUS JOB ( 前ジョブの保存 )

プライバシー上の理由から、プリンタの前のジョブをジョブ キューに保存するかどうかを選択できます。自

分が造形したものをプリンタの他のユーザーに知られたくない場合、この設定で前のジョブが他のユーザーに
アクセスされないようにすることができます。この設定をオンにすると、プリンタは前のジョブ ファイルを

ジョブ キューに保存して、再選択できるようにします。この設定をオフにすると、プリンタの前のジョブ 
ファイルは、造形完了時にジョブ キューから削除されます。このジョブ ファイルを再度造形に使用するには、

プリンタに再送信する必要があります。 

これを設定するには、スライダー グラフィックを必要に応じてオンまたはオフに動かします。デフォルトで

は、オンが選択されています。 

図 4-41: Keep Previous Job ( 前ジョブの保存 )

ENABLE PART PLACEMENT ( パーツ配置の有効化

[Enable Part Placement ( パーツ配置の有効化 ] 設定では、造形シート上のジョブの配置を選択できます。デ

フォルトでは、単一パーツのジョブは造形シートの中央で造形され、パッケージのジョブは Control Center で
選択された配置に従って造形されます。このため、この設定がオフになっていると、単一パーツのジョブは自
動的に造形シートの中央で造形され、パッケージのジョブは Control Center で選択された配置に従って造形さ

れます。これを設定するには、スライダー グラフィックを必要に応じてオンまたはオフに動かします。 

図 4-42: Enable Part Placement ( パーツ配置の有効化

この設定がオンになっている場合、造形を開始する前に、造形シート内でのジョブの位置を選択することがで
きます (175 ページの「造形するジョブの選択」を参照 )。造形開始時に、パーツの造形位置の選択を求めるダ

イアログが表示されます ( 図 4-43 を参照 )。ダイアログには、プリンタのプラテンを表すグラフィックととも

に、青色の四角形のグラフィック ( パーツを囲む想像上のボックス ) が表示されます。 

注記 : [Settings ( 設定 )] ページでは、プリンタの日付 / 時刻は設定されません。

代わりに、ワークステーション PC にインストールされている FDM Control
Center アプリケーション内で、 初の設置とセットアップのプロセスの一部と

して設定されます。方法の詳細については 18 ページの「プリンタの日付・時刻

の設定」を参照してください。
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タッチスクリーン上の四角形をドラッグ アンド ドロップすることにより、パーツの造形位置を選択できます。

四角形は、プラテンの限界を超えて配置することはできません。チェックマーク ボタンを押すと、選択した

配置の確認となり、造形を開始します。 

また、「ゴースト ボックス」のグラフィックも表示されます。「ゴースト ボックス」は、前回パーツが造形さ

れた位置を表します。[ 削除 ] ( ごみ箱 ) ボタンをクリックすると、画面がクリアされ、「ゴースト ボックス」

の全項目は削除されます。 

図 4-43: パーツ配置ダイアログ

UNITS ( 単位 )

[Units ( 単位 )] 行では、プリンタに設定する単位 ( ヤード・ポンド法またはメートル法 ) を表示します。これ

を設定するには、スライダー グラフィックを必要に応じて「English ( ヤード・ポンド法 )」または「Metric
( メートル法 )」に動かします。デフォルトでは、「English ( ヤード・ポンド法 )」が選択されています。 

図 4-44: Units ( 単位 )
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AUTO COOLDOWN ( 自動冷却 )

[Auto Cooldown ( 自動冷却 )] 行は、プリンタの自動冷却設定を表示します。この行で右矢印のグラフィックを

押すと、この設定を調整するためのページが開きます。

図 4-45: Auto Cooldown ( 自動冷却 )

オーブンの造形温度は、プリンタにロードされている樹脂のタイプ ( モデルとサポート ) によって決まりま

す。この温度はプリンタのソフトウェアによって制御されるため、変更できません。ただし、オーブンの温度
機能の一部を制御することができます。[Auto Cooldown ( 自動冷却 )] 設定では、プリンタの自動冷却機能を設

定できます。 

プリンタのオーブンは、プリンタによって制御される待機温度に達するまで冷却するように設計されていま
す。この機能は省エネ機能として役立ちます。Auto Cooldown ( 自動冷却 ) は、以下のように設定できます。

• Never ( なし ) - プリンタは自動冷却を一切行いません。すべてのジョブが完了した後、オーブンの
温度は樹脂の造形温度に保持されます。これは、デフォルト設定です。

• Always ( 常時 ) - プリンタは常に自動冷却を行います。すべてのジョブが完了して自動冷却された
後、オーブンの温度は樹脂の待機温度に保持されます。

• Next Build Only ( 次の造形のみ ) - 次のジョブが完了して自動冷却された後、自動冷却モードが自動
的に「Never ( なし )」にリセットされます。
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これを設定するには、選択する自動冷却オプション (Never ( なし )、Always ( 常時 )、Next Build Only ( 次の造

形のみ )) に対応する行にタッチします。選択された行は青色に変わります。ページのヘッダーの [Settings ( 設
定 )] ボタンを押して、[Auto Cooldown Details ( 自動冷却詳細 )] ページを終了し、[Settings ( 設定 )] ページに

戻ります。 

図 4-46: [Auto Cooldown Details ( 自動冷却詳細 )] ページ
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NETWORK ( ネットワーク ) 設定

[Settings ( 設定 )] ページの Network ( ネットワーク ) 設定カテゴリでは、プリンタの UPnP とネットワーク ア
ドレスの情報を設定できます。 

[Network ( ネットワーク )] 行で右矢印のグラフィックを押すと、[Network Settings Details ( ネットワーク設定

詳細 )] ページが開きます。

図 4-47: [Network Settings Details ( ネットワーク設定詳細 )] ページ

このページでは、プリンタのアドレス タイプを DHCP ( 動的 ) または Static ( 固定 ) に設定できます。デフォ

ルトでは、「DHCP」が選択されています。これを設定するには、スライダー グラフィックを使用して 
「DHCP」または「Static ( 固定 )」を選択します。ダイアログの左上隅の [Settings ( 設定 )] ボタンを押して、

[Network Settings Details ( ネットワーク詳細設定 )] ページを終了し、[Settings ( 設定 )] ページに戻ります。 

図 4-48: [Network Settings Details ( ネットワーク詳細設定 )] ページ

DHCP 設定

[Address Type ( アドレス タイプ )] を「DHCP」に設定すると、ネットワーク サーバーまたは PC がプリンタ

の IP アドレスを生成します。その都度、異なる IP アドレスがサーバーや PC により生成されることがありま

す。生成された IP アドレスが [IP Address (IP アドレス )] フィールドに表示され、対応するネットワーク マス

クとゲートウェイ アドレス情報も表示されます。

注記 : プリンタのネットワーク設定は、 初の設置とセットアップの一部とし
てすでに行われています (15 ページの「ネットワークの設定」を参照 )。このセ

クションでは、[Settings ( 設定 )] ページの Network ( ネットワーク ) 設定の機能

を理解するための情報を提供します。 
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固定アドレス設定 

[Address Type ( アドレス タイプ )] を「Static ( 固定 )」に設定した場合、プリンタの IP アドレス、ネットワー

ク マスク、ゲートウェイ アドレスの入力が必要です ( この情報はシステム管理者から入手できます )。一度入

力されると、アドレスは変更されません。

「Static ( 固定 )」を選択すると、[Enter Network Settings ( ネットワーク設定の入力 )] ポップアップ ダイアログ

が表示されます。このダイアログで、[IP Address (IP アドレス )]、[Network Mask ( ネットワーク マスク )]、
[Gateway ( ゲートウェイ )] の各フィールドにキーパッドを使って入力します。フィールドを選択するには、

画面上でそのフィールドに触れ、キーパッドを使用してアドレス情報を入力します。 

図 4-49: [Enter Network Settings ( ネットワーク設定の入力 )] ダイアログ

• アドレスの番号を入力するには、ナンバー キーを使用ます。 

• 番号を 1 つずつ削除するには、バックスペース キーを使用します。

• 入力値を確認し、保存してから終了するには、チェックマーク キーを使用します。

• 保存せずにダイアログを終了するには、X キーを使用します。

注記 : IP アドレス、ネットワーク マスクまたはゲートウェイ アドレスを知ら

ない場合には、システム理者にお問い合わせください。

チェックマーク

( 確認 )

パックスペース

( 削除 )
終了

( 保存しない )
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ネットワーク アドレス情報

プリンタのネットワーク アドレス情報は、[Network ( ネットワーク )] 行の真下に表示されます。行の右側に、

プリンタの Address Type ( アドレス タイプ )、IP Address (IP アドレス )、Netmask ( ネットマスク )、 
Gateway Address ( ゲートウェイ アドレス ) が表示されます。[Network Settings Details ( ネットワーク詳細設

定 )] ページで行った変更は、この行に反映されます。 

図 4-50: ネットワーク アドレス設定

UPNP

UPnP を使用して、ネットワーク全体にその UDN (Unique Device Name) アドレスをブロードキャストするこ

とができます。この設定をオンにすると、プリンタがネットワーク全体に UDN をブロードキャストするた

め、Insight はプリンタの IP アドレスを自動検知して通信できるようになります。この設定をオフにすると、

プリンタはネットワーク全体に IP アドレスをブロードキャストしないため、Insight がプリンタと通信を行う

には IP アドレスの手動設定が必要になります。

これを設定するには、スライダー グラフィックを必要に応じてオンまたはオフに動かします。デフォルトで

は、UPnP はオンに設定されています。 

図 4-51: UPnP 
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画面設定

ADJUST BRIGHTNESS ( 明るさ調整 )

[Adjust Brightness ( 明るさ調整 )] スライダーを使用して、タッチスクリーン画面の明るさを調整できます。 

これを設定するには、スライダー グラフィックを必要に応じて動かして調整します。右にスライドすると画

面が明るくなり、左にスライドすると暗くなります。 

図 4-52: Adjust Brightness ( 明るさ調整 )

サービス設定

SERVICE MODE ( サービス モード ) 

[Service Mode ( サービス モード )] スライダーのグラフィックは、認定サービス代理店がサービス ( 点検 ) 作
業を行うためにプリンタをサービスモードにする際に使用します。プリンタをこのモードに設定するためには
パスワードが必要であり、この設定を使用してプリンタをサービス モードにできるのは、認定サービス代理

店に限られます。 

図 4-53: Service Mode ( サービス モード )
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[MAINTENANCE ( メンテナンス )] ページでの操作

[Maintenance ( メンテナンス )] ページ内のオプションは、関連する機能ごとにグループ化されています。各グ

ループでは、メンテナンス関連のプリンタ情報を表示できるほか、プリンタの個別のメンテナンス設定と環境
設定を行うことができます。このページでは、プリンタの樹脂ライセンスやソフトウェア バージョンのアッ

プグレード、プリンタでの様々なメンテナンス作業、診断 / プリンタ状態情報の表示を行えます。高度なメン

テナンス作業については、認定サービス代理店のみが行ってください。

[Maintenance ( メンテナンス )] ページにアクセスするには、ナビゲーション バーの [Maintenance 
( メンテナンス )] ボタンを押します。図 4-54 と同様の画面が表示されます。

図 4-54: [Maintenance ( メンテナンス )] ページ

注記 : このセクションでは、[Maintenance ( メンテナンス )] ページとその機能

の概要を説明しますが、プリンタのメンテナンスの詳細手順は取り扱いません。
詳細なメンテナンス情報については、215 ページの「7 メンテナンス」を参照

してください。
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[MAINTENANCE ( メンテナンス )] ページのナビゲーション

[Maintenance ( メンテナンス )] ページを上下にスクロールするには、画面にタッチしてオプションのリストを

スクロールしたい方向に動かします。小さなスクロール バーがページの右側に表示され、スクロール方向を

示します。[ メンテナンス ] ページ内のオプションは、次の 7 つのメイン カテゴリに分かれています。ヘッ

ド、ベイ、ガントリ / ステージ、チャンバー、ファン速度、電圧およびシステム。メイン カテゴリは、区別し

やすいように太字で表示されます。 

各メイン カテゴリでは、様々な設定や環境設定が行えます。項目は、ページ内で行ごとに分かれて表示され

ます。設定 / 環境設定の名前が行の左側に表示されます。ほとんどの項目について、行の中央または右側に、

現在の設定情報が ( 参照の目的で ) 表示されます。 

行には、右矢印のグラフィックが表示され ( 図 4-55 を参照 )、この矢印を選択すると、プリンタのガントリ /
ステージ位置の調整、プリンタの Controller Software のバージョンや樹脂設定の更新、プリンタの再起動が行

えます。 

図 4-55: [Maintenance ( メンテナンス )] ページの内容リスト

右矢印の

グラフィック
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ヘッド設定

ACTIVE TIP ( アクティブなチップ )

[Active Tip ( アクティブなチップ )] 行は、プリンタで現在アクティブなチップ ( パーツ造形のために樹脂を射

出しているチップ ) を示します。この設定は、造形中のプリンタ状態に同期して自動更新され、ダッシュボー

ド内の選択されたチップ アイコンと適合します。モデル チップから樹脂が射出される時には常に「Model ( モ
デル )」と表示され、サポート チップから樹脂が射出される時には常に「Support ( サポート )」と表示されま

す。 

図 4-56: Active Tip ( アクティブなチップ )

MODEL TEMPERATURE ( モデル温度 )

[Model Temperature ( モデル温度 )] 行は、モデル チップの現在の温度 / 設定ポイントの温度を表示します。

図 4-57: Model Temperature ( モデル温度 )

SUPPORT TEMPERATURE ( サポート温度 )

[Support Temperature ( サポート温度 )] 行は、サポート チップの現在の温度 / 設定ポイントの温度を表示し

ます。 

図 4-58: Support Temperature ( サポート温度 )
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ベイ設定

FILAMENT PRESENT ( フィラメント検知 )

各キャニスター ベイには、樹脂フィラメント検知センサーを備えたキャニスター ドライブがあります (28 
ページの「キャニスター ドライブとキャニスター リリース ノブ」を参照 )。このセンサーは、キャニスター 
ドライブ内に樹脂があるかどうかを検知します。[Filament Present ( フィラメント検知 )] 行は、キャニスター 
ドライブにロードされたフィラメントに関連するステータス情報を表示します。4 つのキャニスター ドライブ

のそれぞれについてステータス情報が表示されます。キャニスター ドライブ内の樹脂フィラメント検知セン

サーがキャニスターの樹脂フィラメントを検知した場合に「Y」が表示され、検知しなかった場合には「N」

が表示されます。 

図 4-59: Filament Present ( フィラメント検知 )

DRIVE STATUS ( ドライブ ステータス )

[Drive Status ( ドライブ ステータス )] 行は、キャニスター ドライブ モータのドライブ ホイールのステータス

情報を表示します。ドライブ ホイールのステータス情報は、4 つのキャニスター ドライブのそれぞれについ

て表示されます。この情報は、樹脂がヘッドにロードされた時、およびヘッドからアンロードされた時に更新
されます。 

• 「Stp」は、ドライブ ホイールが停止していることを示します。 

• 「Fwd」は、ドライブ ホイールが樹脂を ( ヘッドに向けて ) 先に進めていることを示します。

• 「Bk」は、ドライブ ホイールが樹脂を ( キャニスターに向けて ) 後退させていることを示します。

図 4-60: Drive Status ( ドライブ ステータス ) 



101

CANISTER S/N ( キャニスターのシリアル番号 )

[Canister S/N ( キャニスターのシリアル番号 )] 行は、プリンタのキャニスター ベイに挿入されているモデル 
キャニスターとサポート キャニスターのそれぞれについてシリアル番号を表示します。キャニスターがキャ

ニスター ベイに挿入されると、プリンタは、このキャニスターのメモリ チップからこの番号を自動的に読み

取ります。キャニスター ベイが空の場合、シリアル番号のところには「- -」が表示されます。 

図 4-61: Canister S/N ( キャニスターのシリアル番号 )
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ガントリ / ステージ設定

[Gantry/Stage ( ガントリ / ステージ )] 行で右矢印のグラフィックを押すと、[Gantry/Stage Settings Details 
( ガントリ / ステージ設定詳細 )] ページが開きます ( 103 ページの図 4-63)。このページでは、プラテン (Z) を
上下に移動させたり、ヘッドを X 軸、Y 軸方向に移動することができます。

図 4-62: [Gantry/Stage Settings Details ( ガントリ / ステージ設定詳細 )] ページを開く

このページの下部 ( ナビゲーション バーの真上 ) に [Z 軸原点 ] ボタンと [XY 軸原点 ] ボタンが表示されます 。
これらのボタンは、[ キャリブレーション ] ページで表示されるボタンと同じ機能を持っています (83 ページ

の「キャリブレーション制御」を参照 )。左のボタン (Z 軸原点 ) を押すと、プリンタに Z 軸の原点の位置を探

すように命令します (85 ページの「Z 軸原点を探す」を参照 )。右のボタン (XY 軸原点 ) ボタンを押すと、プ

リンタに X 軸と Y 軸の原点の位置を探すように命令します (85 ページの「XY 軸原点を探す」を参照 )。

[Gantry/Stage Settings Details ( ガントリ / ステージ設定詳細 )] ページを開くと、デフォルトで X 軸が選択さ

れています ( 図 4-63)。各軸の現在の位置は、ページの左上部分に表示されます。軸の位置を調整すると、そ

の軸について表示されている情報がページのこの部分で更新されます。 

ページの中央のグラフィックは、X 軸、Y 軸、Z 軸を表します。矢印が青色になった灰色のバーは、選択され

ている軸を表します。軸選択ボタンを使って 1 つの軸から次の軸に切り替えると、このグラフィックが更新さ

れ、選択された軸と選択が解除された軸が反映されます ( 図 4-64 および図 4-65 を参照 )。 

青色の矢印を押すと、ヘッドまたはプラテンを現在の位置から増分移動させます。増分移動距離ボタンを使用
して、この移動の単位を 1 インチの 1 (1.0)、1/10 (0.1)、1/100 (0.01) または 1/1000 (0.001) ( ミリメートル単

位 - 25.0、10.0、1.0、0.1) で指定できます。増分移動を開始するには、目的の増分移動距離ボタンを選択して

から、軸選択ボタンで軸を選択します。目的の軸を選択したら、増分移動を行う方向の青色の矢印を押しま
す。選択した軸によって、プラテンまたはヘッドが、現在の位置から、選択された青色の矢印の方向へ、増分
移動距離ボタンで指定された距離を移動します。 

絶対移動ボタンは、選択した軸によって変わります。これらのボタンは、ヘッドまたはプラテンを、選択した
軸のトラベル範囲内の事前定義した位置まで移動する際に使用します。絶対移動を開始するには、軸選択ボタ
ンで軸を選択し、目的の絶対移動ボタンを押します。選択した軸によって、ヘッドまたはプラテンは、そのト
ラベル範囲内の事前定義した位置まで移動します。

注記 : Z 軸が選択可能になる前に、[Z 軸原点 ] ボタンを使用して Z 軸原点のキャ

リブレーションを必ず行ってください。 
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ページの左上隅の [Maintenance ( メンテナンス )] ボタンを押すと、[Gantry/Stage Settings Details ( ガントリ /
ステージ設定詳細 )] ページが閉じます ([Maintenance ( メンテナンス )] ページに戻ります )。 

図 4-63 では、X 軸が選択されています。絶対移動は、トラベルの「Left ( 左 )」、「Mid (middle) ( 中央 )」また

は「Right ( 右 )」に行えます。 

図 4-63: [Gantry/Stage Settings Details ( ガントリ / ステージ設定詳細 )] ページ - X 軸を選択した場合

軸選択ボタン 
(X: 選択済み、 
Y と Z:
 未選択 )

絶対移動ボタン 
( 選択した軸によ

り変わる )

各軸の現

在の位置

増分移動距離

ボタン

軸インジケーター

のグラフィック (
選択された軸は矢

印が青色になった

灰色のバーで表す )

Z 軸原点ボタンと

XY 軸原点ボタン
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図 4-64 では、Y 軸が選択されています。絶対移動は、トラベルの「Back ( 後方 )」、「Mid (middle) ( 中央 )」ま

たは「Front ( 前方 )」に行えます。 

図 4-64: [Gantry/Stage Settings Details ( ガントリ / ステージ設定詳細 )] ページ - Y 軸を選択した場合

図 4-65 では、Z 軸が選択されています。絶対移動は、トラベルの「Mid (middle) ( 中央 )」または「Bottom 
( 下部 )」に行えます。 

図 4-65: [Gantry/Stage Settings Details ( ガントリ / ステージ設定詳細 )] ページ - Z 軸を選択した場合

Y 軸が選択

されている

Z 軸が選択

されている
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X 軸、Y 軸、Z 軸の位置 

X 軸、Y 軸、Z 軸の位置情報は、[X, Y, Z Position (X 軸、Y 軸、Z 軸の位置 )] 行に示されます。この情報は、

[Gantry/Stage Settings Details ( ガントリ / ステージ設定詳細 )] ページに表示されている情報と同じです。この

行に表示される位置情報が更新され、[Gantry/Stage Settings Details ( ガントリ / ステージ設定詳細 )] ページで

の変更が反映されます。 

図 4-66: X 軸、Y 軸、Z 軸の位置

Z TIP SENSOR (Z 軸チップ センサー ) 

[Z Tip Sensor (Z 軸チップ センサー )] 行は、現在チップがセンターに感知されているかどうかを表示します。

チップがセンサーに感知されていない場合に「オフ」が表示され、感知されている ( チップが現在センサーと

接している ) 場合に「オン」が表示されます。通常のプリンタ動作では、常に「オフ」が表示されます。プリ

ンタがアイドルまたはパーツ造形中に「オン」が表示された場合、チップ センサーに問題があることを示し

ます。手動で Z 軸ステージを動かして Z 軸チップ センサーをアクティブにしないでください。センサーに損

傷を与える可能性があります。

図 4-67: Z Tip Sensor (Z 軸チップ センサー )

警告 : Z 軸ステージをトラベル範囲内で非常に高くすると、チップが X 軸また

は Y 軸で移動した場合、Z 軸チップ センターと衝突する可能性があります。X
軸、Y 軸で移動する場合には、必ず Z 軸ステージをトラベルの中央または 下

部にしておいてください。
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チャンバー設定

オーブン温度

[Oven Temperature ( オーブン温度 )] 行は、現在のオーブン温度 / 設定ポイントの温度を示します。

図 4-68: オーブン温度

VACUUM ENABLE ( 真空が有効 )

[Vacuum Enable ( 真空が有効 )] 行は、プリンタの真空機能のオン / オフを表示します。この行は、自動的に更

新されます。真空が有効な場合に「オン」が表示され、真空が無効な場合に「オフ」が表示されます。 

図 4-69: Vacuum Enable ( 真空が有効 )

注記 : 実際の温度と設定ポイントの温度の間に小さな補正値 (1-3 ℃ ) があるの

は、特にオーブン温度が 150 ℃ を超える場合、正常な状態です。
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VACUUM STATUS ( 真空ステータス )

[Vacuum Status ( 真空ステータス )] 行は、プリンタの真空システムに関するステータス情報を表示します。真

空圧がしきい値よりも低い場合には「Low ( 低 )」が表示されます。この場合、造形シートをプラテンの表面

に保持するだけの十分な真空圧が得られないため、造形シートはプラテンに密着しません。十分な真空圧があ
る場合には、「Good ( 良好 )」が表示されます。この場合、造形シートはセットしてから 5 分以内にプラテン

に密着します。

図 4-70: Vacuum Status ( 真空ステータス )

DRYER STATUS ( ドライヤー ステータス )

[Dryer Status ( ドライヤー ステータス )] 行は、プリンタのドライヤーに関するステータス情報を表示します。

ドライヤー システムの圧力 ( コンプレッサの近くのセンサーによって決まる ) がしきい値よりも低い場合、

「Low ( 低 )」が表示されます。十分なドライヤー圧がある場合には、「Good ( 良好 )」が表示されます。通常

のプリンタ動作では、常に「Good ( 良好 )」が表示されます。 

図 4-71: Dryer Status ( ドライヤー ステータス )
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DOOR LOCK ( ドア ロック )

[Door Lock ( ドア ロック )] 行は、プリンタのドアのロック状態を表示します。オーブン ドアを開くことがで

きる ( プリンタが造形中でなく、安全にオーブン ドアを開くことができる ) 場合は常に、「Unlock ( ロック解

除 )」が表示されます。オーブン ドアのロックが施錠され、ドアが開かない ( プリンタが造形中である ) 場合

は常に、「Locked ( ロック )」が表示されます。 

図 4-72: Door Lock ( ドア ロック )

DOOR STATUS ( ドア ステータス )

[Door Status ( ドア ステータス )] 行は、プリンタのオーブン ドアの状態を表示します。オーブン ドアが開い

ている場合は「Open ( 開 )」が表示され、オーブン ドアが閉じている場合は「Closed ( 閉 )」が表示されま

す。

図 4-73: Door Status ( ドア ステータス )
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COVER STATUS ( カバー ステータス )

[Cover Status ( カバー ステータス )] 行は、プリンタのトップ カバーの状態を表示します。トップ カバーが開

いている場合は「Open ( 開 )」が表示され、トップ カバーが閉じている場合は「Closed ( 閉 )」が表示されま

す。 

図 4-74: Cover Status ( カバー ステータス )
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ファン速度

[Fan Speeds ( ファン速度 )] 行で右矢印のグラフィックを押すと、プリンタの [Fan Speeds ( ファン速度 )] 
ページが開きます。[Fan Speeds ( ファン速度 )] ページには、各プリンタ ファンの rpm 情報がリストとして表

示されます。[Fan Speeds ( ファン速度 )] ページ内に表示される情報は、プリンタ ファンが規格の範囲内にあ

るかどうかによって異なります ( 図 4-77 および図 4-79 を参照 )。 

図 4-75: Fan Speeds ( ファン速度 ) ページを開く 

規格外ファン

[Out of Spec Fans ( 規格外ファン )] 行を使って、プリンタ ファンが規格の範囲内にあるかどうかを把握する

ことができます。すべてのファンが規格の範囲内にある場合は、「なし」と表示されます ( 正常に運転されて

いる状態 )。 

図 4-76: Out of Spec Fans ( 規格外ファン ) 行 - ファンは規格の範囲内
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[Fan Speeds ( ファン速度 )] ページを開くと、規格の範囲内で運転しているすべてのファンの rpm 情報が表示

されます。 

図 4-77: Fan Speeds ( ファン速度 ) ページ - ファンは規格の範囲内

1 つまたは複数のファンが規格の範囲から外れると、[Out of Spec Fans ( 規格外ファン )] 行に赤文字で表示さ

れます。規格の範囲から外れたファンの名前と共に 0 rpm の値が行に表示され、該当するファンの rpm 情報

が利用できないことを示します。 

図 4-78: Out of Spec Fans ( 規格外ファン ) 行 - 規格範囲外のファン
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[Fan Speeds ( ファン速度 )] ページを開くと、規格の範囲を外れたそれぞれのファンに対して、0 が赤字で表

示されます。ページ内の [ 規格の範囲を外れた値のリセット ] ボタンを押すと、規格の範囲を外れた値がリ

セットされ、プリンターはファンが再び規格の範囲を外れるまで再びファンの RPM を監視し始めます。ファ

ン速度が規格の範囲を外れても、プリンターは機能します。しかし、規格の範囲を外れた値を何度もリセット
したり、規格の範囲を外れたファンの警告が続く場合は、Stratasys の顧客サポートにご連絡ください。

図 4-79: Fan Speeds ( ファン速度 ) ページ - 規格範囲外のファン
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電圧

[Voltages ( 電圧 )] 行で右矢印のグラフィックを押すと、プリンタの [System Voltages ( システム電圧 )] ページ

が開きます。[System Voltages ( システム電圧 )] ページには、プリンタの各電力接続 / ソースの電圧情報がリ

ストとして表示されます。[System Voltages ( システム電圧 )] ページ内に表示される情報は、プリンタの電圧

が規格の範囲内にあるかどうかによって異なります ( 図 4-82 および図 4-84 を参照 )。 

図 4-80: System Voltages ( システム電圧 ) ページを開く

規格外電圧

[Out of Spec Voltages ( 規格外電圧 )] 行を使って、プリンタの電圧が規格の範囲内にあるかどうかを把握する

ことができます。すべての電圧が規格の範囲内にある場合は、「なし」と表示されます。 

図 4-81: Out of Spec Voltages ( 規格外電圧 ) 行 - 電圧は規格の範囲内
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[System Voltages ( システム電圧 )] ページを開くと、規格の範囲内で運転しているすべての電力接続の電圧情

報が表示されます。 

図 4-82: System Voltages ( システム電圧 ) ページ - 電圧は規格の範囲内

1 つまたは複数の電圧が規格の範囲から外れると、[Out of Spec Voltages ( 規格外電圧 )] 行に赤文字で表示さ

れます。規格の範囲から外れたコンポーネントの名前と共に 0 の値が行に表示され、該当するコンポーネント

の電圧情報が利用できないことを示します。 

図 4-83: Out of Spec Voltages ( 規格外電圧 ) 行 - 規格範囲外の電圧
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[System Voltages ( システム電圧 )] ページを開くと、規格の範囲を外れたそれぞれの電圧に対して、0 が赤字

で表示されます。ページ内の [ 規格の範囲を外れた値のリセット ] ボタンを押すと、規格の範囲を外れた値が

リセットされ、プリンターは電圧が再び規格の範囲を外れるまで再び電圧を監視し始めます。電圧が規格の範
囲を外れても、プリンターは機能します。しかし、規格の範囲を外れた値を何度もリセットしたり、規格の範
囲を外れた電圧の警告が続く場合は、Stratasys の顧客サポートにご連絡ください。

図 4-84: System Voltages ( システム電圧 ) ページ - 規格範囲外の電圧
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システム設定

SERIAL NUMBER ( シリアル番号 )

[Serial Number ( シリアル番号 )] 行は、プリンタ固有のシリアル番号を表示します。この番号は、プリンタ外

面のラベルにも記載されています ( ラベルの位置については 13 ページの図 2-5 を参照 )。

図 4-85: Serial Number ( シリアル番号 )

SOFTWARE VERSION ( ソフトウェアのバージョン ) 

[Software Version ( ソフトウェアのバージョン )] 行は、プリンタにインストールされている Controller 
Software のバージョンを表示します。 

図 4-86: Software Version ( ソフトウェアのバージョン )

UPDATE SOFTWARE ( ソフトウェアの更新 )

[Update Software ( ソフトウェアの更新 )] 行内の右矢印のグラフィックを押すと、[Update Software ( ソフト

ウェアの更新 )] ページが開きます。

図 4-87: Update Software ( ソフトウェアの更新 )

[Update Software ( ソフトウェアの更新 )] ページ ( 図 4-88 を参照 ) は、プリンタに関する様々なバージョン情

報を表示します。このページで [ システム ソフトウェアのアップグレード ] ボタンを押すと、新しいページが

開き、プリンタが自動的にソフトウェアのアップグレード モードになります ( 図 4-89 を参照 )。プリンタが

ソフトウェアのアップグレード モードになっていれば、Controller Software をアップグレードするために、ソ

フトウェア アップグレード ファイルをプリンタに送信できます。詳細については、222 ページの「Controller 
Software の更新 - ウェブを使用する方法」を参照してください。 
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図 4-88: [Update Software ( ソフトウェアの更新 )] ページ

図 4-89: [Upgrade Software ( ソフトウェアのアップグレード )] ページ
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MATERIALS ( 樹脂 )

[Materials ( 樹脂 )] 行は、プリンタの樹脂設定情報を表示します ( 詳細については使用可能な材料を参照 )。こ

の情報は、プリンタで購入した樹脂ライセンスに基づいています。プリンタの樹脂ライセンスによって、プリ
ンタのパーツ造形に使用可能な樹脂 ( モデルとサポート ) のタイプが決まります。プリンタは、 初の設置と

セットアップの一部としてライセンスを受けていまです ( これは、担当の認定サービス代理店が行っています

)。 

[Materials ( 樹脂 )] 行内の右矢印のグラフィックを押すと、[Materials Details ( 樹脂の詳細 )] ページが開きま

す。 

図 4-90: Materials ( 樹脂 )

[Materials Details ( 樹脂の詳細 )] ページでは、プリンタでの使用に設定されている樹脂タイプ リストが表示さ

れ、プリンタをライセンスのアップグレード モードに遷移できます。設定した樹脂のリストがページの幅を

超える場合は、ページ下部のスクロールバーを使って続きの樹脂を表示させます。このページで [Add 
License ( ライセンスの追加 )] ボタンを押すと、新しいページが開き、プリンタがライセンスのアップグレー

ド モードになります。このページを閉じて、メイン キューに戻るには、ページのヘッダーの [Maintenance (
メンテナンス )] ボタンを選択します。

図 4-91: [Materials Details ( 樹脂の詳細 )] ページ
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プリンタの樹脂設定がニーズに合わなくなったことが判明した場合、異なる樹脂オプションを購入して、プリ
ンタの樹脂ライセンスをアップグレードできます。[Materials Details ( 樹脂の詳細 )] ページで [Add License 
( ライセンスの追加 )] ボタンを押すと、プリンタがライセンスのアップグレード モードになり、[Add Material 
License ( 樹脂ライセンスの追加 )] ページが開きます。プリンタがライセンスのアップグレード モードになっ

ていれば、樹脂設定をアップグレードするために、ライセンス ファイルをプリンタに送信できます。詳細に

ついては、218 ページの「樹脂ライセンスのインストール / 更新」を参照してください。X ( キャンセル ) ボタ

ンを選択すると、このページが閉じて、[Materials Details ( 樹脂の詳細 )] ページに戻ります。 

図 4-92: [Add Material License ( 樹脂ライセンスの追加 )] ページ
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RESTART ( 再起動 )

[Restart ( 再起動 )] 行で右矢印のグラフィックを押すと、プリンタの手動で再起動するためのダイアログが表

示されます。 

図 4-93: Restart ( 再起動 ) 

このダイアログのチェックマーク ボタンを押すと、プリンタは自動的に再起動します。このダイアログの X
( キャンセル ) ボタンを押すと、ダイアログが閉じます。 

図 4-94: Restart ( 再起動 ) 
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5

5 プリンタの操作

本章では、450mc の基本操作の手順を説明します。

基本ユーザー操作

プリンタの電源投入

プリンタの電源をオンにするには :

1. AC ブレーカーがオン (I) の位置になっていることを確認します。(AC ブレーカーの位置につい

ては、15 ページの図 2-6 を参照してください。)

2. キャニスター ベイのドアを開きます。キャニスター ベイ領域内の電源スイッチをオン (I) の位

置に押し下げます。 

3. プリンタが起動を開始します。タッチスクリーンがオンになり、Stratasys ロゴが表示され、続

いてスタートアップ コードが短時間表示されます。 

図 5-1: 電源スイッチの位置

電源スイッチ
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4. プリンタが起動すると、タッチスクリーンに「Initializing ( 初期化中 )」が表示され、続いて

「Starting ( 起動中 )」が表示されます。インフォメーションバーにも、「Initializing ( 初期化中 )」
に続いて「Starting ( 起動中 )」が表示されます。このプロセスが完了するまで、ダッシュボー

ドのアイコンはブランクになっています。

図 5-2: [Initializing Start Up ( 初期化スタートアップ )] 画面

5. 初期化とスタートアップのプロセスが完了すると、プリンタは自動的に XY 軸原点のキャリブ

レーションを実行します。 

6. キャリブレーションが完了すると、ダッシュボードが更新され、プリンタの現在の設定 ( 樹脂

とチップ ) 情報が表示されます。プリンタを初めて電源投入した場合は、すべての樹脂とチッ

プのステータス アイコンが黄色になり、チップ キャニスターと樹脂キャニスターの取り付けが

必要であることが示されます。 

プリンタの電源を切る

プリンタの電源を切るには :

1. プリンタが停止されており ( アイドル )、造形中でないことを確認します。

2. キャニスター ベイのドアを開きます。キャニスター ベイ領域内の電源スイッチをオフ (O) の位

置に押し下げます。( 電源スイッチの位置については、図 5-1 を参照してください。)

3. オーブン ライトとユーザー インターフェイスがオフになって数分後に、プリンタがシャットダ

ウンします。 

この手順では、電子機器の電源が切れるのみです。プリンタの電源供給を完全に切断するには、AC ブレー

カーをオフの位置に押し下げてください。(AC ブレーカーの位置については、15 ページの図 2-6 を参照して

ください。)
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樹脂、キャニスター、熱溶解装置チップ

熱溶解装置チップへの樹脂のロード

このセクションでは、樹脂を熱溶解装置チップにロードするプロセスについて手順を追って説明します。必要
な手順を完了した時に、タッチスクリーンに表示されたステータス情報を必ず確認してください。 

プリンタのパーツ造形で使用する樹脂キャニスターの設置手順の概要については、「キャニスターの取り付け」
セクションで説明しています。450mc では、4 つの樹脂用キャニスター ベイを ( モデル樹脂用とサポート樹

脂用に 2 つずつ ) 使用します。造形するには、1 つ以上のモデル キャニスターと 1 つ以上のサポート キャニ

スターを取り付ける必要があります。 

1 つのキャニスターの容量よりも多い樹脂が必要なジョブの場合、キャニスターの自動切り替え機能を利用す

るために、第 2 モデル樹脂 / サポート樹脂を対応する空のキャニスター ベイにセットすることができます ( 詳
細については 133 ページの「キャニスターの自動切り替え」を参照 )。ただし、使用しないキャニスターは、

湿度から保護するために、正しく保管することをお勧めします (134 ページの「キャニスターの取り扱い / 保
管」を参照 )。

キャニスターを正しく取り付けたら、ドライブ ホイールへのフィラメントのプリロードを行います。このド

ライブ ホイールは、キャニスターのフィラメントをヘッド内の熱溶解装置チップにロードするための位置に

移動させます。フィラメントは、ドライブ ホイールにプリロードされると、熱溶解装置チップに完全にロー

ドすることが可能になります。 

1. これを始めるには、プリンタが停止されており ( アイドル )、造形中でないことを確認します。

2. ナビゲーション バーで [Tips ( チップ )] ボタンを選択します。図 5-3 と同様の画面が表示されま

す。表示された情報は、プリンタの現在の設定を表します。

注意 : プリンタの樹脂タイプを変更した場合、チップも変更が必要です。以下の
情報には、プリンタのチップを変更する手順は含まれていません。樹脂タイプ
とチップを変更する場合には、必ず 135 ページの「チップ タイプまたは樹脂タ

イプの変更」の手順に従ってください。チップ切り替えウィザード以外の場所
からは、チップ オドメーター情報に入ることはできません。 

注記 : フィラメントの熱溶解装置へのロードは、プリンタが停止され ( アイドル

)、造形をしていない時にのみ行えます。
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図 5-3: 現在の設定 - 樹脂のロード

3. 各モデル キャニスター アイコンおよびサポート キャニスター アイコンの下に表示されるス

テータス情報を確認します。「Insert Canister ( キャニスターの挿入 )」のステータスは、その樹

脂に対応するキャニスター ベイにキャニスターが存在しないことを示します。 

4. ロードするキャニスターを該当するキャニスター ベイに挿入してください。詳細な方法につい

ては、126 ページの「キャニスターの取り付け」を参照してください。

5. キャニスターのサムホイールを押し下げて、フィラメントをフィラメント ドライブ メカニズム

にフィードします。フィラメント ドライブ モータがフィラメントを引くのを感じ、キャニス

ター　ステータス LED が緑色に点滅するまで、ホイールを回します。詳細な方法については、

128 ページの「ドライブ ホイールへのフィラメントのプリロード」を参照してください。 

• フィラメントは、ドライブ モータ のドライブ ホイールに到達するまで、約 2 インチ (50.8 mm) 進
める必要があります。
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6. プリンタはフィラメントのプリロードのプロセスを自動的に完了します。

• ドライブ モータは、フィラメントがフィラメント検出センサーに到達するまで、フィラメントを
進めます。フィラメントが検知されると、ドライブ モータが停止し、キャニスター　ステータス 
LED が緑色に点滅し始めます。

• フィラメントがフィラメント検出センサーに検知されるまで、「Advance Filament ( フィラメントを
進める )」のステータスが表示されます。フィラメントが検知されると、ステータスは「Not 
Loaded ( 未ロード )」に更新されます。

• サムホイール ドアを閉めます。

7. 樹脂のロード ( 上矢印 ) ボタンが、ロードが必要なすべての樹脂で選択可能です。ロードする

樹脂キャニスターに対応する [ 樹脂のロード ] ボタンを押します。

図 5-4: [ 樹脂のロード ] ボタン

8. 樹脂が熱溶解装置にロードされます。キャニスター　ステータス LED が緑色に点滅します。樹

脂のステータスが「Loading ( ロード中 )」に更新され、キャニスターの樹脂アイコンと対応す

るチップ アイコンの間の経路が強調表示され、ロードの進捗度を表します (75 ページの図 4-28
を参照 )。インフォメーションバーに「Loading ( ロード中 )」が表示されます。 

• ヘッドが樹脂の動作温度まで上昇します (キャニスター メモリ チップのデータに基づいて自動で行
われます )。また、この手順では、ロードされている樹脂に適切な値にオーブン温度を設定します。
( オーブンの安定に関する情報については、159 ページの表 18 を参照してください。)

• ドライブ モータがフィラメントを熱溶解装置チップに押し進めます。

• 樹脂によっては、これらの手順が逆になります。

• フィラメントがヘッドに到達すると、熱溶解装置チップに入って行きます。チップは少量の樹脂を
パージします。

9. 樹脂がロードされると、キャニスター ステータス LED が緑色に点灯し、樹脂のステータスが

「Loaded ( ロード済み )」に更新されます。 

樹脂タイプを変更した場合、チップも変更する必要があります。方法の詳細については 168 ページの「トッ

プ カバー内部のチップの変更」を参照してください。または、ジョブの選択と開始の詳細については、174 
ページの「基本的なジョブ造形タスク」を参照してください。 

注意 : フィラメントのプリロードが完了した後、サムホイール ドアが閉まって

いることを確認してください。

注記 : 一度にロードできる樹脂は 1 つのみです。

モデル樹脂とサポート樹脂は適合していなければなりません。選択した樹脂が
ロードされた樹脂と不適合の場合、樹脂不適合のロード エラーが発生しますが、

選択した樹脂はロードされます。樹脂の適合に関する情報については、38 ペー

ジの表 3-1 を参照してください。 
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キャニスターの取り付け

新しい未開封のキャニスターを取り付けるプロセスは、以前使用したキャニスターの取り付けとは若干異なり
ます。ここでは、キャニスターの取り付けについて、手順を追って説明します。ただし、この手順は、新しい 
( 未開封の ) キャニスターにのみ適用されますのでご注意ください。参照される項目番号については、図 5-5 
を参照してください。

1. 新しい未開封のキャニスターについて :

A. キャニスターを梱包から取り出します。 

B. キャニスターの側面に貼付されているホイル テープ ( 項目 1) を剥がします。

C. 回転防止プラグ ( 項目 2) を取り外し、廃棄します。

D. キャニスターの穴を再利用可能なホイル テープで塞ぎます。テープをキャニスターにしっ

かりと貼付し、キャニスターとの間を気密封止します。

2. キャニスター ベイのドアを開きます。黒色のプラスチック突起部をつかんで、キャニスターを

持ち上げます ( 項目 4)。 

3. ベイの端にキャニスターを載せます。キャニスターをベイの中に完全に押し入れないでくださ
い。

4. 出口の先端にあるプラスチック プラグ (6A) を取り外します。

5. プラスチックのプラグを保管スロット (6B) にはめ込みます。

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

A. キャニスターの正面にあるサムホイール ドア (3) を開きます。

B. サムホイールを押し下げて回転させ、キャニスターから少量の樹脂を出します。

C. フィラメントの端がキャニスター出口の先端と同一平面上になるように、( ウェルカム 
キットに同梱の 5 インチ カッターを使用して ) フィラメントを曲がり部分の下の方で切断

します。

D. サムホイール ドアを閉めます ( ガスケットからフォーム センターをまだ取り除かないでく

ださい )。

注意 : フィラメントをプリロードする準備ができるまで、プラスチックのプラグ
を取り除かないでください。
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7. キャニスターをキャニスター ベイの奥までしっかりと押し入れます。

図 5-5: キャニスターの取り付け

表 5-1： 図 5-5 の各部

8. キャニスター リリース ノブを引き出して、キャニスター ドライブ ブロックをキャニスターの

上に下ろします ( 図 5-6)。

• キャニスター ドライブがフィラメント出口とぴったり合っていることを確認します。

• この時点で、キャニスター ステータス LED はオフになり、「Advance Filament ( フィラメントを進
める )」のキャニスター ステータスが表示されます。

• 約 5 秒後に、プリンタがキャニスターのメモリ チップを読み取り ( 詳細については 36 ページの
「キャニスター メモリ チップ」を参照 )、キャニスター ドライブ モータが回転を始めます。

項目 説明 項目 説明

1 ホイル テープ 6A プラスチック プラグ ( 動作位置 )

2 回転防止プラグ 6B プラスチック プラグ ( 保管位置 )

3 サムホイール ドア 7A フォーム ガスケット ( 動作位置 )

4 キャニスター出口 7B フォーム ガスケット ( 保管位置 )

5 フィラメント

1

2

3
6A5

6B

7B

7A

4
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これで、キャニスターはキャニスター ベイに取り付けられ、フィラメントをドライブ ホイールにプリロード

する準備が完了しました。「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」手順に従った場合は、124 ページに戻り、

手順 5. に進みます。そうでない場合は、128 ページの「ドライブ ホイールへのフィラメントのプリロード」

に進みます。

図 5-6: フィラメントのプリロード

ドライブ ホイールへのフィラメントのプリロード

フィラメントをドライブ ホイールにプリロードすることで、キャニスターのフィラメントをヘッド内の熱溶

解装置チップにロードするための位置に移動させます。フィラメントをドライブ ホイールにプリロードする

には :

1. サムホイール ドアを開きます。

2. サムホイール ドアの内側から、長方形のフォーム ガスケットを取り外します ( 図 5-5 の 7A)。

3. ガスケットをキャニスターに取り付け、保管位置に移動させます ( 図 5-5 の 7B)。

• 長方形のフォーム ガスケットは、サムホイールが動くのを防ぎます。 

• ガスケットは、キャニスターをプリンタに取り付ける際に取り外す必要があります。

• キャニスターを保管する場合、ガスケットは再利用します。

4. サムホイールを押し下げて、樹脂フィラメントをドライブ メカニズムにフィードします 
( 図 5-6)。

キャニスター リリー

ス ノブ

フィラメント

フィラメント サムホイール

 ドライブ ホイール

フィラメン

ト検知セン

サー
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5. フィラメント ドライブ モータがフィラメントを引くのを感じ、キャニスター　ステータス 
LED ば緑色に点滅するまで、ホイールを回します。

• フィラメントは、ドライブ モータ のドライブ ホイールに到達するまで、約 2 インチ (50.8 mm) 進
める必要があります。

6. プリンタはフィラメントのプリロードのプロセスを自動的に完了します。

• ドライブ モータは、フィラメントがフィラメント検出センサーに到達するまで、フィラメントを
進めます。フィラメントが検知されると、ドライブ モータが停止し、キャニスター　ステータス 
LED が緑色に点滅し始めます。 

• フィラメントがフィラメント検出センサーに検知されるまで、「Advance Filament ( フィラメントを
進める )」のステータスが表示されます。フィラメントが検知されると、ステータスは「Not 
Loaded ( 未ロード )」に更新されます。

7. サムホイール ドアを閉めます。

これで、フィラメントは、ヘッド内の熱溶解装置チップにロードするための位置に移動しました。「熱溶解装
置チップへの樹脂のロード」手順に従った場合は、125 ページに戻り、次のステップに進みます。 
手順 6. 

熱溶解装置チップから樹脂をアンロードする 

熱溶解装置チップから樹脂をアンロードするには、以下の手順を行います。 

1. プリンタが停止されており ( アイドル )、造形中でないことを確認します。

2. ナビゲーション バーで [Tips ( チップ )] ボタンを選択します。図 5-7 と同様の画面が表示されま

す。表示される情報は、プリンタの現在の設定を表します。 

注意 : フィラメントのプリロードが完了した後、サムホイール ドアが閉まって

いることを確認してください。

注意 : プリンタの樹脂タイプを変更した場合、チップも変更する必要がありま
す。以下の情報には、プリンタのチップを変更する手順は含まれていません。樹
脂タイプとチップを変更する場合には、必ず 135 ページの「チップ タイプまた

は樹脂タイプの変更」の手順に従ってください。チップ切り替えウィザード以
外の場所からは、チップ オドメーター情報に入ることはできません。 

注記 : 別の材料タイプに変更したり、チップを変更したりする場合は、135 ペー

ジの「チップ タイプまたは樹脂タイプの変更」 に説明されている手順に従って

ください。
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図 5-7: 現在の設定 - 樹脂のアンロード

3. モデル キャニスターとサポート キャニスターのオプション アイコンの下に表示されるステー

タス情報を確認します。「Loaded ( ロード済み )」のステータスは、現在ロードされている樹脂

を示します。 

4. [ 樹脂のアンロード ] ( 下矢印 ) ボタンは、すべてのロード済み樹脂で選択可能です。ロードす

る樹脂キャニスターに対応する [ 樹脂のアンロード ] ボタンを押します。

図 5-8: [ 樹脂アンロード ] ボタン

注記 : 一度にアンロードできる樹脂は 1 つのみです。 
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5. 熱溶解装置からの樹脂のアンロードが開始します。樹脂のステータスが「Unloading ( アンロー

ド中 )」に更新され、キャニスター ステータス LED がすばやく緑色に点滅します。キャニス

ターの樹脂アイコンと対応するチップ アイコンの間の経路が強調表示され、アンロードの進捗

度を表します (75 ページの図 4-28 を参照 )。インフォメーションバーにも「Unloading ( アン

ロード中 )」が表示されます。 

6. アンロードされると、樹脂のステータスが「Not Loaded ( 未ロード )」に更新され、キャニス

ター ステータス LED がゆっくりと緑に点滅するようになります ( キャニスター準備完了状態を

示す点滅と同様です )。

樹脂タイプを変更した場合、チップも変更する必要があります。方法の詳細については 168 ページの「トッ

プ カバー内部のチップの変更」を参照してください。または、ジョブの選択と開始の詳細については、

174 ページの「基本的なジョブ造形タスク」を参照してください。 

キャニスターの取り外し

空のキャニスターの取り外しは、一部使用したキャニスターの取り外しとは若干異なります。

空のキャニスターの取り外し

1. キャニスター リリース ノブを引き上げて、キャニスター ドライブをキャニスターから引き上

げます。

2. ベイからキャニスターを取り出します。

3. 長さ約 2 インチ (50.8 mm) の樹脂片がフィラメント出口を超えて伸びています。 

4. 空のキャニスターは再利用できないため、廃棄します。 

一部使用したキャニスターの取り外し 

1. フィラメントを熱溶解装置から取り外します (129 ページの「熱溶解装置チップから樹脂をアン

ロードする」 を参照 )。 

2. アンロードが完了すると、樹脂のステータスが「Not Loaded ( 未ロード )」に更新され、キャ

ニスターをキャニスター ベイから取り外し可能な状態を示します。キャニスターのサムホイー

ル ドア ( 項目 3) を開きます。

注記 : アンロード プロセスには数分かかります。 

注記 : この時点で、今アンロードしたキャニスターを再ロードするか ( 詳細な手

順については、123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」を参照 )、
キャニスター ベイからキャニスターを取り外すことができます ( 詳細な手順に

ついては、131 ページの「キャニスターの取り外し」を参照 )。

注記 : 空のキャニスターには、少量の再利用不能な量の樹脂しか残っていませ
ん。樹脂の残量は、製造上の公差を含み、自動切り替えが適切に機能できるよ
うにします。

注記 : 参照される項目番号については、図 5-5 を参照してください。
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3. 長方形のフォーム ガスケット ( 項目 7A) をサムホイール ドアに再び挿入します。

4. サムホイール ドアを閉めます。

5. キャニスター リリース ノブを引き上げて、キャニスター ドライブをキャニスターから引き上

げます。

6. ベイから即座にキャニスターを引き抜きます ( キャニスター リリース ノブを上げてから 10 秒
以内 )。( 一部使用したキャニスターの保存方法の詳細については 134 ページの「キャニスター

の取り扱い / 保管」を参照してください。) 

• キャニスター リリース ノブを上げると、ドライブ モータが逆回転し、樹脂をプリンタから引き出
します。プリンタから樹脂の取り出し中、インフォメーションバーに「Clear Filament ( 樹脂フィ
ラメントの取り外し )」が表示されます。 

• 余分な樹脂は、空のキャニスター ベイに蓄積していきます。

• フィラメントの 後の部分がフィラメントの検知センサーを抜けると、ドライブ モータが停止し
ます。

7. ウェルカム キットに同梱の 5 インチ カッターを使用して、フィラメントをキャニスター出口

の先端と同一平面上になるところで切断します。

8. プラスチック プラグを保管場所 ( 項目 6B) から取り出し、キャニスター出口のフィラメント出

口穴 ( 項目 4 および 6A) に挿入します。

9. 残りのフィラメントをキャニスター ドライブから引き出し、キャニスター ベイに蓄積した樹脂

をすべて廃棄します。 

10. 余分な樹脂すべてをキャニスター ベイから取り除くと、キャニスター ステータス LED が点滅

を停止します。キャニスターの樹脂ステータスアイコンが黄色に変わり、キャニスターのロー
ド ステータスが「Insert Canister ( キャニスターの挿入 )」になり、キャニスター ベイが空なこ

とを示します。 

11. 必要に応じて、別のキャニスターを取り付けます ( 方法については、126 ページの「キャニス

ターの取り付け」 を参照 )。

注意 : キャニスター リリース ノブを上げたらすぐに、ベイからキャニスターを

引き出します。動作が遅いと、フィラメントがキャニスターの中に入り込む可
能性があります。フィラメントがキャニスターに入り込んだ場合、クロス ワイ

ンディングによってキャニスター全体が使用不能になる可能性があります。

注意 : プリンタから引き出された樹脂を廃棄します。樹脂をキャニスターの中に
巻き戻そうとしないでください。フィラメントがキャニスターに入り込んだ場
合、クロス ワインディングが発生する可能性があります。これが発生すると、

キャニスター全体が使用不能になります。

注記: 「熱溶解装置チップから樹脂をアンロードする」手順に従った場合は、131
ページに戻り、手順 5 に進みます。 
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キャニスターの自動切り替え

自動切り替えを利用すると、長くかかる造形を無人で行うことができます。アクティブなキャニスターが空に
なると、次の動作を行います。

1. プリンタは一時停止し、ドライブ モータが自動的に残りの樹脂をプリンタから取り除きます。

2. 切り替えのキャニスターがプリロードされ、樹脂がヘッドにロードされます。ジョブが自動的
に再開されます。

3. 切り替えが実行されると、ユーザー インターフェイスは更新され、このプロセスが実行中であ

ることが示されます。

• ユーザーの操作は不要です。

4. 自動切り替え中に [ 一時停止 ] ボタンを押すと、切り替え完了後もプリンタは一時停止状態の

ままとなります。

• [ 一時停止 ] ボタンを押すと、ユーザー インターフェイスが更新され、一時停止状態の原因 ( 理由 ) 
が示されます。

• 画面で [OK] を押して、[Build ( プリンタ )] ページに戻ります。

• [Build ( プリンタ )] ページで [ 造形 ( 開始 )] ボタンを押して造形を再開します。 

5. 自動切り替え処理中にエラーが発生すると、プリンタは一時停止状態のままとなります。

• ナビゲーション バーの [ チップ ] ボタンを選択して、[ チップ ] ページに進みます。 

• 各キャニスターに表示されるキャニスター ロード ステータスのテキストを確認します。「Load 
Error ( ロード エラー )」が表示され、そのテキストの 2 行目にはロード エラーの原因が表示され
ます。253 ページの「ロード エラー」では、遭遇する可能性のある様々なロード エラーとともに、
そのエラー状態を修正する方法を説明しています。 

• エラーが修正されると、[Build ( プリンタ )] ページに戻ります。

• [Build (プリンタ )] ページの [造形 (開始 )] ボタンを押して造形を開始するか、または [中止 ] ボタンを
押して造形を中止します。

注記 : ロードする樹脂が交換される樹脂と異なる場合、樹脂の不適合ロード エ
ラーが発生します ( 詳細については 248 ページの「警告およびエラー」を参照

)。自動切り替えは実行されず、プリンタは一時停止します。
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キャニスターの取り扱い / 保管

Stratasys の FDM 熱可塑性プラスチック樹脂は、推奨手順に従って取り扱い / 保管することによって、長期間

にわたって適切な製品性能を保持します。他の熱可塑性プラスチックと同様、キャニスター内のフィラメント
は周囲湿度にさらされると、湿気を吸収する可能性があります。Stratasys のキャニスターは、未開封でも開

封後でも、できる限り湿度にさらされない設計となっています。キャニスターのフィラメントが湿気を吸収す
ると、完成したパーツ表面の品質、継ぎ目の品質、パーツ全体の美観が影響を受ける可能性があります。以下
の手順を守って、フィラメントを乾燥した状態に保つように注意を払ってください。

各標準キャニスターは、92 in3 (1510 cc) のフィラメント樹脂を保持します。2X キャニスターは、その 2 倍の

量 (184 in3 / 3015 cc) を保持します。また、キャニスターは、乾燥剤が含まれています。乾燥剤は、未開封の

キャニスターの適切な湿度レベルを維持するためのものです。乾燥剤が周囲空気に触れると、飽和状態に達し
て、湿度制御の効果がなくなる可能性があります。キャニスター寿命を 長に保つには、開封後のキャニス
ターを適切に取り扱うことが不可欠です。 

取り外し可能なプラスチック キャップとサムホイール ドアにより、キャニスター保管中に湿気が入らないよ

うに、気密封止します。

樹脂を内包するキャニスターをプリンタから取り外す場合、または準備のできていない状態 ( キャニスター ス
テータス LED がオフの状態 ) でプリンタ内に残留させる場合、次の手順に従って保管してください ( 参照さ

れる項目番号については図 5-5 を参照してください )。

1. サムホイール ドア ( 図 5-5 の項目 3) を開き、長方形のフォーム ガスケット ( 項目 7A) ( キャニ

スター上に保管 - 項目 7B) をサムホイール ドアの所定の場所に挿入します。

2. サムホイール ドアを閉じます。ドアが完全に閉じていることを確認します。

3. プラスチック キャップを保管場所 ( 項目 6B) から取り外し、キャニスター出口のフィラメント

出口穴 ( 項目 4 および 6A) に挿入します。

4. キャニスターは、垂直方向に立てた状態で保管します。水平に寝かせないでください。

注意 : 樹脂の保管温度は 55°F ～ 75°F (13°C ～ 24°C)、相対湿度は 20% ～ 50%
です。 

注意 : キャニスターを保管する際には、長方形のフォーム ガスケットをサムホ

イール ドアの下に挿入し、プラスチック キャップをフィラメント出口穴に装着

したことを確認してください。封止しないキャニスターでは、1 時間未満でフィ

ラメントが使用不能になるほどの湿気を吸収する可能性があります。

注記: フィラメントが準備完了またはロードされた状態 (キャニスター　ステー

タス LED が緑色に点滅または緑色に点灯している状態 ) であり、キャニスター

のドアが閉まっている場合、プリンタの除湿システムが常にキャニスターから
湿気を除去します。
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チップ タイプまたは樹脂タイプの変更

このセクションでは、樹脂とチップの変更の手順について説明します。[Tips ( チップ )] ページには、チップ切

り替えウィザードが含まれています。このウィザードは、プリンタのモデル / サポートの樹脂とチップを変更

するプロセスを簡単に行えるようにしたものです。このウィザードを使用した樹脂タイプとチップの変更プロ
セスの詳しい手順については、チップ切り替えウィザードの使用のセクションで説明しています。

プリンタの樹脂タイプを変更する場合は常に、チップも変更が必要です。チップ切り替えウィザードでは、手
順を追って、プリンタのモデル / サポートの樹脂とチップを変更できます。プリンタのチップを変更する詳し

い手順については、168 ページの「トップ カバー内部のチップの変更」を参照してください。

片方または両方のチップを変更してウィザードを終了したら、プリンタのフリッカー / ブラシ アセンブリを

チップ / チップ シールドに対して正しい位置に配置するために、チップ ワイプの高さを手動で調整してくだ

さい。ウィザードの 後のページに、この調整を実行するように指示するダイアログが表示されます。 

チップ切り替えウィザードの使用

以下の例では、ULTEM モデル樹脂 (T16 チップ ) と ULTEM サポート樹脂 (T16 チップ ) を ABS-M30 モデル樹

脂 (T16 チップ ) と SR-30 サポート樹脂 (T12 チップ ) に切り替えるプロセスについて順を追って説明します。

この例は、チップ切り替えウィザードの機能を熟知していただく目的で示すものです。この例を進めていく過
程で、ダッシュボードのアイコンの状態を観察してください。このウィザード全体を通して、画面の 下部
に、ナビゲーション バーの代わりに 3 つのボタンが表示されます。ナビゲーション バーは、ウィザードで操

作中は非表示になります。これらのボタンには、以下の機能があります。

表 5-2： チップ切り替えウィザードの制御

アイコン 名称 説明

 

前へ 色が付いている場合 ( 選択可能 ) - ウィザードの前

のページに戻ります。 

灰色 ( 無効 ) の場合は機能しません。

 

停止 色が付いている場合 ( 選択可能 ) - ウィザードを停

止し、終了します。 

灰色 ( 無効 ) の場合は機能しません。

 

次へ 色が付いている場合 ( 選択可能 ) - ウィザードの次

のページに進みます。 

灰色 ( 無効 ) の場合は機能しません。

または

または

または
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1. チップ切り替えウィザードにアクセスするには、[Tips ( チップ )] ページの [ チップ切り替え 
( ウィザード )] ボタンを押します。 

2. 表示された樹脂オプション リストから、変更先のモデル樹脂 ( この場合「ABS-M30」) を選択

します。新しく選択したモデル樹脂が示されます。[ 次へ ] ボタンを押して、ウィザードを先に

進めます。 

樹脂オプションの

長さが画面のサイ

ズを超える場合は、

スクロールバーが

表示されます。 

画面にタッチして

下方向にスクロー

ルし、続きの樹脂

を表示させます (
該当する場合 )。 
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3. 表示されたチップ オプション リストから、変更先のモデル チップ ( この場合「T16 (new)」) 
を選択します。新しく選択したチップが示されます。[ 次へ ] ボタンを押して、ウィザードを先

に進めます。 

注記 : 変更先のチップを選択すると、プリンタに取り付けられているチップ サ
イズとして、「current ( 現在 )」
( この場合「T16 (current)」) と「new ( 新規 )」( この場合「T16 (new)」) のオ

プションが表示されます ( 適用可能な場合 )。現在取り付けられているチップが

変更先の樹脂タイプと適合する場合、このチップを再利用できます。ただし、こ
のチップを再利用できるのは 1 回のみです。例えば、現在取り付けられている

モデル チップ ( この例では「T16 (current)」) を再利用する場合、新しいサポー

ト チップを手順 5 で選択しなければなりません。



138

4. 手順 2 で選択したモデル樹脂に基づいて、サポート樹脂のオプションが表示されます。表示さ

れた樹脂オプション リストから、変更先のサポート樹脂 ( この場合「SR-30」) を選択します。

この場合、樹脂オプションは 1 つだけ表示されます ( デフォルトでこれが選択されています )。
これは、前の手順で選択されたモデル樹脂と適合するサポート樹脂が 1 つだけしかないためで

す。モデル樹脂とサポート樹脂の適合に関する情報については、38 ページの「チップの適合性

と選択」を参照してください。[ 次へ ] ボタンを押して、ウィザードを先に進めます。 
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5. 前の手順で選択したサポート樹脂に基づいて、サポート チップのオプションが表示されます。

表示されたサポート チップ オプションから、変更先のサポート チップを選択します ( この場

合は「T12」)。この場合、サポート チップ オプションは 1 つだけ (T12) 表示されます ( デフォ

ルトでこれが選択されています )。これは、前の手順で選択されたサポート樹脂と適合するサ

ポート チップが 1 つだけしかないためです ( モデル樹脂とサポート樹脂の適合に関する情報に

ついては 38 ページの「チップの適合性と選択」を参照 )。[ 次へ ] ボタンを押して、ウィザード

を先に進めます。 

注記 : 変更先のチップを選択すると、プリンタに取り付けられているチップ サ
イズとして、「current ( 現在 )」
( この場合「T16 (current)」) と「new ( 新規 )」( この場合「T16 (new)」) のオ

プションが表示されます ( 適用可能な場合 )。現在取り付けられているチップが

変更先の樹脂タイプと適合する場合、このチップを再利用できます。ただし、こ
のチップを再利用できるのは 1 回のみです。例えば、現在取り付けられている

モデル チップを再利用する場合、新しいサポート チップを手順 5 で選択しなけ

ればなりません。
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6. 表示されている樹脂とチップの選択が正しいことを確認します。樹脂 / サポート チップの選択

を変更する場合は、[ 前へ ] ボタンを押し、必要な変更を行います。パーツがプラテン上にない

ことを確認してから、[ 次へ ] ボタンを押して、ウィザードを先に進めます。

プラテンがオーブン クリーニングの位置まで移動中であることを通知する画面が短時間表示さ

れます。 

注意 : [ 次へ ] ボタンを押すと、プラテンにオーブン クリーニング位置まで移動

するように命令します。プラテンは、オーブンの 上部まで引き上げられます。
パーツがプラテン上に残されていると、このプロセス中につぶされたり、傷付
いたりするほか、プリンタにも損傷を与える可能性があります。指示があった
場合は、必ずパーツをプラテンから取り除いてください。 
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7. プラテンがオーブン クリーニング位置に移動したら、ページに表示される手順を実行します。

終了したら、[ 次へ ] ボタンを押してウィザードを先に進めます。 

注記 : ページに表示される警告に注意を払ってください。
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8. プリンタに現在ロードされているモデル樹脂とサポート樹脂 ( この場合は「Ultem」と「Ult_S」
) のアンロードが開始します ( モデル樹脂が 初にアンロードされ、続いてサポート樹脂がアン

ロードされます )。2 つの部分から成る円形の進捗度グラフが完了するまでの残り時間を表示し

ます ( この場合は 12 分 )。樹脂アンロードの進捗度は、外側のドーナツ グラフに時計回りに色

付けされて示されます。 
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A. 樹脂アンロードの進捗に合わせて、ドーナツ型の進捗グラフのが更新されます。プリンタ
から樹脂が完全にアンロードされると、緑色のチェックマークが表示されます。 
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9. 樹脂アンロードのプロセスが完了すると、キャニスターを取り外すように指示するダイアログ
が表示されます ( 必要な場合 )。アンロードしたキャニスターを取り外し、(131 ページの

「キャニスターの取り外し」を参照 )、[ 次へ ] ボタンを押してウィザードを先に進めます。
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A. キャニスターを取り外すと、プリンタはフィラメント チューブに残留したフィラメントを

除去します。余分の樹脂が空のキャニスター ベイに蓄積しています。この樹脂を廃棄し、

[ 次へ ] ボタンを押してウィザードを先に進めます。

注意 : プリンタから引き出された樹脂を廃棄します。樹脂をキャニスターの中に
巻き戻そうとしないでください。フィラメントがキャニスターに入り込んだ場
合、クロス ワインディングが発生する可能性があります。これが発生すると、

キャニスター全体が使用不能になります。

注記 : アンロードしたキャニスターの樹脂ステータス アイコンが更新され、空

の状態が反映されます。 
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10. 表示されている樹脂とチップの選択が正しいことを確認したら、[ 次へ ] ボタンを押してウィ

ザードを先に進めます。 

注記 : 選択に関連した警告に注意を払ってください。チップや樹脂タイプを変
更した場合は、キャリブレーションが必要です。ウィザードのこのページをス
キップして、XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーションを実行せずにウィ

ザードを終了すると、プリンタはキャリブレーションされません。XYZ 軸チッ

プ オフセット キャリブレーションを実行するまで、パーツ造形を行うことはで

きません。 

注記 : プリンタのヘッドがサービスの位置にない場合、ヘッドがサービスの位
置に移動中であることを通知する画面が短時間表示されます。 
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11. プリンタがチップの交換の準備中であることを通知する画面が短時間表示されます。モデル 
チップ / サポート チップを交換するために必要な手順を実行します。チップの交換方法につい

ては 168 ページの「トップ カバー内部のチップの変更」を参照してください。

チップ交換時、取り外したチップを後で再度取り付ける可能性がある場合、チップ オドメー

ターの値を読み取って記録し ( 下図の項目 4)、読み取った値を取り外したチップとともに保管

してください。新しいモデル チップ / サポート チップを取り付けたら、[ 次へ ] ボタンを押し

て、ウィザードを先に進めます。
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12. 新しいモデル チップ / サポート チップには、デフォルトのオドメーター値 0.0 (in3) が自動入力

されます。必要に応じて、このオドメーター値を更新してください。

• 全く新しい ( 未使用 ) のチップを使用する場合、設定は必要ありません。デフォルト値をそのまま受
け入れ、[ 次へ ] ボタンを押して手順 13 に進みます。 

• 以前使用していたチップを再利用する場合は、以下のサブ手順を行います。この例では、以前使用
していたチップを 1 つ ( モデル )、新しいチップを 1 つ ( サポート ) 使用します。以前の使用量を
反映するようにモデル チップのオドメーター値を更新し、サポート チップのデフォルトのオド
メーター値はそのまま受け入れます。 

注記 : 下図は、変更するチップが片方か両方かによって変わります。片方のチッ
プのみを変更する場合、そのチップのオドメーター値のみが表示されます ( つま

り、ポート チップのみを変更する場合は、モデル フィールドは表示されません )。 
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A. タッチスクリーンのモデル フィールドを押します。選択したフィールドは青色に変わります。 

B. キーパッドを使用して、モデル チップに対応するオドメーター値を入力します 

( この場合、150.6 in3)。Delete キーを使ってデフォルト値を消去します。 

C. A. と B. の手順を必要に応じて繰り返し、サポート チップのオドメーター値を更新します。

この例では、デフォルト値の 0.0 (in3) を受け入れます。

D. 入力したチップ オドメーター値が正しいことを確認したら、[ 次へ ] ボタンを押してウィ

ザードを先に進めます。 

注記 : プリンタの現在のオーブン温度によっては、以下の手順によりオーブン温
度を安定させることが必要な場合があります。画面に「オーブン温度を確認中」
と短時間表示される場合があります。 

X キー
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13. 樹脂 / チップの変更が保存され、前の手順で入力したオドメーター値がダッシュボードのチッ

プの状態アイコン内に表示されます。 
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14. チップ キャリブレーションの準備に必要な手順を実行します。

A. 造形シートの配置 - 造形シートがプラテンのできるだけ中央に来るようにします。

B. 真空の確認 - プリンタは、造形シートをプラテンに固定するのに十分な真空を約 5 分以内

で形成するはずです。十分な真空が形成されると、真空ステータス インジケーターの 上

部の赤色の「X」が消えます (48 ページの「インフォメーション バー」を参照 )。 

C. キャニスターを取り付け (126 ページの「キャニスターの取り付け」を参照 )、キャニス

ターのフィラメントをドライブ ホイールにプリロードします (128 ページの「ドライブ ホ
イールへのフィラメントのプリロード」を参照 )。取り付けから約 5 秒後に、プリンタは、

キャニスターのメモリチップを読み取ります。キャニスターの情報は、ダッシュボードの
樹脂 ステータス アイコン内に表示されます。 

D. 終了したら、[ 次へ ] ボタンを押してウィザードを先に進めます。
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15. キャリブレーション作業中にロードするモデル キャニスターとサポート キャニスター ( この場

合 M2 と S2) を、タッチスクリーンの該当する行を押して選択します。選択した行は青色に変

わります。選択したキャニスターは、白色の強調枠ありのキャニスター アイコンで表示されま

す。デフォルトでは、 も少ない量を含むキャニスターが選択されています。モデル キャニス

ターとサポート キャニスターが 1 つずつしか取り付けられていない場合は、これらがデフォル

トで選択されています。[ 次へ ] ボタンを押して、ウィザードを先に進めます。
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16. 造形を開始する前に、造形シート上のキャリブレーション パーツの位置を選択する画面が表示

されます。この画面には、プリンタのプラテンを表すグラフィックとともに、青色の四角形の
グラフィック ( パーツを囲む想像上のボックス ) が表示されます。タッチスクリーン上の四角

形をドラッグ アンド ドロップすることにより、キャリブレーション パーツの造形位置を選択

できます。四角形は、プラテンの限界を超えて配置することはできません。[ 次へ ] ボタンを押

して、ウィザードを先に進めます。 

注記 : プリンタのパーツ配置の有効化設定に関係なく、[Select Calibration Part
Location ( キャリブレーション パーツ位置の選択 )] ページが表示されます ( 詳細に

ついては 89 ページの「Enable Part Placement ( パーツ配置の有効化」を参照 )。 
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17. プリンタは、キャリブレーション パーツの造形プロセスを開始します。このプロセスには、

オーブン温度の安定化 ( 安定化時間については表 5-3 を参照 )、Z 軸のチップツーチップ キャリ

ブレーションの実行、モデル樹脂のロード、サポート樹脂のロード、キャリブレーション パー

ツの造形が含まれます。それぞれのタスクのステータスが画面に表示されます。タスクが完了
すると緑色のチェックマークが表示され、ページのヘッダーが更新され、現在進行中のタスク
が反映されます。

2 つの部分から成る円形の進捗度グラフがページの中央に表示されます。このグラフは完了す

るまでの残り時間を表示します ( この場合は 18 分 )。進捗度は、外側のドーナツ グラフに時計

回りに色付けされて示されます。タスクの進捗に合わせて、ドーナツ型の進捗グラフのが更新
されます。 

進行中の

タスク名

実行するタスク
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表 5-3： オーブンの安定化にかかる時間 ( 単位 : 時間 )

A. プリンタの次の動作の進捗に合わせて、画面が更新されます。

• Z 軸のチップツーチップ キャリブレーションの実行

現在のオーブン温度

ロードした樹脂タイプ

ABS-M30 
ABS-M30i ABS-ESD7 ASA Nylon 12

PC
PC-ISO
PC-ABS ST130

ULTEM 9085

ULTEM Black
ULTEM 

1010

室内温度 2 2 2 2 2.5 2 3 3.5

ABS-M30、ABS-M30i
自動冷却

--- --- --- --- 1.5 --- 2 2.5

ABS-ESD7 --- --- --- --- 1.5 --- 2 2.5

ASA --- --- --- --- 1.5 --- 2 2.5

Nylon 12 --- --- --- --- 1.5 --- 2 2.5

ST130 --- --- --- --- 1.5 --- 2 2.5

PC/PC-ISO/PC-ABS 1 1 1 1 --- 1 1.5 2

ULTEM 9085
ULTEM Black

1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 --- 1.5

ULTEM 1010 2 2 2 2 1.5 2 1 ---
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• モデル樹脂のロード、サポート樹脂のロード
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B. 画面の更新に加えて、インフォメーション バーと [ 造形ステータス ] ボタンが更新され、

プリンタがキャリブレーション パーツ造形中であることを示すようになります。 
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C. キャリブレーション パーツが完成すると、パーツを取り出すように指示するダイアログが

表示されます。完成したパーツを取り出し、[ 次へ ] ボタンを押してウィザードを先に進め

ます。 
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18. [Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] ページが開きます。このページは、プ

リンタの単位の種類に関する設定によって若干異なります ( 詳細については 90 ページの

「Units ( 単位 )」を参照 )。このページのアイコンとボタンを使用して、キャリブレーション 
パーツの分析に基づいた XYZ のチップ オフセット補正を行えます。[Material Thickness ( 樹脂

厚さ )] フィールドは、プリンタに取り付けられたモデル チップのスライス高さを表示します。

手順 19 と 手順 20 では、キャリブレーション パーツの分析と XYZ チップ オフセット補正の手

順 ( 必要な場合 ) について説明します ( これ以外の情報については 195 ページの「XYZ 軸チッ

プ オフセット キャリブレーション」 を参照 )。

19. プリンタに必要な XY オフセット補正を決めます。

A. 拡大鏡 ( ウェルカム キットに同梱 ) を使用して、X 軸と Y 軸のキャリブレーションを決め

るために、サポート キャリブレーション ツールパスと位置合わせインジケーターの間の関

係を調べます。

• 造形シートを、照明、対比色の壁、または対比色の紙にかざすと、このツールパスが確認しや

すくなるかもしれません。

[Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] 
ページ - 単位 : ヤード・ポンド法

[Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] 
ページ - 単位 : メートル法
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B. サポート ツールパスが X-Y の位置合わせインジケーターの間で中心に も近くなる場所に

ついて、各軸の位置を求めます ( ヤード・ポンド法の場合は図 5-9 および図 5-10、メート

ル法の場合は図 5-11 および図 5-12 を参照 )。キャリブレーション パーツ上の数値は、イ

ンチの 1/1000 単位で示されます ( 例 : 4 = 0.004 インチ (0.1 mm))。

図 5-9: キャリブレーション パーツ - 補正不要 ( ヤード・ポンド法 )

図 5-10: キャリブレーション パーツ - 要補正 ( ヤード・ポンド法 )

キャリブレーション パーツ

位置合わせ イン

ジケーター

サポート 
ツールパス

キャリブレーション パーツの片側を拡大 ( 中心が 0 で読み取れる )。

中心に も近

いのは 0

キャリブレーション パーツ

サポート 
ツールパス

が中心に

も近くなる

のは 4

中心が 0 に
近くない

サポート ツールパスが中央に も近くなるのは、位置合わせ イ
ンジケーターの 4 です。これは、+X = 0.004 の補正を示します。

位置合わせ イン

ジケーター
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図 5-11: キャリブレーション パーツ - 補正不要 ( メートル法 )

図 5-12: キャリブレーション パーツ - 要補正 ( メートル法 )

キャリブレーション パーツ

位置合わせ イ
ンジケーター

サポート 
ツールパス

キャリブレーション パーツの片側を拡大 ( 中心が 0 で読み取れる )。

中心に も近

いのは 0

キャリブレーション パーツ

サポート ツー

ルパスが中心

に も近くな

るのは 0.1

中心が 0 に
近くない

サポート ツールパスが中央に も近くなるのは、位置合わせ イ
ンジケーターの 4 です。これは、+X = 0.1 の補正を示します。

位置合わせ イ
ンジケーター
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C. [Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] ページ内で、画面上のスケール ア
イコンをスライドさせて、位置合わせインジケーターの間で中心に も近くなるところに
合わせます。[Delta X] フィールドと [Delta Y] フィールドに補正が反映されます。

 

• サポート ツールパスが 2 (0.05 mm) 以下で中心に も近くなる場合 ( 図 5-9 と図 5-11 で示す )、
プリンタはその軸についてキャリブレーション済みとなり、補正は不要です。下図は、補正が
不要な XY オフセットを示します。キャリブレーション パーツのサポート ツールパスが X 軸と 
Y 軸の両方について、2 (0.05 mm) 以下で中心に も近くなる場合、手順 20 に進みます。

図 5-13: XY オフセット - 補正なし

注記 : 各軸について 1 つのオフセット値のみが選択できます (+X = 2 (0.002 イ
ンチ (0.05mm)) と -X = 4 (-0.004 インチ (0.1 mm)) の補正はできません )。

公差内に収めるためには、キャリブレーション パーツで検出した X 値と Y 値が

2 以下、つまり 0.002 インチ (0.05 mm) 以下になるようにします。このため、各

軸について、中心が 0 で読み取れる状態が望まれますが、0 ～ 2 (0 ～ 0.05 mm)
の間の任意の場所で読み取れる状態も許容されます。 

ヤード・ポンド法 メートル法

スケール アイコン (
上下にスライド ) スケール アイコン 

( 左右にスライド )
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• サポート ツールパスが 2 (0.05 mm) 以下で中心に も近くならない場合 ( 図 5-10 と

図 5-12 で示す )、オフセット補正が必要です。下図は、+X = 4 (0.004 インチ (0.1 mm)) の補正

を示します。+X スケール アイコンが下に 4 (0.1) まで動かされ、Delta X 値 にこの補正 (0.0040 
インチ /0.100 mm) が反映されています。 

図 5-14: XY オフセット - +X 補正

D. どちらかの軸の補正値が必要な場合、キャリブレーション パーツを再造形する必要があり

ます。次の手順を実行します。

• 補正値を入力したら、[Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] 画面の [ 次へ ] ボ
タンを押します。 

• [Select Option ( オプションの選択 )] 画面が表示されます。この画面で [XYZ 軸チップ オフセッ

ト キャリブレーション ] ボタンを押します。

• [Prepare for Calibration ( キャリブレーションの準備 )] 画面が表示されます ( 手順 14 を参照 )。画
面に表示された手順を実行し、造形シートがセットされていることを確認したら、[ 次へ ] ボタ

ンを押します。 

• [Select Calibration Part Location (キャリブレーション パーツ位置の選択)] 画面 (手順 16を参照) 
で、造形シート上のキャリブレーション パーツの位置を選択して [ 次へ ] ボタンを押します。 

注記 : X ( キャンセル ) ボタンを押すと、ウィザードが閉じるため、押さないでくだ

さい。プリンタのチップを正しくキャリブレーションする前にウィザードを閉じた
場合、キャリブレーションを完了する方法について 195 ページの「XYZ 軸チップ オ
フセット キャリブレーション」を参照してください。プリンタのチップのキャリブ

レーションを行わない限り、プリンタでパーツを造形することはできません。 

スケー

ル ア
イコン

が 4 に
セット

スケール 
アイコン

が 1 に
セット

ヤード・ポンド法 メートル法
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• [Build Calibration Part (キャリブレーション パーツの造形)] 画面が表示され (手順 17 B.を参照)、
キャリブレーション パーツの造形が開始されます。2 つの部分から成る円形の進捗度グラフが

完了するまでの残り時間と造形の進捗度を表示します。キャリブレーション パーツが完成する

と、パーツを取り出すように指示するダイアログが表示されます ( 手順 17 C. を参照 )。完成し

たパーツを取り出し、[ 次へ ] ボタンを押します。

• 手順 19 の手順を繰り返します。XY オフセットのチェックと補正を続けます。X 軸と Y 軸に対

してキャリブレーション ツールパスの中心が 0 になるまで、XY のオフセットを補正すること

が望まれます。しかし、X 軸と Y 軸に対してキャリブレーション ツールパスが公差内 (2 以下、

つまり 0.002 インチ (0.05 mm) 以下 ) になるまで補正すれば許容されます。 

E. X 軸、Y 軸に対するキャリブレーション ツールパスの補正が公差内になったら、Z オフ

セット補正を行います ( 手順 20)。 

20. Z オフセット補正の決定

A. キャリブレーション パーツの内側の四角形からサポート レイヤーを剥がします。

B. 四角形の各辺で、サポート レイヤーの厚さをノギスまたはマイクロメータで計測します。

計測は、各辺から中心で行います。角に近い位置で計測すると、不正確な値になります。

C. 4 つの計測値の平均値を取ります。これが、Z オフセット補正で入力する値です。 

図 5-15: サポート レイヤーの除去と計測

注記 : キャリブレーション パーツの XY オフセットが X 軸と Y 軸に対して 2
(0.05 mm) 以下にならない限り、Z 補正を計測しないでください ( 詳細について

は手順 19 を参照 )。 

サポート レイヤー

はここで剥がす

サポート レイヤーの計測は

ここで行う ( 四角形の各辺 )
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D. 表 5-4 を参照し、プリンタに取り付けたモデル チップのスライス高さを決めます。

表 5-4： モデル チップのスライス高さ

E. 手順 C で計測された値がモデル チップのスライス高さの ±0.0005 インチ (0.01 mm) の範

囲内であれば ( 表 5-4 を参照 )、プリンタは Z 軸に対してキャリブレーション済みであり、

補正は不要です。手順 21 に進みます。

F. 手順 C で計測された値がモデル チップのスライス高さの ±0.0005 インチ (0.01 mm) の範

囲内でない場合 ( 表 5-4 を参照 )、[Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] 
ページの上下ボタンを使って、Z オフセット補正を入力する必要があります。1 回ボタン

を押すと、1/1000 インチ分値が変化します。 

• この値がチップのスライス高さよりも小さい場合、[ 下 ] ボタンを使用して手順 C で取得した値

を入力します。例えば、スライス高さが 0.010 インチ 
(0.254 mm) であるチップに対して、計測値平均が 0.008 インチ (0.203 mm) であった場合、

[Material Thickness ( 樹脂厚さ )] フィールドに「0.0080 (0.203)」と表示されるまで、[ 下 ] ボタ

ンを押します。 

図 5-16: Z オフセット補正 

モデル チップ スライス高さ ( インチ ) スライス高さ (mm)

T10 0.005 0.127

T12 0.007 0.178

T14 0.010 0.254

T16 0.010 0.254

T20 0.013 0.330

Z オフセット

補正のための 
[ 下 ] ボタン 

ヤード・ポンド法 メートル法
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• この値がチップのスライス高さよりも大きい場合、[ 上 ] ボタンを使用して手順 C で取得した値

を入力します。例えば、スライス高さが 0.010 インチ (0.254 mm) であるチップに対して、計

測値平均が 0.012 インチ (0.305 mm) であった場合、[Material Thickness ( 樹脂厚さ )] フィール

ドに「0.0120 (0.305)」と表示されるまで、[ 上 ] ボタンを押します。 

図 5-17: Z オフセット補正 

G. Z オフセット補正が必要な場合、キャリブレーション パーツを再造形する必要がありま

す。次の手順を実行します。

• 補正値を入力したら、[Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] 画面の [ 次へ ] ボ
タンを押します。 

• [Select Option ( オプションの選択 )] ページが表示されます。この画面で [XYZ 軸チップ オフ

セット キャリブレーション ] ボタンを押します。

• [Prepare for Calibration ( キャリブレーションの準備 )] 画面が表示されます ( 手順 14 を参照 )。画
面に表示された手順を実行し、造形シートがセットされていることを確認したら、[ 次へ ] ボタ

ンを押します。 

• [Select Calibration Part Location (キャリブレーション パーツ位置の選択)] 画面 (手順 16を参照) 
で、造形シート上のキャリブレーション パーツの位置を選択して [ 次へ ] ボタンを押します。 

注記 : X ( キャンセル ) ボタンを押すと、ウィザードが閉じるため、押さないでください。プ

リンタのチップを正しくキャリブレーションする前にウィザードを閉じた場合、キャリブ
レーションを完了する方法について 195 ページの「XYZ 軸チップ オフセット キャリブレー

ション」を参照してください。プリンタのチップのキャリブレーションを行わない限り、プ
リンタでパーツを造形することはできません。 

ヤード・ポンド法 メートル法

Z オフセット

補正のための 
[ 上 ] ボタン 
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• [Build Calibration Part (キャリブレーション パーツの造形)] 画面が表示され (手順 17 B.を参照)、
キャリブレーション パーツの造形が開始されます。2 つの部分から成る円形の進捗度グラフが

完了するまでの残り時間と造形の進捗度を表示します。キャリブレーション パーツが完成する

と、パーツを取り出すように指示するダイアログが表示されます ( 手順 17 C. を参照 )。完成し

たパーツを取り出し、[ 次へ ] ボタンを押します。

• 手順 20 の手順を繰り返します。サポート レイヤーがモデル チップ スライス高さ ±0.0005 イン

チ (0.01 mm) 以内になるまで、Z オフセットをチェックし、補正を続けます。

21. XYZ オフセット補正が終了したら、[ 次へ ] ボタンを押してウィザードを先に進めます。画面が

短時間表示され、キャリブレーション補正が保存されます。

22. キャリブレーションが完了すると、以下と同様の画面が表示されます。この画面から、以下の
オプションがあります。

• X ( キャンセル ) ボタンを押してウィザードを終了します。ウィザードを終了すると、プリンタ

の樹脂 / チップ設定情報がウィザード全体で行われた変更を反映します。 

• [ 次へ ] ボタンを押して、チップワイプ調整ウィザードに直接進みます。ウィザードに進んで、

モデル チップとサポート チップの両方についてチップ ワイプ高さを調整することをお勧めし

ます。これは、チップ高さが適切でないと、パーツ品質に重大な影響を与えるためです。詳細
な方法については、171 ページの「チップ ワイプ高さの調整」を参照してください。 

[XYZ 軸チップ オ
フセット キャリ

ブレーション ] ボ
タン ( キャリブ

レーション パー

ツの再造形 )

チップワイプ調

整ウィザードに

進むための次へ

ボタン

チップ切り替えウィザードを終了するためのキャンセル ボタン
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トップ カバー内部のチップの変更

プリンタの樹脂タイプを変更した場合、チップも変更が必要です。「チップ切り替えウィザードの使用」の手
順を行う場合、以下の手順に従ってチップを変更してから 147 ページの手順 11 に戻り、ウィザードを先に進

めます。 

1. トップ カバーを開きます。

2. ヘッド メンテナンス ブラケットにヘッドを移動します。方法については、33 ページの「ヘッ

ド メンテナンス ブラケット」を参照してください。

図 5-18: メンテナンス ブラケットにセットされたヘッド

警告 : トップ カバーの下のコンポーネントを使って作業する場合は、認証済み

のはしごまたはステップ ツールを必ず使用してください。

手袋 : 熱溶解装置チップは熱くなっています。チップ交換時には、安全手袋
( ウェルカム キットに同梱 ) を必ず着用してください。 
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3. 9/64 ボールエンド六角ドライバーのチップ変更ツール ( ウェルカム キットに同梱 ) を使用し

て、熱溶解装置チップを固定している 2 つの熱溶解装置の固定ネジを緩めます。 

4. ヘッドから目的のチップを取り外します。これを行うには、チップのチップ シールド部分をや

さしくつかみ、チップを押し下げてプリンタから外します。取り外したチップを後で再度取り
付ける可能性がある場合、チップ オドメーターの値を読み取って記録し、読み取った値を取り

外したチップとともに保管してください。オドメーターの情報は、ダッシュボードのチップの
状態アイコン (2 つ ) 内に表示されます (51 ページの「樹脂 / チップのステータス」を参照 )。

図 5-19: チップの取り外し

5. 新しいチップをヘッドに取り付け ( チップ / 樹脂の適合については 38 ページの「チップの適合

性と選択」を参照 )、9/64 ボールエンド六角ドライバーのチップ変更ツールを使って 2 つの熱

溶解装置の固定ネジを締めます。

注記 : ヒーター ブロック内部のチップの経路内に小さなノッチがあり、チップ挿

入の妨げになる可能性があります。熱溶解装置の固定ネジを締める前に、チップが
ヒーター ブロックに完全に挿入されていることを確認してください ( 図 5-20)。
チップが正しく挿入されると、チップ シールドがヒーター ブロックの底部とぴっ

たり重なります。 

熱溶解装置の固定ネジ 
( サポート側 )熱溶解装置の固定ネジ ( モデル側 )

サポート チップモデル チップ
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図 5-20: チップの取り付け

6. もう片方のチップも変更する場合は、手順 3 ～ 5 を繰り返します。

7. メンテナンス ブラケットからヘッドを取り外し、ヘッド元の位置にもどします。2 本の凹型

ヘッド固定具を使って、ヘッドをヘッド取り付けプレートにしっかりと取り付けます。方法に
ついては、33 ページの「ヘッド メンテナンス ブラケット」を参照してください。

8. トップ カバーを閉じます。 

9. 片方または両方のチップを変更したら、プリンタのフリッカー / ブラシ アセンブリをチップ /
チップ シールドに対して正しい位置に配置するために、チップ ワイプ高さを手動で調整してく

ださい。必要に応じて、チップ ワイプ高さを調整します ( 方法については 171 ページの「チッ

プ ワイプ高さの調整」を参照 )。 

注記 : フィラメント チューブ、アンビリカル ケーブル、エア ホースが絡まって

おらず、正しく配線されていることを確認します。 

チップがヒーター ブロックの

底部とぴったり重なる
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チップ ワイプ高さの調整

チップ ワイプ アセンブリには、2 つのフリッカー / ブラシ アセンブリが組み込まれています。これを使用し

て、プリンタのチップとチップシールドに樹脂ゴミが付着したり、樹脂が蓄積したりしないようにます。フ
リッカーがチップの開口部を、ブラシがシールドをクリーニングします。片方または両方のチップを変更した
ら、フリッカー / ブラシ アセンブリをチップ / チップ シールドに対して正しい位置に配置するために、チップ 
ワイプ高さを手動で調整してください。 

1. キャニスター ベイのドアを開き。プリンタの正面を向いて立つと、チップ ワイプ アセンブリ

がパージ シュートのアクセス プレート ウィンドウの向こう側に見えます。

2. [Tip Wipe Adjustment ( チップ ワイプ調整 )] ページを開きます (80 ページの「チップ ワイプ調

整」を参照 )。 

• チップ切り替えウィザードで作業をしている場合は、ウィザードの [Select Option ( オプション

の選択 )] ページで [ 次へ ] ボタンを押すと、自動的に [Tip Wipe Adjustment ( チップ ワイプ調整

)] ページが表示されます ( 詳細については、167 ページの手順 22 を参照 )。 

• チップ切り替えウィザード外で作業している場合、[ チップ ] ページの [ チップワイプ調整 ] ボタ

ンを押します (77 ページの表 4-13 を参照 )。 

3. [Go to Purge Position ( パージ位置へ移動 )] ボタンを押します。ヘッドがパージ位置に移動しま

す。

4. [Wipe Tips ( チップ ワイプ )] ボタンを押します。数秒後にヘッドが前後に移動し、モデル チッ

プとサポート チップがゆっくりとフリッカー / ブラシ アセンブリの上を通過するようにしま

す。 

• ヘッドは、合計 4 回通過します。通過のたびに、ヘッドは徐々にフリッカーを水平に横切るように
移動し、正しい調節と均一な摩耗が確保されるようにします。

5. パージ シュートのアクセス プレート ウィンドウを通して、配置を確認し、チップの拭き取り

高さ調整ホイールを使用して、交換したチップのチップ ワイプ高さを調整します。 

• トップ ホイールはモデル チップに対応し、ボトム ホイールはサポート チップに対応します。

• ホイールを下に回転させると、対応するフリッカー/ ブラシ アセンブリが下に移動し ( チップ / チッ
プ シールドから遠ざかる )、ホイールを上に回転させると、上に移動します。 

注記 : 推奨する方法としては、 初にフリッカー / ブラシ アセンブリを上に移

動して、フリッカー / ブラシ アセンブリがチップ シールドと接触し過ぎる状態

にします。次に、フリッカー / ブラシ アセンブリを下に移動して、正しい位置

まで動かします。 
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図 5-21: チップの拭き取り高さ調整ホイールの位置

6. 正しい位置に配置できたと思ったら ( 図 5-22 を参照 )、[Wipe Tips ( チップ ワイプ )] ボタンを

押し、パージ シュートのアクセス プレート ウィンドウを通して配置を確認します。調整が正

しく行われた場合 :

• チップの開口部がフリッカーの先端にかすかに触れます。フリッカーはチップ シールドと一切接
触してはいけません。 

• 位置が高すぎると、チップがフリッカーを追加する時に極端な抵抗が発生し、フリッカー / ブラシ 
アセンブリに損傷を与える可能性があります。 

注記 : 必要に応じて、[Wipe Tips ( チップ ワイプ )] ボタンを再び押して、ヘッド

の 4 往復の通過をもう一度行います。 

モデル用チップの拭

き取り高さ調整ホ

イール

サポート用チップの

拭き取り高さ調整ホ

イール



173

図 5-22: 正しいチップ ワイプの配置

7. さらに調整が必要であれば、チップの拭き取り高さ調整ホイールを使って高さを再調整します。
終了したら、キャニスター ベイのドアを閉じます。 

• チップ切り替えウィザードで作業している場合、終了時に X ( キャンセル ) ボタンを押して、

ウィザードを閉じます。 
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基本的なジョブ造形タスク

造形の前

ジョブを造形するには、 初にワークステーション PC にインストールした Control Center アプリケーション

からプリンタへ、ジョブを送信する必要があります。ジョブは、CMB フォーマットで送信され、ジョブ 
キューに置かれます ( プリンタのハードディスク上に保存されます )。CMB ファイルのヘッダーには、処理さ

れるジョブの基本情報 ( 樹脂のタイプ、造形に必要な樹脂の概算量、チップ サイズなど ) が含まれています。

この情報は、プリンタの現在の樹脂 / チップ設定とジョブが適合していることを確認するために使用します。 

Insight の使用方法の詳細については、Insight アプリケーションに付属しているヘルプ ファイルを参照して

ください。

プリンタの準備

造形のためにプリンタを準備するには :

1. プリンタの電源をオンにします (121 ページの「プリンタの電源投入」を参照 )。

2. 新しい造形シートを取り付けます。

A. 造形シートの両側から、プラスチックの包装を取り除いてください。

B. オーブン ドアを開き、造形シートをプラテンの上にセットします。 

• 造形シートがプラテンのできるだけ中央に来るようにします。

• オーブンが熱くなっていると、造形シートをプラテンにセットした時に、シートがめくれ上がる

可能性があります。造形シートが温まってくると、平らになり、プラテンに密着するようになり
ます。造形シートをプラテンに密着させるために、造形シートの調整が必要な場合もあります。

• プリンタは、造形シートをプラテンに固定するのに十分な真空を約 5 分以内で形成するはずで

す。十分な真空が形成されると、真空ステータス インジケーターの 上部の赤色の「X」が消

えます (48 ページの「インフォメーション バー」を参照 )。この時点で、[ 造形ステータス ] ボ
タンは黄色のままです。 

3. チップ ワイプ アセンブリのブラシとプリンタのチップに汚れがなく、パージ廃材容器が空であ

ることを確認します。 

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

注記 : 1 つのジョブを造形する場合には、新しい造形シートを必ず使用してくだ

さい。造形シートは使い捨てです。造形シートを裏返して、プラテンの上に置
かないでください。シートに付いた樹脂の残りがプラテンに付着し、造形シー
トのバキュームを妨げるおそれがあります。

注記 : Stratasys 製の純正品以外の造形シートを使用すると、パーツの品質とプ

リンタの信頼性に影響を与える可能性があります。

注記 : ABS、ASA、PC のパーツでは、クリア ビルド シートを使用します。

ULTEM のパーツでは、琥珀色の造形シートを使用します。

Nylon 12 パーツでは、薄く緑色がかった造形シートを使用します。 
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造形するジョブの選択

1. ナビゲーション バーで [Queue ( キュー )] ボタンを選択します。キュー ページが開き、ジョブ 
キュー タブがデフォルトで選択されています ( 64 ページの図 4-19 を参照 )。 

2. ジョブ キューのリストで、造形するジョブの行にタッチして選択します。そのジョブの行が青

色に変わります。ジョブを選択すると、[ 造形ステータス ] ボタンが緑色に変わります。

• サンプル キューからジョブを選択する場合、[Queue ( キュー )] ページのヘッダーにタッチしてサ
ンプル キューに切り替え、リストで目的のジョブの行にタッチして選択します。 

3. ナビゲーション バーの [Build ( 造形 )] ボタンを押して、[Build ( 造形 )] ページに戻ります。選択

したジョブの詳細が造形ジョブの選択パネルに表示されます。(56 ページの「造形ジョブ情報

の表示」 を参照 )。

4. 選択したジョブの樹脂 / チップ要件をプリンタの現在の設定と比較します。ロードされた樹脂

が選択したジョブの樹脂要件に適合しており、取り付けられたチップが選択ジョブに必要な
チップと適合していることを確認します。 

• プリンタにロードされたモデル樹脂やサポート樹脂が造形の完成に必要な樹脂に適合しない場合、
警告が表示されます (250 ページの「造形開始が不可能になるエラー」を参照 )。必要に応じて、樹
脂タイプ / チップを変更します ( 樹脂とチップの適合性の詳細については 38 ページの「チップの
適合性と選択」、樹脂 / チップの交換方法については 135 ページの「チップ タイプまたは樹脂タイ
プの変更」を参照 )。

5. アクティブなモデル キャニスター ベイとサポート キャニスター ベイのヘッド部分までフィラ

メントがロードされていることを確認してください ( キャニスター　ステータス LED が緑色に

点灯し、樹脂 ステータス アイコンが青色に白い強調枠ありで表示されています )。( 詳細につ

いては、123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」を参照してください。) また、造

形の完成に十分なモデル樹脂とサポート樹脂がプリンタにロードされていることを確認します 
(59 ページの「樹脂ステータス画面」を参照 )。 

• プリンタにロードされている樹脂の量が造形の完成に不十分な場合、警告が表示されます (250 
ページの「造形開始が不可能になるエラー」を参照 )。必要に応じて、追加のモデル / サポート 
キャニスターを取り付け、造形を完成するために十分な樹脂を確保するとともに (126 ページの

「キャニスターの取り付け」を参照 )、造形を一時停止せずに自動切り替え機能が利用できるように
します (133 ページの「キャニスターの自動切り替え」を参照 )。 

6. [Build ( 造形 )] ページの [ 造形 ( 開始 ) ] ボタンを押して、造形を開始します。プリンタのパーツ

配置によって、設定を行うように指示するダイアログが表示されます (89 ページの「プリンタ

設定」を参照 )。

• [Enable Part Placement (パーツ配置の有効化)] 設定がオフに設定されている場合(デフォルト設定)、
ダイアログは表示されず、ジョブは造形シートの中央で自動的に造形されます。

• [Enable Part Placement ( パーツ配置の有効化 )] がオンに設定されている場合、ジョブの位置を選択
するためのダイアログが表示されます。このダイアログには、プリンタのプラテンを表すグラ
フィックとともに、青色の四角形のグラフィック ( パーツを囲む想像上のボックス ) が表示されま
す。タッチスクリーン上の四角形をドラッグ アンド ドロップすることにより、ジョブの造形位置
を選択します。終了したら、チェックマーク ボタンを押して、選択した配置を確認し、造形を開
始します。
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図 5-23: パーツ配置ダイアログ

7. インフォメーションバーに「Heating Oven and Tips ( オーブンとチップを加熱中 )」が表示され

ます。オーブンは、ジョブに指定した樹脂タイプによって決定された設定ポイント温度まで加
熱されます。しばらくお待ちください。 

8. オーブンと熱溶解装置チップが温度に到達すると、インフォメーションバーに「Finding Z Zero 
(Z 軸ゼロを検索中 )」が表示され、プリンタは、Z 軸ゼロ キャリブレーションを開始します。 

9. Z 軸ゼロ キャリブレーションが完了すると、プリンタはジョブの造形を開始します。インフォ

メーションバーに「Starting Part Build ( パーツ造形を開始中 )」が短時間表示されます。パーツ

が造形されている間、インフォメーションバーに「Building ( 造形中 )」が表示されます。造形

の進捗は [ 造形 ] ページに表示されます (177 ページの「造形中に提供される情報」を参照 )。 

10. 終了すると、インフォメーションバーに「Build Complete - Remove Part ( 造形完了 - パーツを

取り除いてください )」が表示され、完成したパーツをプリンタから取り出すことができるこ

とを示します (181 ページの「造形の完成後」を参照 )。 
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造形中に提供される情報

造形中、造形に関する情報は [Build ( 造形 )] ページの 2 つの領域に表示されます。

造形ジョブインフォメーションパネルは、ワークステーション PC からプリンタに送信されたジョブの詳細を

表示します。この静的な情報は、参照の目的のみで提供されます。詳細については、56 ページの「造形ジョ

ブ情報の表示」を参照してください。 

図 5-24: 造形ジョブインフォメーションパネル - 造形中

選択したジョブに関連してこのパネルに表示される情報には、以下が含まれます。

• ジョブの名前

• ジョブに割り当てられたモデル樹脂とサポート樹脂

• ジョブの予想造形時間

• ジョブを送信したユーザーの名前

• ジョブの割り当てられたチップ サイズ

• ジョブのレイヤー数

[Build ( 造形 )] ページの造形ジョブのステータス セクションは、造形中のジョブに関する情報を提供する 2 つ
のグラフで構成されています。詳細については、58 ページの「造形ステータス画面」を参照してください。 

• このグラフ表示の造形ステータス部分は、造形の進捗度 ( パーセント )、完成したレイヤー数 / 合計
レイヤー数、経過時間 / 合計造形時間、予測完了時刻、造形進捗度を表すドーナツグラフを表示し
ます。 

• このグラフ表示の樹脂ステータス部分は、選択したジョブに関連するモデル樹脂とサポート両方に
ついての樹脂ステータスの詳細情報を表示します。

図 5-25: 造形ジョブ ステータスの概要

造形ス

テータス

樹脂ス

テータス
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造形の警告

プリンタは、造形に影響を与える可能性がある問題を検知すると、次のうちいずれかの警告をダッシュボード
に表示します。警告の重大度によって、[ 造形ステータス ] ボタンが黄色または赤色に変わります。[ 造形ステー

タス ] ボタンを押すと、警告 / エラーの原因 ( 理由 ) を示すダイアログが表示されます。ダイアログの本体には、

警告 / エラーの原因 ( 理由 ) に関する情報が表示されます。警告のタイプによって、[Tips ( チップ )] ページのそ

れぞれの樹脂ステータス アイコンの下に、キャニスター ロード ステータスのテキストが表示され、警告 / エ
ラーの原因 ( 理由 ) に関する情報を提供します (73 ページの「キャニスターのロード状態」を参照 )。 

• 樹脂のロード / アンロード時に、造形を開始する前に解決が必要なロードに関する警告が表示され
る場合があります。 

• 造形開始時に、プリンタの現在の樹脂 / チップ設定に関する様々な警告が表示される場合がありま
す。チップのキャリブレーションを行っていない場合、プリンタにロードされている樹脂 / チップ
が造形要件に適合しない場合、造形の完成に必要な量の樹脂がプリンタにロードされていない場
合、この問題を解決するよう指示する警告が表示されます。 

• 場合によっては、警告によって造形が開始できなくなり、警告を解決しない限り、プリンタがパー
ツ造形可能な状態にならないことがあります。 

• プリンタが造形中、一時停止や中止に関する様々な警告が表示される場合があります。こうした警
告が発生するのは、手動で一時停止または中止した場合と、プリンタが自動的に造形を一時停止ま
たは中止した場合があります。造形を再開できるかどうかは、警告の重大度によります。 

表示される可能性がある警告の詳細なリスト、および修正方法については、248 ページの「警告およびエ

ラー」を参照してください。 

注記 : 警告を無視して、造形を「続行」することもできますが、パーツ造形の
品質は予測できません。モデル/サポートの不適合または低バキューム/バキュー

ムなしにより警告が発生した場合は、これを回避することはできません。
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造形の一時停止

造形中に、[ 造形 ] ページの [ 一時停止 ] ボタンが選択可能になります ( 詳細については 63 ページの「[ 一時停

止 ] ボタン」を参照 )。プリンタは自動的に一時停止するか、またはこのボタンを使用して手動で一時停止し

ます。

• プリンタは、キャニスターの樹脂切れ、障害の発生などにより、自動的に一時停止します。

• 手動による一時停止は、[ 一時停止 ] ボタンを押すと必ず発生します。 

プリンタが一時停止するよう指示されると : 

1. 現在のツールパスを完了した後、Z ステージを若干低くして、ヘッドを待機位置に移動します。

インフォメーションバーに「Pausing ( 一時停止中 )」が表示され、続いて「Build Paused ( 造
形一時停止 )」が表示されます。

• 自動一時停止が発生した場合、[ 造形ステータス ] ボタンを押すと、中止状態の原因 ( 理由 ) を示すダ
イアログが表示されます。この状態を修復して チェックマーク ボタンを押してダイアログを閉じ
ます。( 一時停止に関連する警告 / エラーのリストと解決方法については、255 ページの「造形の
一時停止に関する警告」を参照してください。)

2. 造形を再開するには、[Build ( 造形 )] ページの [ 造形 ( 開始 ) ] ボタンを押して、造形を開始しま

す。再開コマンドがプリンタに送信され、プリンタに造形の再開を命令します。 

3. インフォメーションバーに「Resuming ( 再開中 )」と表示され、[ 一時停止 ] ボタンが選択した

状態になります (63 ページの表 4-7 を参照 )。造形を再開すると、インフォメーションバーに

「Building ( 造形中 )」と表示され、[ 一時停止 ] ボタンが未選択の状態に戻ります 
(63 ページの表 4-7 を参照 )。 

造形の中止

プリンタが一時停止した場合、造形の中止を選択できます。次の手順を実行します。

1. まだ一時停止していない場合、[Build ( 造形 )] ページの [ 一時停止 ] ボタンを押して、プリンタ

を一時停止します。プリンタが自動的に一時停止している場合は、手順 3. に進みます。

2. 一時停止コマンドがプリンタに送信され、ユーザー インターフェイスが一時停止状態を示すよ

うに変わります。インフォメーションバーに「Build Paused ( 造形一時停止 )」と表示されま

す。

3. [ 造形 ] ページの [ 中止 ] ボタンが選択可能になります ( 詳細については 63 ページの「[ 中止 ] 
ボタン」を参照 )。[ 中止 ] ボタンを押します。 

4. 中止を確認またはキャンセルするダイアログが表示されます。ダイアログのチェックマーク ボ
タンを押して、中止を確認します。

注記 : プリンタはすぐには造形を再開しません。しばらくお待ちください。

オーブン ドアまたはトップ カバーが開いている場合、または真空が形成されて

いない場合、パーツの造形はすぐに再開されません。[ 造形ステータス ] ボタン

を押して、この状況に対応するためにエラーがないかチェックします。
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図 5-26: 中止確認ダイアログ

5. 中止コマンドがプリンタに送信され、ダイアログが閉じます。

6. Z 軸ステージがトラベルの終点まで移動を開始し、インフォメーション バーに「Aborting 
( 中止中 )」と表示されます。

7. Z 軸ステージがトラベルの終点に到達すると、インフォメーションバーに「Build Aborted - 
Remove Part ( 造形中止完了 - パーツを取り除いてください )」と表示され、造形が中止された

パーツを取り出すように指示されます。 
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造形の完成後

造形が完成すると、プリンタは以下の動作を行います。

• Z 軸ステージが低くなり、ヘッドが待機位置に移動します。

• プリンタの自動冷却設定によって、オーブンの冷却を開始する場合としない場合があります ( 詳細
については 91 ページの「Auto Cooldown ( 自動冷却 )」を参照 )。

• インフォメーションバーに「Build Complete - Remove Part ( 造形完了 - パーツを取り除いてくださ
い )」と表示されます。 

• [ 造形ステータス ] 画面のグラフィックの進捗度表示が 100% になり、外側のドーナツグラフがすべ
て色付けされます (58 ページの「造形ステータス画面」を参照 )。

• [ 造形ステータス ] ボタンが警告を表す黄色に変わります。このボタンを押すと、完成したパーツを
取り出すように指示するダイアログが表示されます ( 図 5-27)。

図 5-27: パーツ取り出しダイアログ

注記 : 造形が異常により中止した場合、[ 造形ステータス ] ボタンを押して、中

止の原因 ( 理由 ) を確認します。中止に関連する警告 / エラーのリストと解決方

法については、257 ページの「造形の中止に関する警告」を参照してください。
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プリンタからパーツを取り出す

プリンタからパーツを取り出すには :

1. オーブン ドアを開きます。

2. 造形シートの縁を持ち上げて、真空状態から解放します。バキュームメーターの 上部に赤色
の「X」が表示されます。 

3. 造形シートをプラテンから取り外します。

4. プラテンにゴミが落ちていたら、掃除機またはプラテン清掃ブラシ ( ウェルカム キットに同梱

) を使って除去してください。

5. 慎重に造形シートからパーツを剥がし取ります。

• パーツが剥がしにくい場合、金属製スクレーパーを使用してください。

6. 完成したパーツからサポートを取り除きます ( 樹脂の個別情報や説明については、Stratasys の 
Web サイトおよび Customer Extranet を参照してください )。

• PC、PC-ISO、ULTEM の各樹脂では、ブレークアウェイ サポート樹脂 (BASS) を使用します。こ
のサポート樹脂は、手動で剥がすことができます。樹脂は比較的簡単に剥離するはずです。必要に
応じて、ラジオ ペンチやピック ( ウェルカム キットに同梱 ) を使用してサポートを取り除いてくだ
さい。 

• 可溶性サポート樹脂は、ABS-M30/ABS-M30i、ABS-ESD7、ASA、PC、PC-ABS、Nylon 12 樹脂
に使用されます。パーツ造形後、WaterWorks 溶液と水を混合した溶液が入った超音波タンクまた
は循環タンクを使用して、サポートを取り除くことができます。WaterWorks の詳細については、
Stratasys の Customer Extranet に掲載されている『WaterWorks User Guide』(WaterWorks ユー
ザー ガイド ) を参照してください。

警告 : オーブンの内部の表面は大変熱くなっています。オーブンの中の物を取り
扱う際には、適切な安全用品を身につけてください。 

注記 : オーブンの自動冷却が「Always ( 常時 )」に設定されている場合、オーブ

ンをスタンバイ温度まで冷却してから、パーツを取り出してください 
(91 ページの「Auto Cooldown ( 自動冷却 )」を参照 )。

注意 : 造形シートがプラテン上にある間は、造形シートからパーツを取り出そう
としないでください。プラテンまたはプラテン レベルに損傷が発生することが

あります。 

注意 : プラテンを清掃する際は、細心の注意を払ってください。ブラシを使う場
合、プラテンの中央にあるバキューム ポートをブラシで払ってください。バ

キューム ポートの内部にゴミが入り込むと、バキュームが失われ、シートの密

着が弱まる可能性があります。( クリーニングの方法については、235 ページの

「プラテンの清掃」を参照してください。)
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プリンタのデフォルト設定の変更

工場出荷時の設定は、[Settings ( 設定 )] ページで変更できます。このページにアクセスするには、ナビゲー

ション バーの [Settings ( 設定 )] ボタンを押します。

表示単位

デフォルトでは、プリンタの表示単位はヤード・ポンド法に設定されています。しかし、必要に応じて、この
表示設定をメートル法に変更できます。 

[Units ( 単位 )] 設定では、プリンタが使用する単位 ( ヤード・ポンド法またはメートル法 ) を決定します。こ

れを設定するには、スライダー グラフィックを必要に応じて「English ( ヤード・ポンド法 )」または「Metric 
( メートル法 )」に動かします。 

図 5-28: Units ( 単位 )

ジョブの保存

[ 前ジョブの保存 ] 設定では、造形完成後、ジョブ キューにプリンタの前のジョブを保存するかどうかを選択

できます (89 ページの「Keep Previous Job ( 前ジョブの保存 )」を参照 )。自分が造形したものをプリンタの

他のユーザーに知られたくない場合、この設定で、造形完成後の前のジョブが他のユーザーにアクセスできな
いようにします。デフォルトでは、この設定はオンになっており、造形完成後、プリンタの前のジョブ ファ

イルはジョブ キューに保存され、再選択できるようになります。 

この設定をオフにすると、プリンタの前のジョブ ファイルは、造形完了時にジョブ キューから削除されます。

このジョブ ファイルを再度造形に使用するには、プリンタに再送信する必要があります。 

これを設定するには、スライダー グラフィックを必要に応じてオンまたはオフに動かします。 

図 5-29: Keep Previous Job ( 前ジョブの保存 )
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オーブン温度制御

オーブンの造形温度は、プリンタにロードされている樹脂のタイプ ( モデルとサポート ) によって決まりま

す。この温度はプリンタのソフトウェアによって制御されるため、変更できません。ただし、オーブンの温度
機能の一部を制御することができます。Auto Cooldown ( 自動冷却 ) 設定では、プリンタの自動冷却機能を設

定できます (89 ページの「Enable Part Placement ( パーツ配置の有効化」を参照 )。 

プリンタのオーブンは、プリンタによって制御される待機温度に達するまで冷却するように設計されていま
す。この機能は省エネ機能として役立ちます。Auto Cooldown ( 自動冷却 ) は、以下のように設定できます。

• Never ( なし ) - プリンタは自動冷却を一切行いません。すべてのジョブが完了した後、オーブンの
温度は樹脂の造形温度に保持されます。これは、デフォルト設定です。

• Always ( 常時 ) - プリンタは常に自動冷却を行います。すべてのジョブが完了して自動冷却された
後、オーブンの温度は樹脂の待機温度に保持されます。

• Next Build Only ( 次の造形のみ ) - 次のジョブが完了して自動冷却された後、自動冷却モードが自動
的にオフにリセットされます。

これを設定するには、[Settings ( 設定 )] ページの [Auto Cooldown ( 自動冷却 )] 行内の右矢印を押して、[Auto 
Cooldown Details ( 自動冷却詳細 ]) ページを開きます。

図 5-30: Auto Cooldown ( 自動冷却 ) 

[Auto Cooldown Details ( 自動冷却詳細 )] ページで、選択する自動冷却オプション (Never ( なし )、Always 
( 常時 )、Next Build Only ( 次の造形のみ )) に対応する行にタッチします。選択された行は青色に変わります。

ページのヘッダーの [Settings ( 設定 )] ボタンを押して、[Auto Cooldown Details ( 自動冷却詳細 )] ページを終了

し、[Settings ( 設定 )] ページに戻ります。 

図 5-31: [Auto Cooldown Details ( 自動冷却詳細 )] ページ



185

パーツ造形の位置

[ パーツ配置の有効化 ] 設定は、造形を開始する前に、造形シート上のジョブの位置を選択可能かどうかを決

定します (93 ページの「Network ( ネットワーク ) 設定」を参照 )。デフォルトでは、この設定はオフになって

おり、単一パーツのジョブは造形シートの中央で造形され、パッケージのジョブは Control Center で選択され

た配置に従って造形されます。

この設定がオンになっている場合、造形を開始する前に、造形シート内でのジョブの位置を選択することがで
きます (175 ページの「造形するジョブの選択」を参照 )。造形開始時に、パーツの造形位置の選択を求めるダ

イアログが表示されます ( 図 5-23 を参照 )。ダイアログには、プリンタのプラテンを表すグラフィックととも

に、青色の四角形のグラフィック ( パーツを囲む想像上のボックス ) が表示されます。タッチスクリーン上の

四角形をドラッグ アンド ドロップすることにより、パーツの造形位置を選択できます。四角形は、プラテン

の限界を超えて配置することはできません。チェックマーク ボタンを押すと、選択した配置の確認となり、

造形を開始します。 

これを設定するには、スライダー グラフィックを必要に応じてオンまたはオフに動かします。 

図 5-32: Enable Part Placement ( パーツ配置の有効化

タッチスクリーンの明るさ

[Adjust Brightness ( 明るさ調整 )] 設定では、タッチスクリーン画面の明るさを調整できます (96 ページの

「Adjust Brightness ( 明るさ調整 )」を参照 )。デフォルトでは、タッチスクリーンの表示は、通常よりもやや

明るく設定されています。 

スライダー グラフィックを使用して、必要に応じて明るさを調整します。右に (Bright ( 明 ) に向けて ) スライ

ドすると画面が明るくなり、左に (Dim ( 暗 ) に向けて ) スライドすると暗くなります。 

図 5-33: Adjust Brightness ( 明るさ調整 )
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プリンタのステータス

ユーザー インターフェイスの様々なページで、以下の情報が表示されます。

• オドメーターのステータス

• 樹脂のステータス

• 温度のステータス

• ソフトウェアのバージョン

• その他のプリンタ情報

チップ オドメーターのステータス

プリンタは、熱溶解装置チップを通して射出される樹脂の総量を追跡して表示します。チップ オドメーター

値は、次の 2 つの方法によって決定されます。

1. ダッシュボードには、2 つのチップの状態アイコンがあります。それぞれ、プリンタのモデル 
チップとサポート チップを表します ( 詳細については 51 ページの「樹脂 / チップのステータ

ス」を参照 )。これらのアイコンは、チップのサイズ ( 例 : T16) と現在のオドメーター値 ( 例 : 

150.6 in3/2467.9 cm3) を示します。 

2. ナビゲーション バーの [Tips ( チップ )] ボタンを押すと、[Tips ( チップ )] ページが開きます。この

ページの上段には、2 つのアイコンが表示されます。それぞれ、プリンタのモデル チップとサポート 
チップを表します ( 詳細については 70 ページの「チップ / 樹脂ステータス」を参照 )。これらのアイ

コンは、チップのサイズ ( 例 : T16) と現在のオドメーター値 ( 例 : 150.6 in3/2467.9 cm3) を示します。

図 5-34: チップ オドメーターのステータスの位置
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チップ寿命のステータス

[Tips ( チップ )] ページには、オドメーターのステータス情報に加えて、概算のチップ寿命の情報も表示されま

す。チップ寿命は、チップを通して射出が可能な樹脂の 大量です。概算のチップ寿命情報は 2 つのチップ 

アイコン内に表示されます。チップの真下には、現在のオドメーター 値 ( 例 : 920 in 3/15,080 cm 3) が表示さ

れます。この情報は樹脂によって変わり、特定の樹脂タイプについて、特定のチップを使用して既に射出され
た樹脂の量に基づいて決定されます。概算のチップ寿命情報については、39 ページの表 3-3 を参照してくだ

さい。

チップが割付けられた樹脂についてオドメーター上限まで 10% 未満または上限に達した時には、警告が表示

され、チップ アイコン ( ダッシュボードと [Tips ( チップ )] ページ内 ) が黄色に変わります。そのチップを使

用して造形を続行することもできますが、パーツの品質は予測できません。 

チップが割付けられた樹脂についてオドメーター上限を超えた時には、警告が表示され、チップ アイコン (
ダッシュボードと [Tips ( チップ )] ページ内 ) が赤色に変わります。オドメーター上限を超えたチップを使用

して造形を続行することはできません。チップを速やかに交換してください ( 方法については 135 ページの

「チップ タイプまたは樹脂タイプの変更」を参照 )。 

図 5-35: チップ寿命ステータスの位置 
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樹脂ステータス

プリンタに取り付けられた / 挿入された各キャニスターの現在のステータスは、次の 2 つの方法で示されます。

1. ダッシュボードには、4 つの樹脂ステータス アイコンがあります。それぞれ、プリンタのモデ

ル キャニスター (M1 および M2) とサポート キャニスター (S1 および S2) を表します。( 詳細

については、51 ページの「樹脂 / チップのステータス」を参照してください。) 各アイコンは、

関連する樹脂のキャニスター ベイ ( 例 : M1)、そのベイに充填されている樹脂名 ( 例 : ABS-

M30)、キャニスター内の樹脂の残量 ( 例 : 92.1 in3/1509.2 cm3) を表示します。 

2. ナビゲーション バーの [Tips ( チップ )] ボタンを選択すると、[Tips ( チップ )] ページが開きま

す。ページの下段に表示される 4 つの樹脂ステータス アイコンはそれぞれ、プリンタのモデル 
キャニスター (M1 および M2) とサポート キャニスター (S1 および S2) を表します (70 ページ

の「チップ / 樹脂ステータス」を参照 )。これらのアイコンはそれぞれ、関連する樹脂のキャニ

スター ベイ ( 例 : M1)、そのベイに充填されている樹脂名 ( 例 : ABS-M30)、キャニスター内の

樹脂の残量 ( 例 : 92.1 in3/1509.2 cm3) を表示します。 

図 5-36: 樹脂ステータスの位置 
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ダッシュボードか [Tips ( チップ )] ページかにかかわらず、これらのアイコンはステータスに

よって、以下のように様々な色に変化します ( ステータスの詳細については 51 ページの表 4-2
を参照 )。 

• 青色 - 青色のアイコンは、有効なキャニスターが対応するキャニスター ベイに挿入されていること
を表します。キャニスターの樹脂タイプと現在の残量がアイコン内に表示されます。青色で周囲に
白色の強調表示があるアイコンは、キャニスターから樹脂がヘッドにロードされ、造形の使用に選
択されていることを表します。 

• 黄色 - 黄色のアイコンは、キャニスターに関連する問題 / 警告を表します ( 詳細については 248 ペー
ジの「警告およびエラー」を参照 )。黄色で周囲に白色の強調表示があるアイコンは、対応する
キャニスターが造形の使用に選択されていることを表します。 

• 「- -」が黄色のアイコン内に表示されている時は、キャニスターが対応するキャニスター ベイ

に取り付けられていないことを示します。 

• キャニスターの残量 (0 in3 /0 cm3) と樹脂名が表示された時は、対応するキャニスターが樹脂切

れとなり、空になっていることを示します。

• その他の黄色のアイコンは、有効なキャニスターが対応するキャニスター ベイに取り付けられ

ているものの、そのキャニスターの樹脂がプリンタの現在の設定と適合しないことを表します。

• 赤色 - 赤色のアイコンは、無効または読み取り不能なキャニスターが対応するキャニスター ベイに
取り付けられていることを示します。この状態を解消するには、キャニスターを取り外し、有効な
キャニスターと交換してください。

[Tips ( チップ )] ページでは、詳細なキャニスターのロードステータス情報が表示されるだけで

なく、この情報がグラフィック表示されます。

• 樹脂ステータス アイコンの真下には、様々なキャニスターの組込み状態に関するメッセージが表
示されます。このメッセージは、各キャニスターの現在の動作やキャニスターのフィラメントなど
に関するものです。これらのステータス表示は、樹脂のロード / アンロードのプロセス全体を通じ
て、頻繁に更新されて進捗度を示します (73 ページの「キャニスターのロード状態」を参照 )。 

• 樹脂がロード / アンロードされると、樹脂ステータス アイコンとチップ ステータス アイコンの間の
経路が青色で白色の強調枠ありの表示となり、キャニスターのフィラメントが移動している方向に
色付けされていきます ( 図 4-28 および図 4-29 を参照 )。
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温度のステータス

オーブンと熱溶解装置チップの現在の温度と設定ポイントの温度に関する情報は、[Tips ( チップ )] ページと 
[Maintenance ( メンテナンス )] ページに表示されます。 

オーブン温度

[Maintenance ( メンテナンス )] ページでオーブンの温度情報を表示するには :

1. ナビゲーション バーで [Maintenance ( メンテナンス )] ボタンを押します。[Maintenance 
( メンテナンス )] ページが表示されます。 

2. このページの [Chamber ( チャンバー )] セクションに進みます。[Oven Temperature ( オーブン

温度 )] 行は、プリンタの現在のオーブン温度 / 設定ポイントの温度を示します。 

図 5-37: [Maintenance ( メンテナンス )] ページのオーブン温度 

[Tips ( チップ )] ページでオーブンの温度情報を表示するには :

1. ナビゲーション バーで [Tips ( チップ )] ボタンを選択します。[Tips ( チップ )] ページが表示さ

れます。 

2. [ チップ ワイプ調整 ] ボタンを押します。[Tip Wipe Adjust Wizard ( チップワイプ調整ウィザー

ド )] ページが表示されます。[Chamber Temperature ( チャンバー温度 )] フィールドは、現在の

オーブン温度 / 設定ポイントの温度を示します。 
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図 5-38: [Tips ( チップ )] ページのオーブン温度 

チップ温度

[Maintenance ( メンテナンス )] ページでモデル チップとサポート チップに関する温度情報を表示するには :

1. ナビゲーション バーで [Maintenance ( メンテナンス )] ボタンを押します。[Maintenance ( メン

テナンス )] ページが表示されます。 

2. このページの [Head ( ヘッド )] セクションに進みます。[Model Temperature ( モデル温度 )] 行
は、モデル チップの現在の温度 / 設定ポイントの温度を表示します。また、[Support 
Temperature ( サポート温度 )] 行は、サポート チップの現在の温度 / 設定ポイントの温度を表

示します。 

図 5-39: [Maintenance ( メンテナンス )] ページのチップ温度

[Tips ( チップ )] ページでモデル チップとサポート チップに関する温度情報を表示するには :

1. ナビゲーション バーの [Tips ( チップ )] ボタンを選択して、[Tips ( チップ )] ページを開きます。

プリンタの現在の設定を示す画面が表示されます。

2. このページの上部にある 2 つの大きなアイコン は、プリンタのチップ ( 左 : モデル チップ、右 : 
サポート チップ ) を表します。そのチップの現在の温度 / 設定ポイントの温度がアイコンの下

段に表示されます。 
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図 5-40: [Tips ( チップ )] ページのチップ温度 

3. チップ温度の情報は、[Tip Maintenance ( チップ メンテナンス )] ページでも確認できます。

A. このページを開くには、[Tips ( チップ )] ページの [ チップ パージ / アンプラグ ] ボタンを

押します。このページには、2 つのグループが表示されます。1 つはモデル チップ、もう 
1 つはサポート チップを示します。 

B. そのチップの現在の温度 / 設定ポイントの温度がこのグループの 下部に表示されます。 

図 5-41: [Tip Maintenance ( チップ メンテナンス )] ページのチップ温度
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ソフトウェアのバージョン

プリンタ制御に使用するソフトウェア (Controller Software) のバージョン情報は、[Maintenance ( メンテナン

ス )] ページからアクセスできます。 

1. [Maintenance ( メンテナンス )] ページにアクセスするには、ナビゲーション バーの 
[Maintenance ( メンテナンス )] ボタンを押します。 

2. このページの [System ( システム )] セクションに進みます。 

3. [Software Version ( ソフトウェアのバージョン )] 行は、プリンタの Controller Software のバー

ジョンを表示します。 

図 5-42: Controller Software のバージョン情報

注記 : Controller Software は、プリンタのハードディスクにインストールされま

す。ワークステーション PC にインストールされる Insight ソフトウェアと混同

しないようにしてください。 

注記: プリンタのソフトウェア バージョンを更新する方法については、222 ペー

ジの「Controller Software」を参照してください。 
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6 キャリブレーション

本章では、450mc の基本的なキャリブレーション手順について説明します。本章で使用するボタン / ページ

は、[ キャリブレーション ] ページからアクセスできます (82 ページの「[Calibration ( キャリブレーション )] 
ページでの操作」を参照 )。 

[Calibration ( キャリブレーション )] ページを開くには、ナビゲーション バーの [Calibration ( キャリブレー

ション )] ボタンを押します。図 6-1 と同様の画面が表示されます。プリンタのキャリブレーション ステータ

スは、このページの 上部に表示されます。 

図 6-1: [Calibration ( キャリブレーション )] ページ
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XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーション

チップ オフセット値は、X 軸、Y 軸、Z 軸方向のモデル チップとサポート チップ間の距離です。正確なチッ

プ オフセット値により、モデル ツールパスを基準としてサポート ツールパスが正確に位置付けされます。

チップ オフセット値が不正確な場合、サポート樹脂がパーツに混ざり込む、パーツを適切にサポートしない

など、パーツ品質の問題が発生する可能性があります。 

XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーションは、モデル チップに対してサポート チップを登録します。こ

のキャリブレーションでは、キャリブレーション パーツを造形して分析を行い、必要に応じてプリンタに補

正値を入力することが必要です。XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーションは、プリンタのチップを交換

するたびに必ず実行してください。チップ切り替えウィザードには、このキャリブレーションを実行する手順
が含まれていますが、チップ切り替えウィザードを経由せずに、以下の手順を使用してプリンタのチップ 
キャリブレーションを行うことができます。 

XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーションでは、ウィザードがプリンタのチップのキャリブレーション プ
ロセスの手順を案内します。このウィザードでは、画面の 下部に、ナビゲーション バーの代わりに 3 つの

ボタンが表示されます。ナビゲーション バーは、ウィザードで操作中は非表示になります。これらのボタン

には、以下の機能があります。

表 6-1： チップ キャリブレーション ウィザードの制御

1. ナビゲーション バーの [Calibration ( キャリブレーション )] ボタンを押して、[Calibration ( キャ

リブレーション )] ページを開きます。

2. [Calibration ( キャリブレーション )] ページの [XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーション ] 
ボタンを押します。 

図 6-2: [XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーション ] ボタンの位置

アイコン 名称 説明

 

前へ 色が付いている場合 ( 選択可能 ) - ウィザードの前

のページに戻ります。 

灰色 ( 無効 ) の場合は機能しません。

 

停止 色が付いている場合 ( 選択可能 ) - ウィザードを停

止し、終了します。 

灰色 ( 無効 ) の場合は機能しません。

 

次へ 色が付いている場合 ( 選択可能 ) - ウィザードの次

のページに進みます。
 
灰色 ( 無効 ) の場合は機能しません。

または

または

または
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3. [Tip to Tip Calibration ( チップ ツー チップ キャリブレーション )] ページが表示されます。この

ページでは、Z 軸の チップツーチップ キャリブレーションとキャリブレーション パーツの造

形の両方または一方を選択できます。デフォルトでは、両方のオプションのチェックがオンに
なっています。画面でチェックボックスをタッチすると、必要に応じて選択 / 選択解除を行え

ます。両方のオプションが選択されていることを確認し、[ 次へ ] ボタンを押してウィザードを

先に進めます。 

図 6-3: [Tip to Tip Calibration ( チップ ツー チップ キャリブレーション )] ページ

注記 : 「Perform Z Tip-to-Tip Calibration (Z 軸チップツーチップ キャリブレー

ションの実行 )」オプションが選択されている場合は常に、新たに Z 軸チップ

ツーチップ キャリブレーションが開始され、以前保存した Z 軸オフセット補正

値はリセットされます。 
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4. チップ キャリブレーションの準備に必要な手順を行い、[ 次へ ] ボタンを押してウィザードを

先に進めます。

A. 造形シートの配置 - 造形シートがプラテンのできるだけ中央にくるようにします。

B. 真空の確認 - プリンタは、造形シートをプラテンに固定するのに十分な真空を約 5 分以内

で形成するはずです。十分な真空が形成されると、真空ステータス インジケーターの 上

部の赤色の「X」が消えます (48 ページの「インフォメーション バー」を参照 )。

図 6-4: [Prepare for Calibration ( キャリブレーションの準備 )] ページ
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5. 造形を開始する前に、造形シート上のキャリブレーション パーツの位置を選択する画面が表示

されます。この画面には、プリンタのプラテンを表すグラフィックとともに、青色の四角形の
グラフィック ( パーツを囲む想像上のボックス ) が表示されます。タッチスクリーン上の四角

形をドラッグ アンド ドロップすることにより、キャリブレーション パーツの造形位置を選択

できます。四角形は、プラテンの限界を超えて配置することはできません。[ 次へ ] ボタンを押

して、ウィザードを先に進めます。 

図 6-5: [Select Calibration Part Location ( キャリブレーション パーツ位置の選択 )] ページ

注記 : プリンタのパーツ配置の有効化設定に関係なく、[Select Calibration Part
Location ( キャリブレーション パーツ位置の選択 )] ページが表示されます ( 詳細に

ついては 89 ページの「Enable Part Placement ( パーツ配置の有効化」を参照 )。 
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6. プリンタは、キャリブレーション パーツの造形プロセスを開始します。両方のオプションが手

順 3 で選択されているため、このプロセスでは、Z 軸チップツーチップ キャリブレーションを

行った後、キャリブレーション パーツが造形されます。それぞれのタスクのステータスが画面

に表示されます。タスクが完了すると緑色のチェックマークが表示され、ページのヘッダーが
更新され、現在進行中のタスクが反映されます。表示されるタスクは、[Tip to Tip Calibration
( チップ ツー チップ キャリブレーション )] ページ ( 図 6-3) で選択 / 選択解除したキャリブレー

ション オプションによって変わります。

2 つの部分から成る円形の進捗度グラフが画面の中央に表示されます。このグラフは完了する

までの残り時間を表示します ( この場合は 9 分 )。進捗度は、外側のドーナツ グラフに時計回

りに色付けされて示されます。タスクの進捗に合わせて、ドーナツ型の進捗グラフのが更新さ
れます。 

図 6-6: [Z Tip-to-Tip Calibration (Z 軸チップツーチップ キャリブレーション )] ページ

進行中のタスク名

実行するタスク
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A. 画面の更新に加えて、インフォメーション バーと [ 造形ステータス ] ボタンが更新され、

プリンタがキャリブレーション パーツ造形中が示されます。 

図 6-7: [Build Calibration Part ( キャリブレーション パーツの造形 )] ページ
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B. キャリブレーション パーツが完成すると、パーツを取り出すように指示するダイアログが

表示されます。プラテンから造形シートを取り除き、冷却します。[ 次へ ] ボタンを押して

ウィザードを先に進めます。

図 6-8:  [Remove Calibration Part ( キャリブレーション パーツの取り出し )] ページ
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7. [Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] ページが開きます。このページのボタ

ンを使用して、キャリブレーション パーツの分析に基づいた XYZ のチップ オフセット補正を

行えます。[Material Thickness ( 樹脂厚さ )] フィールドは、プリンタに取り付けられたモデル 
チップのスライス高さを表示します ( スライス高さの詳細については表 6-2 を参照 )。 

図 6-9: [Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] ページ

8. プリンタに必要な XY オフセット補正を決めます。

A. 拡大鏡 ( ウェルカム キットに同梱 ) を使用して、X 軸と Y 軸のキャリブレーションを決め

るために、サポート キャリブレーション ツールパスと位置合わせインジケーターの間の関

係を調べます。

• 造形シートを、照明、対比色の壁、または対比色の紙にかざすと、このツールパスが確認しや

すくなるかもしれません。

[Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] 
ページ - 単位 : ヤード・ポンド法

[Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] 
ページ - 単位 : メートル法
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B. サポート ツールパスが X-Y の位置合わせインジケーターの間で中心に も近くなる場所に

ついて、各軸の位置を求めます ( ヤード・ポンド法の場合は図 6-10 または図 6-11、メート

ル法の場合は図 6-12 および図 6-13 を参照 )。キャリブレーション パーツ上の数値は、イ

ンチの 1/1000 単位で示されます ( 例 : 4 = 0.004 インチ )。

図 6-10: キャリブレーション パーツ - 補正不要 ( ヤード・ポンド法 )

図 6-11: キャリブレーション パーツ - 要補正 ( ヤード・ポンド法 )

キャリブレーション パーツ

位置合わせ イン

ジケーター

サポート 
ツールパス

キャリブレーション パーツの片側を拡大 ( 中心が 0 で読み取れる )。

中心に も近

いのは 0

キャリブレーション パーツ

サポート 
ツールパス

が中心に

も近くなる

のは 4

中心が 0 に
近くない

サポート ツールパスが中央に も近くなるのは、位置合わせ イ
ンジケーターの 4 です。これは、+X = 0.004 の補正を示します。

位置合わせ イン

ジケーター
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図 6-12: キャリブレーション パーツ - 補正不要 ( メートル法 )

図 6-13: キャリブレーション パーツ - 要補正 ( メートル法 )

キャリブレーション パーツ

位置合わせ イン

ジケーター

サポート 
ツールパス

キャリブレーション パーツの片側を拡大 ( 中心が 0 で読み取れる )。

中心に も

近いのは 0

キャリブレーション パーツ

サポート ツー

ルパスが中心

に も近くな

るのは 0.1

中心が 0 に
近くない

サポート ツールパスが中央に も近くなるのは、位置合わせ イ
ンジケーターの 0.1 です。これは、+X = 0.1 の補正を示します。

位置合わせ イン

ジケーター
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C. [Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] ページ内で、画面上のスケール ア
イコンをスライドさせて、位置合わせインジケーターの間で中心に も近くなるところに
合わせます。[Delta X] フィールドと [Delta Y] フィールドに補正が反映されます。

 

• サポート ツールパスが 2 (0.05mm) 以下で中心に も近くなる場合 ( 図 6-10 と図 6-12 で示す )、
プリンタはその軸についてキャリブレーション済みとなり、補正は不要です。下図は、補正が
不要な XY オフセットを示します。キャリブレーション パーツのサポート ツールパスが X 軸と 
Y 軸の両方について、2 (0.05mm) 以下で中心に も近くなる場合、手順 9 に進みます。

図 6-14: XY オフセット - 補正なし

注記 : 各軸について 1 つのオフセット値のみが選択できます (+X = 2 (0.002 イ
ンチ (0.05mm)) と -X = 4 (-0.004 インチ (0.1 mm)) の補正はできません )。

公差内に収めるためには、キャリブレーション パーツで検出した X 値と Y 値が

2 以下、つまり 0.002 インチ (0.05 mm) 以下になるようにします。このため、各

軸について、中心が 0 で読み取れる状態が望まれますが、0 ～ 2 (0 ～ 0.05 mm)
の間の任意の場所で読み取れる状態も許容されます。 

ヤード・ポンド法 メートル法

スケール アイコン 
( 上下にスライド ) スケール アイコン 

( 左右にスライド )
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• サポート ツールパスが 2 (0.05mm) 以下で中心に も近くならない場合 ( 図 6-11 と

図 6-13 で示す )、オフセット補正が必要です。下図は、+X = 4 (0.004 インチ (0.1 mm)) の補正

を示します。+X スケール アイコンが下に 4 (0.1) まで動かされ、Delta X 値 にこの補正 (0.0040 
インチ /0.100 mm) が反映されています。 

図 6-15: XY オフセット - +X 補正

D. どちらかの軸の補正値が必要な場合、キャリブレーション パーツを再造形する必要があり

ます。次の手順を実行します。

• 補正値を入力したら、[Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] 画面の [ 次へ ] ボ
タンを押します。キャリブレーション補正が保存されます。

• [Select Option ( オプションの選択 )] ページが表示されます ( 図 6-19 を参照 )。この画面で [XYZ 
軸チップ オフセット キャリブレーション ] ボタンを押します。 

スケー

ル アイ

コンが 
4 に

スケール 
アイコン

が 0.1 に
セット

ヤード・ポンド法 メートル法
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• [Prepare for Calibration ( キャリブレーションの準備 )] 画面が表示されます ( 図 6-4)。画面に表示

された手順を実行し、造形シートがセットされていることを確認したら、[ 次へ ] ボタンを押し

ます。 

• [Select Calibration Part Location (キャリブレーション パーツ位置の選択)] ページ (図 6-5を参照) 
で、造形シート上のキャリブレーション パーツの位置を選択して [ 次へ ] ボタンを押します。 

• [Build Calibration Part ( キャリブレーション パーツの造形 )] 画面が表示され ( 図 6-7 を参照 )、
キャリブレーション パーツの造形が開始されます (Z 軸チップツーチップ キャリブレーション

は実行されません )。 

• キャリブレーション パーツが完成すると、パーツを取り出すように指示するダイアログが表示

されます ( 図 6-8)。完成したパーツを取り出し、[ 次へ ] ボタンを押します。

• 手順 7 の手順を繰り返します。XY オフセットのチェックと補正を続けます。X 軸と Y 軸に対し

てキャリブレーション ツールパスの中心が 0 になるまで、XY のオフセットを補正することが

望まれます。しかし、X 軸と Y 軸に対してキャリブレーション ツールパスが公差内 (2 以下、

つまり 0.002 インチ (0.05 mm) 以下 ) になるまで補正すれば許容されます。 

E. X 軸、Y 軸に対するキャリブレーション ツールパスの補正が公差内になったら、Z オフ

セット補正を行います ( 手順 9)。 

9. Z オフセット補正の決定

A. キャリブレーション パーツの内側の四角形からサポート レイヤーを剥がします。

B. 四角形の各辺で、サポート レイヤーの厚さをノギスまたはマイクロメータで計測します。

計測は、各辺から中心で行います。角に近い位置で計測すると、不正確な値になります。

C. 4 つの計測値の平均値を取ります。これが、Z オフセット補正で入力する値です。 

注記 : X ( キャンセル ) ボタンを押すと、ウィザードが閉じるため、押さないでください。

プリンタのチップを正しくキャリブレーションする前にウィザードを閉じた場合は、以
下の手順を行います。
- [Calibration ( キャリブレーション )] ページの [XYZ 軸チップ オフセット キャリブレー

ション ] ボタンを押して、ウィザードを開きます ( 手順 2 を参照 )。
- [Tip to Tip Calibration ( チップ ツー チップ キャリブレーション )] ページで 「Build
Calibration Part ( キャリブレーション パーツの造形 )」オプションのみが選択されてい

ることを確認し ( 図 6-3 を参照 )、[ 次へ ] ボタンを押します。「Perform Z Tip-to-Tip
Calibration (Z 軸チップツーチップ キャリブレーションの実行 )」オプションも選択され

ている場合は、新たに Z 軸チップツーチップ キャリブレーションが開始され、以前入

力したオフセット補正値はリセットされます。
- 手順 4 から始まるウィザードに進みます。 

注記 : キャリブレーション パーツの XY オフセットが X 軸と Y 軸に対して 2
(0.05 mm) 以下にならない限り、Z 補正を計測しないでください ( 詳細について

は手順 7 を参照 )。 
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図 6-16: サポート レイヤーの除去と計測

D. 表 6-2 を参照し、プリンタに取り付けたモデル チップのスライス高さを決めます。

表 6-2： モデル チップのスライス高さ

E. 手順 C で計測された値がモデル チップのスライス高さの ±0.0005 インチ (0.01 mm) の範

囲内であれば ( 表 6-2 を参照 )、プリンタは Z 軸に対してキャリブレーション済みであり、

補正は不要です。手順 10 に進みます。

F. 手順 C で計測された値がモデル チップのスライス高さの ±0.0005 インチ (0.01 mm) の範

囲内でない場合 ( 表 6-2 を参照 )、[Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] 
ページの上下ボタンを使って、Z オフセット補正を入力する必要があります ( 図 6-9)。1 回
ボタンを押すと、1/1000 インチ分値が変化します。 

• この値がチップのスライス高さよりも小さい場合、[ 下 ] ボタンを使用して手順 C で取得した値

を入力します。例えば、スライス高さが 0.010 インチ 
(0.254 mm) であるチップに対して、計測値平均が 0.008 インチ (0.203 mm) であった場合、

[Material Thickness ( 樹脂厚さ )] フィールドに「0.0080 (0.203)」と表示されるまで、[ 下 ] ボタ

ンを押します。 

モデル チップ

スライス高さ ( イ
ンチ ) スライス高さ (mm)

T10 0.005 0.127

T12 0.007 0.178

T14 0.010 0.254

T16 0.010 0.254

T20 0.013 0.330

T20B 0.013 0.330

サポート レイヤー

はここで剥がす

サポート レイヤーの計測は

ここで行う ( 四角形の各辺 )
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図 6-17: Z オフセット補正 

• この値がチップのスライス高さよりも大きい場合、[ 上 ] ボタンを使用して手順 C で取得した値

を入力します。例えば、スライス高さが 0.010 インチ (0.254 mm) であるチップに対して、計

測値平均が 0.012 インチ (0.305 mm) であった場合、[Material Thickness ( 樹脂厚さ )] フィール

ドに「0.0120 (0.305)」と表示されるまで、[ 上 ] ボタンを押します。 

図 6-18: Z オフセット補正 

Z オフセット

補正のための 
[ 下 ] ボタン 

ヤード・ポンド法 メートル法

Z オフセット

補正のための 
[ 上 ] ボタン 

ヤード・ポンド法 メートル法
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G. Z オフセット補正が必要な場合、キャリブレーション パーツを再造形する必要がありま

す。次の手順を実行します。

• Z オフセット補正値を入力したら、[Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] 
ページの [ 次へ ] ボタンを押します。Z オフセット補正値が保存されます。

• [Select Option ( オプションの選択 )] ページが表示されます ( 図 6-19 を参照 )。この画面で 
[XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーション ] ボタンを押します。 

• [Prepare for Calibration ( キャリブレーションの準備 )] 画面が表示されます ( 図 6-4)。画面に表示

された手順を実行し、造形シートがセットされていることを確認したら、[ 次へ ] ボタンを押し

ます。 

• [Select Calibration Part Location (キャリブレーション パーツ位置の選択)] ページ (図 6-5を参照) 
で、造形シート上のキャリブレーション パーツの位置を選択して [ 次へ ] ボタンを押します。 

• [Build Calibration Part ( キャリブレーション パーツの造形 )] 画面が表示され ( 図 6-7 を参照 )、
キャリブレーション パーツの造形が開始されます (Z 軸チップツーチップ キャリブレーション

は実行されません )。 

• キャリブレーション パーツが完成すると、パーツを取り出すように指示するダイアログが表示

されます ( 図 6-8)。完成したパーツを取り出し、[ 次へ ] ボタンを押します。

• 手順 9 の手順を繰り返します。サポート レイヤーがモデル チップ スライス高さ ±0.0005 イン

チ (0.01 mm) 以内になるまで、Z オフセットをチェックし、補正を続けます。 

10. XYZ オフセット補正が終了したら、[Adjust XYZ Calibration (XYZ キャリブレーション補正 )] 
ページの [ 次へ ] ボタンを押します。画面が短時間表示され、キャリブレーション補正が保存

されます。

注記 : X ( キャンセル ) ボタンを押すと、ウィザードが閉じるため、押さないでください。

プリンタのチップを正しくキャリブレーションする前にウィザードを閉じた場合は、以
下の手順を行います。
- [Calibration ( キャリブレーション )] ページの [XYZ 軸チップ オフセット キャリブレー

ション ] ボタンを押して、ウィザードを開きます ( 手順 2 を参照 )。
- [Tip to Tip Calibration ( チップ ツー チップ キャリブレーション )] ページで 「Build
Calibration Part ( キャリブレーション パーツの造形 )」オプションのみが選択されてい

ることを確認し ( 図 6-3 を参照 )、[ 次へ ] ボタンを押します。「Perform Z Tip-to-Tip
Calibration (Z 軸チップツーチップ キャリブレーションの実行 )」オプションも選択され

ている場合は、新たに Z 軸チップツーチップ キャリブレーションが開始され、以前入

力したオフセット補正値はリセットされます。
- 手順 4 から始まるウィザードに進みます。 
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11. キャリブレーションが完了すると、[Select option ( オプションの選択 )] ページが表示されます。

この画面から、以下のオプションがあります。 

• X ( キャンセル ) ボタンを押してウィザードを終了します。ウィザードを終了したら、[ キャリブ

レーション ] ページに戻り、[Calibration Status ( キャリブレーションのステータス )] ペーンに

「System is calibrated ( システムのキャリブレーションが終了しました )」が表示されます 
( 図 4-34)。 

• [ 次へ ] ボタンを押して、チップワイプ調整ウィザードに直接進みます。ウィザードに進んで、

モデル チップとサポート チップの両方についてチップ ワイプ高さを調整することをお勧めし

ます。これは、チップ高さが適切でないと、パーツ品質に重大な影響を与えるためです。詳細
な方法については、171 ページの「チップ ワイプ高さの調整」を参照してください。

図 6-19: オプションの選択ページ

[XYZ 軸チップ オ
フセット キャリ

ブレーション ] ボ
タン ( キャリブ

レーション パー

ツの再造形 )

チップワイプ調

整ウィザードに

進むための次へ

ボタン

ウィザードを終了するためのキャンセル ボタン
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タッチスクリーン キャリブレーション

プリンタのタッチスクリーン画面は、再キャリブレーションを選択できます。このキャリブレーションを行う
際には細心の注意を払ってください。タッチスクリーンのキャリブレーションが不正確な場合、ボタンが正確
に表示されない問題が発生する可能性があります。 

タッチスクリーンの再キャリブレーションを行うには : 

1. ナビゲーション バーの [Calibration ( キャリブレーション )] ボタンを押して、[Calibration 
( キャリブレーション )] ページを開きます。

2. [Calibration ( キャリブレーション )] ページで [ タッチスクリーン キャリブレーション ] ボタン

を押します。 

3. タッチスクリーンの再キャリブレーションを確認するダイアログが表示されたら、チェック
マーク ボタンを押して確認します。 

図 6-20: 画面の再キャリブレーション確認ページ

注意 : このキャリブレーションを行う場合、正確なキャリブレーションを得るた
めに、必ずスタイラス ペンを使用してください。指先を使ってこのキャリブレー

ションを行わないでください。スタイラス ペンがない場合、ペンシル型消しゴ

ムを使用することもできます。 
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4. タッチスクリーンの再キャリブレーションの手順を示すダイアログが表示されます。スタイラ
スを使用して、画面の表示されたキャリブレーション ポイントの中心をタッチします。残りの

キャリブレーション ポイントについて、この手順を繰り返します ( 画面の 4 つの隅のそれぞれ

に 1 つのポイントがあります )。

5. 終了すると、キャリブレーション設定が保存され、ダイアログが閉じます。[Calibration 
( キャリブレーション )] ページに戻ります。 

図 6-21: タッチスクリーン キャリブレーション手順

注記 : ダイアログの中央部分に表示されたグラフィックは、タッチスクリーン キャリブ

レーションがタイムアウトになるまでの残り時間を表します。灰色の円形グラフの外側の
部分が時計回りに黒色に変わっていきます。この円形グラフィックの外側の部分が黒色の
完全なドーナツ形になる前に、画面内で表示されたキャリブレーション ポイントにタッ

チする必要があります。このタイマーは、表示される 4 つのキャリブレーション ポイン

トごとにリセットされます。画面をキャリブレーションせずにページを終了する場合は、
そのまま円形グラフィックが黒色の完全なドーナツ形になるのを待ちます。ダイアログが
閉じて、[Calibration ( キャリブレーション )] ページに戻ります。 

キャリブレーション

ポイント
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XY 軸原点キャリブレーション

プリンタは、初期化とスタートアップのプロセスの一部として、XY 軸原点キャリブレーションを自動的に実

行します。プリンタの電源が投入されるたびに、このキャリブレーションを自動実行します。XY 軸原点キャ

リブレーションは、X 軸と Y 軸の原点の位置を検知するために行われます。原点の位置は、システムがあらゆ

る動作で参照するセット位置になります。

XY 軸原点キャリブレーションには、ユーザーの操作は不要です。XY 軸原点キャリブレーションで、プリン

タは以下の動作を行います。

• Z 軸原点のリミット スイッチの特定

• X 軸および Y 軸のトラベル リミットの特定

• ヘッドの待機位置への復帰

Z 軸ゼロ キャリブレーション

プリンタはジョブ造形前に、Z 軸ゼロ キャリブレーションを自動的に実行します。このプロセスの実行中は、

インフォメーションバーに「Finding Z Zero (Z 軸ゼロを検索中 )」が表示されます。このキャリブレーション

は、モデル チップと造形シートの基準点を設定し、正しい位置で 初のレイヤーが造形されるようにします。 

このキャリブレーションには、ユーザーの操作は不要です。Z 軸ゼロ キャリブレーションを実行することに

より、プリンタは、トラベルの 下部でトラベル センサーの Z 軸端を特定してから、モデル チップを使用し

てチップ センサーを特定します。この位置の特定により、プリンタは、チップ センターと造形シートの間の

距離を検知します。 

注記 : このキャリブレーションは、[XY 軸原点 ] ボタンを使用して手動で実行で

きます (83 ページの「キャリブレーション制御」を参照 )。
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0

7 メンテナンス

本章では、ユーザーが 450mc で日常的に実施する必要がある様々なメンテナンス作業について説明します。

CONTROL CENTER にプリンタを追加する

Control Center ソフトウェア は、Insight ソフトウェアとともにパッケージ化され (45 ページの「ソフトウェ

ア」を参照 )、 初の設置とセットアップの一部としてワークステーション PC にインストールされています 
( これは、担当の認定サービス代理店が行っています )。ソフトウェアのインストール プロセスにおいて、プ

リンタのネットワーク情報が Control Center 内で設定されている必要があります。これにより、プリンタに 
CMB ファイルを送信できるようになります。本セクションでは、Control Center でプリントを再設定する必

要がある場合について説明します。

1. ナビゲーション バーの [Settings ( 設定 )] ボタンを押して、[Settings ( 設定 )] ページを開きます。

図 7-1: [Settings ( 設定 )] ボタンの位置

2. このページの [Network] セクションで、ネットワーク アドレス情報を含む行を特定します。こ

の行の [IP Address (IP アドレス )] フィールドを特定し、プリンタの IP アドレスを記録します。 

図 7-2: IP アドレスの特定
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3. ワークステーションの [ スタート ] メニューから、[ すべてのプログラム ] > [Insight (installed 
version) ( インストール版 )] > [Control Center (installed version) ( インストール版 )] に進む

か、Control Center のショートカット ( 利用可能な場合 ) をダブルクリックします。 

図 7-3: Control Center を開く

4. Control Center で [Services ( サービス )] タブを選択し、[Manage FDM Systems (FDM システム

の管理 )] ボタンを選択します。 

図 7-4: [Manage FDM Systems (FDM システムの管理 )] ボタンの位置

5. ダイアログで表示された [Add Manually... ( 手動で追加 ...)] ボタンをクリックします。 
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6. [Add FDM System (FDM システムの追加 )] ダイアログが表示されます。このダイアログで以下

の情報を設定します。

• [Name: ( 名前 :)] フィールドに一意で特定する名前を入力します。このフィールドは任意ですが、複
数のプリンタを構成している場合プリンタをすばやく特定するのに便利です。 

• [Location: ( 位置 :)] フィールドにプリンタの場所を入力します。このフィールドは任意です。 

• [IP Address: (IP アドレス :)] フィールドに、手順 2 で記録した IP アドレスを入力します。

• [Type: ( タイプ :)] ドロップダウン メニューか、「Fortus 450mc」を選択します。

7. 終了後、[Add System ( システムの追加 )] ボタンをクリックします。Control Center がプリンタ

への接続とプリンタ タイプを確認しているとことを通知するダイアログが表示されます。

図 7-5: [Add FDM System (FDM システムの追加 )] ダイアログ 

8. 確認が完了すると、プリンタが接続されたことを通知するダイアログが表示され、プリンタが
表示されているリストに追加されます。[ 閉じる ] ボタンをクリックします。

9. Control Center で、[Services ( サービス )] タブを選択し、ドロップダウン リストから 450mc 
プリンタを選択して、プリンタをアクティブにします ( メニューの位置については 216 ページ

の図 7-4 を参照 )。 
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樹脂ライセンスのインストール / 更新

プリンタの樹脂ライセンスによって、プリンタのパーツ造形に使用可能な樹脂 ( モデルとサポート ) のタイプ

が決まります ( 樹脂オプションの詳細については使用可能な材料を参照 )。プリンタは、 初の設置とセット

アップ プロセスの一部としてライセンスを受けているはずです ( これは、担当の認定サービス代理店が行って

います )。ただし、プリンタが適切にライセンスされていないと判断した場合、本セクションの手順のガイド

により、プリンタのライセンス取得プロセスを行えます。同様に、プリンタの樹脂オプションがニーズに合わ
なくなったことが判明した場合、以下のライセンスに従って、別の樹脂パッケージを購入して、プリンタの樹
脂ライセンスをアップグレードできます。 

プリンタの樹脂ライセンスをインストール / 更新するには、以下の手順を行います。 

1. 450mc ライセンス ファイルをワークステーション PC の所定の場所に保存します。 

2. ナビゲーション バーの [ メンテナンス ] ボタンを押して、[ メンテナンス ] ページを開きます。 

3. このページの [Materials ( 樹脂 )] 行に進み、右矢印のグラフィックを押すと、[Materials Details 
( 樹脂の詳細 )] ページが開きます。このページでは、プリンタでの使用に設定されている樹脂

タイプ リストが表示され、プリンタをライセンスのアップグレード モードに遷移できます。

4. ライセンスされた樹脂の下にある [Add License ( ライセンスの追加 )] ボタンを押します。これ

によって新しいページが開き、プリンタが自動的にライセンスのアップグレード モードに遷移

し、新しい樹脂ライセンスの受け入れが可能になります。

図 7-6: [Materials Details ( 樹脂詳細 )] ページ - [Add License ( ライセンスの追加 )] ボタンの位置
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5. [Add Material License ( 樹脂ライセンスの追加 )] ページが開きます。ページの下段に円形の進捗

度グラフが表示され、プリンタがライセンスのアップグレード モードになっており、樹脂ライ

センスのアップグレードの受け入れを待機していることを表します。このページのこのセク
ションで表示されるテキストは、ライセンス アップグレードの進捗に従って更新されます。 

図 7-7: [Add Material License ( 樹脂ライセンスの追加 )] ページ - ライセンスのアップグレード モード

ライセンス 
アップグ

レードの進

捗がここに

表示される
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6. ワークステーションの [ スタート ] メニューから、[ すべてのプログラム ] > [Insight (installed 
version) ( インストール版 )] > [Control Center (installed version) ( インストール版 )] に進む

か、Control Center のショートカット ( 利用可能な場合 ) をダブルクリックします。

216 ページの図 7-3 を参照してください。

7. Control Center で、[Services ( サービス )] タブを選択します。ドロップダウン メニューから 
450mc プリンタが選択されていることを確認し、[Update License ( ライセンスの更新 )] ボタ

ンをクリックします。( ドロップダウン メニューからプリンタを選択できない場合は、215 
ページの「Control Center にプリンタを追加する」を参照してください。)

図 7-8: [Update License ( ライセンスの更新 )] ボタンの位置

8. Control Center は、プリンタとの接続の確立を開始します。接続が確立すると、ワークステー

ション PC のファイル エクスプローラーが開きます。 

9. 手順 1 で転送した 450mc ライセンス ファイルの場所まで進みます。 

10. このライセンス ファイルを選択し、[Open ( 開く )] を押します。Control Center は、プリンタ

への樹脂ライセンスの送信を開始します。タッチスクリーンに、「Downloading license ( ライセ

ンスをダウンロード中 )」と「Verifying license ( ライセンスを確認中 )」と表示されます。

11. 樹脂ライセンスがプリンタにダウンロードされると、Control Center ウィンドウの 下部にイ

ンジケーターが表示されます。 

図 7-9: ライセンスのダウンロードが完了



221

12. ライセンスの更新を受信すると、以下のダイアログが表示されます。チェックマーク ボタンを

押して、新しい樹脂ライセンスのインストールを完了します。タッチスクリーンに
「Installing license ( ライセンスをインストール中 )」と表示されます。 

図 7-10: ライセンスのインストール完了ダイアログ

13. ライセンスのインストールが完了すると、[Materials Details ( 樹脂詳細 )] ページに戻ります 
( 図 7-6)。ライセンスされた樹脂のリストに、樹脂ライセンスのアップグレードが反映されます。

このページのヘッダーの [Maintenance ( メンテナンス )] ボタンを押して、[Maintenance ( メンテナ

ンス )] ページに戻ります。 
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CONTROLLER SOFTWARE

Controller Software は、以下のいずれかの方法で更新できます。ただし、ウェブを使用する方法を推奨します。

CONTROLLER SOFTWARE の更新 - ウェブを使用する方法 

プリンタの Controller Software のバージョンを更新するには、以下の手順を行います。 

1. ナビゲーション バーの [ メンテナンス ] ボタンを押して、[ メンテナンス ] ページを開きます。

図 7-11: [Maintenance ( メンテナンス )] ボタンの位置

2. ページの [Update Software ( ソフトウェアの更新 )] 行に進みます。この行内の右矢印のグラ

フィックを押すと、[Update Software ( ソフトウェアの更新 )] ページが開きます。

注記 : Controller Software を更新すると、ジョブ キューからすべてのジョブが

消去されます ( サンプル キューのファイルは保持されます )。ソフトウェア更新

の完了後、プリンタにジョブを再送信してください。 
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3. [Update Software ( ソフトウェアの更新 )] ページは、様々なバージョン情報を表示します。

[Controller Version (Controller のバージョン )] フィールドは、プリンタに現在インストールされて

いる Controller Software のバージョンをリスト表示します。[Upgrade System Software ( システム 
ソフトウェアのアップグレード )] ボタンを押すと、新しいページが開き、プリンタが自動的にソ

フトウェアのアップグレード モードになり、ソフトウェア更新の受け入れが可能になります。

図 7-12: [Update Software ( ソフトウェアの更新 )] ページ
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4. プリンタがソフトウェアのアップグレード モードの時には、タッチスクリーンが以下のように

表示されます。ページの下段に円形の進捗度グラフが表示され、プリンタがソフトウェアの
アップグレード モードになっており、ソフトウェアのアップグレードの受け入れを待機してい

ることを表します。このページのこのセクションで表示されるテキストは、アップグレードの
進捗に従って更新されます。 

図 7-13: ソフトウェアのアップグレード モード

注記 : ソフトウェア アップグレード プロセスでは、すべてのキャリブレーショ

ン データ ( チップ オフセット値 )、プリンタ設定、樹脂ライセンス情報が自動

的に保持されます。ジョブ キューに送信されたファイルは保持されません。 

ソフトウェア アップ

グレードの進捗がこ

こに表示される
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5. ワークステーションの [ スタート ] メニューから、[ すべてのプログラム ] > [Insight (installed 
version) ( インストール版 )] > [Control Center (installed version) ( インストール版 )] に進む

か、Control Center のショートカット ( 利用可能な場合 ) をダブルクリックします。

216 ページの図 7-3 を参照してください。

6. Control Center で、[Services ( サービス )] タブを選択します。ドロップダウン メニューから 
450mc プリンタが選択されていることを確認し、[Check for System Updates ( システム更新

のチェック )] ボタンをクリックします。( ドロップダウン メニューからプリンタを選択できな

い場合は、215 ページの「Control Center にプリンタを追加する」を参照してください。)

図 7-14: [System Updates ( システム更新 )] ボタンの位置を確認する

7. Stratasys Update Manager アプリケーションが開き、Controller Software のバージョンが 新

かどうかを自動的にチェックします。更新が利用可能な場合、画面に表示されます。
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8. [Update ( 更新 )] ボタンをクリックして、ソフトウェアの更新を適用します。

図 7-15: Stratasys Update Manager

9. アプリケーションがプリンタにソフトウェアを送信します。ソフトウェアをダウンロードした
ら、更新を完了するためにプリンタを再起動します。

図 7-16: ソフトウェア更新の進捗度
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10. ソフトウェアの更新を受信すると、以下のダイアログが表示されます。[ チェックマーク ] ボタ

ンを押して、ソフトウェアの更新をインストールし、プリンタを再起動します。

図 7-17: アップグレード確認ダイアログ
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11. Controller Software がプリンタで起動します。 プリンタでソフトウェアの更新が起動中には、

タッチスクリーンが以下のように表示されます。

図 7-18: プリンタのアップブレード中

12. プリンタは再起動後、通常のスタートアップ プロセスを実行し、XY 軸原点のキャリブレー

ションを自動的に行います ( 詳細については 121 ページの「プリンタの電源投入」を参照 )。 

注記 : このプロセスには 大 15 分かかります。しばらくお待ちください。 
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CONTROLLER SOFTWARE の更新 - CD を使用する方法 

プリンタのネットワーク接続状況が悪い場合や自動更新ができない場合には、以下の手順によって Controller 
Software の更新を手動でダウンロードできます。

1. ナビゲーション バーの [Maintenance ( メンテナンス )] ボタンを押して、[Maintenance 
( メンテナンス )] ページを開きます (222 ページの図 7-11 を参照 )。

2. ページの [Update Software ( ソフトウェアの更新 )] 行に進みます。この行内の右矢印のグラ

フィックを押すと、[Update Software ( ソフトウェアの更新 )] ページが開きます (222 ページの

図 7-11 を参照 )。 

3. [Update Software ( ソフトウェアの更新 )] ページの [ システム ソフトウェアのアップグレード ] 
ボタンを押します (224 ページの図 7-13 を参照 )。これによって新しいページが開き、プリン

タが自動的にライセンスのアップグレード モードに遷移し、ソフトウェアの更新の受け入れが

可能になります。

4. プリンタがソフトウェアのアップグレード モードの時には、タッチスクリーンが以下のように

表示されます。 

図 7-19: ソフトウェアのアップグレード モード
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5. Controller Software Update CD をワークステーション PC に挿入し、「.upg」ファイルをワーク

ステーションのハードディスクの所定の場所にコピーします。 

6. ワークステーションの [ スタート ] メニューから、[ すべてのプログラム ] > [Insight (installed 
version) ( インストール版 )] > [Control Center (installed version) ( インストール版 )] に進む

か、Control Center のショートカット ( 利用可能な場合 ) をダブルクリックします。

216 ページの図 7-3 を参照してください。

7. Control Center で、[Services ( サービス )] タブを選択します。ドロップダウン メニューから 
450mc プリンタが選択されていることを確認し、[Update Software ( ソフトウェアの更新 )] ボ
タンをクリックします。( ドロップダウン メニューからプリンタを選択できない場合は、

215 ページの「Control Center にプリンタを追加する」を参照してください。)

図 7-20: [Update Software ( ソフトウェアの更新 )] ボタンの位置

8. Control Center は、プリンタとの接続の確立を開始します。接続が確立すると、ワークステー

ション PC のファイル エクスプローラーが開きます。 

9. 手順 5 で転送した「.upg」ソフトウェア更新ファイルの場所まで進みます。

注記 : ソフトウェア アップグレード プロセスでは、すべてのキャリブレーショ

ン データ ( チップ オフセット値 )、プリンタ設定、樹脂ライセンス情報が自動

的に保持されます。ジョブ キューに送信されたファイルは保持されません。 



231

10. ダウンロードする「.upg」ファイルを選択し、[Open ( 開く )] をクリックします。Control 
Center は、プリンタにソフトウェアを送信します。Control Center ウィンドウの 下部に進捗

度が表示されます。 

図 7-21: ソフトウェア ダウンロードの進捗度

11. ソフトウェア更新がプリンタにダウンロードされると、Control Center ウィンドウの 下部に

インジケーターが表示されます。 

図 7-22: ソフトウェアアップグレードのダウンロードが完了
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12. ソフトウェアの更新を受信すると、以下のダイアログが表示されます。[ チェックマーク ] ボタ

ンを押して、ソフトウェアの更新をインストールし、プリンタを再起動します。

図 7-23: アップグレード確認ダイアログ
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13. Controller Software がプリンタで起動します。 プリンタでソフトウェアの更新が起動中には、

タッチスクリーンが以下のように表示されます。

図 7-24: プリンタのアップブレード中

14. プリンタは再起動後、通常のスタートアップ プロセスを実行し、XY 軸原点のキャリブレー

ションを自動的に行います ( 詳細については 121 ページの「プリンタの電源投入」を参照 )。 

注記 : このプロセスには 大 15 分かかります。しばらくお待ちください。 
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メンテナンス スケジュール

システムが 適な動作状態を維持するために、定期的にメンテナンス タスクを実行する必要があります。

表 7-1 は、450mc の一般的なメンテナンス スケジュールを示しています。各タスクの実施方法の詳細につい

ては、本章で後述します。

表 7-2 は、様々な交換用消耗品の品番リストです。交換用のオーブン電球、フリッカー / ブラシ アセンブリ、

パージレッジについては、ウェルカム キットに 低限必要な数量が同梱されています ( 11 ページの表 2-3 を

参照 )。交換品がなくなったら、追加の交換用消耗品を Stratasys またはお近くの Stratasys の事業所に注文し

てください。交換用部品を注文する場合は、この表に記載された品番をお知らせください。

表 7-1： メンテナンス スケジュール

表 7-2： 交換用消耗品

警告 : 左右両側の上部 / 下部のパネル、上部 / 下部の背面パネルの取り外しは、認

定サービス代理店のみが行ってください。 

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

毎日 週 1 回 3 ヵ月に 1 回 必要に応じて メンテナンス タスク

X 235 ページの「プラテンの清掃」

X 236 ページの「パージ廃材容器を空にする」

X 237 ページの「造形室を電気掃除機で清掃する」

X 237 ページの「チップ ワイプ アセンブリの清掃 / 点検」

X 242 ページの「チップ センサー プランジャーの清掃」

X 243 ページの「オーブン電球の交換」

X 244 ページの「プリンタの清掃」

品番 説明

310-05000 オーブン電球 x 2 パック (243 ページの「オーブン電球の交換」を参照 )。

511-00200 フリッカー / ブラシ アセンブリ × 4 パック (237 ページの「チップ ワイプ アセ

ンブリの清掃 / 点検」を参照 )。
511-00700 パージレッジ × 4 パック (237 ページの「チップ ワイプ アセンブリの清

掃 / 点検」を参照 )。
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毎日のメンテナンス

プラテンの清掃

スチール製のプラテンは、パーツが造形される面です ( プラテンの概要については 25 ページの図 3-5 を参照

)。造形シートは、真空ソースによりプラテンにしっかりと密着します。プラテン上でゴミが溜まると、バ

キュームに悪影響を与える可能性があります。

1. 造形シートをプラテンから取り外します。

• 造形シートの隅を持ち上げてプラテンに密着させているバキュームを解除します。 

• 造形シートをプラテンからスライドさせます。

2. プラテンのチャネルに落ちたゴミを慎重に取り除きます。 

• 電気掃除機、またはプラテン清掃ブラシ ( ウェルカム キットに同梱 ) を使用して、プラテンを清掃
します。

• ほこり取り用ブラシを使う場合、プラテンの中央にあるバキューム ポートのゴミも払います。

• バキューム ポートの内部にゴミが入り込むと、真空が失われ、造形中にプラテンへの造形シート
の密着が弱まり、造形が紛失する可能性があります。

注記 : バキュームポートのゴミ除け網を取り外そうとしないでください。お客様が交
換可能な部品ではありません。バキューム ポートに余分な樹脂ゴミが入り込んだ場

合は、Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせ

ください ( お問い合わせ先情報については 1 ページの「サービス」を参照 )。 
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パージ廃材容器を空にする

パージ廃材容器は、キャニスター ベイの内部にあります。熱溶解装置や熱溶解装置チップから排出されたり、

拭き取られたりした樹脂が溜まります。パージ バケツは、以下の手順で毎日空にしてください。

1. キャニスター ベイのドアを開きます。

2. パージ廃材容器ドアを開きます。

3. プリンタからパージ廃材容器を引き出します。

4. パージ廃材容器から樹脂ゴミを捨てます。

5. 開口部にパージ廃材容器を挿入して再度取り付けます。

6. パージ廃材容器ドアを閉じてから、キャニスター ベイ ドアを閉じます。 

図 7-25: パージ廃材容器

パージ廃材容器

パージ廃材容器ドア 
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週 1 回のメンテナンス

造形室を電気掃除機で清掃する

パージ シュートは、パージされた樹脂ゴミを捕捉し、廃棄用としてパージ廃材容器に誘導します。それでも、

余分な樹脂ゴミが造形室の底部に落ちる可能性があります。造形室に余分な樹脂ゴミを溜めないようにしてく
ださい。ゴミが溜まると、プリンタに損傷を与える可能性があります。週 1 回、造形室から、廃材、くず、ほ

こりを電気掃除機で吸い取って除去てください。

チップ ワイプ アセンブリの清掃 / 点検

チップ ワイプ アセンブリは、週 1 回清掃します。チップ ワイプ アセンブリの清掃時に、フリッカー / ブラシ 
アセンブリとパージレッジの摩耗を点検します。損耗している場合は、必要に応じて部品を交換します。 

フリッカー / ブラシ アセンブリは、1 つのユニットとして交換します。樹脂がチップからパージされると、フ

リッカー / ブラシ アセンブリのフリッカー部分がチップの開口部に接触しながら進み、パージされた樹脂を小

片にカットします。その後、フリッカー / ブラシ アセンブリのブラシ部分がチップの開口部に接触しながら進

み、チップとチップ シールドをクリーニングします。この結果、フリッカーのチップと接触する部分が摩耗

し、やがてチップがフリッカーに全く当たらなくなるほど大きな欠けができます。欠けのあるフリッカーは
パージされた樹脂を適切にカットできません。同様に、樹脂がブラシ毛の間に詰まり、固まる可能性がありま
す。固まったブラシ毛では、チップやチップシールドを適切に清掃できません。フリッカーは、欠けが大きく
なってきたところで交換します。ブラシは、毛の固まり ( ブラシから除去できないもの ) が顕著になったらい

つでも交換してください。

パージレッジは、1 つのユニットとして交換します。モデル側のパージレッジとサポート側のパージレッジを

一緒に交換する必要はありません。フリッカーにより、パージされた樹脂片がチップの開口部から弾き出さ
れ、パージレッジの上に落ちます。パージされた樹脂は、パージレッジによって球状にまとめられ、パージ 
シュートを通じてパージ廃材容器に送られます。この結果、樹脂ゴミがパージレッジの表面に溜まります。
パージ レッジは、レッジの表面に樹脂ゴミが溜まり過ぎた時にいつでも交換してください。 

チップ ワイプ アセンブリのクリーニングと点検を行うには :

1. プリンタが停止されており ( アイドル )、造形中でないことを確認します。

2. オーブン ドアを開きます。

3. パージ シュート アクセス プレートを固定している 2 つの蝶ネジを取り外します。

4. パージ シュート アクセス プレートを引き上げて、オーブン フレームのスロットから注意深く

取り外します。 

高温 : オーブンの冷却時間によっては、コンポーネントが熱くなっていることが
あります。プリンタの蝶ネジが熱くなっている場合は、ウェルカム キットに同

梱されている安全手袋を着用してから、残りのすべての手順を行ってください。 

注記 :  パージ シュート アクセス プレート内のガラス ペーンが緩んでいるた

め、破損する可能性があります。パージ シュート アクセス プレートの取り外

しには十分に注意を払い、ガラス ペーンがスロットから落ちないようにします。
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図 7-26: パージ シュート アクセス プレートの取り外し

5. モデル側のパージレッジを取り外します。パージレッジを持ち上げて、位置決めピンから外し
ます。 

6. 手順 5 を繰り返してサポート側のパージレッジを取り外します。 

図 7-27: パージレッジの取り外し
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7. モデル側のフリッカー / ブラシ アセンブリを取り外します。アセンブリを持ち上げて、位置決

めピンから外します。 

8. 手順 7 を繰り返してサポート側のフリッカー / ブラシ アセンブリを取り外します。 

図 7-28: フリッカー / ブラシ アセンブリの取り外し

9. 位置決めピンの周りの表面を清掃して点検します。パージレッジとフリッカー / ブラシ アセン

ブリが表面上に同じ高さになることを確認します。

10. パージ レッジ を点検します。パージの表面に凸凹や余計な樹脂の蓄積があってはいけません。 

• パージレッジを再度取り付ける場合は清掃します。 

• レッジの表面に余計な樹脂ゴミが蓄積していたら、パージレッジを交換します。交換用のパージ
レッジはウェルカム キットに同梱されています。これらの交換品がなくなったら、追加の交換用
パージ レッジを注文してください。

注記 : ヘッドがパージ領域の上に位置していると、フリッカー / ブラシ アセン

ブリの取り外しに支障をきたす可能性があります。トップ カバーを開き、手動

でヘッドを後方に移動し、パージ領域にかからないようにします。 

注記 :  高性能樹脂オプションを購入したユーザーの場合 ( 詳細については、使

用可能な材料を参照 )、ULTEM 1010 には特定のパージレッジが必要となりま

す。この樹脂で造形を行う場合は、必ず指定された ULTEM 1010 パージレッジ

( パージレッジの表面に「ULTEM 1010」のテキストで明示 ) をお使いください。
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11. フリッカー / ブラシ アセンブリのフリッカー部分を点検します。フリッカーの先端はまっすぐ

でなければいけません。また、大きな欠けや損耗があってはいけません。多少の損耗は許容さ
れます ( 図 7-29 を参照 )。

図 7-29: 許容できない摩耗が発生したフリッカー

12. フリッカー / ブラシ アセンブリのブラシ部分を点検します。ブラシ毛の先端に損耗があっては

いけません ( 毛並み乱れがないこと )。また、毛に固まりができているものは使用できません。

摩耗した毛は、先端がまっすぐに揃っている限りは、使用可能です。

13. 損耗の状態に応じて、フリッカー / ブラシ アセンブの片方または両方を交換します。交換用ア

センブリは、ウェルカム キットに同梱されています。これらの交換品がなくなったら、追加の

交換用アセンブリを注文してください。 

• アセンブリのコンポーネントは、個別に交換することはできません。フリッカーまたはブラシの損
耗が大きくなった場合、フリッカー / ブラシ アセンブリ全体を交換してください。

図 7-30: チップワイプ アセンブリの詳細

フリッカー / ブラシ アセンブリ

フリッカー

ブラシ

標準のパージレッジ

パージ表面

ULTEM 1010 パージレッジ

ULTEM 1010 樹脂との併用のみ。
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14. サポート側のフリッカー / ブラシ アセンブリを再び取り付けます。アセンブリを位置決めピン

の上に置いて下に移動させながら、ピンにはめ込みます。

15. 手順 14 を繰り返してモデル側のフリッカー / ブラシ アセンブリを再度取り付けます。 

16. サポート側のパージレッジを再び取り付けます。パージレッジを位置決めピンの上に置いて下
に移動させながら、ピンにはめ込みます。

17. 手順 16 を繰り返してモデル側のパージレッジを再度取り付けます。 

18. パージ シュート アクセス プレートを再度取り付け、2 つの蝶ネジで固定します。 

19. チップ ワイプ アセンブリ高さを調整して、正しい位置決めをします。方法の詳細については

171 ページの「チップ ワイプ高さの調整」を参照してください。 
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3 ヵ月に 1 回のメンテナンス

チップ センサー プランジャーの清掃

チップ センサー プランジャーの先端に樹脂ゴミが溜まる場合があります。ゴミが溜まり過ぎると、パーツ造

形の品質に影響を与える可能性があります。チップ センサー プランジャーを清掃するには :

1. プランジャーをそっと引き抜いて取り外します。

2. プランジャーの先端に付いた樹脂の残りかすを除去します。 

3. センサー ブラケットにプランジャーを戻します。この時、必ず大きい方の平面が上にくるよう

にします。

図 7-31: チップ センサーの取り外し

高温 : コンポーネントは熱くなっています。チップ センサー プランジャーを絶

対に素手で触らないでください。

チップ センサー プランジャーの交換は、プリンタの電源がオフになっており、

完全に冷却されてから行うことを推奨します。 
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必要に応じたメンテナンス

オーブン電球の交換 

オーブン正面上部の端に 4 個の Festoon 電球が左右に 2 個ずつ取り付けられ、オーブンを照らします。電球

は一定期間が経過すると切れるため、定期的な交換が必要です。電球は通常 2 つとも同時に切れます。次の手

順に従って、オーブン電球を交換してください。

1. オーブン ライトがオンの状態で、どちらの電球を効果する必要があるかをメモします。 

2. ダッシュボードの [ オーブンライト制御 ] ボタンを使用して、ライトをオフにします。

3. オーブン ドアを開きます。安全手袋を必ず着用し、オーブンの端で電球を固定しているクラン

プから切れた電球をそっと引き出して取り外します。

図 7-32: 電球の位置

4. 交換用電球を固定クランプにやさしく押し入れて取り付けます。 

5. 別の電球を取り替える場合は、手順 3 と手順 4 を繰り返します。終了後、オーブン ドアを閉じ

ます。 

6. [ オーブンライト制御 ] ボタンでオーブン ライトをオンにして、新しい電球が動作しているこ

とを確認します。 

高温 : 電球は熱くなっています。チップ センサー プランジャーを絶対に素手で

触らないでください。電球の交換時には、安全手袋 ( ウェルカム キットに同梱 )
を必ず着用してください。

電球の取り外し / 交換は、プリンタの電源がオフになっている時に行うことを推

奨します。 

注記 : 交換用の電球キットはウェルカム キットに同梱されています。これらの

交換品がなくなったら、追加の交換用電球キットを注文してください。
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プリンタの清掃

プリンタ外面の清掃

プリンタ外面 ( ドアとパネル ) にはほこりが溜まりやすいため、定期的な清掃が必要です。外側のドアとパネ

ルは、オーブン ウィンドウとタッチスクリーン画面を除き、少し水を含ませたマイクロファイバー清掃布 (
ウェルカム キットに同梱 ) で清掃できます。水分がプリンタに侵入しないように、清掃布は固く絞ってお使い

くだしさい。余計な水分により、内部コンポーネントが損傷する可能性があります。 

オーブン ドア / ガラス / ウィンドウの清掃

オーブン ドアの窓は、ガラス製の内部ペーンとポリカーボネート製の外側パネルから成ります ( 詳細について

は 23 ページの「オーブン ドア」を参照 )。ポリカーボネート製の外側パネルは取り外し可能で、パネルの両

面だけでなく、ガラス ペーンの両面を清掃できるようになっています。以下の手順を行って、ポリカーボ

ネート製パネルを取り外し、パネルとガラスペーンの両面を清掃してください。

1. 電源スイッチをオフ (O) ポジションに押し下げて、電源を切ります (122 ページの「プリンタの

電源を切る」を参照 )。プリンタが冷却するまで待つか、または安全手袋を着用して、以下の

手順を行います。 

2. AC ブレーカーのスイッチをオフにします。(AC ブレーカーの位置については、15 ページの図 2-6
を参照してください。)

3. ポリカーボネート製パネルを固定している 8 つの蝶ネジを取り外します ( 図 7-33 を参照 )。

4. オーブン ドアからポリカーボネート製パネルをそっと持ち上げて取り外し、横に置きます。パ

ネルを横に置く時に、パネルの外面 ( 耐擦過性コーティングされている面 ) が上になるように

平らに置きます。 

注意 : アンモニアやアルコールを含むクリーナーでプリンタのガラス /ウィンド

ウを清掃すると、黄色く変色するなどのダメージが発生するおそれがあります。
オーブン ドアのポリカーボネート製パネルの清掃には、適切な洗浄剤 (Novus 1)
とマイクロファイバー清掃布 ( ウェルカム キットに同梱 ) のみを使用してくだ

さい。

オーブン ドアの強化ガラス窓面の清掃には、少し石けんを溶かした温水とマイ

クロファイバー清掃布を ( ウェルカム キットに同梱 ) 使用できます。

注意 : ポリカーボネート製の外側パネルには耐擦過性コーティングが施されて
いますが、樹脂によってはパネル表面に損傷や引っ掻き傷を与える可能性があ
ります。このパネルを取り外す際には、パネルの外面に傷を付けないように、十
分に注意を払ってください。 
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図 7-33: オーブン ウィンドウの取り外し

5. 少し石けんを溶かした温水とマイクロファイバー清掃布 ( ウェルカム キットに同梱 ) を使用し

て、強化ガラス ペーンをやさしく清掃します。

6. オーブン ドアを開き、手順 5 を繰り返して、強化ガラス ペーンの内面を清掃します。終了後、

オーブン ドアを閉じます。 

7. 認定洗浄剤 ( ウェルカム キットに同梱されている Novus 1) を適量マイクロファイバー清掃布

( ウェルカム キットに同梱 ) に含ませ、ポリカーボネート製パネルの内面 ( 耐擦過性コーティン

グされていない面 ) をやさしく清掃します。

8. オーブン ドア内にポリカーボネート製パネルを戻し、8 つの 蝶ネジで固定します ( 図 7-33)。 

9. 認定洗浄剤 ( ウェルカム キットに同梱されている Novus 1) を適量マイクロファイバー清掃布 
( ウェルカム キットに同梱 ) に含ませ、ポリカーボネート製パネルの外面 ( 耐擦過性コーティン

グされている面 ) をやさしく清掃します。 
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タッチスクリーン画面の清掃

必要に応じて、画面の曇りや汚れを取るために、LCD 洗浄剤とマイクロファイバー清掃布 ( ウェルカム キッ

トに同梱 ) を使用して、タッチスクリーン画面を清掃します。

LCD 洗浄剤を適量マイクロファイバー清掃布に含ませ、タッチスクリーン画面の外面をやさしく拭いてきれ

いにします。余計な水分によって画面が損傷する可能性があるため、LCD 洗浄剤は、タッチスクリーン画面

に直接塗布するのではなく、マイクロファイバー清掃布に含ませて使うことを推奨します。 

熱溶解装置チップの清掃

プリンタは、チップ ワイプ アセンブリを使用して、各パーツ造形の前と間に、チップを自動的に清掃します。

しかし、自動クリーニング プロセスで取り除くことができない樹脂がチップに溜まる場合があります。そう

した樹脂は、木製ハンドル付きの真ちゅうブラシ ( ウェルカム キットに同梱 ) を使用して手動で除去します。

パージ シュートの清掃

パージされた樹脂ゴミがパージ シュートに入り込み、樹脂ゴミがパージ廃材容器に運ばれにくくなる可能性

があります。パージ シュート アクセス プレートは取り外して清掃することがが可能です。パージ シュート 
アクセス プレートを取り外して清掃するには :

1. 電源スイッチをオフ (O) ポジションに押し下げて、電源を切ります。(122 ページの「プリンタ

の電源を切る」 を参照 )。

2. AC ブレーカーのスイッチをオフにします。(AC ブレーカーの位置については、15 ページの図 
2-6 を参照してください。)

3. オーブン ドアを開きます。

4. パージ シュート アクセス プレートを固定している 2 つの蝶ネジを取り外します。

5. パージ シュート アクセス プレートを引き上げて、オーブン フレームのスロットから注意深く

取り外します (238 ページの図 7-26 を参照 )。 

6. 必要に応じてパージ シュートを清掃し、蓄積した樹脂ゴミを取り除きます。

7. パージ シュート アクセス プレートを再度取り付け、2 つの蝶ネジで固定します。 

注意 : アンモニアやアルコールを含むクリーナーでタッチスクリーンを清掃す
ると、黄色く変色するなどのダメージが発生するおそれがあります。タッチス
クリーンの清掃には、適切な LCD 洗浄剤とマイクロファイバー清掃布 ( ウェル

カム キットに同梱 ) のみを使用してください。

高温 : オーブンの冷却時間によっては、コンポーネントが熱くなっていることが
あります。プリンタの蝶ネジが熱くなっている場合は、ウェルカム キットに同

梱されている安全手袋を着用してから、蝶ネジを緩めて取り外してください。 

注記 : パージ シュート アクセス プレート内のガラス ペーンが緩んでいるため、

破損する可能性があります。パージ シュート アクセス プレートの取り外しに

は十分に注意を払い、ガラス ペーンがスロットから落ちないようにします。
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8 トラブルシューティング

本章では、450mc の基本的な問題に対処するためのトラブルシューティングの手順について説明します。

ヘルプの参照

プリンタまたはプリンタの樹脂について、本書に記載されていない問題が起きた場合、または交換部品を注文
する必要がある場合は、お近くの顧客サポートにご連絡ください。

必要な場合、北米担当顧客サポート宛に以下の住所まで書面でお問い合わせいただくこともできます。

Stratasys, Inc.
Customer Support
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344 USA

サービスまたはサプライが必要な場合、必ず次の情報をお手元にご用意ください。

• プリンタのソフトウェア バージョン ( この情報の入手方法については 193 ページの「ソフトウェア
のバージョン」を参照 )。

• プリンタのシリアル番号 ( シリアル番号タグの位置については 13 ページの図 2-5 を参照 )。

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

地域 電話 電子メール

北米 /
中南米

+1 800-801-6491
(7:00 AM - 5:00 PM)

support@stratasys.com

アジア太平洋 +852 3944-8888
(9:00 AM - 6:00 PM)

support.ap@stratasys.com

欧州、中東、アフ
リカ

+49 7229-7772-644
(9:00 AM - 5:00 PM)

support.emea@stratasys.com
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警告およびエラー

プリンタは、造形に影響を与える可能性がある問題を検知すると、次のうちいずれかの警告をダッシュボード
に表示します。警告 / エラーの重大度によって、[ 造形ステータス ] ボタンが黄色または赤色に変わります。[
造形ステータス ] ボタンを押すと、警告 / エラーの原因 ( 理由 ) を示すダイアログが表示されます。ダイアロ

グの本体には、警告 / エラーの原因 ( 理由 ) に関する情報が表示されます。問題のタイプによって、[ チップ ] 
ページのそれぞれのキャニスター ステータス アイコンの下に、キャニスター ロード ステータスのテキストが

表示され、警告 / エラーの原因 ( 理由 ) に関する情報を提供します ( 詳細については 73 ページの「キャニス

ターのロード状態」を参照 )。 

造形開始時の警告

Run tip offset calibration (チップ オフセット キャリブレーションを実行してください )

• プリンタのモデル チップとサポート チップは、交換後キャリブレーションが行われていません (
チップ切り替えウィザードを使用したかどうかは関係ありません )。 

• 問題の修復 - XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーションを実行してプリンタのチップをキャリ
ブレーションしてください。方法の詳細については 195 ページの「XYZ 軸チップ オフセット キャ
リブレーション」を参照してください。 

Insufficient model material for part build (パーツ造形にはモデル樹脂が不足しています )

• 選択した造形を行うには、プリンタに現在セットされているモデル樹脂量が不十分です。

• 問題の修復 - 追加のモデル樹脂をプリンタにセットしてください ( 方法については 123 ページの
「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」を参照 )。追加の樹脂をセットする場合、自動切り替え機能
を利用するために第 2 キャニスターをセットするか、または造形の完成に十分な樹脂が入った全く
新しいキャニスターをセットすることができます。 

Insufficient support material for part build (パーツ造形にはサポート樹脂が不足しています )

• 選択した造形を行うには、プリンタに現在セットされているサポート樹脂量が不十分です。

• 問題の修復 - 追加のサポート樹脂をプリンタにセットしてください ( 方法については 123 ページの
「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」を参照 )。追加の樹脂をセットする場合、自動切り替え機能
を利用するために第 2 キャニスターをセットするか、または造形の完成に十分な樹脂が入った全く
新しいキャニスターをセットすることができます。 

Model material does not match selected job (モデル樹脂が選択したジョブに適合していません )

• プリンタにセットされたモデル樹脂が選択したジョブの造形に必要なモデル樹脂と適合していませ
ん。 

• 問題の修復 - プリンタにセットしたモデル樹脂を、ジョブの造形に必要なモデル樹脂に交換してく
ださい。方法の詳細については 135 ページの「チップ タイプまたは樹脂タイプの変更」を参照し
てください。 

注記 : 警告を無視して、造形を「続行」することもできますが、パーツ造形の
品質は予測できません。モデル/サポートの不適合または低バキューム/バキュー

ムなしにより警告が発生した場合は、これを回避することはできません。
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Support material does not match selected job (サポート樹脂が選択したジョブに適合してい

ません )

• プリンタにセットされたサポート樹脂が選択したジョブの造形に必要なサポート樹脂と適合してい
ません。 

• 問題の修復 - プリンタにセットしたサポート樹脂を、ジョブの造形に必要なサポート樹脂に交換し
てください。方法の詳細については 135 ページの「チップ タイプまたは樹脂タイプの変更」を参
照してください。 

Model tip does not match selected job (モデル チップが選択したジョブに適合していません )

• プリンタに取り付けられたモデル チップが選択したジョブの造形のモデル チップ設定と適合して
いません。 

• 問題の修復 - 適合していないモデル チップを取り外し、ジョブ設定に適合するモデル チップを取
り付けてください。方法の詳細については 135 ページの「チップ タイプまたは樹脂タイプの変更」
を参照してください。

Support tip does not match selected job (サポート チップが選択したジョブに適合してい

ません )

• プリンタに取り付けられたサポート チップが選択したジョブの造形のサポート チップ設定と適合
していません。 

• 問題の修復 - 適合していないサポート チップを取り外し、ジョブ設定に適合するサポート チップ
を取り付けてください。方法の詳細については 135 ページの「チップ タイプまたは樹脂タイプの
変更」を参照してください。

Model tip extrusion volume near limit (モデル チップ射出量が間もなく上限に達します )

• プリンタのモデル チップがオドメーター上限に近づいています ( 概算のチップ寿命については 39 
ページの表 3-3 を参照 )。この上限は樹脂によって異なり、[ チップ ] ページのチップの状態アイコ
ン (2 つ ) 内に表示されます (70 ページの「チップの状態アイコン」を参照 )。 

• 問題の修復 - そのチップを使用して造形を続行することもできますが、パーツの品質が影響を受け
る可能性があります。チップのオドメーター上限に達すると、チップの交換を指示するダイアログ
が表示され、それ以降このチップを使用した造形ができなくなります ( チップ交換については、
135 ページの「チップ切り替えウィザードの使用」および 168 ページの「トップ カバー内部の
チップの変更」を参照 )。

Support tip extrusion volume near limit (サポート チップ射出量が間もなく上限に達します )

• プリンタのサポート チップがオドメーター上限に近づいています (概算のチップ寿命については39 
ページの表 3-3 を参照 )。この上限は樹脂によって異なり、[ チップ ] ページのチップの状態アイコ
ン (2 つ ) 内に表示されます (70 ページの「チップの状態アイコン」を参照 )。 

• 問題の修復 - そのチップを使用して造形を続行することもできますが、パーツの品質が影響を受け
る可能性があります。チップのオドメーター上限に達すると、チップの交換を指示するダイアログ
が表示され、それ以降このチップを使用した造形ができなくなります ( チップ交換については、
135 ページの「チップ切り替えウィザードの使用」および 168 ページの「トップ カバー内部の
チップの変更」を参照 )。
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造形開始が不可能になるエラー

Close the door (ドアを閉じてください )

• オーブン ドアが開いていることを示しています。 

• 問題の修復 - オーブンドアを閉じてください。

Close the cover (カバーを閉じてください )

• トップ カバーが開いていることを示しています。

• 問題の修復 - トップ カバーを閉じてださい。 

Load model material (モデル樹脂をロードしてください ) 

• プリンタにモデル樹脂がロードされていません。

• 問題の修復 - モデル樹脂をロードしてください。方法の詳細については 123 ページの「熱溶解装置
チップへの樹脂のロード」を参照してください。 

Load support material (サポート樹脂をロードしてください )

• プリンタにサポート樹脂がロードされていません。

• 問題の修復 - サポート樹脂をロードしてください。方法の詳細については 123 ページの「熱溶解装
置チップへの樹脂のロード」を参照してください。 

Replace empty model canister (モデル キャニスターを交換してください )

• モデル樹脂キャニスターが樹脂切れになっています。

• 問題の修復 - 空のキャニスターを取り外して、新しいキャニスターと交換してください。方法の詳
細については 131 ページの「空のキャニスターの取り外し」を参照してください。 

Replace empty support canister (サポート キャニスターを交換してください )

• サポート樹脂キャニスターが樹脂切れになっています。

• 問題の修復 - 空のキャニスターを取り外して、新しいキャニスターと交換してください。方法の詳
細については 131 ページの「空のキャニスターの取り外し」を参照してください。 

Change model tip (モデル チップを交換してください )

• プリンタのモデル チップがオドメーター上限に達しました ( 概算のチップ寿命については 39 ペー
ジの表 3-3 を参照 )。このチップを使用して造形を続行することはできません。造形を開始する前
にチップの交換が必要です。 

• 問題の修復 - チップを取り外して、新しいものと交換してください ( チップ交換については、135 
ページの「チップ切り替えウィザードの使用」および 168 ページの「トップ カバー内部のチップ
の変更」を参照 )。

Change support tip (サポート チップを交換してください )

• プリンタのサポート チップがオドメーター上限に達しました ( 概算のチップ寿命については 39 
ページの表 3-3 を参照 )。このチップを使用して造形を続行することはできません。造形を開始す
る前にチップの交換が必要です。 

• 問題の修復 - チップを取り外して、新しいものと交換してください ( チップ交換については、135 
ページの「チップ切り替えウィザードの使用」および 168 ページの「トップ カバー内部のチップ
の変更」を参照 )。

Select a job (ジョブを選択してください )

• 造形するジョブが選択されていないことを示しています。

• 問題の修復 - ジョブ キューまたはサンプル キューから造形するジョブを選択してください。方法
の詳細については 175 ページの「造形するジョブの選択」を参照してください。 
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Remove part (パーツを取り出してください )

• 前の造形ジョブで完成したパーツがプリンタのオーブンに残っていることを示しています。

• 問題の修復 - オーブン ドアを開いて、完成したパーツを取り出してください。方法の詳細について
は 182 ページの「プリンタからパーツを取り出す」を参照してください。 

Insert a build sheet (造形シートを取り付けてください )

• プラテン上に造形シートがセットされていないことを示しています。 

• 問題の修復 - 造形シートをプラテンの上にセットします ( 詳細については 174 ページの「造形の前」
を参照 )。 

• 造形シートがプラテンにセットされていても、十分な真空が形成されていないと、造形シート

がしっかり密着しません。プラテンに樹脂ゴミが付着していないことを確認してから、造形
シートをプラテン上にセットし直してください。プリンタで十分な真空が形成されるまでしば
らくお待ちください。それでも十分な真空が得られない場合には、新しい造形シートを使用し
てください。これらの手順を行っても十分な真空が得られない場合は、Stratasys の顧客サポー

トまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせください ( お問い合わせ先情報について

は 247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。 

Check dryer system (ドライヤー システムを点検してください )

• 乾燥空気圧がプリンタ動作の 低条件に達していません。

• 問題の修復 - Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせくださ
い ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。 

Tip sensor error (チップ センサー エラー )

• チップ センサーが本来チップ感知するはずのない状況でチップを感知しています。

• 問題の修復 - Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせくださ
い ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。 

背面ヘッド ファンが動作していません。

一部の樹脂であればシステムを運転することが可能です。 

• プリンタのソフトウェアは高性能ヘッドを検出したが、背面ヘッド ファンが動作していない ( まっ
たく回転していないか、不適切に取り付けられている ) ことを示しています。システムの起動時ま
たは造形開始前に表示されることがあります。

• ユーザーに対する警告として表示されます。通常のプリンタ操作に変更はありません。 

背面ヘッド ファンが動作していないか、取り付けられていません。

現在の樹脂ではシステムを運転することができません。
一部の樹脂であればシステムを運転することが可能です。

• システムの起動時に表示されます。背面ヘッド ファンの RPM が、現在取り付けられている樹脂に
対する許容範囲を外れていることを示しています (RPM の許容範囲は、現在取り付けられている樹
脂によって決められます )。一部の樹脂であれば、プリンタを正常に運転するのに背面ヘッド ファ
ンの動作は必要ありません。 

• 問題の修復 - 一部の樹脂であればプリンタを運転することが可能です。ただし、現在取り付けられ
ている樹脂では運転することはできません。樹脂のタイプを変更してください ( 方法については、 
135 ページの「チップ タイプまたは樹脂タイプの変更」を参照 )。 

注記 : この警告は、プラテン上に造形シートをセットした後、造形シートがプ
ラテンにしっかりと密着するのに十分な真空がプリンタで形成されるまで表示
されます。十分な真空が形成されると、真空ステータス インジケーター ( イン

フォメーションバー内 ) 上部の赤色の「X」が消えます。 
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背面ヘッド ファンが動作していません。

現在の樹脂ではシステムを運転することができません。
一部の樹脂であればシステムを運転することが可能です。

• プリンタがアイドル状態の時に表示されます。背面ヘッド ファンの RPM が、現在取り付けられて
いる樹脂に対する許容範囲を外れていることを示しています (RPM の許容範囲は、現在取り付けら
れている樹脂によって決められます )。一部の樹脂であれば、プリンタを正常に運転するのに背面
ヘッド ファンの動作は必要ありません。

• 問題の修復 - 一部の樹脂であればプリンタを運転することが可能です。ただし、現在取り付け
られている樹脂では運転することはできません。樹脂のタイプを変更してください ( 方法につ
いては、 135 ページの「チップ タイプまたは樹脂タイプの変更」を参照 )。 
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ロード エラー 

Filament broken in head (ヘッド内でフィラメントが破損しています )

• プリンタは、チップ内に樹脂がロードされていないと認識しています。 

• 問題の修復 - モデル樹脂とサポート 樹脂をアンロードし (129 ページの「熱溶解装置チップから樹
脂をアンロードする」を参照 )、これらの樹脂をロードし直してください (123 ページの「熱溶解装
置チップへの樹脂のロード」を参照 )。樹脂をロードしたら、[Tip Maintenance ( チップ メンテナ
ンス )] ページの [Purge ( パージ )] ボタンを使用して各チップの手動パージを実行し、樹脂がチッ
プからパージされることを確認してください (79 ページの「パージ」を参照 )。

Purge failed (パージが失敗しました )

• フィラメントはヘッド内にありますが、ロードが失敗したことを示しています。 

• 問題の修復 - モデル樹脂とサポート 樹脂をアンロードし (129 ページの「熱溶解装置チップから樹
脂をアンロードする」を参照 )、これらの樹脂をロードし直してください (123 ページの「熱溶解装
置チップへの樹脂のロード」を参照 )。樹脂をロードしたら、[Tip Maintenance ( チップ メンテナ
ンス )] ページの [Purge ( パージ )] ボタンを使用して各チップの手動パージを実行し、樹脂がチッ
プからパージされることを確認してください (79 ページの「パージ」を参照 )。

Filament broken (フィラメントが破損しています )

• フィラメントがキャニスター ドライブで破損していると見られること示しています。 

• 問題の修復 - キャニスターを取り外し、フィラメント チューブからすべてのフィラメントを取り出
してきれいな状態にします (131 ページの「キャニスターの取り外し」を参照 )。キャニスターを再
度取り付けます (123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」を参照 )。エラーが繰り返し
発生する場合は、Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせく
ださい ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。 

Load timed out (ロードがタイムアウトしました )

• ロード開始から 5 分以内にフィラメントが感知されなかったことを示しています。 

• 問題の修復 - キャニスターを取り外して、取り付けとロードの準備が正しく行われていることを確
認します ( 回転防止プラグが取り外されていること、など )。詳細については、131 ページの

「キャニスターの取り外し」および 126 ページの「キャニスターの取り付け」を参照してください。
キャニスターを再度取り付けます (123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」を参照 )。 

Load incomplete (ロードが不完全です )

• フィラメントはヘッドに到達しましたが、プリンタはチップがロードされたとは認識していないこ
とを示しています。 

• 問題の修復 - キャニスターを取り外し、フィラメント チューブからすべてのフィラメントを取り出
してきれいな状態にします (131 ページの「キャニスターの取り外し」を参照 )。キャニスターを再
度取り付けます (123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」を参照 )。エラーが繰り返し
発生する場合は、Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせく
ださい ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。 

Filament detected in head too soon (フィラメントの検知が早すぎます )

• プリンタのコントローラが早すぎるタイミングでヘッド内のフィラメントを検知しています。この
原因としては、フィラメント チューブ内に破損したフィラメント片が存在することなどが考えら
れます。 

• 問題の修復 - キャニスターを取り外し (131 ページの「キャニスターの取り外し」を参照 )、キャニ
スターを取り付け直します (123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」を参照 )。エラー
が繰り返し発生する場合は、Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問
い合わせください ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。 
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No filament detected at canister bay (キャニスター ベイでフィラメントが検知されません )

• キャニスター ドライブの検知スイッチがフィラメントを検知していないことを示しています。こ
れは、キャニスターが空であるか、フィラメントがロードの過程で破損したことを示す可能性があ
ります。 

• 問題の修復 - キャニスターを取り外し、フィラメント チューブからすべてのフィラメントを取り出
してきれいな状態にします (131 ページの「キャニスターの取り外し」を参照 )。キャニスターを再
度取り付けます (123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」を参照 )。エラーが繰り返し
発生する場合は、Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせく
ださい ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。 

Failed to load filament to head (ヘッドにフィラメントをロードできませんでした )

• ヘッドにフィラメントがロードされず、チップがロードされたことをプリントが認識していないこ
とを示しています。 

• 問題の修復 - キャニスターを取り外し、フィラメント チューブからすべてのフィラメントを取り出
してきれいな状態にします (131 ページの「キャニスターの取り外し」を参照 )。キャニスターを再
度取り付けます (123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」を参照 )。エラーが繰り返し
発生する場合は、Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせく
ださい ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。 

Auto purge detection failed (自動パージ検出が失敗しました )

• プリンタが安定したチップ温度を検知できていないことを示します。 

• 問題の修復 - モデル樹脂とサポート 樹脂をアンロードし (129 ページの「熱溶解装置チップから樹
脂をアンロードする」を参照 )、これらの樹脂をロードし直してください (123 ページの「熱溶解装
置チップへの樹脂のロード」を参照 )。樹脂をロードしたら、[Tip Maintenance ( チップ メンテナ
ンス )] ページの [Purge ( パージ )] ボタンを使用して各チップの手動パージを実行し、樹脂がチッ
プからパージされることを確認してください (79 ページの「パージ」を参照 )。
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造形の一時停止に関する警告

Out of model material (モデル樹脂がなくなりました )

• プリンタのモデル樹脂が切れました。2 つのモデル樹脂キャニスターが取り付けられている場合、
この警告は両方のキャニスターとも空になっていることを示します。

• 問題の修復 - 空のキャニスターを取り外して、必要に応じてキャニスターを交換してください。方
法については、131 ページの「空のキャニスターの取り外し」および 126 ページの「キャニスター
の取り付け」を参照してください。 

Out of support material (サポート樹脂がなくなりました )

• プリンタのサポート樹脂が切れました。2 つのサポート樹脂キャニスターが取り付けられている場
合、この警告は両方のキャニスターとも空になっていることを示します。

• 問題の修復 - 空のキャニスターを取り外して、必要に応じてキャニスターを交換してください。方
法については、131 ページの「空のキャニスターの取り外し」および 126 ページの「キャニスター
の取り付け」を参照してください。 

樹脂の自動切り替え

• 自動切り替え時のロードまたはアンロード処理が失敗したことを示しています。 

• 問題の修復 - キャニスターを取り外し (131 ページの「キャニスターの取り外し」を参照 )、樹脂を
キャニスターから数インチ引き出して、キャニスター内で樹脂が支障なく移動できるかどうかを確
認します。 

• 樹脂が支障なく移動できる場合、キャニスターを再び取り付け、再ロードします ( 方法につい

ては 123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂のロード」 を参照 )。キャニスターのロードが再

度失敗した場合は、Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合

わせください ( お問い合わせ先情報については 1 ページの「サービス」を参照 )。 

• 樹脂がスムーズに移動できない場合は、Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の
事業所までお問い合わせください ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参

照」を参照 )。 

Model canister removed during build (モデル キャニスターが造形中に取り外されました )

• プリンタがキャニスター メモリ チップを読み取れなくなったか、キャニスター ドライブが反対方
向に引き上げられています。

• 問題の修復 - キャニスターがキャニスター ドライブ内に正しくセットされていることを確認してく
ださい。正しくセットされている場合、キャニスターを取り外して、取り付け直してください 
(131 ページの「キャニスターの取り外し」、126 ページの「キャニスターの取り付け」を参照 )。
これでエラーが修復されない場合、キャニスターを取り外して、新しいものと交換してください。 

Support canister removed during build (サポート キャニスターが造形中に取り外されました )

• プリンタがキャニスター メモリ チップを読み取れなくなったか、キャニスター ドライブが反対方
向に引き上げられています。

• 問題の修復 - キャニスターがキャニスター ドライブ内に正しくセットされていることを確認してく
ださい。正しくセットされている場合、キャニスターを取り外して、取り付け直してください 
(131 ページの「キャニスターの取り外し」、126 ページの「キャニスターの取り付け」を参照 )。
これでエラーが修復されない場合、キャニスターを取り外して、新しいものと交換してください。 

注記 : 一時停止に関連するすべての警告について、一時停止状態を修復する手順を実行
する前に、造形の再開を試みてください ([Build ( 造形 )] ページの [ 造形 ( 開始 )] ボタン

を押します )。 
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Detected end of model filament (モデル フィラメントの終わりを検知しました )

• キャニスターのモデル樹脂が切れている (または空である ) か、またはフィラメントがフィラメント 
チューブ内で破損していることを示しています。

• 問題の修復 - 空のキャニスターを取り外して、必要に応じてキャニスターを交換してください。方
法については、131 ページの「空のキャニスターの取り外し」および 126 ページの「キャニスター
の取り付け」を参照してください。 

Detected end of support filament (サポート フィラメントの終わりを検知しました )

• キャニスターのサポート樹脂が切れている ( または空である ) か、またはフィラメントがフィラメン
ト チューブ内で破損していることを示しています。

• 問題の修復 - 空のキャニスターを取り外して、必要に応じてキャニスターを交換してください。方
法については、131 ページの「空のキャニスターの取り外し」および 126 ページの「キャニスター
の取り付け」を参照してください。 

User inserted pause (ユーザーが一時停止を挿入しました )

• ジョブ ファイルの途中に一時停止が挿入されていることを示しています。 

• 問題の修復 - [Build ( 造形 )] ページの [ 造形 ( 開始 ) ] ボタンを押して、造形を開始します。 

Model filament clogged in tip (モデル フィラメントがチップに詰まりました )

• モデル樹脂の射出に過剰なトルクが必要であることをプリンタが検知しました。 

• 問題の修復 - このエラーが造形の 初の数レイヤーで発生した場合は、Stratasys の顧客サポート
またはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせください ( お問い合わせ先情報については
247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。このエラーが造形の中盤または終盤で発生した場合は、
パーツのカールがないか造形を確認し ( 特に Ultem 樹脂を使用して作業した時 )、過剰充填が生じ
ていないことを確認します。 

Support filament clogged in tip (サポート フィラメントがチップに詰まりました )

• サポート樹脂の射出に過剰なトルクが必要であることをプリンタが検知しました。 

• 問題の修復 - このエラーが造形の 初の数レイヤーで発生した場合は、Stratasys の顧客サポート
またはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせください ( お問い合わせ先情報については
247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。このエラーが造形の中盤または終盤で発生した場合は、
パーツのカールがないか造形を確認し ( 特に Ultem 樹脂を使用して作業した時 )、過剰充填が生じ
ていないことを確認します。 

Vacuum pressure lost (真空圧が失われました )

• プリンタの真空圧が予期せずに失われました。 

• 多くの場合、造形シートの位置がずれていることにより発生します。この状態を修正します。プラ
テンに樹脂ゴミが付着していないことを確認してから、造形シートをプラテン上にセットし直して
ください。プリンタで十分な真空に形成されるまでお待ちください。十分な真空が形成されると、
真空ステータス インジケーター ( インフォメーションバー内 ) 上部の赤色の「X」が消えます。そ
れでも十分な真空が得られない場合には、新しい造形シートを使用してください。これらの手順を
行っても十分な真空が得られない場合は、Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事
業所までお問い合わせください ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参照」を
参照 )。

Dryer pressure lost (乾燥圧が失われました )

• プリンタの乾燥圧が予期せずに失われました。

• 問題の修復 - Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせくださ
い ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。 
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造形の中止に関する警告

Z home failure (Z 軸原点エラー )

• Z ステージが原点の位置を検知できなかったことを示しています。

• 問題の修復 - チップ センサー プランジャーが存在し、正しく取り付けられていることを確認して
ください ( 方法については 242 ページの「チップ センサー プランジャーの清掃」を参照 )。 

Move compiler failure (コンパイラ移動エラー )

• CMB ファイルをプリンタ用コマンドに変換しようとした時にエラーが発生しました。 

• 問題の修復 - 多くの場合、破損したか、古い CMB ファイルが原因です。プリンタのソフトウェア 
バージョンが 新であることを確認し (222 ページの「Controller Software の更新 - ウェブを使用す
る方法」を参照 )、正しいバージョンの Insight ソフトウェアを使用していることを確認します。
Insight を使用して、ジョブ ファイルの処理、変換、送信をもう一度やり直します (45 ページの

「Insight ソフトウェア」を参照 )。次に造形を再開します ( 方法については 174 ページの「基本的
なジョブ造形タスク」を参照 )。

Toolpath data feed failure (ツールパス データ フィード エラー )

• 造形中にジョブ情報が予期せずに失われました。 

• 問題の修復 - Insight を使用して、ジョブ ファイルの処理、変換、送信をもう一度やり直します (45 
ページの「Insight ソフトウェア」を参照 )。再処理したファイルで再造形した場合でも同じエラー
が発生する場合は、別のファイルで造形し、このエラーが発生するかどうかを調べます。エラーが
発生する場合は、Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせく
ださい ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。 

Canister removed (キャニスターが取り外されました )

• プリンタがキャニスター メモリ チップを読み取れなくなったか、キャニスター ドライブが反対方
向に引き上げられています。

• 問題の修復 - キャニスターがキャニスター ドライブ内に正しくセットされていることを確認してく
ださい。正しくセットされている場合、キャニスターを取り外して、取り付け直してください 
(131 ページの「キャニスターの取り外し」、126 ページの「キャニスターの取り付け」を参照 )。
これでエラーが修復されない場合、キャニスターを取り外して、新しいものと交換してください。

No job file (ジョブ ファイルがありません )

• 造形にジョブ ファイルが選択されていないことを示しています。

• 問題の修復 - ジョブ キューまたはサンプル キューから造形するジョブを選択してください。方法
の詳細については 175 ページの「造形するジョブの選択」を参照してください。 

Vacuum pressure lost (真空圧が失われました )

• プリンタの真空圧が予期せずに失われました。 

• 多くの場合、造形シートの位置がずれていることにより発生します。この状態を修正します。プラ
テンに樹脂ゴミが付着していないことを確認してから、造形シートをプラテン上にセットし直して
ください。プリンタで十分な真空に形成されるまでお待ちください。十分な真空が形成されると、
真空ステータス インジケーター ( インフォメーションバー内 ) 上部の赤色の「X」が消えます。そ
れでも十分な真空が得られない場合には、新しい造形シートを使用してください。これらの手順を
行っても十分な真空が得られない場合は、Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事
業所までお問い合わせください ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参照」を
参照 )。

注記 : 中止に関連するすべての警告について、中止状態を修復する手順を実行
する前に、造形の再開を試みてください (179 ページの「造形の中止」を参照 )。 
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Dryer pressure lost (乾燥圧が失われました )

• プリンタの乾燥圧が予期せずに失われました。

• 問題の修復 - Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせくださ
い ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。 

Unknown abort (不明な中止 )

• 予期しないエラーが発生し、プリンタが既知の中止原因と適合するエラーを見つけられませんでし
た。 

• 問題の修復 - 造形の再開を試みます (174 ページの「基本的なジョブ造形タスク」を参照 )。エラー
が繰り返し発生する場合は、Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問
い合わせください ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。 
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解決方法の特定

以下の表では、450mc の操作中のトラブルシューティング例と、そうした例の解決方法を示しています。 

状態 考えられる原因 解決方法

キャニスターがロード
しない

回転防止部プラグがキャニス
ターから取り外されていない。

プラグを取り外してください (127 ページの図 5-5 を参照 )。

ゴム製サムホイール挿入部がサ
ムホイール ドアから取り外され

ていない。

サムホイール挿入部を取り外してください (127 ページの図 5-5 を参

照 )。 

キャニスターが空である ( ゼロ 
ボリューム )。

キャニスターを取り外して、取り付け直してください (131 ページの

「キャニスターの取り外し」および 126 ページの「キャニスターの取

り付け」を参照 )。

キャニスター内でフィラメント
が詰まっている。

プリンタからキャニスターを取り外し、樹脂を約 8 フィート 
(2 メートル ) 引き出してください。フィラメントがスムーズに引き

出せることを確認してください。129 ページの「熱溶解装置チップ

から樹脂をアンロードする」 および 131 ページの「キャニスターの

取り外し」を参照してください。

無効なキャニスター タイプが取

り付けられている。

450mc は、他の Fortus キャニスターとは異なるキャニスター メモ

リ チップを使用しています。このため、パーツ造形には、450mc 用
キャニスターのみを使用できます。 

450mc 用キャニスターが取り付けられていることを確認してくださ

い。これらのキャニスターは、黒色のキャニスター突起部とプラス
チック プラグが特徴です ( 詳細については 127 ページの図 5-5 を参

照 )。

キャニスター ドライブがキャニ

スターまで十分に下がっていな
い。

キャニスター ドライブをキャニスターの上に来るように再度設置し

てください (126 ページの「キャニスターの取り付け」を参照 )。

キャニスター メモリ チップ回

路が故障している。

ダッシュボードでキャニスターのステータスを確認してください。
キャニスター アイコンが赤色の場合、キャニスター メモリ チップ

に問題がある可能性があります。キャニスターをアンロードしてか
ら、再ロードしてください。エラーが繰り返し発生する場合、キャ
ニスターを新しいものと交換してください。129 ページの「熱溶解

装置チップから樹脂をアンロードする」、131 ページの「キャニス

ターの取り外し」および 123 ページの「熱溶解装置チップへの樹脂

のロード」を参照してください。

無効なチップサイズがタッチス
クリーンに表示されている (
チップの状態アイコン内 )。 

プリンタに取り付けられたサポート チップが選択したジョブの造形

のサポート チップ設定と適合していることを確認してください (56 
ページの「造形ジョブ情報の表示」を参照 )。
取り付けられているチップの片方または両方がジョブのチップ設定
と適合していない場合は、選択したジョブの要件に適合するチップ
に交換してください (135 ページの「チップ タイプまたは樹脂タイプ

の変更」を参照 )。

フィラメントがヘッドに到達し
ていない ( ロード タイムアウト

の発生 )。

キャニスターを取り外して、新しいものと交換してください (131 
ページの「キャニスターの取り外し」および 123 ページの「熱溶解

装置チップへの樹脂のロード」を参照 )。エラーが繰り返し発生する

場合は、Stratasys の顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業

所までお問い合わせください ( お問い合わせ先情報については 247 
ページの「ヘルプの参照」を参照 )。 
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射出されない
 ( ヘッドが樹脂を射出

しない )

フィラメントがキャニスターに
詰まっている。

プリンタからキャニスターを取り外し、樹脂を約 8 フィート (2 メー

トル ) 引き出してください。フィラメントがスムーズに引き出せる

ことを確認してください。129 ページの「熱溶解装置チップから樹

脂をアンロードする」 および 131 ページの「キャニスターの取り外

し」を参照してください。

キャニスター ドライブが遅すぎ

る。

キャニスターからヘッド スイッチまでのロード時間が 5 分未満であ

ることを確認してください。

チップが詰まっている。 取り付けたチップのサイズが、ダッシュボードに表示されている
チップ サイズと適合していることを確認してください。

38 ページの表 3-1 を参照してください。

チップ寿命がチップ オドメーター上限を超えていないことを確認し

てください。39 ページの表 3-3 を参照してください。

チップが正しく取り付けられていることを確認してください。168 
ページの「トップ カバー内部のチップの変更」を参照してくださ

い。
モデル / サポートのパージ ボタンを使用してパージを行い、樹脂が

パージされることを確認します。78 ページの「チップのパージ / ア
ンプラグ」を参照してください。
チップを新しいものと交換して、キャリブレーションを再実行して
ください。135 ページの「チップ切り替えウィザードの使用」を参

照してください。

プリンタのキャリブレーション
が完了していない。

XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーションを実行してください。

195 ページの「XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーション」を参

照してください。

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

この表の「バキュームの吸い込みが弱い」を参照してください。

バキュームの吸い込み
が弱い

造形シートが正しく取り付けら
れていない。

造形シートをプラテンにセットし、すべての余白の長さが同じにな
るまで位置を調整してください。

フィラメント片がプラテンに
残っている。

造形シートを取り外し、プラテンの表面を清掃します (235 ページの

「プラテンの清掃」を参照 )。

樹脂の小さな片が真空ラインに
吸い取られた。 

顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせく

ださい ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参

照」 を参照 )。 

バキュームのゴミ進入防止網が
詰まっている。

バキュームのゴミ進入防止網を清掃してください (235 ページの「プ

ラテンの清掃」を参照 )。スクリーンを取り外さないでください。お

客様が交換できない部品です。

真空ポンプの排気部が詰まって
いる可能性がある。または真空
ポンプを交換する必要がある。

顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせく

ださい ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参

照」 を参照 )。 

空気圧が弱い オペレータが調節できない。 顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせく

ださい ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参

照」 を参照 )。 

パーツからサポート樹
脂を取り除きにくい

サポート樹脂がパーツの垂直側
面にこびりつく。

チップツーチップ キャリブレーションを調整します。195 ページの

「XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーション」を参照してくださ

い。 

下向きの面でモデル樹
脂の表面仕上げの品質
が悪い

サポート樹脂がはがれ
やすい

チップツーチップ キャリブレー

ションが正しく設定されていな
い。

チップツーチップ キャリブレーションを再度行ってください。195 
ページの「XYZ 軸チップ オフセット キャリブレーション」を参照し

てください。

状態 考えられる原因 解決方法
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樹脂がしみ出す ドライヤーが故障している。 顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせく

ださい ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参

照」 を参照 )。 

キャニスター内に湿気が溜ま
る。

顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせく

ださい ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参

照」 を参照 )。 

オーブンの温度が維持
されない

ヒーターが故障している。 顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業所までお問い合わせく

ださい ( お問い合わせ先情報については 247 ページの「ヘルプの参

照」 を参照 )。 

オーブン ドアが開いている。 オーブン ドアを閉めてください。ドアを開いている間はヒーターを

オフにしてください。

オーブン ドアがぴったりと閉ま

らない。

オーブン ドアが閉まるかどうかをチェックし、オーブン ドアがオー

ブン ドア フレームにぴったりと収まること、および切れ目 / 裂け目

がないことを確認してください。

損耗が激しい場合は、顧客サポートまたはお近くの Stratasys の事業

所までお問い合わせください ( お問い合わせ先情報については

247 ページの「ヘルプの参照」を参照 )。 

状態 考えられる原因 解決方法
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9 補足情報

適合宣言書
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規制および環境情報

EMC クラス A に関する警告 

米国連邦通信委員会 （FCC) 声明

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

本装置は FCC 規定の第 15 項に準拠しています。次の 2 つの条件にしたがって使用してください。(1) 本装置

が有害な障害を引き起こさないこと、および (2) 本装置が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある電磁

障害を含め、あらゆる電磁障害を受容できること。

カナダ電磁両立性 (EMC)

NORMES DE SÉCURITÉ ( カナダ )

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

DOC 声明書 ( カナダ )

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

MSDS ( 製品安全性データシート )

プリンタに使用される材料に関する 新の製品安全性データシートは、以下の URL から入手可能です。
http://www.stratasys.com/materials/material-safety-data-sheets. 

警告 : この装置はクラス A 製品です。住宅地域でこの装置を使用すると無線障

害を起こす可能性があります。その場合、ユーザーは適切な措置を講ずること
が求められる場合があります。

注意 : FCC 規則第 15.21 項に準拠して、Stratasys, ltd. によって明示的に承認さ

れていないこの装置への任意の変更または改造は、有害な障害の原因となり、
FCC による本製品の使用許可を無効にする可能性があります。

注記 : 本装置は、FCC 規則第 15 項に準拠してテストされ、クラス A デジタル

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

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