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1 はじめに

WaveWash 55 サポート洗浄システムは、ABSplus 樹脂で造形した SR-30 ソリュブルサポート材

料を、Ecoworks タブレットを使って除去するよう設計されています。環境に配慮したシステム

ですので、使用済み溶液を各地方自治体の汚水処理法で処分できます。WaveWash 55 サポート

洗浄システムは、127 x 127 x 127 mm (5 x 5 x 5 インチ ) の単一モデルの洗浄が可能です。

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

本ガイドの使用方法

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

フォーマンスを最大限に引き出せるように、各セクションを丁寧にお読みください。

詳細

電子ユーザーガイドは次のサイトからご覧いただけます : http://www.stratasys.com/login 。この

ガイドには、次のトピックに関する情報が記載されています。

• トラブルシューティング情報

• 安全についての重要なお知らせおよび規制情報

• 詳細なユーザー説明書

詳細は、次のウェブサイトにも記載されています : http://www.Mojo3Dprinting.com
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安全注意事項

本システムを適切に使用し、破損を防止するには、以下の注意事項を順守する必要があります。
これらの注意事項に、常時従うようにしてください。

• お住まいの地域に適合する電圧範囲を選択していることを確認してください。たこ足配線
によって、電源コンセントに過電流が流れないようにしてください。

• 本システムを十分に接地してください。接地しなかった場合、電気ショックや火災が生じ
たり、電磁妨害を受けやすくなることがあります。

• システムをご自身で分解または修理する前に、お近くのサービス担当者にご連絡ください。
ユーザーガイドの「サポート」の章をご覧ください。

• 付属の電源コードのみを使用してください。電源コードを損傷、切断、修理しないでくだ
さい。損傷した電源コードを使用すると、火災や電気ショックの危険があります。損傷し
た電源コードは、承認の電源コードと交換してください。

• 内部の部品に、金属や液体が触れないようにしてください。触れた場合、損傷や火災、
電気ショックが生じたり、その他の重大な危険にさらされることがあります。

• 次の場合には、本システムの電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

• 洗浄システムから、煙または異常な臭気が発生している場合。

• 洗浄システムから、通常の運転中には聞こえない、異常音が発生している場合。

• 金属や液体が、洗浄システム内部の部品に触れた場合。

• 激しい雷雨の最中。

• 停電中。

本ガイドでは、以下の分類を使用しています。

注意 : 回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招く可能性のある潜在的に
危険な状況を表します。

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

発熱 : 高熱を発する装置があることを表します。熱を発する部品を取り扱う
際には、常に細心の注意を払い、必ず安全手袋を着用してください。

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

WaveWash 55 サポート洗浄システムは、FDM プロセスを使って構築されたモデルのソリュブ

ルサポート材料を効果的に除去するために特別に開発されました。

動作の仕組み

本システムは、特定量の Ecoworks タブレットを水に溶かし、その溶液にモデルを浸すことに

よってサポート材料を取り除きます。カラフ内のモデルが浸される溶液は、本システムによって
温められ、循環されます。この溶液は、下層にあるモデル材料に悪影響を及ぼすことなく、サ
ポート材料を溶かし出します。洗浄したモデルは、使用する前に空気乾燥させてください。

図 1 動作工程
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図 2 Major 洗浄システムのコンポーネント

                                                            

1 蓋

2 グレート

3 攪拌機アセンブリ

4 ブッシング

5 伝熱面

6 ベース

7 開始 / 終了ボタン

8 LED インジケータ

9 カラフ

7
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図 3 洗浄システムの背面図

                                                            

図 4 スタートアップキット

                                                            

1 AC 電源コードコネクタ

2 AC 電源選択 (115V または 230V)

3 電源オン / オフスイッチ

1 電源コード ( ヨーロッパ大陸 )

2 電源コード ( 米国 )

3 Ecoworks タブレット (2)

4 バッフル

3

1 2

1 2 3 4
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3 セットアップ

システムの接続

設置場所が以下の条件を満たしているかどうか、確認する必要があります。

• 本システムは、落下リスクを回避するために、9.1 kg (20 ポンド ) の重量を支えることがで

きる平坦で安定した表面を持つ台に設置する必要があります。

• 接地電源コンセント (100–120/220–240VAC、7/4A 60/50Hz) は、お住まいの地域に合う

電源コードに接続し、本システムから 2 m (5 フィート ) 以内に配置する必要があります。

延長コードまたはテーブルタップは使用しないでください。電源供給が断続的に停止する
ことがあります。

• AC 電圧選択 (115V または 230V) のスイッチは、適切な電源入力に設定しておいてくだ

さい。

AC 電源を選択する

1. AC 電源選択のステッカーを剥がします。

                                                            

2. AC 電圧選択 (115V または 230V) スイッチを、お住まいの地域に適合する電圧に設定し
ます。

警告 : 適切な入力電圧が選択されていない場合、洗浄システムが故障する恐れ
があります。
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図 5 AC 電源選択

                                                            

電源コードに接続する

適切な電源コードの端部を本システム側面のレセプタクルに、もう一方の端部を接地レセプタ
クルにしっかりと取り付けます。

115V

230V
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4 操作

洗浄モデル

システムに電源を投入する

オン / オフスイッチを使用して、本システムに電源を投入します。

                                                            

洗浄剤の中身を投入する

洗浄剤用のバッグの中身をカラフに入れる際には、次の要領に従ってください。

1. 洗浄剤用のバッグを開ける前に、両手を乾かしておきます。

                                                            

2. 洗浄剤用のバッグを、図のように開けます。
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3. 洗浄剤用のバッグの中身をすべてカラフに入れます。

                                                            

洗浄剤用のバッグの中身をすべて投入したら、バッグを適切に処分します。

モデルを投入する

ソリュブルサポートで作成したモデルをカラフの底部に置きます。カラフにモデルを入れ過ぎ
ず、すべてのモデルが洗浄溶液中で十分撹拌されるように置きます。

造形の細かいモデルを投入する

造形の細かいモデルを保護するには、バッフルをカラフの底部に置き、所定の位置に固定しま
す。バッフルは、洗浄サイクルの間、撹拌を低下させ、造形の細かいモデルが破損しないよう設
計されています。

• 細かい造形のモデルとは、19sq. mm (0.03 平方インチ ) 未満の切断面を有するものを指し

ます。

バッフルを取り付ける / 取り外す ( オプション )

次の手順に従って、バッフルをカラフの底部に取り付けます。

1. バッフルの固定タブをカラフグレートのスロットに合わせます。バッフルをしっかりと固
定します。
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2. バッフルを「固定」位置に移動させます。

                                                            

バッフルをカラフの底部から取り外すには、次の手順に従います。

1. ロックされていない指穴を使って、固定されていない位置までバッフルを押し上げます。

                                                            

2. ロックされていない指穴を使って、バッフルを押し上て取り外します。

                                                            

カラフを取り付ける

手動でカラフに温水を注水します。水位がモデルよりも 7.62 cm (3 インチ ) 以上高く、またカ

ラフ上部から 2.54 cm (1 インチ ) を超えないように注水してください。洗浄処理中、モデルが

完全に浸るようにしてください。カラフへの注水には温水を使用してください。温水を使用する
ことで、サポート構造をより早く溶解できます。カラフに蓋をして、ベースの上にセットします。

洗浄サイクルを開始する

開始 / 終了ボタンを押して、洗浄サイクルを開始します。LED インジケータが緑色に変わり、シ

ステムが 8 時間サイクルを開始します。開始 / 終了ボタンを押せば、洗浄サイクルはいつでも

停止できます。
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洗浄サイクルの終了

8 時間サイクルが終了すると、自動的にシステムの電源が切れ、LED インジケータが暗くなりま

す。開始 / 終了ボタンを押せば、洗浄サイクルはいつでもキャンセルできます。洗浄サイクル

が再起動すると、タイマーが 8 時間サイクルに戻ります。サポート材料を完全に除去するのに

必要な時間は、モデルのサイズとサポート構造の量によって決まります。

モデルをすすぐ

洗浄サイクルが終了したら、モデルをきれいにすすぎます。

1. 洗浄溶液を排水する際は、蓋を少し持ち上げてください。

2. 蓋を外し、モデルが見えなくなるまで手動でカラフに温水を注水し、残留物を洗い流し
ます。

3. 蓋を交換して、モデルを約 5 分間、清浄水に浸します。

4. すすいだ水を排水する際は、蓋を少し持ち上げてください。

モデルを取り外す

1. 蓋を完全に外して、モデルをカラフから取り除きます。

2. モデルから水が完全に切れるまで数分間待ち、残留物が残っている場合は流温水で洗い流
します。

3. 清潔な布またはペーパータオルでモデルの水分を取り除きます。

電源オフ

洗浄システムの電源を切るには、電源スイッチを「オフ」にします。他の手順は必要ありませ
ん。この操作をモデル洗浄中に行った場合、そのサイクルは停止するため、モデルが完全に洗浄
されない可能性があります。

注意 : 廃水は、必ず地域の市条例に従って処理してください。
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5 メインテナンス

予防メインテナンス

洗浄サイクルごと

• 内側のデブリがきれいになくなるまでカラフをすすぎます。

• 流出物やデブリをすべての表面から拭き取ります。

• 湿った布で残留物や流出物をヒーターの表面から拭き取ります。

必要に応じたメインテナンス

• 湿った布でユニットの外側を拭き、残留物を取り除きます。

毎年

ブッシングおよび攪拌機の点検

1. ベースからカラフを取り出します。

2. カラフの蓋を外します。

3. カラフグレートをカラフ底部に固定している 4 つのネジを外し、グレートを取り外します。

• グレートに損傷やゆがみがないか確認します。

4. 攪拌機アセンブリを持ち上げ、カラフから取り出します。

5. 攪拌機の損耗を点検します。底部が磁石まですり切れていたら交換してください。

6. ブッシングの損耗を点検します。すり切れている個所があったり、刃が欠けている場合は
交換してください。

7. カラフの内側に残留物が蓄積していないか点検します。

• 湿った布で残留物を拭き取ります。

発熱 : ヒーターの表面はまだ熱い可能性があります。

注意 : 攪拌機アセンブリは磁気装置です。金属片などの近くに置かないよ
うにしてください。
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6 トラブルシューティング

トラブルシューティング

問題 推奨

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

2. 電源スイッチ ( 洗浄システム背面 ) がオンの位置になっていることを確認し

ます。

3. AC 電源がコンセントに供給されているかどうか確認してください。

モデルが洗浄されない 1. マシンの電源が入っていることを確認します。

2. 開始 / 停止ボタンが押されている ( 緑色の LED が点灯している ) ことを確認

します。

3. 洗浄サイクルごとに清浄水と新しい Ecoworks タブレットが使用されているこ

とを確認します。

4. モデルが 7.6 cm (3 インチ ) 以上の水に浸されていることを確認します。

5. さらに洗浄サイクルを続行します。

6. 溶液が攪拌されていることを確認します。

7. 間半期アセンブリが自由に動くことを確認します。

8. 攪拌機とブッシングが損耗していないか点検します (124 ページの「毎年」を

参照 )。
9. 洗浄液が加熱されていることを確認します。

溶液が熱くならない 1. カラフを温水で満たします。

2. カラフがヒーター表面に水平に置かれていることを確認します。

赤い LED のエラー 赤い LED はヒーター表面温度のエラーを示しています。次の手順に従っ

て解決します。

1. カラフがヒーター表面に水平に置かれていることを確認します。

2. サービス プロバイダに連絡してください。

黄色の LED のエラー 黄色の LED はモーターが攪拌機との結合を失ったことを示しています。

解決するには、以下を実行します。

1. カラフがヒーター表面に水平に置かれていることを確認します。

2. 攪拌機がカラフ内に正しく設置されていることを確認します。

3. 攪拌機が自由に回転することを確認します。

4. 開始ボタンを押して、洗浄サイクルを再開します。
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7 サポート

登録

WaveWash 55 サポート洗浄システムの登録方法については、次のサイトをご覧ください。

http://www.mojo3dprinting.com/help/register‐printer.aspx.

カスタマーサポート

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

• 材料仕様、MSDS、環境に関する文書。

• 製品仕様およびガイド。

• アプリケーション。

• ベストプラクティス。

テクニカルサポートにお問い合わせの際には、以下の情報をお知らせください。

電話の場合 : 

• システムモデル名。

• システムシリアル番号。

• 問題に関する詳細な説明。

• 可能であれば、トラブルシューティングをスムーズに実行できるように洗浄システムの近
くからお電話ください。

電子メールの場合 : 

• システムモデル名。

• システムシリアル番号。

• お客様のご氏名。

• お客様の電話番号。

• 問題に関する詳細な説明。

http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
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8 処分

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

図 6 リサイクルマーク

システムコンポーネント 材料 / 素材 リサイクル
マーク

バッフル ABS

ブッシング PTFE

包装材料は、すべて地域のリサイクルガイドラインに
沿って処分可能
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9 システム仕様

この章の情報は、WaveWash 55 サポート洗浄システムに適用されます。

物理的仕様

設備の仕様

電源仕様

環境仕様

音響仕様

高さ 33.5 cm (13.2 インチ )

幅 33.5 cm (13.2 インチ )

奥行き 33.5 cm (13.2 インチ )

重量 ( 空のとき ) 5.4 kg (12 ポンド )

重量 ( 満タン時 ) 9.1 kg (20 ポンド )

設置場所 耐荷重 9.1 kg (20 ポンド )、最低地上高 47.8 cm (19.2 インチ ) の安定した平面。

電源要件 本システムから 2 m (80 インチ ) 以内にある接地電源コンセント 
(100–120/220–240VAC、7/4A 60/50Hz 600W)。
延長コードまたはテーブルタップを使用しないでください。電源供給が
断続的に停止することがあります。

換気用スペース 洗浄システムの後ろおよび周囲 : 最低 10.2 cm (4 インチ )

システム 100–120/220–240VAC、7/4A 60/50Hz 200W
延長コードまたはテーブルタップを使用しないでください。電源供給が
断続的に停止することがあります。

温度範囲
? 15 ◦C ～ 30 ◦C (59 ◦F ～ 86 ◦F)

相対湿度範囲 30% ～ 70% ( 結露なきこと )

発熱量 580 BTU ( 加熱時 )

第三者の動作時音圧 46 dBA



10 追加情報

Stratasys 限定保証書

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

されたシステムおよび関連周辺機器、交換部品 ( 以下「製品」と総称 ) について、以下に述べる

契約条件に基づいて、その材質または仕上がりに欠陥がないことを保証するものとします。

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

救済方法は、本書で規定されている修理または交換とします。

お客様の保証の権利を保護するためには、すべての製品を過去または現在のユーザーガイド

(www.stratasys.com から入手可能 ) の説明に従って設定しなければならないものとします。本限

定保証の期間中、Stratasys 社または Stratasys 社が指名した代理人は、その自由裁量により、以

下に述べる欠陥製品を、修理または交換するものとします。保守部品および交換製品は新品また
は修復品のいずれかで、交換ベースで提供されます。すべての交換部品または交換製品は

Stratasys 社の所有物とし、欠陥のある部品が Stratasys 社による指示に従って返却されない場合、

本限定保証に基づいて交換部品の請求が行われるものとします。

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

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

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

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

ます。保証サービスは、Stratasys 社、Stratasys 社認定再販業者、Stratasys 社が指定する第三者

サービスプロバイダのいずれかによって提供されます。

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

(a) 製品が、乱用、誤ったまたは不適切な保守、無許可の修正または修理、誤用、不正利用、

湿気への暴露、洪水、火災、供給電源に関連する電気的問題、Stratasys, Inc. の過失ではないそ

の他の行為の対象となっている場合。

(b) Stratasys 社カスタマーサービス部が、1 年間の保証期間が終了する前に、システムの不具

合または故障について通知を受けなかった場合。

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

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

的、偶発的、付随的、典型的、懲罰的、結果的、例外的な損害についても、また製品の購入およ
び本限定保証によって生じた損失について、Stratasys 社または Stratasys 社が指名した代理人が

上記の損害またはクレームの可能性について通知をしていたとしても、一切責任を負わないもの
とします。上記のクレームが管轄権を有する裁判所によって除外できないと見なされる限りにお
いて、お客様は唯一かつ排他的な救済として、欠陥があると見なされた製品の見返りに、当初購
入価格に相当する支払を受けることに同意しているものとします。

一部の国、地域、州、地方では、救済または偶発的、懲罰的、結果的損害、適用される期間に
ついて排除または限定が認められていないため、上記の限定がお客様に適用されない場合があ
ります。法律によって許可される範囲を除き、本限定保証は、お客様に対する本製品の販売に
適用される制定法上の権利を排除または制限、修正するものではなく、かかる権利に追加され
るものです。

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

本限定保証を除き、法律で許可された最大限の範囲において、STRATASYS 社および任意の

STRATASYS 社認定再販業者は、明示または黙示を問わず、市販性および特定目的に対する適合

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

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

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

EMC Class A に関する警告

FCC 声明 ( 米国 )

米国連邦通信委員会 (FCC) は、以下の通知について、本製品のユーザーに注意を喚起するよう

呼びかけています (47 cfr 1 5.105)。

本装置は FCC 規則第 15 章に準拠しています。次の 2 つの条件に従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、(2) 本装置が、望ましくない動作を引き起こす可

能性のある電磁障害を含め、あらゆる電磁障害を受容できること。

シールドケーブル : シールドデータケーブルは、FCC 規則第 15 条 の Class A の制限に準拠して

使用する必要があります。

注意 : FCC 規則第 15.21 条の規定により、Stratasys 社により明示的に許可されていない変更や

改造を加えた場合、有害な障害を引き起こし、またユーザーはこの装置を操作する権限を失う可
能性があります。

注意 : 本装置は、FCC 規則第 15 章で定められた Class A デジタルデバイスの制限に適合するこ

とが試験により確認されています。これらの制限は、本装置を商業地域で運用する場合に、電波
障害に対する適切な保護措置が行われるよう設けられたものです。本装置は高周波エネルギーを
生成、使用、放射するため、取り扱い説明書に従わずにインストール、使用すると、無線通信に
有害な電波妨害をもたらす恐れがあります。本装置を住宅地域で使用すると有害な電波障害が起
こる可能性があります。その場合、ユーザーは自己の負担で対策を講じることが求められます。

カナダの電磁両立性 (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 ( カナダ )

本デジタル装置は、カナダ通信省の無線障害規制に規定された、デジタル装置から放出される電
波雑音の Class A 制限値を超えていません。

MSDS (Material Safety Data Sheet: 製品安全データシート )

洗浄システムで使われている材料に関する現在の材料安全データシートは、
http://www.stratasys.com/login から入手できます。

警告 : これは Class A 製品です。本製品を室内で使用すると無線干渉を引

き起こすことがあるため、適切な手段を講じるよう求められる場合があり
ます。
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欧州連合諸国における一般家庭のユーザーによる装置の廃棄について

製品またはパッケージ上のシンボルは、本製品を他の家庭ゴミと一緒に廃棄してはならないこと
を示しています。本製品はユーザー本人が、電気・電子機器の廃棄処理を行う指定回収所に届け
る責任を負います。不要となった装置を個別に回収して廃棄することで、自然資源を保護すると
ともに、確実に人体や環境を保護する方法で処理が行えます。不要な装置の回収所の詳細につい
ては、お住まいの地域の市町村役所や家庭ゴミ廃棄サービス、または製品を購入した店舗にお問
い合わせください。
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11 グロッサリ

用語集

ABSplus

モデルの造形のために見積もられたモデル材料のボリューム。

Ecoworks タブレット

Ecoworks タブレットは、WaveWash 55 サポート洗浄システムで、造形したモデルから SR-30
サポート材料を除去するよう設計されています。洗浄剤は使いやすく、また環境にも配慮してい
ます。清浄水で希釈するだけで、一般的な各国の処理基準に適合して、洗浄剤を使用し、使用済
み溶液を処分することができます。

SR-30 材料

SR-30 は、ABSplus と併用するソリュブルサポート材料で、WaveWash 55 サポート洗浄システ

ムで Ecoworks タブレットを使用して洗浄すると、短時間で溶解できます。

バッフル

オプションバッフルは、洗浄サイクルの間、撹拌を低下させ、造形の細かいモデルが破損しない
よう設計されています。

攪拌機

攪拌機はカラフ底部にあり、洗浄システム基部の回転モーターと磁気的に結合しています。
グレートの下にある攪拌機は、カラフ内のモデルを浸す溶液の循環に使用されます。
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