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Creatr へようこそ 

インストールと登録 

アプリケーションのインストール画面 

Leapfrog 3D プリンターをお使いになる際は、Materialise 製 Creatr の使用を推奨します。Creatr ソ

フトウェアは、ソフトウェア単体でご購入いただくこともできます。本ソフトウェアをご購入いただ

いたお客様には、クーポンコードをお送りしています。このコードは、ソフトウェアの登録時に使用

します。ソフトウェアを使用するには、まず次の Leapfrog 社 Webサイトから、Windows 版のソフトウ

ェア（.MSIファイル）をダウンロードしてください。 

http://www.lpfrg.com/en/materialise/download/ 
 

1. インストーラーパッケージ（.MSI）を開いたら、ウィザードの指示に従ってソフトウェア

をインストールします。 

2. [スタート]メニューで、Creatr ソフトウェアのハイパーリンクを開きます。 

3. ソフトウェア使用許諾契約を確認して、内容に合意したら次のステップに進みます。 

4. 受け取ったクーポンコードを入力して、[VALIDATE]ボタンを押します。 

5. ソフトウェアが登録され、クーポンの有効期限通知が届きます。 
 

注意: クーポン登録に失敗する場合は、ソフトウェアを管理者権限で実行してください。 

 

 

 

 

 

 

アプリケーションのインストール: Mac 版 

Leapfrog 3D プリンターをお使いになる際は、Materialise 製 Creatr の使用を推奨します。Creatr ソ

フトウェアは、ソフトウェア単体でご購入いただくこともできます。本ソフトウェアをご購入いただ

いたお客様には、クーポンコードをお送りしています。このコードは、ソフトウェアの登録時に使用

します。ソフトウェアを使用するには、まず次の Leapfrog 社 Webサイトから、Mac 版のソフトウェア

（.DMGファイル）をダウンロードしてください。 

http://www.lpfrg.com/en/materialise/download/ 
 

1. インストーラーパッケージ（.DMG）を開いて、お使いのパソコンの「アプリケーション」

フォルダーに、アプリケーションのアイコンをドラッグアンドドロップします。 

2. Creatr ソフトウェアのインストールが完了したら、アプリケーションのアイコンを右ク

リックして、コンテキストメニューの[開く]を選択します。 

3. ダイアログの[Open]をクリックします。 管理者アカウントの入力画面が開いたら、管理

者のユーザー名とパスワードを入力します。 
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（アプリケーションを開くことができない場合は、下記の補足事項を参照してください。） 

4. ソフトウェア使用許諾契約に同意したら、「I accept the terms……」のチェックボック

スを選択します。 

5. Leapfrog 3D プリンターの購入時に発行されたクーポンコードを入力して、[VALIDATE]ボ

タンを押します。 

6. ソフトウェアが登録され、クーポンの有効期限通知が通知されます。 

7. [CONTINUE]をクリックして、インストール画面を閉じます。 

 

補足:詳細については、以下のサイトを参照してください。 

https://support.apple.com/en-gb/HT202491 
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Leapfrog スタータープロファイルの読込み 

ソフトウェアのインストールが完了したら、最初に Leapfrog スタータープロファイル（OEM profile 

version）を使って、プリントプロファイルの更新を行ってください。 

1. 画面上部の[Printer Selection]タブで、お使いのプリンターのモデル名を選択します。 

 
2. [PRINT]→[Edit profiles]を選択します。 

 

3. [Profile Editor]ウィンドウが開いたら、画面右

上にある[Update  profiles]ボタンを押して、選択

したプリンターに最新の Leapfrog プロファイルを

ダウンロードします（要インターネット接続）。 
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補足: Creatr ソフトウェアをインストールした PC からインターネットにアクセスできない場合は、

別の PC で次の Leapfrog Creatr ソフトウェアダウンロードサイトにアクセスして、プロファイルを

ダウンロードしてください。http://www.lpfrg.com/en/materialise/download/ 

 

Creatr ソフトウェアのプリントプロファイルは、.BPPROF ファイル形式で保存されます。プロファイ

ルを PC または USB メモリに保存したら、先ほどの[Profile Editor]ウィンドウ上部中央の[Import]

ボタンをクリックします。 

 
プロファイルのバックアップを作成することは、個人的、あるいは特定のプリントプロジェクトの設

定を保管しておきたい場合などに便利な方法です。[Export]をクリックすると、すべて、あるいは特

定のプロファイルを.BPPROF ファイルに書き出すことができます。 

 

プロファイルのエキスポートを行う前には、後で管理しやすくなるよう、パーツ名やクライアント名

を含む名称に、プロファイル自体の名称を変更しておくとよいでしょう。  

 

この操作を行うと、次のようなウィンドウが開きます。 

 
各カテゴリーを順に開いて、エキスポートするプロファイルのチェックボックスだけが選択されてい

ることを確認して、[Export]をクリックします。 

 

作成したプロファイルは、定期的に別の場所にバックアップを作成することをお勧めします。 

 

OEM M83 

 

http://www.materialise.com/
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基本インターフェイス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. パーツリスト 

2. ワークフロー・ツールバー 

3. 機能ツールバー 

4. プリンター選択 

5. ワークスペース 

6. メイン・ツールバー 

 

Creatr を起動すると、[Printer Selection]から直接プラットフォームを表示できます。ご希望の 3D モ

デルが画面上で選択されていない場合は、次のステップに進む前に正しいモデルを選択してください。 

 

ワークフロー： 

A. ワークフロー・ツールバーで[IMPORT]ボタンをクリックして、任意の STLファイルを読み

込みます。 

B. 読み込んだパーツの移動や拡大/縮小、回転、複製を行うには、ワークフロー・ツールバ

ーで[TRANSFORM]ボタンをクリックします。 

C. 3Dプリンターで造形するためにパーツのビルド処理を行うには、[PRINT]ボタンをクリッ

クします。 

 

ワークスペース内のカメラ操作 
 

マウスの左ボタン 

オブジェクトを選択します。 

 

マウスの右ボタン 

ボタンを押したままマウスを

動かすと、カメラが 3Dモデル

を中心に移動します。 

スクロールホールボタン 

カメラをズームインまたはズームアウトするに

は、マウスのホイールボタンを使用します。 

マウスの右ボタン + Shift キー 

または 中央ボタン 

ボタンを押しながらマウスを動かすと、カメ

ラの視界が左右に移動します。 

IMPOR
T 

TRANSFOR
M 

PRINT 

http://www.materialise.com/
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メイン・ツールバー 
 

[File]メニュー 

[New Project] 

編集中のプロジェクトからすべてのパーツやシーンを削除して、新規に空のプロジェクト

を作成します。この機能を選択すると、編集中のプロジェクトを閉じる前にプロジェクト

(やパーツ、シーン）の保存を促すダイアログが表示されます。1 つ以上のプロジェクトを

並行して作成・編集するには、Creatr ソフトウェアを、同時進行するプロジェクトの数だ

け起動してください。 

 
[Open Project] 

既存のプロジェクトファイルを、Creatr ソフトウェアで開きます。Creatr プロジェクトファ

イル（.BUILDER ファイル）は、Materialise 社製ソフトウェアの専用ファイル形式です。この

ファイル形式は、一つの STL ファイル、または複数の STL ファイル（プロジェクト）に加え、

STL データ以外の情報も合わせて保存することができるため、それぞれを個別のパーツ（STL

ファイル）としてではなく、プロジェクト全体を一つのファイルとして扱うことができます。 

 
[Save Project] 

STL 形式ではなくプロジェクト（*.bilder）として保存すると、内容を圧縮して容量を節約で

きるほかに、プラットフォームやシーン、パーツの寸法や注釈などの追加情報を一緒に保存で

きるメリットが得られます。[Save]機能を選択すると、プロジェクトの保存ファイルに新規の

名前をつけて、編集前のプロジェクトを保持するか否かを問うメッセージが表示されます。 

 

3D モデルの作成作業を後日改めて継続するには、*.builder ファイル形式で保存してくださ

い。このファイル形式には、保存時の Creatr ソフトウェアの状態なども含め、すべての情報

がそのまま保存されます。 

 

補足: プロジェクトを保存しても、レイアウト以外のプリント設定項目はプロジェクトファ

イルに保存されません。これらの項目も含めて.BUILDER ファイルにエキスポートする方法に

ついては、「Leapfrog ビルドプロファイルの読込み」を参照してください。.BULDER ファイ

ルおよび.BPPROF ファイルを含む、完全なプロジェクトの保存手順が確認できます。 

 
[Exit] 

[Exit]をクリックすると、アプリケーションを終了します。まだ保存していない変更がある

場合は、アプリケーションの終了前に変更を保存するか確認するダイアログが表示されます。 

 

[Options]メニュー 

[Smooth Shading] 

このオプションで、パーツのレンダリング方式の指定ができます。選択すると、個別の三角

ポリゴンとして表示されていた曲面が、よりスムーズな色の変化で表現されるようになりま

す。この設定はパーツの表示のみに影響し、ポリゴン数や.STL ファイルの精度などには影響

を与えません。 

http://www.materialise.com/
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[Autoplacement on import] 

このオプションを選択すると、パーツをインポートする際に、プラットフォームの中心の周

囲に自動的に配置されるようになります。 

 

補足: この方法は、2 カラー造形用の.STL ファイルをインポートする際は最適ではありませ

ん。読込み時、各パーツが適切な位置に配置されずに、プラットフォーム中央に均等に配置

されてしまうためです。 

 

[Communication Log] 

3D プリンターとの通信内容のログを記録するには、このチェックボックスにチェックを入れ

るか、Ctrl+L を押して通信ログウィンドウを開きます。このログウィンドウでは、G-Code コ

マンドを手動で入力することもできます。 

 

[Help]メニュー 

 [About] 

このボタンをクリックすると、Creatr ソフトウェアの製品情報ダイアログが開

きます。このダイアログでは、お使いのソフトウェアのバージョン番号や著作

権表記を確認できます。 

 

ライセンス情報： 

 System id: お使いのコンピュータを識別する、一

意の認識番号 

 ライセンス期間: ライセンスの有効期間 

 
このダイアログにある[Network Settings]ボタンをクリ

ックすると、企業のイントラネットなど Proxy サーバー

を介してインターネットに接続された環境下で本ソフト

ウェアを使用する際の設定が行えます。 

 
[Manual] 

このボタンをクリックすると、Creatr のサポートサイトに接続します。このサイトでは、本

ソフトウェアを使用する上で必要なすべての情報を閲覧できます。 

 

 

http://www.materialise.com/
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3DPrintCloud 

 
Materialise 3DPrintCloud には、3D プリントを簡単に行うための各種ツールが用意されてい

ます。これらのツールを使うことで、造形できない 3D モデルのファイルの不備も、わずか数

ステップの操作で、造形できる状態に自動的に修正できます。 

 

 

http://www.materialise.com/
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プリンターの選択 
 

使用する 3Dプリンターを変更するには、[PRINTER SELECTION]メニューを使用します。 

 

前述したとおり、3D モデルの読込みや変形、造形などのステップ

に移る前に、適切な 3D プリンターが選択されていることを確認し

てください。プロファイルのアップデートは、特定のプリンター別

に用意されています。 

 

正しく設定されていないと、3D プリンターを破損する恐れがあり

ます。例えば、Creatr HS（または HS XL）用に用意した、高いプ

リントスピード設定のデータを Creatr Single、Dual または XL プ

リンターで使用すると、駆動モーターを損傷することがあります。

また、Creatr HS XL 用の G-Code データを Creatr HS に使用すると、

ビルドボリュームの違いからプリントヘッドなどを破損する恐れが

あります。 

 

なお、PC とプリンター間の通信速度（Baud Rate）の変更が必要な

場合も、プリンターを選択後にこのタブの下部で変更できます。 

 

http://www.materialise.com/
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パーツの読込みとパーツリストの表示 
 

 

 

 

 

Creatr ソフトウェアは、そのデータ形式として.STL ファイル形式を採用しています。.STL ファイル

形式は、3D プリンターで幅広く使用されている標準データ形式です。.STL ファイルには、3D モデル

の表面の情報が三角ポリゴンの集合体として記録されています。これは、処理に複雑な計算を必要と

しないため、ラピッドプロトタイピングの用途などに使われることの多い形式です。 

 

一般的な CAD データと異なり、.STL ファイルには 3D オブジェクトの三角ポリゴン情報のみが含まれ、

オブジェクトの構成情報などは含まれません。三角ポリゴンは、頂点を表す 3 つの点と法線の組み合

わせで表現されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パーツの読込み 

ワークフロー・ツールバーの[IMPORT]ボタンをクリックすると、.STL ファイルを読み込んでプラット

フォームに配置できます。 

ファイルが保存されているフォルダに移動します。一度に複数の.STL ファイルを開くこともできます

が、それにはすべてのファイルが同じフォルダ内に保存されている必要があります。 

.STL ファイルを読み込むと、パーツリストとプラットフォームに追加されます。[Autoplacement on 

import]（[Options]メニュー、9 ページ参照）を選択していない場合は、読込んだパーツはビルドプ

ラットフォームの縁に配置されます。 

 

 

 

 

 

2要素 

• 中心点 

• 半径 

三角形 1 

三角形 2 

三角形 3 

三角形 4 

… 

 

三角形 1500 

1 三角形 

= 

3 頂点& 

1 法線 

デジタル CAD .STLファイル 単一三角ポリゴン 
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パーツリスト 

パーツリストには、読み込んだパーツを管理するのに便利なツールが用意されています。その時点で

読み込まれているすべてのパーツの情報が、このリストに表示されます。 

 

1. パーツの選択/選択解除 

パーツリストのタイル、またはビルドプラット

フォーム上のパーツをクリックすると、パーツ

を選択または選択解除できます。 

 

2. ノズル変更ボタン 

このトグルスイッチをクリックして、ノズルに割

り当てるパーツを指定します。設定は、ノズルを

2 つ搭載するタイプの 3D プリンターで、[Part]-

[Part]プリントモードでの造形を行う場合に選択

できます。アップデートされたバージョンでは、

各ノズルは「1」「2」の代わりに、右（Rigit）

と左（Left）を意味する「R」および「L」として

表示されます。 
 

3. カラー変更 

このボタンをクリックすると、

パーツの表示カラーを変更でき

ます。 
 

4. 表示/非表示ボタン 

このボタンをクリックすると、

パーツをプラットフォーム上で

表示するか否かを切り替えでき

ます。ボタンを再度クリックすると、操作を取り消せ

ます。 
 
 
 

[Autoplacement on import]がオフの場合、

2カラーモデルは組み合わされた状態で配置

されますが、センタリングされません。 

[Autoplacement on import]がオンの場合、2カラー

モデルの各パーツはセンタリングされて配置されま

すが、組み合わされた状態にはなりません。 
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5. パーツ情報ボタン 

このボタンをクリックすると、パーツリストのタイルの表示色が反転します。また、パーツ

情報も表示されます。 

 

[Dimensions]: 

X、Y、Z の各軸上での最小および最大座標と、バウンディングボックスの寸法が表示されます。 

 

[Mesh info]: 

三角ポリゴンおよび頂点の数が表示されます。 

 

[Diagnostics]: 

STLファイルの品質情報 STL ファイルにエラーが含まれていると、スライシングや造形の段階

で問題が生じることがあるため、ファイルに保存する時点ですべてのエラーを取り除いてお

くことが重要です。正しく作られているファイルは、反転三角やバッドエッジを含まない、

一つの単一シェルで構成されます。 
 
 

 

6. STLエラーヒント情報 

この警告ボタンは、STL ファイルにエラーが含まれている場合に表示されます。ボタンを押す

と、パーツ情報（5. パーツ情報ボタンで表示されるものと同じ）を見ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

7. パーツの削除 

このボタンを押すと、選択されたパーツがプロジェクトから削除されます。この操作は、同

時に複数のパーツに適用できます。また、キーボードの Delete キーを押しても、同じ操作を

行えます。 

 

8. 全パーツの選択 

このボタンを押すと、全てのパーツを一括選択できます。選択を解除するには、このボタン

を再度クリックします。 

 

9. 選択反転 

このボタンをクリックすると、パーツの選択状態が反転して、その時点で未選択のパーツは

選択、選択中のパーツは選択解除されます。 

 

 

8   9                             7 
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パーツの移動・変形 
 

 

[Autoplacement] 

このコマンドは、パーツをビルドプラットフォームの中央付

近に自動的に配置します。[Part distance]項目で、パーツを

自動的に配置するときのパーツ間の距離を指定します。

[Platform margin]項目で、パーツとプラットフォームの端か

らどれだけ離して配置するかを指定します。 

 

[All parts]または[Selected parts]を選択すると、すべて

のパーツをまとめて一つのグループとして扱うか、または選

択したパーツのみを個別に扱うかを選択できます。 

 

[Move] 

移動の操作で、画面上で変化の様子を確認しながらパーツを

（または複数のパーツをまとめて）別の場所に移動できます。 

選択したパーツを 3D ビュー内で確認しながら移動するには、

軸、またはプラットフォーム上の青い平面をドラッグします。 

 

パーツの移動幅を既定の間隔単位に制限するには、[Snap]チェッ

クボックスをオンにします。移動の間隔は、ミリ単位で任意に

指定可能です。また、X/Y/Z の各数値を入力すると、移動する

距離を各軸線上の相対位置で指定することもできます。 

また、X/Y/Z の各数値を入力すると、移動する距離を各軸線上

の相対位置で指定することもできます。 

[CENTER]ボタンをクリックすると、選択したパーツの X-Y 平

面上の中心点を、ビルドプラットフォームの中央に合わせて

移動できます。 

選択したパーツの底面がビルドプラットフォーム上に接地する

よう、Z 方向に移動するには、[DROP MODEL]をクリックします。 
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[Rotate] 

パーツを囲む円の一つをドラッグすると、その縁が対応する

軸を中心にパーツを回転できます。パーツの選択は、操作の

最中でも変更できます。 
 

[Snap]チェックボックスを選択にすると、パーツの回転をあ

らかじめ設定した角度の単位で制限できます。移動の間隔は

任意に指定可能です。 
 

また、回転する角度を相対値で指定することができます。

X/Y/Z の各軸を中心に回転する角度を、それぞれのボックス

に入力してください。指定した回転を適用するには、

[APPLY]を押します。 
 

特定軸を中心にした回転をロックするには、ロックアイコン

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

[Lay flat] 

[Lay flat]機能を使用して、選択したパーツを配置する際に基準とする平面を指定できます。ここで

選択した平面が、自動的にプラットフォームと並行になるよう、パーツが配置されます。対象となる

平面を指定するには、ビルドプラットフォーム上のモデルの、希望する面をクリックします。この面

を表示するためには、カメラ視点を移動する必要があるかもしれません。選択された面は、以降、薄

緑色でマーキングされます。底面として指定したい面が選択できたら、[Apply]をクリックします。

この面を基準に、モデルがビルドプラットフォームに対して並行になるよう回転します。 
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[Bottom plane]/[Top plane] パーツの基準平面を指定します。選択した平面はグリーンで示さ

れます。選択した平面がプラットフォームに対して並行になるよ

う、パーツが回転しますが、この時パーツがプラットフォームに

対して下向きになるか上向きになるかは、選択した平面のパーツ

内での位置関係によって変わります。 

 
 

[Positioning]（回転後の位置設定) 
 

[Keep original Z value] パーツの移動は行われません。 

[Translate to Z] パーツの回転後に、入力された Z軸の最小値の位置に移動し

ます。 
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[Rescale] 

[Rescale]ツールは、パーツの寸法を、特定の軸の方

向に限定して、あるいはすべての軸の方向に一括し

て拡大/縮小します。 

 

[Factor]項目に、特定の軸に沿ってパーツを拡大す

る倍率をパーセント値で入力します。この項目に

「200」%を指定するとパーツのサイズは倍になり、

「100」%だとサイズは変化しません。「100」未満の

値を指定するとパーツは縮小され、「100」より大き

い値を指定するとパーツは拡大されます。 

 

すべての軸に対して同じ倍率で拡大/縮小するには、

[Uniform rescale]オプションをオンにします。X、Y、

Z の軸ごとに異なる倍率を指定するには、このオプシ

ョンをオフにします。 

 

補足: [Rescale]の処理は、対象のモデルのその時点のサイズに対する相対値で適用されます。例え

ば、一辺が 10mm の立方体に 125%の拡大/縮小を適用すると立方体の寸法は 12.5mm に変化しますが、

適用後は 12.5mm が 100%時の値として扱われます。このため、再び 125%の拡大/縮小を適用すると、

今度は最初の 10mm ではなく 12.5mm の 125%に寸法が拡大します。 

 

[Duplicate] 

このコマンドは、選択したパーツの複製を作成して、

指定した間隔（ミリ単位）で配置します。 

 

追加で作成する複製の数や、複製したパーツを並べる

間隔および方向を指定できます。 
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プリント 

[Print settings] 
 

 

プリントジョブに適したファイルを生成するには、プロファイルとプリントモードを適切に選択する

必要があります。 

 

Creatr ソフトウェアは造形を実行する際、そのプリント設定を特定の 4 つのプロファイルを元に導き

出します。 

 

プロファイル: 

各ノズル（右または左）に固有の設定 

 [Material]: フィラメントの直径

や押し出し温度、プリント速度な

どの、フィラメントに関連するパ

ラメータ。この設定を行う際は、

プリンターまたはエクストルーダー

に選択したタイプのフィラメントが

セットされていることを確認してく

ださい。 
 

全ノズル共通の設定 

 [Slicing Strategy]: スライシング

のレイヤー厚と精度のパラメータ 

 [Build Strategy]: モデルの輪郭

（または外周）や上方あるいは下

方に面したレイヤー、インフィルの造形パラメータ 

 [Support Strategy]: サポート素材の生成方針に関するパラメータラフトやブリム、スカー

ト構造の設定も、これに含まれます。 

 

Creatr ソフトウェアに限らず、3D プリント一般においても、適切なプロファイル設定は造形を成功

させる上で重要な要素です。本マニュアルではその大部分を割いて、その設定方法について説明して

いるほか、このパネルの右下にも、関連設定に簡単にアクセスできるよう[Edit profiles]ボタンが

用意されています。 

 

[Print mode]: 

造形にノズルを 2つ使用する際に、それぞれのノズルの用途を指定するパラメータです。 

 

オプション: 

[Part] – [Part]: 両方のノズルをパーツの造形に使用します。個別のパーツごとに、造形に使用す

るノズルを割り当てるには、パーツリストの切り替えボタンを使用します。（パーツリストの章を参

照）2 カラープリントに最適です。 

 

[Part] – [Support]: [Part]が指定されたノズルを実際のパーツ造形に使用し、もう一方のノズルは

サポート構造の造形に使用します。 
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[Contour] - [Infill]: [Contour]が指定されたノズルは

3D モデルの輪郭の造形に使用し、もう一方のノズルはイン

フィルの造形に使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Printer control] 

[Printer control]項目では、USB接続を介してプリントジョブの内容を 3D プリンターに直接送信できま

す。また、プリントヘッドの位置を手動で移動したり、温度設定を調整したりすることもできます。 

 

補足: Xeed プリンターには制御用の専用 PC が内蔵されており、別途 PC と接続せずに使用することを

前提に設計されています。 

 

この操作を行うには、まず 3D プリンターが接続された COM ポー

トを選択してください。適切なポートが選択されているかどう

かは、USB ケーブルを接続して更新アイコンをクリックすると

確認できます。ここに表示されるポートは、3D プリンターと

の接続用に割り当てられたポートである必要があります。 

 

 Port selection: 3D プリンターが接続されているポー

トを選択します。希望するポートがリストに表示され

ていない場合は、更新アイコンを押します。 

 

 [CONNECT]/[DISCONNECT]ボタン: このボタンを押すと、

3Dプリンターと PC 間のシリアル接続を行います。す

でに接続されている場合は、ボタンが[DISCONNECT]に

変わります。 

 

補足: 適切なポートが表示されていない場合は、正しいプリン

タードライバーがお使いの PC にインストールされていること

を確認してください。ドライバーについては、Leapfrog の 3D

プリンターサポートにお問い合わせください。 

 

3D プリンターが対応するプリントジョブをプリンターに送信

するには、前述したプリント設定項目で、プロファイルとプリ

ントモードが適切に選択されている必要があります。 

お使いのプリンターのエクストルーダーに、設定で選択された種類のフィラメントがセットされてい

ることを確認してください。また、造形を開始する前には、プリンターをホームポジションにセット

することを推奨します。 
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[Start printing] 

 

3D プリンターが適切に接続されてプリントの準備が完了していることを確認したら、 [Start 

Printing]ボタンを押します。 

 

造形中はプログレスバーの表示で、造形の状況が確認できます。バーの最初の 12%まではスライシン

グの作業中、それ以降は造形の作業中を示します。 

 
ノズル温度は、G-Code ファイルで指定された値に合わせて変化します。造形中も、ノズル温度は監

視・調整できます。変更すると、元の設定値に優先するか否かを確認するメッセージが表示されます。 

 

[PAUSE]ボタンを押すと、プリントジョブを一時停止します。一時停止中、プリンターは X/Y 軸のホ

ームポジションに戻り、10mm 上方に移動します。 

[Resume]ボタンを押すと、プリンターの一時停止状態が解除され、停止する直前の状態から造形が再

開されます。 

 

スライシング処理に続いて、造形の予想時間とフィラメントの消費量（長さおよび重量）の計算が行

われます。これらの予想値は、スライシング処理をやり直すと上書きされます。 

 

補足: 予想値は、主にプリンターを駆動するコードに含まれる行数を元に算出されますが、円形のオ

ブジェクトなどは四角形のオブジェクトに比べて多くの行数が使われるため、予想値と実際の時間の

差が大きくなる傾向があります。 

 

この処理は、プリントプレビューや G-Code の生成、またはプリントジョブをアプリケーションから

開始すると終了します。 

 

プリンターが造形を実行している間は、その進捗に合わせて処理時間やフィラメント消費量の予想値

が減少します。 
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[Printer control]の各設定を操作することで、3Dプリンターのハードウェアを直接制御できます。 

 

 

 

 

ノズルと[Platform bed]項目の各設定を指定すると、それぞれの温度を調整できます。温度の変更は、

右側の温度入力ボックスの値を変更するか、スライダーのつまみを左右にドラッグすることで行えま

す。温度入力ボックスの値を変更した場合は、リターンキーを押して値を確定してください。項目の

左側にある温度計の形のオン/オフアイコンをクリックすると、エクストルーダーやビルドプラット

フォームのオン/オフを切り替えられます。オン/オフアイコンの右側には、それぞれの実際の温度が

表示されます。さらにその右側にあるスライダーで、温度と設定を確認および調整ができます。 

 

補足: プリント中に温度設定を変更することができますが、温度がプリンター制御ファイルで設定さ

れている場合は、ファイル内の設定が優先されます。 

 

ノズル温度の調整項目の隣には、エクストルーダーのフィラメント押し出しを制御する項目が設けら

れています。これらの項目を使って、フィラメントをノズルから押し出したり、反対に巻き戻したり

することができます。なお、これらの項目は、ノズルが 150℃以上の温度に加熱されている場合に限

り有効になります。フィラメントを手動で押し出す、または巻き戻すには、2 つあるボタンのいずれ

かを押し続けてください。フィラメントの押し出しの状態は、エクストルーダーに内蔵された押し出

しモーターの動きを表した、アイコンの回転で確認できます。 

 

[Fan speed]のスライダーは、ファンの回転状況をモニターしながら、プリントジョブの実行中でも

変更できるようデザインされています。ファンの速度は、プリントジョブ実行中およびアイドル中に

変更できます。 

現在の 

温度測定値 
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隣の欄は、エクストルーダー位置の手動調整用です。矢印キーを押して、エクストルーダーを任意の方

向に動かせます。各方向に 2 個ずつならんだ矢印ボタンは、クリックするボタンによって移動幅の大小

が違います。内側の矢印をクリックするとエクストルーダーが小幅に、外側の矢印ボタンをクリックす

るとエクストルーダーが大幅に移動します。各軸上のホームボタンは、その軸上のホーム位置に、すべ

てホームボタンはすべての移動軸をホーム位置にリセットします。 

 

プリントプレビュー 
 

プリントプレビュー機能を使うと、3D モデルのスライシング状態を疑似 3D 表示上で確認することが

可能です。スライシング処理中はその進捗状況が表示されます。また、処理終了後にはスライスの状

態を確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示範囲の左と下にあるスライダーをドラッグすると、それぞれ積層方向のスライシング位置と、表

示されたスライス上のベクトルを操作できます。 

造形の予想時間は、画面の左下に表示されます。 
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プリントプレビュー画面では、選択されたプリントプロファイルを変更することはできません。プリ

ントプレビューモードを終了するには、[EXIT PRINT PREVIEW]ボタンを押すか、ワークフロー・ツー

ルバーで別のモードに切り替えます。 

 

色凡例: 

 外周輪郭線 

 サポート 

 内周輪郭線 

 インフィル 

 

[GENERATE GCODE] 

G-Codeファイルを生成して、USB メモリなどを介して 3D プリンターに 3D モデルのデータを転送する

には、[GENERATE GCODE]ボタンをクリックします。生成する G-Codeファイルの名前を入力すると、

パーツのスライシングが行われます。スライシング処理の進行状況は逐次表示されます。 
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プリンターのキャリブレーション 
 

 

補足: これらのキャリブレーション機能は、Creatr シリーズおよび Creatr HS シリーズの 3D プリン

ター用です。 

 
このウィザードは、2 種類の機能から構成されています。プラットフォームのキャリブレーション、

またはノズルのキャリブレーションです。 

 

[Calibrate platform] 

補足: 本項目で説明するキャリブレーション作業を行う前に、必ずノズル先端やビルドプラットフォー

ムにフィラメントのカスが付着していないことを確認してください。付着している場合は、キャリブ

レーションを実行する前に取り除いてください。 

 

造形が正常におこなわれるには、プラット

フォームが適切にキャリブレーションされ

ている必要があります。ノズルとプラット

フォーム間の距離は、ノズルが X/Y 軸上の

どの位置にある時も、常に一定に保たれて

いなければなりません。そのために、ビル

ドプラットフォームは水平に保たれている必

要がありますが、その調整はプラットフォー

ムの下にあるダイヤルを回すことで行えます。

プラットフォームのアライメントは、輸送

中に狂うことがあるため、使用する前に必

ず正しく調整されていることを確認してく

ださい。 
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プラットフォームの水平を調整するには、ノズルをプラットフォーム四隅に移動して、それぞれの角

でノズルとプラットフォームの間隔が一定であることを確認します。そうなっていない場合は、3D プ

リンターのマニュアルを参照して、プラットフォームを調整してください。 

Xeed 3D プリンターには、独自のビルドプラットフォーム水平調整機能が内蔵されています。 

 

[Start]をクリックすると、プリントヘッドが左前角に移動します。ノズルとヒートベッドの間に紙

を一枚挟んだ状態で、ヒートベッド左前角の高さを調整します。この時、軽く触れた程度では紙が動

かないようになるように、ヒートベッドの高さを調整してください。一つの角の調整が終了したら、

[Next]をクリックします。プリントヘッドが右前角に移動します。一つ前の角の調整をやり直すには、

[Previous]をクリックします。先ほどと同様の手順で、右前角の調整を行ってください。[Next]をク

リックすると、プリントヘッドがヒートベッド中央に移動します。この状態で、ヒートベッド左後ろ

および右後ろの高さを下げてください。[Next]をクリックすると左後ろ、更にクリックすると右後ろ

の高さ調整ができます。ヒートベッドの調整を終了する前に、各調整項目を再度確認してください。 

 

補足: [Calibrate Platform]ツールでは、ノズルがヒートベッド表面に衝突することを防止するため、

左右後ろの角の調整に進む前にヒートベッド中央に移動します。次に進む前に、プリントヘッドがヒー

トベッドに当たらないことを確認して、必要に応じてヒートベッド左右後ろの高さを下げてから、次の

手順に進んでください。 
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[Caliblate nozzles] （2 ノズルプリンターの追加キャリブレーションを含む） 

このキャリブレーション作業は、2 ノズルプリンターで異なる色の造形を行う場合に、それぞれの色

の位置がずれていると感じた場合などに限り行ってください。キャリブレーションを実行する前に、

それぞれのエクストルーダーにフィラメントをセットします。それぞれ違う色のフィラメントをセッ

トすると、調整しやすくなります。また、Creatr 2.0 の[Print]セクションで、適切な[Material]プ

ロファイルが選択されていることを確認してください。準備が完了したら、“Calibrate printer”

サブセクション以下の[Calibrate Nozzles]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. [Print Parts]ボタンを押して、キャリブレーション用

のパーツをプリントします。この操作を行うと、それぞ

れエクストルーダー1と 2 でプリントされた、2つの層

が形成されます。1 層目と 2 層目でズレのある四角形が

あれば、2 層目のズレの具合に合わせて画面上で該当す

る四角形をクリックしてください。 

2. 2つの層がズレなく重なっている四角形を選択してから

[Finish]ボタンを押すと、その設定内容が 3Dプリンター

に送信され EEPROMに記録されます。 

3. これでキャリブレーション作業は完了し、デュアルヘッ

ドを搭載した 3D プリンターで正しく造形が行われるよ

うになります。 

 

補足: ノズル同士のアライメントに問題がある場合は、www.lpfrg.com のサポートページで、エクス

トルーダーのアライメント調整に関する情報を検索してください。 
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プロファイルエディター 
 

 

[Edit Profiles]ダイアログ(プロファイルエディター)で、造形およびその他プリンター設定の各種

パラメータをまとめて設定、管理できます。これらのプロファイルには、[Print]セクションの[Edit 

profiles]ボタンをクリックしてアクセスできます。 

 
補足: [Edit Profiles]ウィンドウには、[Printer Selection]セクションで選択したプリンターに直

接関係のあるプロファイルが表示されます。 

 

各パラメータは、機能別のグループ(プロファイル)に分類されています。プロファイル毎に用意され

たパラメータリストで、ビルドプロセッサーの挙動についての設定ができます。 
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次のページから数ページに渡って、各プロファイルに含まれる設定の概要を解説します。ですが、こ

れは 3D プリントについての入門講座ではありません。同様に、ダウンロードするプロファイルは、

実際に使用するには 3D モデルのサイズや形、形状の複雑さに合わせて微調整する必要があり、決し

て「プラグ&プレイ」で使えるものではありません。ユーザー自身で調べたり、また www.lpfrg.com

に用意されている各種資料を参考にして、より適切な設定値を求める方法を見つけ出してください。 

 

 

 

スライシングセクション 

素材パラメータセクション 

ビルド方針セクション 

サポート使用方針セクション 

パラメータリストセクション 
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共通ボタン 

プロファイルの中には、一部の OEM 提供プロファイルなど編集不可のものが含まれていることにご注意

ください。Creatr 2.0 では、プロファイルの上にマウスカーソルを合わせると表示される「＋」マーク

を押すと、そのプロファイルのコピーが作成できます。編集不可のプロファイルは、コピーを作成した

上で、コピーの方を編集してください。「×」マークを押すと、プロファイルを削除できます。 

 

 

 

 

 

 

選択されたプロファイルをコピー、またはパラメータリストで選択した項目にパラメータを追

加します。 

 

選択されているパラメータを削除します。ボタンを表示するには、マウスカーソルをパラメー

タかプロファイルの上に重ねてください。 

 

 
あるパラメータの追加情報を表示します。ボタンを表示するには、マウスカーソルをパラメー

タかプロファイルの上に重ねてください。 

 

また、各パラメータ上にマウスカーソルを重ねると、パラメータの情報が表示されます。 

 

[Update profiles]ボタンで、メーカーWeb サイトから定義済みプロファイルをダウンロード

できます。 

 

[Import]および[Export]ボタンを押すと、保存済みの.BPPROF ファイルを手動で読込み/書き

出しできます。 
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[Machine Settings] 

[Machine Settings]項目で、お使いの 3D プリンターを本ソフトウェアで使用するために必要な、各

種パラメータを設定できます。 

 

 

 

[Extruders configuration] 

使用する 3D プリンターの、ノズル直径を設定します。 

 

 [Calibrated Wirewidth nozzle 1]: ノズル 1から吐出するラインの幅を指定します。 

 [Calibrated Wirewidth nozzle 2]: ノズル 2から吐出するラインの幅を指定します。 

 

すべての Leapfrog 社製 3D プリンターには、標準装備として 0.35mm 径のノズルが搭載されています

が、一部のモデルはオプションで別売りの 0.5mm 径ノズルを装着することが可能です。 

 

補足: 右側のエクストルーダーのノズルが「ノズル 1」、左側のエクストルーダーのノズルが「ノズ

ル 2」になります。 

 

[Custom codes] 

この項目で、出力内容に任意の G-Code コマンドを挿入します。このコマンドで、造形プロセス中の

下記のイベント発生時の挙動を変更できます。 

 

 造形のスタートアップ中 → [Start code] 

 造形の終了中 → [Stop code] 

 ツールの変更中 → [Tool change code]の前後 

 

http://www.materialise.com/


Creatr 
33 

www.materialise.com 

Materialise – Technologielaan 15 – 3001 Leuven – Belgium 

 

 

 

[Start code]: 造形プロセスの開始時に実行される、追加 G-Codeコマンドを入力します。通常は、

各部の加熱設定や初期位置への移動、3D プリンターが正しい位置に造形を行うため座標リセット

などのコマンドを指定します。 

 

[Stop code]: 造形プロセスの終了時に実行される、追加 G-Code コマンドを入力します。通常

は、ノズルのヒーターをオフにする、プリントヘッドを X/Y 軸上のホームポジションに戻す、ビ

ルドプラットフォームの位置を下げる、または各部駆動モーターの電源を切るなどの機能を指定

します。 

 

[Before tool change code]: ツール変更前に、そのツールを使った造形が完了した後に実行

される、追加 G-Code コマンドを入力します。 

 

[After tool change code]: ツール変更後に、変更されたツールを使った造形が開始する前に

実行される追加 G-Codeコマンドを入力します。 

 

補足: ビルドプロセッサーには、カスタムスタートおよびストップコードに使用できる変数が用意さ

れています。 

 

 %%Zstart%%: Zレベルの開始位置の情報を返します。 

 %%TemperatureNozzle1%%: ノズル 1の設定温度に対応する値を返します。 

 %%temperatureNozzle2%%:ノズル 2の設定温度に対応する値を返します。 

 %%temperaturebed%%:ヒートベッドの設定温度に対応する値を返します。 

 {IF_NOZZLE1} スタートまたはストップコードの前に入力すると、それ以降の G-Codeは

プリントジョブでノズル 1 が有効化されている場合に限り実行されます。 

 {IF_NOZZLE2} スタートまたはストップコードの前に入力すると、それ以降の G-Codeは

プリントジョブでノズル 2 が有効化されている場合に限り実行されます。 

 {IF_BED} スタートまたはストップコードの前に入力すると、それ以降の G-Code はプリ

ントジョブで加熱ベッドが有効化されている場合に限り実行されます。 

 

不適切な G-Code を実行すると、3D プリンターが破損する恐れがあります。この項目で G-Code を変更、

追加、削除を行う場合は、G-Codeに習熟したユーザーが行うことを推奨します。 

 

[Slicing Profile Section] 

[Slicing]プロファイル項目では、ビルドプロセッサーのスライシング処理に関与するプロファイル

の編集、管理、定義ができます。 
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 [Layer thickness]: スライシングの幅をミリメートルで指定します。 

 

 

 

 

 

レイヤー厚(積層

ピッチ) 

 

 

 

 

 

 

レイヤー厚が薄くなるほど、エクストルーダーのプリント速度は低く設定される必要があります。こ

れは、3D プリントで造形するオブジェクト全般に当てはまります。高速プリンターの最大プリント速

度は、レイヤー厚が最大に設定された場合の値を示しています。エクストルーダーのプリント速度は、

[Material]プロファイル内で定義されています。 

 

また、最大レイヤー厚はノズル先端直径の 80%よりも小さな値に設定することを推奨します。

Leapfrog 3D プリンターは標準で 0.35mm 径のノズルを装備しているので、推奨される最大レイヤー厚

は 0.28mm になります。ただし、ノズルが完璧にクリーニングされている場合に限り、0.35mm の最大

レイヤー厚に設定することもできます。 

 

 [Border accuracy]: 許容するツールパスの最大誤差をミリメートルで指定します。 

[Border accuracy]の値が大きいほど、ツールパスと 3Dモデルの輪郭線の間に、より多く

のずれを許容することになります。また曲面を構成する線分の数も減るため、曲線の滑ら

かさが失われます。反対に、この値を小さくするほど、ツールパスのずれも小さくなり、

曲線がより多くの線分で構成されるようになります。 
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[Material Profiles Section] 

[Material]プロファイルで、パーツの造形に使用する素材フィラメントに関するプロファイルの編集、

管理、定義ができます。 

 

 

 

[Name]： パラメータ一覧が対応する素材（Material）プロファイルの名前を入力できます。ここで

名前を入力しておくと、プロファイルのインポートやエキスポートを行う時に便利です。また、プロ

ファイルを意図せず上書きしてしまうことを防止するのに役立ちます。例えば、[Slicing]プロファ

イルで指定したレイヤー厚はプリント速度を決める目安になるので、PLA-0.100mm、PLA-0.150mm、

PLA-0.200mm や、ABS-0.100mm、ABS-0.150mm、ABS-0.200mm などの[Slicing]プロファイル毎に、

[Material]プロファイルを用意するとよいでしょう。これによって、[Slising]プロファイルと

[Material]プロファイルを簡単に素早く組合せできるようになります。 

 

[Diameter filament]: フィラメントの直径を設定します。すべての Leapfrog 社製 3D プリンターは、

1.75mm 径のフィラメントを使用します。 

 

[Material density]: フィラメントの密度を設定します。造形に必要な素材の消費量の計算に必要

です。 

 

[Extrusion temperature]: この項目で、フィラメントがエクストルーダーから正常に吐出されるた

めに必要な、適正ノズル温度を、ユーザーが指定できます。適正温度は、造形物のサイズやプリント

速度、スライシングのレイヤー厚など、複数の項目の影響を受け、変動します。 

 

[Bed temperature control]:この項目で、ノズルから吐出した素材がビルドプラットフォーム上に正

常に定着することを補助する、適切なヒートベッドの加熱温度を、ユーザーが指定できます。[Data 

point]を指定することで、造形物の高さに合わせて温度を変化させることもできます。 

 

[Print speed]: フィラメントを積層するときの、ノズルの移動速度を指定します。ここでの設定値

は、 [Build Strategy]および [Support Strategy]の速度設定の基準値になります。例えば、

[Contours]の[Print Speed Factor]（Build Strategy Profile）は、本項目のエクストルーダーのプ

リント速度のパーセント値として指定されます。 
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[Master extrusion factor]: 造形中にフィラメントを吐出する基準量を指定します。ここでデフォ

ルト設定に近い値（100%など）設定すると、プリントパスの幅が[Machine Settings]で指定した値に

近くなります。より小さい値（＜100%）を指定するとプリントパスは細く、100%以上の値を指定する

とプリントパスが太くなります。 

補足: その他のプロファイル設定で指定される[Extrusion factor]は、この項目の設定を基準に

相対的に決定します。 

 
[Hopping]  

[Enabled]: 造形中のホッピングを有効化するには、このチェックボックスを選択します。ホッピン

グとは、フィラメントの吐出を中断して引き戻し、吐出を再開するまでの間に、ヒートベッドを一度

降下させ再び元の高さに上昇させる動作のことです。 

 

[Distance]: ホッピングを実行するときに、フィラメントを巻き戻す長さを指定できます。 

 

[Speed]: ホッピングを実行するときに、フィラメントを巻き戻す速度を指定できます。 

 

[Threshold]: ホッピングが実行される閾値を設定できます。ジャンプの幅がこの値よりも大きいと

きはホッピングが実行され、小さいときは通常と同じ方法でジャンプが実行されます。 

 
[Retraction] 

引き戻しは、フィラメントの押し出しを伴わずにヘッドが移動する場合などに、特に造形済みの表面

に余分なフィラメントが垂れることを防ぐために行われます。フィラメントを引き戻すとノズル部分

に陰圧が生じ、溶解済みのフィラメントがノズル内に引き込まれます。 

 

[Retraction Distance]: フィラメントを引き戻す長さを指定します。ダイレクトドライブ式の

エクストルーダーの場合は、あまり大きな値を指定する必要はありませんが、ボーデン式エクス

トルーダーの場合はより大きな値を指定する必要があります。ダイレクトドライブ式のエクスト

ルーダー（Creatr モデルおよび Xeed モデルなど）では、プリントヘッド自体にフィラメントの

駆動メカニズムが内蔵されています。 

 

[Retraction Speed]: フィラメントを引き戻す速度を指定します。 

 

[Prime Distance]: プリントを再開する際にノズルに送るフィラメント（プライミング）の長さ

を指定します。ダイレクトドライブ式のエクストルーダーの場合は、引き戻した長さとほぼ同じ

長さが適切です。 

 

[Prime Speed]: プライミングの際に、フィラメントをノズルに送るスピードを指定します。 

 

[Threshold]: 引き戻しを実行する際に移動する最短距離を指定します。 

 
[Idle override] 

2 ノズルタイプの 3D プリンターで造形を行っているとき、アイドル状態にある（フィラメントを吐出

してない）エクストルーダーが、その熱やフィラメント垂れなどによって造形物に影響を与えること

があります。[Idol override]機能を指定すると、ノズルの切り替え時にアイドル状態に入るエクス

トルーダーのフィラメント引き戻しや温度調整を行うことで、この問題を回避することができます。

アイドル状態に入るエクストルーダーは、そのノズル温度が十分に下がるまで、造形物から離れた位

置に退避します。 
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[Enabled]: このチェックボックスにチェックを入れると、2 ノズルを併用する造形時に、一時的に

使用していないノズルがアイドル状態になります。 

 

[Retraction speed]: ノズルがアイドル状態に移行する際の、フィラメントの引き戻し速度を指定

できます。 

 

[Retraction distance]: ノズルがアイドル状態に移行する際に、引き戻すフィラメントの長さを指

定できます。この項目では、このプロファイルの [Retraction]セクションにある[Retraction 

Distance]よりも若干大きな値を指定することを推奨します。そうすることで、フィラメントの滲み

だしが発生しても、ノズル先端から垂れ落ちることを防止できます。 

 

[Idle temperature]: ノズルがアイドル状態に入った時に、ノズルを冷却する温度を指定します。

このアイドル温度は、ノズルが再び使用されるまで維持されます。この設定はフィラメントの滲みだ

し防止に有効ですが、その値は使用しているフィラメントの推奨使用温度の範囲内に設定することを

推奨します。推奨範囲外の温度を指定すると、ノズル詰まりなどを起こすことがあります。 
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[Cooling strategy] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

熱溶解積層法を採用した 3D プリンターには、面積の小さな造形物を作成

時に、滑らかな表面を生成するのが難しいという欠点があります。これ

は、プリント速度が速すぎると下の層が冷却・凝固する前に上の層を形

成されてしまうために起こる問題ですが、それを避けるために速度を下

げると、今度は造形にかかる時間が長くなります。Creatr 2.0 で追加さ

れた冷却方針に関する機能の一つに、レイヤーのプリント時間が特に短

い場合にプリント速度を下げるというものがあります。もちろん、本ソ

フトウェアには、冷却ファンを備えたプリンターの場合は、そのファン

速度を制御する設定も用意されています。 

 

[Minimum layer printing time]: レイヤー1 層あたりにかける生成時

間の下限値を設定します。 ここで設定した時間未満で生成が完了す

る見込みのレイヤーは、生成時間がこの値になるまでプリント速度を

低下させます。 

 

[Minimum speed]: プリント速度の下限値を設定します。プリント速

度がこの値を下回ることはありません。 生成時間が[Minimum layer 

printing time]の設定値を下回るレイヤーの形成時は、設定した時間

が経過するまで、次のレイヤーの形成開始を停止します。 

 

[Fan control]: 冷却ファンの動作を、レイヤーの高さに合わせて微

調整します。 例えば造形工程の初期に形成されるレイヤーの生成時

にはファン速度を低く保ち、以降は速度を高めるなど、データポイン

トごとにファン速度を変化させることができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

写真に写っている鹿のモデルは、

その頭や胴体、脚の部分は

25mm/s のプリント速度で生成さ

れていますが、枝角部分は自動

的にプリント速度を下げて生成

されています。 
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[Build Strategy Profile Section] 

 
 

[Name]: ビルド方針プロファイルの名前を入力できます。 

 

 

[Contours] 
 

 

  

 

[Number of contours]: レイヤー1 層ごとに生成する、輪郭線の本数を指定します。より多くの輪郭

線を設定するとモデルの強度が増しますが、造形にかかる時間は長くなります。 

[Contour overlap]: 輪郭線の始点と終点の間に隙間が生じるのを防止するために、輪郭線を重ねる

長さを指定できます。負の値を指定することも可能です。 

[Contour before infill/Infill first]: この項目で、輪郭線とインフィルを形成する際の、一つ

のレイヤー上での順番を指定できます。通常は、輪郭を形成してからその内部をハッチングするほう

が、より高い表面品質を得ることができますが、急なオーバーハング部の形成時など、その順序を入

れ替えたほうが高い品質が得られる場合があります。 

[Offset]: 隣接する境界線の間に設ける間隔を指定します。この間隔が狭すぎても、あるいは開きす

ぎても、密着性やプリント品質に影響を与えます。この値は、プリントパスのデフォルト幅に対する

パーセント値で入力してください。また、輪郭線が一本だけの場合は無効です。 

[Hatching order]: この設定では、輪郭線を形成する時にその内側あるいは外側の、どちらから形

成するかを指定します。多くの場合、内側を先に形成すると、プリント品質を改善できます。 
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[Print speed factor]: 輪郭線を生成する時の、ノズルの移動速度を指定します。この値は、

[Material]設定でのプリント速度に対するパーセント値で指定します。多くの場合、より遅い速度を

指定すると、より高い造形品質が得られます。 

[Extrusion factor]: 輪郭線の生成時に押し出すフィラメントの量を指定します。デフォルト値に

対するパーセント値で入力してください。この値を変更すると、プリントされるパスの幅に影響を与

えます。 

[Thin walls]: 生成可能な線幅よりもパーツ自体の幅が細い場合でも、輪郭線が生成されます。本設

定で[Double walls]を選択すると、3D モデルのすべてのパーツで 2 重の輪郭線が形成され、厚みの薄

いパーツの強度をさらに増すことができます。 

[Start point relocation]: 輪郭線の開始点を設定します。この設定は、各レイヤーで輪郭線の始

点と終点が接する位置で「継ぎ目」が目立つ場合に使用します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グレーの造形物では目立つ「継ぎ目」が見えます。黄色の造形物は、この
項目で[Random]設定を選択してプリントされたものです。 

 

 

 [Repeat]: 輪郭線は、すべてのレイヤー上で同じ場所を起点にして生成されます。 

この設定では、造形物の表面に継ぎ目が残ることがあります。 

 [Sharpest angle]: パーツの外形に鋭い角度を形成する部分が含まれている場合、輪郭線

はその先端を始点に生成されます。継ぎ目が目立ちにくくなります。 

 [Random]: 他の設定とは異なり、積層するレイヤー毎に輪郭線の開始点をランダムに変更

します。明確な継ぎ目が残りことはなくなりますが、輪郭線の接点がランダムに移動する

ため、微細な欠陥がモデルの表面全体に点在することになる可能性があります。 
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[Upskin] / [Downskin] 

 

[Upskin]設定には、主にモデルの上方を向いた面（アップスキン）を形成する際のハッチングの

パラメータに関する項目が含まれています。 

 

[Number of layers]: 上面（アップスキン）と判断される面を形成するレイヤー数です。これらの

面は表面の品質を確保するために、インフィルのサイズの割合に関わらず、内部を埋めた状態で生成

されます。アップスキンのレイヤー数が増えるほど、造形に必要な時間は長くなります。 

[Line distance]: 上面をハッチングする際の、パターンの線の間隔を指定します。プリントパスの

デフォルト値に対するパーセント値を入力してください。100%に設定すると、線同士が密着するよう

にハッチングのパターンが生成されます。 

[Infill overlap]: 内部の輪郭線と上面および下面のインフィルの、オーバーラップ値（%）を設定

します。これにより、パーツ表面に穴が開くことを防ぎ、パーツの強度を高めることができます。 

[Angle]: X 軸に対して最初の上面レイヤーとなる面の、ハッチングラインの初期角度を指定します。 

[Angle increment]: 生成するハッチングラインの角度を、前のレイヤーのラインに対する角度で指

定します。多くの場合、適切な値は 90°です。たとえばレイヤー10 のアップスキンをある方向で形

成したら、レイヤー11 のアップスキンは 90°ずらした方向で行うことで、表面の形成品質を高める

ことができます。 

 

[Print speed factor]: 上面の構成ラインを生成する時の、ノズルの移動速度を設定します。この

値は、[Material]設定でのプリント速度設定値に対するパーセント値（%）で指定します。多くの場

合で、最高の表面品質を得るためには 80%～90%の値を推奨します。 

[Extrusion factor]: 上面の構成ラインの生成時に押し出すフィラメントの量を設定します。この

値には、デフォルト値に対するパーセント値を入力してください。この設定は、プリントパスの幅に

影響を与えます。このため、100%から大きく異なる値を指定することは避けるべきでしょう。 
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[Infill] 

 

[Pattern]: 3D モデルの内部を埋めるパターンを指定します。次の 4 パターンから、モデル内部に生

成する構造を選択できます。 

 

 [Infill]: ジグザグの直線パターンで、モデル内部を埋めます。インフィルの密度は指定

できます。 

 [Stripes]: 一定の間隔で並んだ複数の直線でモデル内部を埋めます。 

 [Stripes Hexagons]: 正六角形を隙間なく並べたハニカム構造でモデル内部を埋めます。 

 [Striper Squares]: 互い違いに並んだ四角形パターンでモデル内部を埋めます。 

 

 

 

[Size]: パターンのサイズを、デフォルトサイズに対するパーセント値で指定できます。 

 

[Infill overlap]: 内側の輪郭線とインフィルの構成ラインのオーバーラップ幅を決定します。こ

れにより、パーツ表面に穴が開くことを防ぎ、パーツの強度を高めることができます。 

 

[Angle]: パーツ内部を埋めるパターンの角度を指定できます。 

 

 

 

 

[Angle increment]: レイヤー毎に増加するパターンの角度を指定できます。インフィルのパターン

で[Stripes and Squares]を選択している時に、この値を 45°に設定すると、四角形とひし形のイン

フィルがレイヤー毎に交互に形成されます。一桁の値を指定すると、らせん状に変化するインフィル

パターンが形成されます。 

 

[Print speed factor]: インフィルを造形する速度を、[Material]プロファイルの[Print speed]で

指定された値に対するパーセント値（%）で指定できます。 

http://www.materialise.com/


Creatr 
43 

www.materialise.com 

Materialise – Technologielaan 15 – 3001 Leuven – Belgium 

 

 

 

[Extrusion factor]:フィラメントを押し出す量を、[Material]プロファイルで指定された[Mater 

extrusion rate]に対するパーセント値（%）で指定できます。インフィルの形成時に吐出されるフィ

ラメントの量が不足する場合は、この項目で 100%を少し上回る値を指定してください。 
 

[Auxiliary Structure] 

この設定は、2 ノズルタイプの 3D プリンター用です。オンにすると、ノズルを切り替えるときに目的

の造形物の隣でプライミングをおこない、補助構造を形成します。補助構造とは、サポート構造と同

様にメインの造形物の形成を補助するもので、プリントが完了したら破棄されることを前提にしてい

ます。また、設定がオフの時に比べノズル切り替え工程が自動的に最適化され、切り替えにかかる時

間が短縮できます。 

 

 
 

[Size]: 補助構造のサイズをミリ単位で指定します。エクストルーダーの切り替えが行われるまでに

生成されるレイヤーの面積が大きい場合は、この項目で 10.0mm 前後の値を指定することを推奨しま

す。しかし、エクストルーダーの切り替えが頻繁に発生する場合は、より小さな値を指定することが

できます。 

 

[Number of contours]: 補助構造の外形を形成する輪郭線の数を指定します。 

 

[Support Strategy] 

 

補助構造 
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[Name]: サポート構造の生成方針プロファイルの名前を入力できます。 

 

[Supports] 

 

[Enabled]: このチェックボックスを選択すると、サポート構造生成機能が有効になります。この機

能が有効の場合でも、[Self-supporting angle]値が規定する条件を満たさないパーツには、サポー

ト構造は生成されません。 

 

[Add border]:  サポート構造の周囲に境界線が生成されます。 

 

[Z-offset]: サポート構造を生成する際の、追加オフセット幅を指定できます。これにより、生成さ

れるサポート構造の密度が低下して取り除きやすくなり、造形完了後のクリンナップ作業が楽になり

ます。 

 

 
 

[Line angle]: サポート構造を構成する辺の角度を指定できます。これも同様に、サポート構造をパ

ーツ本体から取り除く際に役立つでしょう。 

 

[Line distance]: サポート構造を構成するパターンの、2 辺間の間隔を指定できます。 

 

 
 

 

[XY extension]: サポート構造を生成する際に適用する、X および Y 方向のオフセット値を設定でき

ます。サポート構造はここで設定した X および Y の値に従って、パーツ本体からオフセットした位置

に生成されます。 

 

[Distance to part]: サポート構造を生成する際に、パーツ本体とサポート構造の間に確保する間

隔を指定できます。この項目で 0 を指定すると、パーツ本体とサポート構造が密着して生成され、パ

ーツ本体にサポート構造の跡が残ることがあります。 

 

（ヒートベッド上方からサポート構造断面を見下ろした図） 
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[Self-supporting angle]: サポート構造が必要と判断される、パーツの自立可能な角度を指定しま

す。この値を元に、サポート構造の要/不要が判断されます自立可能角度以下の角度を持つパーツの

すべての面に、サポート構造が生成されます。 

 

 

[Small area threshold]: サポート構造を生成する面の下限値を指定します。取り除くのが難しい

位置にサポート構造が形成されることを避ける場合などに設定します。この項目で設定した閾値以下

の平面には、サポート構造は生成されません。使用例については、以下を参照してください。筒状構

造内部のサポート構造は、造形後に除去するのが困難なため、この設定を使って筒内部のサポート構

造の生成を抑止します。 

 

 

左側の図は[Small area threshold]に「0」を指定した場合の G-Codeビューを、右側の図

は同設定で「50」が指定された場合の結果を表しています。 

 

[Print speed factor]: サポート構造を造形する速度を、[Material]プロファイルの[Print speed]

で指定された値に対するパーセント値（%）で指定できます。 

 

[Extrusion factor]: サポート構造を造形する際にフィラメントを押し出す量を、[Material]プロファ

イルで指定された[Mater extrusion rate]に対するパーセント値（%）で指定できます。 

 

[Roof] 

[Enabled]: パーツとサポート材が分離しやすくなるように、サポート構造の上面を覆う蓋状

の面の造形を指定できます。ルーフ構造を形成すると、それ以外のサポート構造の大部分を

構成する面の厚みを削減しながら、上に形成されるダウンスキンの面を支える丈夫なテーブ

ル構造が形成できます。前述した[Support]設定の各項目は、テーブルの脚と卓面となるルー

フ構造の生成状態を決めるものと考えると解りやすいでしょう。 

 

[Gap]: ルーフ構造を形成する最上面と、ダウンスキンエリアの最下面の間に設ける間隔を指

定します。この設定は、ルーフを含むサポート構造の、造形後の取り除きやすさに影響しま

す。間隔を広くすると、サポート構造を取り除きやすくなりますが、ダウンスキンの表面が

重力に引かれて垂れ下がるなど、その表面の造形品質が低下する可能性があります。通常は、

ギャップはレイヤーの厚さの倍数で指定します。 
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[Number of layers]: 3D モデルの上面の蓋にあたる面を造形する際に積層するレイヤーの数

を指定できます。ここで指定するレイヤー数が増えるほど、ルーフの強度が増します。 

 

[Line distance]: 3Ｄモデルの上面の蓋を造形する際に造形する内部構造の梁の間の距離を

指定できます。一般的には、前述した [Support]のサブカテゴリ―で指定した [Line 

distance]値よりも若干小さな値を指定するとよいでしょう。両者の値に違いがない場合、ル

ーフ構造とサポート構造の生成状態に差がなくなってしまいます。 

 

 
 

[Z-offset]: サポート構造を生成する際の、追加オフセット幅を指定できます。ここでも、

サポート構造で指定した値よりも若干小さな値（サポート構造の指定値が 0 の場合は 0）を指

定します。 
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[Print speed factor]: ルーフサポート構造を造形する速度を、[Material]プロファイルの

[Print speed]項目で指定した値のパーセント値（%）で指定します。 

 

[Extrusion factor]: ルーフサポート構造を造形する際にフィラメントを押し出す量を、

[Material]プロファイルの[Master extrusion rate]で指定された値に対するパーセント値

（%）で指定できます。 

 

[Skirt] 
 

[Enabled]: 造形を開始する前にノズルから空気を排出して、フィラメントがスムーズに吐出される

ようにする準備としてスカートを生成できます。補助構造を形成したりプリント前に手動でフィラ

メントを吐出したりするなどの方法でノズルのプライミングを行えない場合も、スカートを生成し

て造形の準備をすることを推奨します。 

  

 

[Print speed factor]: スカート構造を造形する速度を、[Material]プロファイルの[Print speed]

項目で指定した値のパーセント値（%）で指定します。 

 

[Extrusion factor]: スカート構造を造形する際にフィラメントを押し出す量を、[Material]プロ

ファイルの[Master extrusion rate]で指定された値に対するパーセント値（%）で指定できます。 

 

［Offset］: パーツ本体とスカート構造の間の間隔を指定します。この項目に 0 を指定すると、ス

カートとパーツが密着した、小さなブリムのような形状が生成されます。造形可能範囲の外周に近

い位置にあるパーツには、スカートが生成されないことがあります。この場合は、オフセット値を狭

くすることで生成可能になることがあります。 

 

[Adhesion strategy] 

 
 

[Raft] 
 

ラフト構造とは、その上にパーツ本体が生成される、土台となる部分です。ヒートベッドに接する

面積が小さいために、適切に固定されないパーツを造形する場合などは、ラフトを生成するとヒー

トベッド上に安定して密着できるようになるでしょう。ただし接触面が小さいためではなく、他の

構造上の理由でパーツがヒートベッド上に固定できていないこともあるので、注意が必要です。 
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ラフト構造は、プリントステッカーやスプレー糊などを使用する代わりとして使用できます。な

お、ラフトと接するパーツの下面の表面品質が低下するので、使用時は注意してください。 

 

ラフト構造は、ABS フィラメントを使用して造形する場合に、パーツの歪みを防止する方法とし

ても有効です。 

 

[Number of following layers]: ベースレイヤーの後に生成されるレイヤーの数を指定し

ます（下図参照）。 

 

 

[Final raft layer temperature]: ラフト構造を形成する最終レイヤーを積層する際の、エクスト

ルーダーの温度を設定できます。パーツとラフト構造の密着度を改善できます。 

 

[Extra to part]: 最終レイヤーとパーツの間に空けるギャップを設定できます。この設定でパーツ

-ラフト間のギャップを広げると、パーツを分離しやすくなりますが、造形物下面の表面品質は悪化

します。 

 

[Base layer] / [Following Layers] 

先ほどサポート構造の説明にテーブルの脚と卓面を例に挙げましたが、ベースレイヤー(Base 

layer)とそれに続くレイヤーのことも、同様に脚と卓面の関係に例えることができます。脚

は細くできますが、卓面の厚みはプリント表面の品質を左右します。反対に[Base layer]を

厚くして[Extra to part]設定を薄くすると、ラフト構造を取り除きやすくなります。[Base 

layer]と[Following layers]の項目では、更に以下の設定が行えます。 

 

[Layer thickness]: 造形物とヒートベッドが接する面に生成する土台のレイヤー

の厚みを指定できます。 

 

[Line angle]: [Line]インフィルで、底面とそれに続くレイヤーに生成される辺の

角度を指定できます。 

 

[Line distance]: [Line]インフィルで、長辺どうしの間に空ける間隔を指定できます。 
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[Print speed factor]: ラフト構造を生成する際に、最初のレイヤーとその上に生成

されるレイヤーのプリント速度を設定します。値は、[Material]プロファイルで指定

した[Print speed]に対するパーセント値（%）で指定します。 

 

[Extrusion factor]: ラフト構造を生成する際に、最初のレイヤーとその上に生成

されるレイヤーの生成でフィラメントを押し出す量を設定します。値は、[Material]

プロファイルで指定した[Master extrusion factor]に対するパーセント値（%）で指

定します。 

 

[Brim] 
 

 
造形したモデルがプラットフォーム上で固定されやすくなるように、ブリム（つば）の生成方法を指

定できます。スカート構造と異なり（スカートのオフセット値を 0mm に設定した場合を除く）、ブリ

ム構造はパーツ本体の下部に接します。このため、造形の完了後に切り取るなどして、取り除く必要

があります。ブリム構造は、歪みが生じやすい ABS フィラメントを使った造形で、パーツの変形を防

止するために使われることもあります。 

 

[Number of contours]: 1 層目の形成時に、パーツの外周をプリントヘッドが周回する回数を指定し

ます。外周線を周回する回数が多いほど、プラットフォームとの密着性が改善します。 

 

[Print speed factor]: [Print speed factor]で、ブリムの形成時にヘッドが移動する速度を設定し

ます。この項目は、素材のプロファイルに含まれるプリント速度に対する相対値として指定します。 

 

[Extrusion factor]: ブリムを造形する際にフィラメントを押し出す量を、フィラメントのプロファ

イルで指定された通常値に対するパーセント値で指定できます。 

 

[Saving Profile Changes – Very Important] 

設定やプロファイルの編集や読込み、削除など、[Profile Editor]ウィンドウで変更操作を行った際

は、必ずウィンドウ右下にある[OK]ボタンをクリックして変更内容をプロファイルに保存してくださ

い。 

 
[Cancel]ボタンをクリックすると、変更の内容を破棄します。この方法で、[Update Profile]ボタン

をクリックして自動更新された内容もキャンセルできます。 
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画面表示設定 

 

ワークスペース表示ツールバー 

 
 
表示オプション 

 

 

シェーディング: 明暗の違いで立体感を再現する表示方法です。 

 

ワイヤーフレーム: 縁を構成する線の集合としてパーツを表示する方法です。複数のポリゴン

が接している場合、ポリゴンの面の角度の差によって、接線がフレームとして描かれるかどう

かが決まります。 

 

ワイヤーフレームとシェーディング: シェーディングとワイヤーフレームを組み合わせた表示

方法です。 

 

三角ポリゴン: パーツに含まれるすべての三角ポリゴンを表示します。STL データをありのま

まに表示するのに適しています。 

 

 

視覚化オプション 

 
表示を等角表示に切り替えます。 

 

オプション: 

 デフォルトビュー 

 前面ビュー 

 背面ビュー 

 左面ビュー 

 右面ビュー 

 上面ビュー 

 底面ビュー 
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STL エラーの視覚化 

このツールバーで、STL エラーの表示方法を選択できます。エラーを表示しないことも可能です。 

 

 

 

反転ポリゴンの表示を指定できます。オンの場合、反転ポリゴンは赤色で表示されます。 

 

 

エッジの表示を指定できます。オンの場合、バッドエッジは黄色で表示されます。 
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Ceratr ソフトウェアの 11 ステップ・ガイドツアー 
 

このセクションでは、初めて Creatr ソフトウェアを使用するユーザーのために、簡単な使い方の概

要を一通り説明します。 

 
補足: 見出しには「11 ステップ」とありますが、実際のステップは状況によって変化します。また、

ステップの中には、さらに細かく分けられているものも含まれています。 

 

ステップ 00（不要な場合もあります）: ソフトウェアのインストールが完了したら、次の手順でプロ

ファイルを最新のものに更新してください。 

 

 [Help]メニューの[Network Settings]から設定を行って、PC をインターネットに接続

します。Proxy サーバーを経由して接続する必要がある場合は、[About]オプションを

使用します。 

 [Printer Selection]タブで、プリンターのモデル名を選択します。 

 [Print]タブを選んで、[Edit Profiles]ボタンをクリックします。 

 [Profile Editor]ウィンドウの右上にある、[Update Profiles]ボタンをクリックしま

す。 

 OEM版プロファイルが更新されると、最新のプロファイルが一覧に追加されます。

[Profile Editor]ウィンドウの右下にある[OK]ボタンをクリックして、更新した一覧

を保存します。 

 

ステップ 01: [Printer Selection]タブで、正しい 3D プリンターのモデル名が選択されていることを

確認します。 

 

ステップ 02: [Import]タブの[Import]ボタンをクリックして、一つまたは複数の.STL ファイルをビ

ルドプラットフォームに読み込みます。 

（[Autoplacement on import]および[Autofixing on import]オプションは、[Options]メニューから

有効化/無効化できます。この操作は、パーツの読込み前に行ってください。） 

 

ステップ 03: [Transform]タブを選択して、ビルドプラとフォーム上の 3D モデルの移動やセンター合

わせ、拡大/縮小、複製、回転、底面合わせなどの操作を行います。この時、すべてのパーツが X、Y、

Z の軸上で造形可能範囲内に位置していることを確認してください。 

 

ステップ 04: パーツリストのノズルセクションで、それぞれのパーツをプリントするノズルを指定し

ます。 

 

ステップ 05: すべての準備作業が完了したら、画面上部の [Print]タブをクリックして[Edit 

Profiles]ボタンを押します。多くのユーザーは、Creatr ソフトウェアを使用している時間のほとん

どを、このエリアでの操作に費やすことになるでしょう。 
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本マニュアルのはじめの方でも述べましたが、Leapfrog が用意した標準プロファイルは設定のひな形

として有用ですが、実際に 3D モデルをプリントするにあたっては、ユーザー自身で調整が必要です。

例えば多くの場合、小さな、あるいは複雑な 3D モデルを造形する時は、[Material profile]で

[Print speed]をより遅く設定してください。また、[Slicing profile]の[Layer thickness]が薄く

なるほど、[Print speed]は遅く設定する必要があります。まずは、Creatr 2.0 ソフトウェアとお使

いの 3D プリンターの使用に慣れるまで、[Machine settings]の[Print speed]と[Jump speed]で

50mm/s 程度の非常に遅い速度を設定することをお勧めします。ある程度使用に慣れてきたら、造形す

る 3D モデルに最適な値に調整するとよいでしょう。 

 

Leapfrog プロファイルを編集するときは、複製を作成した上で、複製のほうを編集してください。 

 

設定の上にマウスカーソルを重ねると、その目的が確認できます。説明文を見てもどうすればよいか

判断できないときは、まずは設定を初期状態にしたままで、最初の造形を行い、その結果で以降の造

形で調整が必要かどうかを判断します。 

 

次の 5つのプロファイルの設定を、ユーザーの用途に合わせて編集します。 

 Machine Settings （通常は選択可能項目一つ） 

 Slicing profile 

 Material profile 

 Build Strategy profile 

 Support Strategy profile 

 

ステップ 06: プロファイルの編集が完了したら、使用を希望するプロファイルが選択されていること

を確認して、[Profile Editor]の右下にある[OK]ボタンをクリックして、変更した内容を保存します。 

 

ステップ 07: [Print]タブで[Material]プロファイルを選択して、使用を希望するノズルに割り当て

ます。続いて、ノズルで実行するプリントモードを選択します。 

 

ステップ 08: [Slicing profile]、[Build Strategy profile]および[Support Strategy profile]を、

それぞれ該当するプルダウンリストから選択します。 

 

ステップ 09: Creatr ソフトウェアで設定した内容に合わせて、3D プリンターの該当するエクストルー

ダーにフィラメントのロールをセットします。3D プリンターの設置後に初めて使用する際は、ヒートベ

ッドのキャリブレーションを行うとよいでしょう（Xeed の場合、ヒートベッドの水平確認と Z-Offset

キャリブレーション）。プリントステッカーなどの固定補助材が、適切に使用されていることも確認し

てください。 

 

ステップ 10: 3D プリンターを PC に接続して Creatr ソフトウェアを使って造形するか、G-Code ファ

イルを生成して保存した上でスタンドアロンタイプのプリンター（Creatr HS シリーズや Xeed など）

に転送して造形するかを決定します。希望する造形の方法によって、以降のステップは変わります。 
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- PC に接続して造形を行う – 

補足: Xeed モデルプリンターは専用の制御用 PC を内蔵しているため、Creatr ソフトウェア

と接続して使用することができません。使用するにあたっては、G-Code を生成する必要があ

ります（下記参照）。 

 [Print Preview]ボタンを使って、3D モデルが意図したとおりに生成されることを確

認します。[Support Strategy]プロファイルのオプションが希望通りに設定されてい

ることを確認したら、[Exit Print Preview]ボタンをクリックして、プレビュー画面

を閉じます。 

 次の手順で、プリンターとソフトウェアを接続します。 

プリンターの電源をオンにして、PCとの接続を有効にします。USBケーブルで PC

とプリンターを接続したら Creatr の COM ポート一覧（[Printer]タブ）を更新して

適切な COM ポートを選択し、[Connect]ボタンをクリックします。[Connect]ボタン

が緑色の[Disconnect]に変わったら、接続が正常に行われたことを意味します。 

 Printer Controls: [Printer]タブの[Printer Controls]を開いて、以下の操作を

行います。 

 使用するノズルを予熱する。 

 ヒートベッドを予熱する。 

 各部が設定温度に達したら、手動でフィラメントを吐出して各エクストルー

ダーのプライミングを行うとよいでしょう。 

 造形の開始前には、必ずプリンターをホームポジションにセットしてくだ

さい。 

 準備がすべて完了したら、[Print]タブの下部にある[Start Printing]ボタンをク

リックします。G-Code データにスライシング処理が行われ、続いて出力処理が開

始されます。プリンター各部の温度が安定するまで（または[Material profile]で

設定した温度に達するまで）、多少の時間がかかることがあります。温度が安定す

ると造形が開始します。処理が開始され最初のレイヤーの形成が終了するまでは、

プリンターの前を離れないでください。フィラメントとヒートベッドの定着不良の

兆候が見られた場合に、すぐに[Cancel]ボタンをクリックして造形を中止できるよ

うにするためです。ヒートベッド上に正常に定着しなかった造形物を長時間プリン

ター内に放置すると、プリンターが損傷する恐れがあるので注意してください。 

 

- プリンター単体で造形を行う（スタンドアロン・モード） - 

補足: Creatr シリーズの 3D プリンターは、このモードに対応していません。 

 [Print Preview]ボタンを使って、3Dモデルが意図したとおりに生成されることを

確認します。[Support Strategy]プロファイルオプションが、すべて希望する内容

に設定されていることを確認したら、[Exit Print Preview]ボタンをクリックして、

プレビュー画面を閉じます。 

 [Generate GCODE]ボタンをクリックしてファイルの保存場所を指定したら、[Save]

をクリックします。 

 最後に、G-Code ファイルを USB メモリにコピーして、プリンターのユーザーマニ

ュアルに記載されている、スタンドアロン・モード時に USB メモリから G-Code フ

ァイルを読み込んで造形を行う手順の説明に従ってください。 

 

STEP 11（任意）: 満足のいく造形結果が得られたら、関連する各種プロファイルと、ビルドプラッ

トフォーム上の 3D モデルのレイアウト情報を保存して、アーカイブ用に保管しておくとよいでしょ

う。3D モデルのレイアウト情報を.BUILDER ファイルとして保存するには、ウィンドウ上部の[File]

メニューで[Save Project]オプションを選択します。関連プロファイルをひとつの.BPPROF ファイル

に書き出すには、[Print]タブにある[Edit profiles]ボタンをクリックして[Profile Editor]に戻り、

[Export]を選択してください。これらのファイルは、.STL および G-Code ファイルと一緒に保存して

おくことを推奨します。 
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必要動作環境 

MAC 

ハードウェアの最低必要条件 

ハードウェア: 

 Intel Core 2 Duo、Core i3。Core i5、Core i7 または Xeonプロセッサーを搭載した Mac

コンピュータ 

 RAM 2 GB 以上 

 ソフトウェアのインストール用に、ブートディスク（Macintosh HD）上に 150MB 以上の空

き領域が必要 

 最低解像度（スケーリング）:1280×800 

 

ソフトウェア: 

OS X Mavericks 10.9 以降 

 

WINDOWS 

ハードウェアの最低必要条件 

ハードウェア: 

 CPU:Core i3, Core i5、Core i7 または Xeon プロセッサー 

 RAM 4 GB 以上 

 ソフトウェアのインストール用に、Cドライブ上に 150MB以上の空き領域が必要 

 画面の最小解像度:1280×800 

 「NVidea GeForce400」、「ATI/AMD Radeon HD 5000」またはそれ以上の GPUを推奨 

 Direct X 10 互換ビデオカード 

 VRAM 1 GB 以上 

 

ソフトウェア: 

 Windows 7 (32-bit または 64-bit) 

 Windows 8／8.1 (32-bit または 64-bit) 

 Windows 10 (32-bit または 64-bit) 
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