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本製品をご購入いただいたお客様へ

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。このマニュアルでは、3Dプリンターを始
めるにあたって必要な情報、そしてさまざまな3D造形物を作成していく上で役立つ情報を説明します。ま
た、RICOH 3Dプリンター情報サイト、Leapfrog 3Dプリンターの情報サイトへも、ぜひアクセスしてみてくださ
い。3Dプリンターのセットアップや3Dプリントの作成で疑問に思うことがあれば、これらサイトにきっと答えが
あります。RICOH Leapfrogサポートチームは、あなたのすばらしい3Dプリンターライフを応援します！

3Dプリンター情報サイト（RICOH）: 日本語マニュアル、各種動画、FAQ、お問い合わせ、各素材向け推奨
設定（FAQに含む）

3Dプリンター情報サイト（Leapfrog）: サンプル（素材）データ、ソフトウェア設定データ

Leapfrog 3Dプリンター情報サイトは、Leapfrog 3Dプリンターユーザーが集まり情報交換のできる場所で
す。また、同サイトでは、次の情報などを得ることができます。

3Dプリンター情報サイトに参加するには、
3Dプリンター情報サイト（RICOH）：http://www.ricoh.co.jp/3dp/leapfrog
3Dプリンター情報サイト（Leapfrog）：http://creatrhs.lpfrg.com
にアクセスしてください。
3Dプリンター情報サイトには、各種情報が常に蓄積され、新たなユーザーが続 と々参加しています。このサ
イトで得られる重要な情報には、以下が含まれます。
• インストール手順やユーザーの参考になる各種動画、Leapfrog社製の3Dプリンター用マニュアルを参
照できます。

• 各種素材用のソフトウェア設定データを入手できます。
• よくある問題の対策が見られます。
 ユーザー同士で情報交換や作成した3Dプリントを公開できるオンラインフォーラムにアクセスできま
す。優れた作品はニュースレターで紹介します。

準備は整いましたか？
3D造形を楽しむには、次のアイテムが必要です。
• Leapfrog Creatr HS 3Dプリンター
• 1本以上のフィラメントロール
• ステッカー
• Creatrソフトウェア（およびそのライセンスキー）: ライセンスキーはMaterialiseからメールで送付され
るか、あるいはキーが記載されたカードが製品に同梱されています。ソフトウェアのインストール方法、
使用方法はユーザーマニュアルを参照してください。

3D造形時の設定の情報や、その他のLeapfrog 3Dプリンターに関する最新情報は、以下の各種SNSアカウ
ントで提供しています。また、ユーザーが作成したオリジナルの3Dモデルも随時募集中です。

それでは素晴らしい3Dプリントの世界へ！
ようこそ！

RICOH Leapfrogサポートチーム

facebook.com/lpfrg

twitter.com/Leapfrog_3D

instagram.com/leapfrog_3d

www.lpfrg.comにアクセスして、Leapfrogニュースレターに登録しましょう

Leapfrogアカウントをフォローしましょう！
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3D造形を始める前に、本機の梱包からの取り出しかたや3D造形の始めかたについての大切な注意事項な
どに目を通してください。

ここでは、以下の内容について説明します。

1.1 Leapfrog Creatr HSを梱包から取り出して適切な使用場所に設置する
1.2 3Dプリンターの詳細を知る
1.3 FTDIドライバーをインストールする
1.4 Leapfrog Creatr HSをパソコンに接続する
1.5 3Dプリンターを予熱する
1.6 フィラメントをセットする
1.7 ヒートベッドを確認・調整する
1.8 3D造形を実行する

1.1 Leapfrog Creatr HSを梱包から取り出して適切な使用場所に設置する
本機の調整位置を保つために、次の手順に従って慎重にLeapfrog Creatr HS本体を梱包から取り出して
ください。ただし、本機の輸送中に調整位置がずれていることがあります。その場合は、後で説明する手順で
調整を行ってください。Leapfrog Creatr HSの購入後に初めて箱から取り出す場合は、これらの手順に従う
必要があります。

開梱する前に、本機を設置する場所の準備を済ませてください。本機は、窓のそばなどの風の当たる場所
や、水に濡れる可能性のある場所は避け、直射日光などが当たらない温度の安定した場所に設置すること
を推奨します。また本機を台の上に設置する際は、本機の重さに耐えられる丈夫な台であることを確認して
ください。本機にはかなりの重量があるため設置は2人以上で行うことを推奨します。

手順1:梱包用の固定バンドを切断して、段ボール箱の取っ手を持ち本機の上部を覆うダンボール箱を持ち
上げます。

手順1:固定バンドを切断して上側のダンボール箱を持ち上げる

1. はじめての3D造形 ― クイックスタートガイド
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手順2:本機を覆うビニール袋を固定するテープを剥がして、ビニール袋を外して取り除きます。

補足：Leapfrog Creatr HSを持ち上げ
るときは、上部カバーを持たないでく
ださい。破損する恐れがあります。持ち
上げるときは、必ず本機の下面を支え
るようにして持ち上げてください。

手順3:本機を設置場所に置き、4つのゴム足がすべ
てしっかりと接地していることを確認してください。
ゴム足を回すと、高さを調整できます。

手順4:カッターを使って、プリントヘッドとエクスト
ルーダーの前部にある3つの固定バンドをカットし
て取り除いてください。

手順4:プリントヘッドとエクストルーダー前部の固定バンドを取り除く

1.2 3Dプリンターの詳細を知る
1. プリントヘッドとエクストルーダー
2. フィラメントガイドチューブ
3. フィラメント送り機構
4. プリントヘッドガイドレール
5. ヒートベッド
6. ヒートベッド高さ調整ノブ
7. 表示部
8. クイックリリースノブ（背面）
9. USBポート（USBフラッシュメモリ専用）
10. パソコン接続用USBポート（背面）
11. 駆動ベルト（3Dプリンター内部）
12. Z軸センサー調整ノブ（ヒートベッド高さ調整ノ
ブの調整では不足な場合のみ）

各部の拡大画像を含むより大きな画像は、p.38～にあります。

Leapfrog Creatr HS 3Dプリンター

1

2

4

5
6
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12

11
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手順2:ビニール袋を取り除く
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1.3 FTDIドライバーをインストールする
Leapfrog Creatr HSでパソコンから造形を指示するには、お使いのパソコンにFTDIドライバーをインストー
ルしてください。FTDIドライバーは、FTDI ChipのWebサイト（http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm）
からダウンロードできます。

• FTDI ChipのWebサイトにアクセスします。

• Webページをスクロールして、「VCP Drivers」のカテゴリーにある一覧表からWindowsの32 bit用また
は64 bit用をクリックします。お使いのWindowsに応じて選択してください。

• ダウンロードしたファイル（CDM_vX.XX.XX_WHQL_Certified.zip）を解凍すると、ファイル名と同じ
名前のフォルダー（CDM_vX.XX.XX_WHQL_Certified）が作成されます。

• 本機背面に、電源コードとUSBケーブルを接続します。

電源コード USBケーブル

• パソコンと本機をUSBケーブルで接続し、本機背面の電源スイッチで、本機の電源を入れます。

電源スイッチ
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• 前面パネルのダイヤルで、PC接続モードに切り替えます。

• しばらくするとパソコン画面右下に、「正しくインストールされませんでした」と表示されます。

 以下の手順は、Windows 7の画面を例として説明しています。

• Windowsのスタートボタンから［コントロールパネル］を開きます。

• ［表示方法：カテゴリ］を選択し、［ハードウエアとサウンド］を開きます。

• ［デバイスとプリンター］の［デバイスマネージャー］を開きます。
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• ドライバーが［ほかのデバイス］－［FT232R USB UART］と表示されます。

• ［FT232R USB UART］を右クリックして、［ドライバー ソフトウェアの更新...］をクリックします。

• ［コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します］を選択します。

• 「参照...」をクリックして解凍したフォルダー（CDM_v2.12.00_WHQL_Certified）を選択し、「次へ」を
クリックすると、インストールが開始されます。
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• インストールが完了したら、［閉じる］をクリックします。

• ［デバイス マネージャー］の画面で［USB Serial Converter］と表示され、正しくインストールされたこ
とを確認します。

1.4 Leapfrog Creatr HSをパソコンに接続する
オプション:Leapfrog Creatr HSをパソコンに接続
して使用するには、製品に付属するUSBケーブル
のUSB-A端子（細長い長方形のコネクター）をパソ
コンに、USB-B端子（正方形のコネクター）を本機
の背面に接続します。

クイックスタートガイドでは、本機のスタンドアロン
モードを使用するので、パソコンと接続する必要は
ありません。

補足：お使いの3Dプリンターの背
面USBポートがUSB-Aタイプ端子
（細長い長方形のコネクター）の場
合は、FTDIチップを内蔵したUSB-Aケーブルを使用してください。このUSB-Aケーブルは、製
品に付属しています。違うUSBケーブルを使用すると、正しく動作しない恐れがあります。

オプション: USBポートにケーブルを接続する
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手順5:電源コードを差し込んで、Leapfrog Creatr HSの電源をオンにします。

1.5 3Dプリンターを予熱する
フィラメントをセットする前に、プリンターを予熱する必要があります。エクストルーダーが予熱されていな
いと、フィラメントはフィードされません。また、ヒートベッドが予熱されていないと、プリントされた3D造形
物が、ヒートベッド上に正しく保持されないことがあります。

手順6:3Dプリンターの予熱を行うには、表示部の
アイコンをスクロールして予熱アイコンを表示し
て、ボタンを押します。ノズルの予熱が始まると、ア
イコンの色が変化します。

1.6 フィラメントをセットする
Leapfrog Creatr HSは、1.75mm径の各種フィラメ
ントに対応しています。弊社が提供するすべてのフ
ィラメントは、弊社のテストをクリアした高品質フィ
ラメントです。これらのフィラメントには、Creatrソフ
トウェア用の標準設定データが用意されています。
設定データは「The Ecosystem」サイトから入手で
きます。

手順7:フィラメントのロールを開封して、その末端
を斜めにカットします。

手順8:フィラメントをセットするときは、下部のフィ
ード穴にフィラメントを通せるよう、プリンターをホ
ームポジションにセットしてくださいホームポジシ
ョンにセットするには、表示部でホームアイコンを
選んでボタンを押します。

手順9:ノズルが180℃以上に加熱されていることを
確認してください。本機の下部にフィラメントのロ
ールをセットして、先ほど斜めにカットしたフィラメ
ントの末端をフィラメントフィード穴に通します。

手順10:フィラメントの末端がフィラメント送り機構
に達したら、背面のクイックリリースノブを引いて、
フィラメントがプリントヘッドに届くまでさらに押し
込みます。

手順6:予熱

手順8:プリンターをホームポジションにセットする

手順9:フィラメントをフィード穴に通す

手順10:クイックリリースノブを引く

手順7:フィラメント末端を斜めにカットする
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ヒント:フィラメントのフィードがうまくいかないときは、フィラメントガイドチューブの接続部分
で引っかかっている可能性があります。上部のジョイントを反時計方向に回して取り外し、クイ
ックリリースノブを引きながら手動でフィラメントを少し送ってから、接続部を元に戻します。
最後に、フィラメントガイトチューブを元の位置に戻します。

手順11:表示部でフィラメントアイコンを選んで、ボ
タンを押します。

手順12:エクストルーダーを選んで、[Load]を押しま
す。数秒後に、エクストルーダーからフィラメントの
吐出がはじまります。造形が完了したら、造形物を
3Dプリンターから取り出してください。

補足：ヒートベッドやエクストルーダ
ーの先端には触れないでください。
これらのパーツは非常に熱くなって
おり、火傷をする恐れがあります。

手順13:表示部のダイヤルを反時計回りに回して、メインメニューに戻ります。

1.7 ヒートベッドを確認・調整する
すべてのLeapfrog Creatr HS 3Dプリンターは、位置調整を済ませた状態で出荷されていますが、運搬の途
中で調整位置がずれることがあります。位置調整とは、エクストルーダーとヒートベッドの正確な距離と、ヒ
ートベッドの水平性を保つ操作です。ここでは、プリント中に微調整する方法を説明します。完全な調整を
行う必要がある場合は、FAQを参照してください。

それでは、実際に3D造形を始めましょう。造形中に、ヒートベッドを手動で調整することができます。最初の
2～3レイヤーが形成される間に、ヒートベッドの水平性とフィラメントがベッド上に張り付いているかを確
かめます。

• ヒートベッドの水平性は、吐出されたフィラメントの状態で確認できます。ヒートベッドの水平が保たれ
ずに、その一部とノズルの距離が離れている場合は、ベッドへの張り付きが十分でないレイヤーが形成
されます。

• 反対に、ベッドの一部がほかよりもノズルに近い場合は、形成されたレイヤーにノズルの跡が残るか、
あるいはノズルから十分な量のフィラメントが吐出していないレイヤーが形成されます。

これらの状態が見られるときは、ヒートベッド四隅の調整ノブをそれぞれ少しずつ回して、ベッドの高さを
調整してください。多くの場合、調整ノブを1/4回転以上回す必要はないでしょう。フィラメントが吐出され
ていないか、エクストルーダーの触れた跡が残っている角の調整ノブを、上から見て時計方向に少し回しま
す。ヒートベッドとレイヤーの密着が十分でない角の調整ノブは、同様に反時計方向に少し回します。

この調整では十分な効果が見られない場合は、操作パネルから”Calibration”ボタンを選択、もしくは本機
をパソコンに接続して再調整を行ってください。再調整については、FAQを参照してください。
FAQ：http://www.ricoh.co.jp/3dp/leapfrog/support/download/faq.pdf

手順11:フィラメントアイコンを選ぶ

手順12:エクストルーダーの[Load]を選択する
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3Dプリンターの調整

1.8 3D造形を実行する
手順14:creatrhs.lpfrg.comにアクセスして、「Demo Print Downloads」をクリックします。「Single Extrud-
er…」を選択します。

手順15:ダウンロードしたデータをUSBメモリに保存します。

手順16:USBメモリを、本機のUSBポートに差し込みます。

手順17:表示部でUSBメモリアイコンを選んで、ボタンを押します。

手順18:3D造形するファイルを選んで、 ボタンを押
します。USBメモリに保存されたファイルが多い場
合は、ファイルが読み込まれて表示部に表示される
まで、数秒の時間がかかることがあります。ファイル
内に記録された必要温度までの加熱が開始して、
この温度に到達次第、造形が開始します。

ヒント:ヒートベッドに接するレイヤーの形成が、うまくいかないことがあります。ある程度造形
物の形成が進むまでは、レイヤーの形成具合を注意深く観察してください。造形を成功させる
ためには、開始時にヒートベッドの高さの微調整が必要かもしれません。

手順18:USB端子と表示部
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この章では、造形が終了したあとに、次の3D造形を行うための準備をする際の手順を説明します。
これには、ステッカーやフィラメントの交換手順が含まれます。また、Creatrソフトウェアを使って3Dプリン
ターの調整を行う方法も説明します。

2.1 造形物を取り出してステッカーを交換する
2.2 フィラメントを交換する

2.1 造形物を取り出してステッカーを交換する
造形物との定着性を高めるため、Leapfrog Creatr HSのヒートベッドは、極めて平坦なガラス素材でできて
います。しかし、造形中の造形物がヒートベッドに定着せず浮き上がったりして、造形が失敗することがあり
ます。エクストルーダーから押し出されたフィラメントをヒートベッドに確実に定着させるには、ステッカー
が必要です。ステッカーは、その表面が傷つかないかぎり、再利用が可能です。また、傷ついた部分を避けて
造形物を配置することで、傷んだステッカーを使い続けることもできます。その方法については、Creatrソフ
トウェアの使いかたを解説している第3章を参照してください。

ヒント:造形物のヒートベッドからの取り外し:造形物をヒートベッドから外すときは、パテナイフ
を使うと簡単に外せます。ヒートベッドに造形物が張り付いて剥がせないときは、ヒートベッドを
40℃に加熱すると剥がしやすくなります（手順はクイックスタートガイドを参照してください）。

手順1:ステッカーの傷み具合をチェックします。ステッカーの一部分だけが傷んでいるときは、その場所を
避けて、ステッカーの傷んでいない場所で造形を行うこともできます。造形場所の変更は、Creatrソフトウェ
アで3Dモデルの造形準備をするときに指定できます。

手順2:ステッカーのほぼ全面が傷んで、これ以上造形で使える場所がなくなったときは、ステッカーを交換
してください。古いステッカーは、角の部分からゆっくりとめくるように剥がしてください。ステッカーを急に
剥がすと、ノリなどがヒートベッドの表面に残ることがあります。

手順3:ノリなどが残ったときは、シールはがし剤やガラスクリーナーを使って、ヒートベッドを清掃します。ヒ
ートベッドの表面に、古いステッカーの切れ端やノリなどが残らないよう注意してください。ヒートベッドの
表面にステッカーの切れ端などが残っていると、造形の品質に影響することがあります。

ヒント:ヒートベッドの汚れがひどいときは、磨き石鹸やパテナイフを使って汚れを落としてくだ
さい。

手順4:新しいステッカーを、ヒートベッドの表面に合わせて、貼り付ける位置を決めます。位置が決まった
ら、まずはステッカーの裏紙を一部だけ剥がして、プラスチックのカードなどで空気を外側に押し出しなが
ら貼り付けます。その後、残りの部分の裏紙をゆっくり剥がして、内側から外側に向けてステッカーをヒート
ベッドに貼り付けます。

2. 次の造形の準備をする
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2.2 フィラメントを交換する
3Dプリンターにセット済みのものと異なるフィラメントに交換するには、次の手順を行ってください。

手順1:表示部で予熱アイコンを選択してボタンを
押し、プリンターを予熱します。フィラメントを交換
する側のエクストルーダーのノズルが、180℃以上
に加熱されていることを確認してください。

手順2:表示部でフィラメントのアイコンを選択し
て、ボタンを押して右に示すメニューを表示します。
フィラメントを交換するエクストルーダーを選んで
[Unload]を選択すると、エクストルーダー内のフィ
ラメントが巻き取られます。

手順3:背面のクイックリリースノブを引きながら、プ
リンター内に残っているフィラメントを挿入口から
引き抜きます。引き抜いたフィラメントは、末端が絡
まないよう、ロールに巻き付けて保存してください。
フィラメントが絡むと、次に使うときに問題が生じ
ることがあります。

手順1:プリンターを予熱する

手順2:[Unload]を選択する

手順3:クイックリリースノブを引く

手順4:新しいステッカーを貼り付ける
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この章では、作成した3Dモデル（「STL」ファイル）を、3Dプリンターで造形できる形式（「G-Code」ファイル）
に変換する、「スライス」（スライシング）と呼ばれる作業について説明します。スライシングの作業は、Creatr
ソフトウェアを使って行います。

G-Codeファイルには、3Dモデルを造形する際の3Dプリンターの動作や、モデルを構成するレイヤーの情報
などが記録されています。Creatrソフトウェアでは、造形する際にあらかじめ用意された標準設定を適用す
ることができますが、ソフトとプリンターの使いかたを習熟することで、設定を任意で変更して造形を行うこ
ともできます。

Creatrソフトウェアで変更できる設定は、各部温度や積層の厚み、造形密度（造形物内部の空洞の割合）、
サポート構造の有無（45°以上の逆スロープ形成時に必要）などが含まれます。高度な造形設定オプション
の詳細については、Creatrソフトウェアのユーザーマニュアルを参照してください。

ここでは、以下の内容について説明しています。

3.1 3D造形のワークフロー ― アイデアから造形まで
3.2 Creatrソフトウェアのインストール
3.3 メイン・ツールバー
3.4 パーツの読込みとパーツリストの表示
3.5 パーツの移動・変形
3.6 プリント

3.1 3D造形のワークフロー ― アイデアから造形まで
下に示す図は、アイデアの考案から実際の造形まで、3D造形を行う際の大まかな流れを表しています。この
章では、STLファイルを変換して造形するまでの4工程について説明します。

3.2 Creatrソフトウェアのインストール

Leapfrog Creatr HSは、Creatrソフトウェアと合わせて使用することを推奨します。このソフトウェアパッケ
ージで、作成した3Dパーツを3Dプリンターの制御コードに変換できます。CreatrソフトウェアはLeapfrog 
Creatr HSの付属品としてのみ配布されており、単体での販売はされていません。このため、ソフトウェアを
登録するには、Leapfrog Creatr HSに付属するプロダクトキー（Voucher）が必要となります。

3. 造形用ファイルを用意する:
 STLからG-Codeへの変換
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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。

 （アプリケーションを開くことができない場合は、次頁のヒント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。
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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。

ヒント: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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ヒント: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[Profi le 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。
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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。
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3.3 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。

ヒント: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。
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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。

ヒント: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。
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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。
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3.4 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。

デジタルCAD .STLファイル 単一三角ポリゴン
2要素
•中心点
•半径

1三角形
=
3頂点&
1法線

三角形 1
三角形 2
三角形 3
三角形 4
…

三角形 1500

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、19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。
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[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。

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。
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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。
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3.5 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 MOD-
EL]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。

[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。
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[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。

[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。

ヒント:[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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3.6 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。

ヒント: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。

ヒント: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。

ヒント: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。

現在の
温度測定値

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。

ヒント: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。



造形用ファイルを用意する: STLからG-Codeへの変換 造形用ファイルを用意する: STLからG-Codeへの変換34

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。

ヒント:プリンターのキャリブレーションについては、Creatrソフトウェアのユーザーマニュアル
を参照してください。
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本書は、3Dプリンターで造形を行う際に発生するさまざまな状況に対応できるよう作成されています。「3D
プリンター情報サイト」では、本書に掲載されていない質問への回答も多数公開されています。

この章では、3Dプリンターの使用中に発生する問題で、特によくあるものの対処法などを説明しています。
4.1 造形物がヒートベッドに定着しない
4.2 フィラメントがガイドチューブを通らない
4.3 エクストルーダーからフィラメントが出てこない
4.4 造形物の表面が滑らかにならない
4.5 それ以外の質問

4.1 造形物がヒートベッドに定着しない
造形物がヒートベッドに定着しないときは、いくつかの原因が考えられます。
• ノズルとヒートベッド間の距離が適切ではありません。この距離が離れすぎていると、積層した素材間
が十分に密着しません。また近すぎるとエクストルーダーが形成した素材の層を傷つけて剥離の原因
になります。

• ヒートベッドやノズルの温度が適切ではありません。使用するフィラメントに合わせて、適切な温度が
指定されていることを確認してください。

使用素材（Material） ヒートベッド温度（Bed Temperature） ノズル温度（Nozzle Temperature）
PLA 40～45℃（ステッカー使用時）5層目の

形成後はベッドの加熱をオフ
210～220℃造形速度によって変化（造
形速度が遅い場合はノズル温度を低く）

ABS 75～80℃（造形中は常時ヒートベッド
の加熱をオン）

230～240℃造形速度によって変化（造
形速度が遅い場合はノズル温度を低く）

各種素材向け推奨設定については、以下のURLにアクセスしてください。
http://www.ricoh.co.jp/3dp/leapfrog

• フィラメント送り機構の駆動部のテンションが
適切ではありません。フィラメント送り機構の
駆動部には、プリンターの背面からアクセスで
きます。フィラメント送り機構のテンションが
強すぎるとフィラメントが切れる原因になりま
す。逆に、テンションが弱すぎると滑りが生じ
て十分な量のフィラメントがエクストルーダー
に送られない原因になります。駆動部のテンシ
ョンは、アジャスター（金属部分）を回して調整
できます。

テンション調整後も問題が解決しない場合は、ヒートベッドの調整を試してください。詳しくは第1章を参照
してください。

駆動部テンションアジャスター

4. よくある質問
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4.2 フィラメントがガイドチューブを通らない
フィラメントがガイドチューブの名内部に詰まって
通らないときは、ドライブユニット上面の接続ジョ
イントを外して、フィラメントの先端が少し出た状
態にしてからジョイントを戻し、先端がプリントヘッ
ドに届くまでフィラメントを押し込みます。

4.3 エクストルーダーからフィラメントが出てこない
最初に、フィラメント駆動部のローラーが滑ってい
ないかを確認してください。ローラーに問題がなけ
れば、プリントヘッドからガイドチューブを外して、
エクストルーダーを加熱します。加熱したエクスト
ルーダーには直接触れないように注意してくださ
い。次に、エクストルーダー側のチューブ接続部に
1.5mm径の金属ピンを差し込み、残っているフィラ
メントがあれば押し出します。続いて、フィラメント
を再度セットして、エクストルーダーから押し出しま
す。

4.4 造形物の表面が滑らかにならない
造形する素材に合った、適切な設定が選択されて
いることを確認してください。また、その設定が最新
のものであることを確認してください。最新の素材
別設定ファイルは、以下のURLからダウンロードで
きます。
http://creatrhs.lpfrg.com

4.5 それ以外の質問
Leapfrog 3Dプリンター情報サイトは、Leapfrog 3Dプリンターユーザーが集まり情報交換のできる場所で
す。また、同サイトでは、次の情報などを得ることができます。

3Dプリンター情報サイトに参加するには、
3Dプリンター情報サイト（RICOH）：http://www.ricoh.co.jp/3dp/leapfrog
3Dプリンター情報サイト（Leapfrog）：http://creatrhs.lpfrg.com
にアクセスしてください。
3Dプリンター情報サイトには、各種情報が常に蓄積され、新たなユーザーが続 と々参加しています。このサ
イトで得られる重要な情報には、以下が含まれます。
• インストール手順やユーザーの参考になる各種動画、Leapfrog社製の3Dプリンター用マニュアルを参
照できます。

• 各種素材用のソフトウェア設定データを入手できます。
• よくある問題の対策が見られます。
 ユーザー同士で情報交換や作成した3Dプリントを公開できるオンラインフォーラムにアクセスできま
す。優れた作品はニュースレターで紹介します。

駆動ユニットの連結部

1.5mm径の金属ピンでノズルの詰まりを確認
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5.1 3Dプリンター関連の用語

エクストルーダー
Leapfrog Creatr HSのエクストルーダーは、プリンターのプリントヘッド部に搭載されています。エクストル
ーダーは、ノズルとホットエンド、および内部のフィラメントガイドで構成されています。Leapfrog Creatr HS
には2つのエクストルーダーが搭載されており、ひとつの造形物の作成に2種類の素材を同時に使用できま
す。

エクストルード
エクストルードとは、エクストルーダーのノズルからフィラメントを押し出す動作を意味します。Leapfrog 
Creatr HSは、押し出したフィラメントを積層することで、立体物を造形します。エクストルードとは反対に、
フィラメントを引き戻す動作はリトラクトと呼びます。

クイックリリースノブ
Leapfrog Creatr HSの背面にあるふたつの部品のことで、フィラメントはこの部分を通ってエクストルーダーに
送られます。

FDM/FFF
FDM/FFF（Fused Deposition Modelling/Fused Filament Fabrication=熱溶解積層法）とは、Leapfrog 
Creatr HS 3Dプリンターが採用する3Dプリントの成形方式です。FDM/FFF方式の3Dプリンターは、加
熱・融解した造形素材を積層することで立体形状を作成します。フィラメント状の素材を使用する方式
は、FFF（Fused Filament Fabrication）と呼ばれることもあります。

フィラメント
フィラメントは、3Dプリンターが立体物の造形に使用する素材です。Leapfrog Creatr HSは、造形素材とし
て1.75mm径の各種プラスチックなどのフィラメントを使用します。

フィラメント送り機構
プリンター後部にある、フィラメントをロールからエクストルーダーに送る機構です。クイックリリースノブを
引くと、フィラメントを素早く取り除くことができます。

フィラメントガイドチューブ
フィラメント挿入穴からエクストルーダーまで、フィラメントがスムーズに送られることようガイドします。

G-Code
Leapfrog Creatr HSで3D造形を行う際に、その挙動を制御するコンピュータ言語です。STLファイルから
G-Codeへの変換には、Creatrソフトウェアを使用します。G-Codeに記録された3Dプリンター制御コマンド
には、プリントヘッドの移動方向やホットエンドの温度情報などが含まれます。

5. 3Dプリンター関連の用語集



3Dプリンター関連の用語集 39

ホットエンド
エクストルーダーを構成する部品のひとつで、フィラメントのプラスチック（あるいはその他の素材）を自由
な形に成形できるよう融解します。Leapfrog Creatr HSのホットエンドは、最高270℃まで加熱できます。

ヒートベッド
造形物は、ヒートベッドの表面上に形成されます。エクストルーダーから融解・吐出されたフィラメントが急
激に冷えることを防止するため、ヒートベッドは加熱されています。ヒートベッドの温度が低すぎると、造形
物とヒートベッドが触れる層が急激な冷却に伴って縮み、「歪み」を生じて一部が剥離するトラブルの原因
になることがあります。ヒートベッドを適切な温度に加熱することで、造形の成功率を向上することができま
す。ヒートベッドは、最大90℃まで加熱することができます。

ノズル
フィラメントは、エクストルーダー部のノズルから溶けた状態で吐出します。Leapfrog Creatr HSの標準ノ
ズル径は0.35mmです。

プリントヘッド
プリントヘッドとは、融解したフィラメントを積層するときにX/Y軸に沿って左右に動く部分です。プリントヘ
ッドは、エクストルーダー、およびファン、ダクト、筐体などで構成されています。

ステッカー
ヒートベッドは平坦なガラスの表面を持ちますが、造形物がヒートベッドの表面に定着して造形中に動いた
り剥がれることがないようにするために、ステッカーをヒートベッドに貼り付けます。

リトラクト
リトラクトとは、エクストルードとは反対に、エクストルーダーからフィラメントを引き戻すことを意味します。

スライシング
スライシングとは、STLファイル（または3Dモデル）をG-Code（造形可能な形式）に変換する処理のことで
す。Leapfrog Creatr HSには、スライシング用のツールとしてCreatrソフトウェアが同梱されています。

STL
3Dモデルの保存形式です。STL形式のファイルは、造形の際にG-Code形式に変換する必要がありま
す。STLファイルに記録された3Dモデルのデータには、その形状の表面を表すデータのみが保存されてい
ます。これには、モデルの色やテクスチャ、その他のCADソフトで行った属性設定情報は含まれていません。

サポート材
Leapfrog Creatr HSは、採用する造形方式の原理的な制限事項により、45°以上の角度の逆スロープをサ
ポート材なしに成形することができません。このような形状を成形する場合は、造形の際にサポート材を使
って補助的構造を形成する必要があります。

※ FDMは、Stratasys Ltd.の登録商標です。
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Leapfrog Creatr HS 3Dプリンター
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5.2 各部の名称
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8 10 左記部位はプリンター背面部に位置
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1. プリントヘッドとエクストルーダー 2. フィラメントガイドチューブ 3. フィラメント送り機構

4. プリントヘッド移動軸 5. ヒートベッド 6. ヒートベッド高さ調整ノブ

7. 表示部 8. クイックリリースノブ 9. フラッシュメモリ接続USBポート（前面）

10. パソコン接続用USBポート（背面） 11. 駆動ベルト 12. Zセンサー調整ノブ*

*（ヒートベッド高さ調整ノブの調整では不足な場合のみ使用）
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