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1	 はじめに

3D Sprint® はCADデータやポリゴンデータを取り込み、準備から最適化を経て積層造形プロセスの管理を行うために3D Systems が開発した、
プラスチック3Dプリンター専用ソフトウェアです。対応する3D Systems のプリンターと共に提供され、3D Sprint はパーツを最適に 3D プリントす
る手助けをします。  
 

3D Sprint を使えば:

3D プリントに新しい基準を設定
3D Systems プラスチックプリンター専用アディティブマニュファクチャリングソフトウェアがもたらす真の生産性.

Introducing 
3D Sprint 
Version 4.0

3D Systems プラスチックプリンターの生産性が向上
CADデータの準備から最適化までを行い、ご利用の3D Systemsのプ
ラスチックプリンターの積層造形プロセスを管理します。

CAD からプリントへ
3D Sprintは設計から3Dプリントまでに必要なすべてのツールを備
え、 3D Systems プラスチックプリンターすべてにおいて比類のないユ
ーザーエクスペリエンスを提供します。

より良いパーツの造形
よりスマートな形状処理と強力なスライステクノロジーにより、形状処
理のアーティファクトを排除します。

パーツ完成までの時間を合理化
パーツ品質を妥協することなく材料と後処理時間を節約します。

最適化されたデータ管理で生産性を向上 
プリント操作の前や最中の両方で、造形時間を推測し、材料の残量と
使用量を最適化します。

3D Sprint 4.0 はラピッドプロトタイピングから連続生産に移行するために必要な機能に特に焦点を当てて、これらの目的に新しい価値をもたら
す主要な新機能と拡張機能が含まれています。
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2	 インストール

システム要件
最新のシステム要件と適したシステム構成については  System Requirements （システム要件）ページをご参照ください。ここに掲載されていな
いシステム上でも問題なく使用できる場合もありますが、それらは 3D Systems, Inc.によって公式にサポートされません。

動作検証は多くのハードウェアプラットフォーム及びグラフィックシステムを組み合わせてテストしていますが、こうした検証の最中にハードウェア
メーカーによる製品の更新や新製品のリリース、または製品の製造やサポートの停止が行われることがあります。最新のシステム要件と検証シス
テムについてウェブサイトのサポートの項目を確認してください。  

注意:	Microsoft	Windows	10	オペレーティングシステムが推奨されます。		Windows	7	および	Windows	8.0	はこのバージョンではサポート
されません。	Windows	7を使用する場合は	3D	Sprint	4.0に更新しないでください。Windows	8.0を使用する場合、	3D	Sprint	4.0を起動する
にはWindows	8.1に更新してください。

ソフトウェアのダウンロードとインストール
3D Sprint は getting started ページからダウンロードすることができます。

また、設定において、起動時に更新を確認するオプションが有効になっている場合で、有効なアクティベーションコードがアクティベートされてお
り、インターネットに接続されている場合は自動的にソフトウェアアップデートが可能です。3D Sprintは新しい有効なバージョンの有無を確認し、
有効な新バージョンがあれば自動的にダウンロードします。

さらに、 support.3dsystems.com で使用するプリンターを選択することで、プリンターサイトの Software Downloads の項目からも 3D Sprint 
をダウンロードすることができます。

ライセンスのアクティベート
3D Sprint ではPCでアプリケーションを実施するためにライセンスのアクティベーションが必要です。30日の評価用のライセンスを使用するか、ア
クティベーションコードを使って恒久ライセンスをアクティベートします。 

3D Sprintを起動すると License Manager（ライセンスマネージャー）ウィンドウが開きます。The License Managerを使ってライセンスをアクティ
ベートします。詳しくは CimLM Licensing Guide（CimLMライセンスガイド）を参照してください。 

3D Systems プリンターを所有していて 3D Sprint 
のアクティベーションコードを持っていない場合、 
3D Sprint 登録ページから要請してください: 

https://support.3dsystems.com/s/get-3d-
sprint *

*申請はシステムに登録され、およそ24営業時間
内にアクティベーションコードが発行されます  (休
日を除く)。

以前のバージョンの3D Sprintを使うためにPCでライセンスがすでにアクティベートされている場合、新しいライセンスシステムには既存のアクテ
ィベーションコードが表示され、そのまま新しいバージョンを使うためにアクティベーションを行うことができます。

詳しくは getting started ページのLicensing（ライセンシング）を参照してください。

https://s3.amazonaws.com/dl.3dsystems.com/binaries/support/downloads/ApplicationInstallers/3D+Sprint/3D+Sprint+-+System+Requirements+Guide.pdf
https://support.3dsystems.com/s/article/3D-Sprint
http://support.3dsystems.com
https://support.3dsystems.com/s/article/CimLM-Licensing-Support
https://support.3dsystems.com/s/get-3d-sprint
https://support.3dsystems.com/s/get-3d-sprint
https://support.3dsystems.com/s/article/3D-Sprint
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3	 新しいプリンター、機能、および改善

3D Sprint 4.0を使ってプリントジョブを送信するためにはプリンターが必要なファームウェアバージョンで稼働している必要がありま
す。必要なファームウェアバージョンについては 3D Sprint - Minimum Firmware Guide（ファームウェアガイド）を参照してください。

次のプリンターは	3D	Sprintでは使用できなくなりました。.次のプリンターしか利用していない場合、	3D	Sprint	4.0をインストール
しないでください。次のプリンターのほか追加でプリンターを使用している場合、それらのほかのプリンター用として3D	Sprint	4.0	
をインストールするこ	とができます。また、製造中止となったプリンター用には	3D	Sprint	3.1	またはそれ以前のバージョンの	3D	
Sprint	を引き続き利用することができます。	3D	Sprint	3.1	と	3D	Sprint	4.0	は同じPCに同時に並列してインストールし、使用するこ
とができます。

• ProJet	1200	printer
• ProJet	MJP	35xx	printers
• FabPro	1000	printer

付記:	これらのプリンター用に準備された古いファイルを	3D	Sprint	4.0で開くとパーツデータが読み込まれます。

要件に関するお知らせ

製品の製造中止に関するお知らせ

共通
主な新機能
簡単なプリンター構成

新しい Printer Configurationでは次のことも実施できます:

造形の目的に従って、必要なすべてのスタイルでビルド構成をセットア
ップします。

課題 : ユーザーは、ビルド構成をセットアップするために、複数のダイ
アログにまたがる面倒なプロセスを実行する必要がありました。ビル
ド構成を保存、共有、および再利用する方法が必要です。

ソリューション : 新しくなった Printer	Configuration （プリンター構
成）ではビルドスタイル、リコートスタイル、自動配置スタイル、最低サ
ポート高さなど関連するすべてのスタイルと設定をプリンター洗濯時
に簡単に設定することができます。

プリンター構成の作成、名前変更、保存。

設定タブの操作によるプリンター構成セットアップ。

プリンターやマテリアルをお気に入りに登録して、使うも
のだけを表示。

選択したプリンターやマテリアルの詳細を表示。

新しいカスタムスタイルを作成し、同じプリンター機種の
新しいプリンター構成として使用。

https://s3.amazonaws.com/dl.3dsystems.com/binaries/support/downloads/ApplicationInstallers/3D+Sprint/3D%2BSprint%2B-%2BMinimum%2BFirmware%2BGuide.pdf
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プリンター構成の保存と読み込み
造形目的ごとに複数のプリンター構成とビルド設定を管理します。

課題 : プリンターの構成を保存してほかの人とシェアし、配布先の環
境で利用する必要がある。

ソリューション : 新しい Manage	Printer	Configurations （プリンタ
ー構成管理）コマンドでは効率的かつ効果的に複数のプリンター構
成を管理します。 プリンター構成を保存してほかの人とシェアするこ
とができます。プリンター構成をシェアして配布先環境で再利用でき
ることにより高い生産性を得ることができます。造形構成の誤ったセ
ットアップが生じる機会を減らすことで造形の失敗も最小化すること
ができます。

プリントのためのパーツ統合
複数の 3D Sprint プラットフォームを １つのプラット
フォームに統合します。

課題 : プリンターへ送信する前に異なる 3D Sprint 
ファイルを１つのプラットフォームの中に読み込むこ
とができない。これは、サポートが3D Sprintファイル
以外のファイル形式で保存されなかったため、SLAお
よびFigure 4プリンターで特に問題でしたが、コラボ
レーションが妨げられるため、すべてのプラットフォー
ムで一般的な問題でもありました。

ソリューション : プリントするパーツを準備して個別またはまとめて出力することができるようになりました。複数の3D Sprint ファイルに保存し
たものは１つのプラットフォームに読み込むことができ、つまり個別のプラットフォームでの造形に比べて統合プラットフォームで造形することによ
り生産性が向上します。

ノイズテクスチャ
パーツの美観を向上します。

課題 : パーツの美観を向上する方法が必要。

ソリューション : 新しい Add	Noise （ノイズ追加）コ
マンドが加わり、パーツの表面にノイズを追加してグ
リップやノブなど 人工工学的機能の付加が可能で
す。これは造形後のレイヤやサポートのアーチファク
トの隠滅にも役立ちます。
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アプリケーションで一貫した共通ワークスペース
ワークスペース間でパーツを移動させることなくすべ
てのコマンドにアクセスできます。

課題 : ユーザーは、特定のコマンドを使用するため
に、準備ワークスペースと印刷ワークスペースの間で
パーツを移動するという付加価値のない操作を実行
する必要があります。したがって、これは生産性の損
失を引き起こしました。

ソリューション : 準備およびプリントワークスペース
間でパーツを移動する必要はなくなりました。 ２つ
のワークスペース間でパーツを移動させなくてもす
べてのツールにアクセスすることができ、操作中にビ
ルドボリュームのコンテキスト内に維持することがで
きます。 

付記:	設定タブでの設定により、プリンタープラットフ
ォームは準備タブ内で非表示にすることができます。

主な改善

アドバンスド修正ツール
パーツを修正する手動修正オプション 。

課題 : Tポリゴン選択、削除、穴にブリッジをかけて埋めるなどの微調整の機能が必要。

ソリューション : 修正コマンドにアドバンスド修正ツールが追加されました。

アドバンスド手動修正ツールでは次の操作が可能です。

パーツに検出された穴をレビューし、自動で埋めるか手動でブリッジをするかを選択

パーツの任意のフェースの選択と削除

パーツのフェース法線の修正
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丸穴、円錐穴、矩形穴のプラグ保持
穴をふさぐためのプラグを個別に設計するのを回避することで時間を節約します。

課題 : 穴のプラグ作成に次の操作が必要:

• パーツを造形後に穴を埋めるためのプラグを造形する必要がある。

• 穴用のプラグを設計するためにユーザーが多くの時間を割かねばならない。
ソリューション : Rectangular	Hole （矩形）タイプが新しく追加されました。一般的な形状の穴の定義をするだけでなく、穴の深さやドラフト角も
手動で定義できるため、必要な複雑な穴も設計することができます。

すべての作成された穴のプラグがパーツと共にプリント後に残り、穴をふさぐためのプラグの設計時間を削減できます。

様々な種類の穴 保持された穴のプラグ

分割線の編集
パーツを分割してから目的の位置に組み立てることによ
り、パーツの構造的および機能的な完全性を維持します。

課題 : 平面ツールと直線ツールだけでは、パーツの望まし
くない部分を削除するのに十分ではありません。さらに、
目的の位置での分割平面の定義が正確でなかったため、
生産性が低下しました。

ソリューション : 新しい配置およびサイズオプションを使っ
て正確な場所に分割平面を定義できるようになりました。

平面カット 円筒カット 直線カット

さらに、新しい Cylinder （円筒）分割ツールでどの方向に
でも円筒状にブラインドまたは貫通してパーツを分割する
ことができます。
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線形パターンの作成
Z方向へパーツを積むことでプリントプラットフォーム
のZ高さ全体で均一なスキャン時間を実現します。

課題 : さまざまな線形パターンを作成するにはもっ
とオプションが必要。

ソリューション	: Copy （コピー）コマンドに線形パタ
ーン用の新しいオプションが追加され、さまざまな種
類の線形パターンが作成できるようになりました。こ
れによりプリントプラットフォームのZ高さ全体での均
等なスキャン時間を実現することができます。線形パ
ターン作成時に新しいDynamic	Collision	Check （
ダイナミック干渉チェック）オプションを使ってパーツ
干渉を確認することができます。 

付記:	プリントプラットフォームに収まらないインス
タンスは赤で表示されます。

品質チェックのカスタムパラメーター
パーツをチェックする正しい閾値と警告値により造形成功率を向上
します。

課題 : Wall Thickness（壁厚）やGap Clearance（ギャップクリアラン
ス）をチェックするパラメーターがカスタマイズできない。

ソリューション : 壁厚とギャップクリアランスの閾値および警告値を
カスタマイズできるようになりました。変更したパラメーターを保存し
て再利用することで時間を節約できます。さらに、品質チェックの結果
から、プリントプラットフォームから外れたパーツを非表示にすること
ができます。

カスタマイズ可能な壁厚とギャップク
リアランスの閾値と警告値

品質チェックの結果



3D Sprint 4.011

クリッピング平面
さまざまなZ高さで部品の断面とサポートを簡単に
検査することにより、ビルドの成功率を高めます。

課題 : クリッピングビューにより改善が必要。

ソリューション	: クリッピング平面の定義や移動を簡
単にしてビューのUI/UXを向上しました。

ディレクトリーの定義
目的のフォルダーへのナビゲーションを避けてワーク
フローをより早く操作することで時間を節約します。

課題 : 3D Sprintでサポートするファイルのデフォルト
ディレクトリーを指定する方法が必要。

ソリューション : 各ファイルタイプ用のデフォルトディ
レクトリーを定義することができるようになりました。

ファイル読み込み
ネイティブ CAD ファイル読み込みが更新され、次のバージョンをサポートします。

CAD	アプリケーション ファイル拡張子 サポートするバージョン
STEP .stp, .step AP203, AP214, AP242
IGES .iges .igs 5.3まで
Parasolid .x_t .x_b 9.0 - 32.0.152
ACIS Text / Binary .sat .sab R1 - 2019.1.0
CATIA V4 .model 4.1.9 - 4.2.4
CATIA V5 Part / Assembly .catpart, .catproduct V5 R8 - V5-6 R2021
Creo (Pro/E) Part / Assembly .prt, .asm Pro/E 16 - Creo 7.0
Siemens NX .prt, .asm 11 - NX 1953
SOLIDWORKS Part / Assembly .sldpt, sldasm 98-2021
VDA-FS .vda 1.0 - 2.0
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その他の改善
• 壁厚測定ツール	- パーツの壁厚を測定するWall ThicknessオプションがMeasure（測定）コマンドに追加されました。

UI/UX の向上
UI / UXに次の改善が行われました:

• 頻度の高いコマンドへに簡単にアクセスできるようになりました。次のコマンドが View Overlay（ビューオーバーレイ）で利用できます:

ビューの変更 補助パーツの表示/非表示

パーツの表示モード切り替え パーツの貫通選択

• カンバス上でパーツを貫通して選択するオプション。

• 選択したフェースを正面から表示するモードにより、文字のスケッチや分割線の描画などがやり易くなります。

• 長い名前のパーツを表y字するためのパーツリストのサイズ変更。

• ロックされていないダイアログのスクロールバーの表示。

• 品質チェックダイアログで関連するオプションのみを表示。

• パーツの移動 - 新しく Move	 out	 of	 Platform （プラットフォームの外に移動）ボタンがAuto 
Place（自動配置）コマンドに追加され、一度に選択したパーツまたはすべてのパーツをプラット
フォームの外に移動して簡単にプラットフォームを空にすることができます。
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• 修正ツールの新オプション - 新しい Degenerate	Faces （退化フェース）オプションが修正コマ
ンドに追加され、パーツから退化フェースを削除することができるようになりました。

• 基本形状の追加 - Generate Geometry（形状を作成）コマンドで、立方体と円柱だけでなく Cone （円錐）と Sphere （球）が作れるように
なりました。

• 複数バージョンの3D	Sprintのインストール - 異なるバージョンの 3D Sprint を並列してインストールすることができるようになりました。

• 3D	Sprint	ファイル保存リマインダー - ビルドファイルの作成前に3D Sprintファイルの保存を促すリマインダーが表示されます。

• プリントプラットフォーム外へのパーツの読込み - インポート時にパーツをプリントプラットフォームの外に配置できるようになりました。

• 読み込み時のメッシュ事前処理 - ファイル読み込み時のメッシュ処理の方法をCAD/Scan/Noneから指定できるようになりました。

• 長さの精度	 - 長さのデフォルト精度がよりよい精度制御のため小数
点以下３桁に変更されました。 

• ダイアログ位置のリセット	 - Preferences（設定）に新しく追加され
たReset	Dialog	Position （ダイアログ位置をリセット）ボタンで、す
べてのダイアログ位置をリセットすることができます。 
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修正された不具合
• GW-27875: パーツを修正したときに色やテクスチャ情報が残りませんでした。

• GW-27809: 特定のモデルで彫刻ツールが正しく機能しませんでした。

• GW-28269,	
GW-27844,	
GW-27840,	
GW-27841:

ファイルのエクスポート時にテクスチャ情報が破損しました。

• GW-30004: 特定のファイルにおいて単位設定警告メッセージが出たときに3D Sprintがクラッシュしました。

• GW-29106: 支柱コマンドで支柱のないXMLを読み込もうとするとクラッシュしました。

• GW-28888: 初回のアンインストール中にディアクティベートダイアログが表示されませんでした。

• GW-27954: ペイントコマンドを使った後にパーツを動かすと3D Sprintがクラッシュしました。

• GW-27888: パーツにホロウを掛けると3D Sprintが応答しなくなりました。

• GW-25993: 特定のSTLファイルの読み込み時に3D Sprintが応答しなくなりました。

• GW-26902: 特定のモデルにおいて既存のビルドスタイルが無いのにビルドスタイルがある旨の警告メッセージが表示されました。

• GW-24702: プリントジョブ用のフォルダが見つからない場合に3D Sprintがクラッシュしました。

• GW-22262: パーツの修正に修正ツールの複数回の実行が要求されました。

• GW-22250: 巨大なファイルのインポート時に3D Sprintが応答しなくなりました。

• GW-20418: 色調整コマンドを使った後にパーツがダメージを受けました。

• GW-7776: 起動に時間がかかりました。

• GW-28854: 自動配置コマンドのプリセットのドロップダウンボックスがカスタムプリセットを削除後に空になりました。

• GW-28737,	
GW-27661:

設定の大きなパーツに対してのみ境界ボックスを表示オプションが正しく機能節、単一の小さなパーツにも影響しまし
た。

• GW-28045: ファイルを開く際に間違った警告メッセージが表示されました。

• GW-27971: パーツに適用後にテクスチャが表示されませんでした。

• GW-27743: 平らな１つの下面が、部分的に下面として表示されました。

• GW-27416: 3D Sprint 3.1でサポートされていないにも関わらず、古いサポートプリセットがデフォルトプリセットとして扱われていま
した。

• GW-27113: 多くのポリゴンのあるSTLファイルの読み込みに時間がかかりました。

• GW-25958: 3D Sprintファイルのファイルサムネイルが表示されませんでした。

• GW-25485: 長い名前のSTEPファイルを読み込むことができませんでした。

• GW-24738: テクスチャのあるモデルで分割コマンドがギャップを作る問題がありました。

• GW-22531: Xボタンをクリックしても自動配置コマンドがすぐに取り消されませんでした。

• GW-7350: 特定の3D Sprintファイルで開くのに時間がかかり、進捗バーが進みませんでした。

• GW-6309: 大きなモデルに対しての折り目モードでの着色に時間がかかりました。

• GW-28039: ファイル名が読み込み時に小文字になりました。

• GW-26699:	 取消すると彫刻がすべて取り消されました。
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• GW-26387: ファイルの出力時、別のファイルとしてエクスポートオプションを使うとファイル形式がSTLファイル形式にリセットされま
した。

既知の問題

• GW-29939: 最初の起動時に3D Sprintが応答なしになることがあります。“Nahimic” サービスを無効にすることで回避されます。

• GW-29862: ソフトウェアインタフェースに視覚的な問題がありました。“Nahimic” サービスを無効にすることで回避されます。
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SLA、Figure 4、NextDent 5100
主な新機能
追加補助のための支柱
追加のサポートによる造形が失敗する要因を最
小化します。

課題 : 支柱作成コマンドはより改善してユーザ
ーが既存のサポート構造を強固にする必要が
あります。

ソリューション : Struts（支柱作成）コマンドに
新しく Stilt （支柱）タイプの支えが追加されま
した。 支柱を１クリックで素早く作成することが
できます。

閉じた領域のアンカーポイントとエッジ/ポリラインに基づいたアンカーポイント
必要な場所に精細にアンカーポイントを配置するこ
とで造形が失敗する機会を最小化します。

課題 : スマートサポートはユーザーが様々な方法で
アンカーポイントの追加や削除ができるように改善
される必要があります。

ソリューション : Rectangle （矩形）および Lasso 
（投げ縄）ツールで領域を定義してアンカーポイン
トの追加や削除ができるようになりました。Update 

（更新）オプションでアンカーポイントとサポートの
いずれかまたは両方を選択して更新できるようにな
りました。

アンカーポイントはパーツのポリラインやエッジに沿って定義することもできます。

ポリラインに沿ったアンカーポイント エッジに沿ったアンカーポイント 
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フェース角に基づいたアンカーポイント
不要なサポートの作成を避けることでマテリアルコストと後処理時間を抑
えます。

課題 : 傾斜部のアンカーポイントを簡単かつ直感的に定義する方法が必
要。

ソリューション	: アンカーポイントは、フェースの角度に基づいて予測可能
な間隔で自動的に生成できるようになりました。 これにより、複数の基準が
有効な場合に、配置が重複して密集するのを防ぐこともできます。

フェースの角度に基づいて生成されたアンカーポイント

より具体的な基準で重複を回避

トラップ領域のチェック
トラップによる造形の失敗によるモデルの再造形の
必要性を排除します。.

課題 : モデル内のトラップを見つける方法が必要。

ソリューション : 新しい Trapped	Volume （トラップ
ボリューム）オプションが品質チェックコマンドに追加
され、モデルの閉じ込められた領域の有無を検出し、
レポートします。
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SLA
主な新機能
サポートの部分的強化
既存のサポート構造を変更することなく、サポートを

部分的に補強することで造形の成功率を向上しま
す。

課題 : 支柱作成コマンドを強化して既存のサポート
構造を強化できるようにする必要がある。

ソリューション	: パーツとサポート間や、既存サポー
ト上の任意の点間に支柱を作成することができるよ
うになりました。

細いライン幅の補正
パーツの精度を向上します。

課題 : Small Line Width Compensation（細いライン幅の補正）はパーツ精度をよりよくするためにいろんな方向で調整できる必要がある。 

プリンター構成の細いライン幅の補正
ビルドスタイルパラメーター編集の細いライ

ン幅の補正

ソリューション	: Printer 
Configuration（プリンタ
ー構成）および Edit Build 
Style Parameters（ビルド
スタイルパラメーター編
集）の両方で、細いライン
幅の補正をXとYの方向で
設定できます。

精度ウィザード
キャリブレートされたプリンターでのプリントに
おけるパーツ品質を向上します。

課題 : 現在のプリンターに対する適したスケー
ル率やオフセットパラメーターを見つける方法
が必要。

ソリューション	: Accuracy	wizard （精度ウィ
ザード）が SLA プリンターでも可能になり、適切
な線幅補正と最適な倍率でプリンタを調整する
ことができます。
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アドバンスド自動配置
プリンタ―プラットオームへのパーツの配置を配置定義を調整してより最適に配置します。

課題 : パーツの位置と向きを決めるためにより細かい設定が必要。

ソリューション : アドバンスド自動配置オプションが3D SprintのSLAのベーシックバージョンで有
効になりました。1回の造形で最大限のパーツをプリントすうｒことでより生産性を高めます。

次の操作が自動配置コマンドで有効になります。

配置ストラテジ―の定義

パーツの位置と向きを定義する多くのオプション

度のバーツが最初に配置されるべきかの優先度の指定

QuickCast Diamond
複雑なインベストメント鋳造パターンの作成。

課題 : より良いパーツ品質を持ったインベストメント鋳造パターンの簡単な製造。

ソリューション	: 新しい QuickCast	Diamond ビルドスタイルを使えば、輸送やインベストメント鋳造プロセスの両方において、強度と安定した
寸法を維持した大きく且つ軽量なパターンを作成することができます。

QuickCast Diamond は次の特徴があります:

• チタン合金に最適なアンチモンフリーのAccuraFidelity材料

• 灰分が0.010％未満と極めて低く、鋳造欠陥を最小限に抑えます

• 低粘度で排出と通気が容易

• 生産量を高めるためのサポートとして機能する調節可能な内部形状

• AccuraPatchおよびAccuraBondにより、通気および排出穴やをすばやく簡単に埋
めることができ、また複数のパーツを結合して、単一の大きなシームレスなアセンブ
リを作成します

• 一貫したXYZ強度を備えたプリンターからの高い部品強度

• 気泡が閉じ込められていないクラス最高の耐湿性

• 内部ダイヤモンド構造の30％軽量化による、材料費の削減と、燃焼の高速化

• シェルの厚さを簡単に調整

• 表面への通気・排出穴の無制限の配置-後からの手動での穴あけや破損の低減
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旧モデルサポート（アドオンとして提供）
旧型マシンの対応により現場の生産性を向上。

次の旧型SLAマシンがアドオンとして有効になります。

• SLA 5000

• SLA 7000

• Viper

• ViperHR
飛躍的に造形設定の繰り返しとスライス計算に掛かる時間を削減し、チームを解放して生産性を上げ、所有す
るプリンタ―を最大限に活用します。旧型のモデルを含めて幅広く 3D Systems SLA プリンタ―に 3D Systems 
3D Sprint の高度な技術を利用することができるようになりました。最新の準備およびスライス用ソフトウェアを
使用すれば、現場の効率を上げ、煩雑なソフトウェアを1つに統合し、旧型のマシンに新たな息吹を芽生えさせます。

従来のソフトウェアを使用していると、すぐに効率性とパフォーマンスが低下します。生産サービスを行う施設での典型的な造形例では、非効率なソフト
ウェアを使った作業工程によるプリンタ―1台当たりの年間の損失は平均2～5週間になります。

ビルドファイルの準備時間の削減

#1

#2

#3

#4

#5

プラットフォーム

00:00 08:00 16:00 24:00 32:00 40:00

00 	:	52.9
08 	:	01.0	(3D Manage 1.4)

01 	:	31.6
05	:	28.3		(3D Manage 1.4)

02			:		09.7

01	:	20.5
16	:	16.2	(3D Lightyear 1.5.2)

00	:	21.5

3D	Sprint 従来ソフトウェア

Time

53	:	00.0		
(3D Manage 1.4)

4h	:	44m		:	11s
(3D Lightyear 1.5.2)
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スライス表示
効率的な UI/UXによりワークフローがより早く完了し
ます。

課題 : モデルのスライスを見る方法が必要。

ソリューション	: View	Slice （スライス表示）コマンド
がツールバーに追加されました。これでビルドファイ
ルを保存してインポートすることなくいつでもスライ
スを表示することができます。

堅牢なサポート構造
適切なサポート構造を生成することにより、造形の成
功率を高めます。

課題 : 堅牢なサポート構造には次の事項が必要:

• サポート構造で長いカラムで独立したフィーチ
ャーを支えるのを避ける。

• サポート構造のためのノードがない場合はサ
ポートは作成されるべきではない。

• ユーザーは小さな分断コンポーネントを避け
る必要がある。

• パーツとサポート構造の交差を避ける。

• オーバーハング領域でのサポートの侵入を避
ける。

ソリューション	: 必要事項を満たすためサポート作成アルゴリズムが大きく改善されました。

主な改善

その他の改善
• デフォルトのプラットフォーム	XY	マージン	- 自動配置コマンドの Platform	XY	Margin （プラットフォームのマージンXY）のデフォルト値

がSLAプリンター用に更新されました。ProX 900 用に 20mm、その他のSLAプリンター用に 10mm になりました。
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修正された不具合
• GW-27992: SLIファイルの読み込みメッセージがあいまいでした。

• GW-27363: ビルドファイルと同じフォルダに一時ファイルが保存されました。

• GW-27234: プリントキューに送信する際にビルドファイルの検証が機能しませんでした。

• GW-27233: ディスクドライブの有効な空き容量が無い場合に壊れたまたは部分的なビルドファイルが作成されました。

• GW-29740: 特定のBTEファイルで造形時間の概算をすると3D Sprintがクラッシュしました。

• GW-29721: いくつかのパーツにおいてアーティファクトが現れました。

• GW-29069: 最小レイヤー厚が変更された時のサポート削除ポリシーが不明瞭でした。

• GW-28652: SLI用のサポートが他のパーツにサポートが作成された時に維持されませんでした。

• GW-28651: サポートを持つSLIのあるファイルで、ファイルに保存が失敗しました。

• GW-28330: 角の最初のレイヤーが特定のファイルで失われました。

• GW-17430: SLAビルドスタイルで異なるメッシュファイルの同じ名前を持つすべてのスタイルが復元ボタンによってリセットされまし
た。

• GW-29454: あるビルドファイルでギター弦ハッチが発生する問題がありました。

• GW-29141: 最下レイヤーでスイープ数が0以外のBFF/SLADDDファイルの作成時に警告メッセージが表示されませんでした。

• GW-27860: カスタムMDMの最大範囲がサポートされているSLAプリンタ―で不十分でした。

• GW-27427: 品質チェックで薄い壁の断面がフラグされませんでした。

• GW-27206: truShellにおいて10㎜以上の足場間隔が、最大許容値が20㎜であっても受け入れられませんでした。

• GW-27054: スライスビューで特定のファイルにおいてZ補正アーティファクトが見つかりました。

• GW-26544: 特定のファイルにおいてパーツリストにボリュームエラーアイコンが表示されませんでした。

• GW-24636: 警告メッセージ表示後にプリンタープラットフォームが表示されませんでした。

• GW-28047: 選択したパーツのサブパーツやポリゴン数が間違って表示されました。

• GW-26457: SLADDDファイルを読み込んだ後にキューに直接追加すると3D Sprintがクラッシュしました。

• GW-11913: スライス表示コマンドで可視オプションのチェックボックスがラベルのクリックで変更できませんでした。

• GW-26937: “Opti-DrawTMを有効” オプションがtruShellモデルでのみ適用できるようになっていませんでした。

• GW-26594: サポートをハイライトした状態でパーツをコピーするとハイライトが外れなくなりました。

• GW-27369: スマートサポートがサポートを必要とする構造を作る場合がありました。

既知の問題

• GW-30181: スタイルセットが空の時にプリンター構成ダイアログでコピーや精度ウィザードボタンをクリックするとアプリケーション
がクラッシュします。スタイルセットが空の場合、これらのボタンはアクションを開始しないため、ユーザーはこの状況で
これらのボタンをクリックする必要はありません。
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NextDent 5100 & Figure 4
NextDent 5100の主な新機能

デンタルモデルの中空化
パーツの中空化により準備時間を削減します。

課題 : デンタルモデル用に、底部の空いた厚みのある中空パー
ツを作る新しい方法が必要。

ソリッドモデル 中空 モデル

ソリューション	: 新しく Dental	Hollow （デンタル中空）コマンドが追加されました。こ
のツールを使ってワンクリックでデンタルモデルを厚みがあり底部が開いた中空モデ
ルにすることができます。これによりプリントプラットフォームごとに準備の時間を最大
15分ほど削減することができます。

Figure 4 Jewelryの主な新機能

Figure 4 JewelryでStruts （支柱）が使えるようになりました。これに
よりパーツの2点間に支柱を作成してモデルを補強することができま
す。

支柱の作成
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• スタックアーチのミリングアタッチメントをサポート - Stack 
Arches（スタックアーチ）コマンドがスタックアーチを中空化し
てラティス構造を作成する際に関連するモデル形状を残すこと
でミリングワークフローでのアラインをサポートします。

NextDent 5100のその他の改善
• シンプル	/	アドバンスド	UI - UIをシンプルか、アドバンスドに切り替えられるようになりました。Simple	UI （シンプルUI）ではデンタルユ

ーザーのための最小限のワークフローに簡単にアクセスするための機能のみを表示します。

シンプル UI

アドバンスド UI

• スタックアーチの後部のサポート - Stack	Arches （スタックアーチ）コマンドのサポート生成アルゴリズムが向上し、患者の歯列矯正モデ
ルに適したアライナーの位置を考慮します。

3D Sprint 3.1のスタックアーチ 3D Sprint 4.0のスタックアーチ
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修正された不具合
• GW-29520: パーツに支柱しかない、または支柱があってもサポートがない場合、ビルドファイルの作成やプリントキューへの追加が

できませんでした。

• GW-29519: コピー・ペーストした後スタックがZ上方へ移動する問題がありました。

• GW-28338: プリントキューにジョブを直接追加した後、スライスしたファイルがあるべきの4倍の大きさになる問題がありました。

• GW-27933: 3D Sprintに読み込んだ後にテクスチャのほとんどが失われる問題がありました。

• GW-27636: 特定のモデルにおいてファイルへの出力が機能しない問題がありました。

• GW-27399: NextDentプリンタ―に日付/時間が送られませんでした。

• GW-24989: Figure 4プリンタ―セットアップ中に3D Sprintがクラッシュする問題がありました。

• GW-23546: ファームウェア更新後にFigure 4用の古いポートナンバーが残され、3D Sprintとファームウェアを完全にシャットダウン
させるまで接続できない問題がありました。

• GW-23466: ゲートサポートでダウンフェース角のポイントが作成されない問題がありました。

• GW-21256,	
GW-25161,	
GW-19987:

プリンタ―の電源がオフの状態でプリントキューにジョブを追加すると誤ったエラーメッセージが表示されました。

• GW-28476: スタックしたパーツ作成したサポートを編集するとサポートが正しく編集できない問題がありました。

• GW-28421: Figure 4 Modularで特定のジョブがすぐに中止される問題がありました。

• GW-27018: 支柱は上面に作成されずにコントロール点が残る問題がありました。

• 新しい	Rigid	140C	Black	マテリアル	-  Figure 
4 プリンター用の新しい Rigid	140C	Black マ
テリアルが追加されました。

• 類似支柱の選択 - 新しいキーボードショートカット S	+	Click	が
追加され、類似支柱が選択されるようになりました。
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• GW-28281: スタックした場合にビルドファイルが作れないことがありました。

• GW-28227: スマートサポートコマンドに入る前に支柱付きのパーツを統合しようとすると3D Sprintがクラッシュしました。

• GW-27846: スタックアーチコマンドをキャンセルした後に誤ったエラーメッセージが表示されました。

• GW-27668: 除外領域にサポートが作成されました。

• GW-27325: ゲートサポートで使用されなかったアンカー点のメッセージが表示されませんでした。

• GW-27036: カスタムスタイルを適用した3dprintファイルを開いてもカスタムスタイルが読み込まれませんでした。

• GW-27007: あるF4Xファイルでサポートの合いパーツにエラーメッセージが表示されませんでした。

• GW-25612:	 Z補正値に大きな値ガセットされるとFigure 4ワークフローでパーツスライスが不適切に生成されました。

• GW-25603: 3D Sprintのアンインストール時にキャリブレーションファイルが削除されませんでした。

• GW-22089: NextDentプリンタ―で、キュータブのジョブプロパティの中にマテリアルが表示されませんでした。

• GW-18462: スタイル情報を削除した後カスタムスタイルのある3dprintファイルが残りませんでした。

• GW-16389: NextDentおよびFigure 4 Standaloneプリンタ―で、ジョブプロパ亭の下のプリントモード、送信者、概算時間の詳細表
示されませんでした。

• GW-25648: プリンタ―名の変更が即座に行われませんでした。

• GW-13937: スケール＆オフセットの測定の入力ボックスに値を入れた後、次へボタンを押すためにフィールドの外にタブキーでフォ
ーカスを外す必要がありました。

既知の問題
• GW-29311: 品質チェックにおいて、サポートのあるパーツとの干渉チェックの詳細にUnknown（不明）と表示されます。
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SLS
主な改善
均一のスキャン時間または断
面領域
不均一な熱特性、短いフィード、およびパーツを造形
するための不十分なマテリアルとなることを防ぎ、各
層が完全にプリントされるようにすることで、造形の
失敗を回避します。

課題 : プリント中のパーツ品質向上のために次の項
目が必要:

• ユーザーは、パーツを自動配置するときに、最
大スキャン時間またはレイヤーごとの断面積
のいずれかを制限する機能が必要です。

• スキャン時間または断面積は、ユーザーが定
義した基準内ですべてのレイヤーにわたって
可能な限り均一である必要があります。

• プリントプラットフォームで自動配置を実行す
る場合、または新しいパーツをプリントプラット
フォームに追加する場合は、パーツをインター
ロックさせない。

ユーザー定義のケージ
ビルドボリュームを効果的に利用し、ケージパーツを
複数のビルドボリュームで再利用することにより、生
産性を向上させます。

課題 : ユーザーがケージ内のパーツのサイズと配置
基準を指定し、それをエクスポートして複数のビルド
ボリュームで再利用できるようにするには、ケージコ
マンドをさらに改善する必要があります。

ソリューション : ケージ内のパーツのサイズと配置基
準を手動で定義できるようになりました。 ケージパー
ツは、複数のビルドボリュームでエクスポートおよび
再インポートすることもできます。

ソリューション	: 新しい Sectional	Constraint （断面の制約）オプションは最大スキャン時間やすべてのレイヤーの断面積を指定することができ
ます。また可能な限りレイヤーにわかってスキャン時間や断面積を均一に設定できます。新しい Avoid	Interlock （インターロックを回避）オプシ
ョンはプリント中にパーツがかみ合うのを避けることができます。

これによりこれにより、プリント中の熱特性が均一になるため、パーツの品質が向上し、造形後のパーツの完全な回収が保証されます。
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スキャン/レイヤー時間フィー
ドバック
レイヤーごとのスキャン時間を評価し、必要に応じて
パーツを再配置または削除することで、造形の失敗
の可能性を最小限に抑えます。

課題 : レイヤーごとのスキャン時間を表示する方法
が必要。

ソリューション	: 新しい Layer	Time （レイヤー時間）
コマンドがツールバーに追加されました。 各レイヤー
のスキャン時間を評価できるようになり、造形前に再
配置やパーツの削除が可能になりました。

その他の改善
• サンプリング率の追加 - 環境設定で、パーツの

アウトラインと塗りつぶしの両方のサンプルス
ライスの数を指定できるようになりました。 こ
れは、スライス表示コマンドでパーツのスライ
スを表示するために使用されます。
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修正された不具合
• GW-27675: ネットワークプリンタ―のプリントキューにジョブを追加すると、結果のソートされたファセットワイルが壊れました。

• GW-29883,	
GW-29468,	
GW-29439:

巨大なファイルのスライス表示および結果の概算ができませんでした。

• GW-27343,	
GW-27155:

干渉チェックが発生していないときに検出されました。

• GW-27078: BPZファイルの読み込みに失敗しました。

• GW-27022: スケール＆オフセットコマンド使用中に3D Sprintがクラッシュしました。

• GW-13865: 3D Sprintの起動に時間がかかりました。

• GW-29876: SLSプリンタ―でスケール＆オフセットツールでZスケール係数値が表示されませんでした。

• GW-29763: 品質チェックツールのインターロックのチェックの結果に問題がありました。

• GW-29455: 自動配置でプリントプラットフォームの外にパーツが配置されました。

• GW-28668: パーツプロファイルエディタでプロットポイントのZ高さを編集する際、Z高さがビルドステージグラフで正しく表示されま
せんでした。

• GW-28585: プリントキューにジョブを追加する際、品質チェックツールのプリント容積でエラーが検出されていないのに、いくつかの
パーツがプラットフォームの内側に完全に収まっていない旨の間違ったメッセージが表示されました。

• GW-27922: スライス表示コマンドを使う際におかしな振る舞いがありました。

• GW-27642: ビルドプロファイルエディターウィンドウが適用ボタンをクリックしたときに閉じてしまう問題がありました。

• GW-27583:	 プリントキューに追加中にキャンセルしたジョブがプリントキューに追加されてしまう問題がありました。

• GW-27076: 概算のレイヤー/スキャン時間ダイアログが他のダイアログを開いたときにも残ってしまう問題がありました。

• GW-27056: デフォルトのサンプル比率がSLSプリンタ―に適していませんでした。

• GW-25388: 複数のパーツを移動する際に絶対Z方向が正しく設定できませんでした。

• GW-28024: STLとBRZを一緒にアプリケーションにドラッグドロップすると一貫性のない結果が発生しました。

• スキャンオーダーの向上 - スキャンオーダーリ
ストにスクロールバーとサイズ変更が追加さ
れました。リストでのパーツの選択と順序替え
が簡単に行えます。さらに、変更を保存せずに
コマンドを抜けるのを防止するために警告メ
ッセージが表示されるようになりました。
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MJP
その他の機能強化

修正された不具合
• GW-29741:	 MJPDDDファイルが読み込めませんでした。

• GW-28166: インフィルがプリントされませんでした。

• GW-16573: プリンタ―がエラーの状態の場合、キュータブのキューに追加が無効になるが、ジョブの送信は許可されていました。

• GW-28235: インフィルのある3D Sprintファイルにパーツを読み込むと3D Sprintがクラッシュしました。

• GW-27871: インフィルのインフィル色を表示オプションが意図した振る舞いをしていませんでした。

• GW-25547: キュータブからプリントタブへ戻した後にいくつかの機能のアイコンが消えていました。

• GW-27963: サポート幅が実際のパーツより広く底面の品質に影響を与える問題がありました。

廃止されたマテリアルの停止
次のマテリアルは、3DSprintでは使用できなくなりました。 廃止されたマテリアルでファイルを造形する準備をするには3D Sprint 3.1以前のバー
ジョンをインストールしてください。

付記:	3D	Sprint	4.0で古いマテリアルを使って準備された古いファイルを開くと、その旨を通知するメッセージが表示されます。	

撤退マテリアル 新マテリアル
VisiJet M2 RCL VisiJet M2R-CL
VisiJet M2 RWT VisiJet M2R-WT
VisiJet M2 RBK VisiJet M2R-BK



  

Find out more at: https://www.3dsystems.com/software/3d-sprint
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