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このマニュアルは、Snapmaker 2.0 A150、A250、A350 の使用方法を説明するものです。
サイズの異なる 3 つのモデルは同じ 3-in-1 機能をもっているため、ここでは A350 モデル
でその使い方をご説明します。操作の前に、このマニュアルをしっかりお読みください。
技術的な問題が生じた場合は、support@snapmaker.comまでお問い合わせください。
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セーフティガイドライン - Snapmaker上のラベル

Snapmaker上のラベル
3D プリントモジュールのラベル

表面は熱くなりますので、ご注意ください。プリント中やプリント直後は、ノズルやホットエンド
には触らないようにしてください。

レーザーモジュールのラベル

IEC 60825

FDA

レーザー照射にはご注意ください。これはクラス 4 レーザー製品です。照
射を目や肌に直接または散乱で浴びないようご注意ください。レーザーエ
ングレービングや切断中にレーザー保護メガネを装着するか、または筐体
などの保護装置を使用してください。

IEC 60825

FDA

この開口部からはレーザー照射が放出されることにご注意ください。レー
ザーエングレービング /切断装置の電源が入っている場合には、開口部か
ら覗き込んだり、体の一部を開口部の下に置くことは絶対におやめくださ
い。



ユーザーマニュアル | 6  

セーフティガイドライン - Snapmaker上のラベル

CNCモジュールのラベル

尖った部分には十分お気をつけください。CNC ビットの取り付けや取り外し時には、怪我をしない
ようにご注意ください。

ヒートベッドのラベル

危険にご注意ください。ヒートベッド上での操作には注意してください。

表面は熱くなりますので、ご注意ください。プリント中やプリント直後は、ヒートベッドには触ら
ないようにしてください。数分待ってから触るか、耐熱グローブなどの補助ツールを使用してくださ
い。

この表面には直接プリントしないでください。さもないとヒートベッドに損傷を与えられます。

プリント中やプリント直後は、ヒートベッドには素手で触らないでください。

Snapmaker 2.0 A150 のヒートベッドにはラベルはありません。それでも、操作には十分ご注意く
ださい。
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セーフティガイドライン - Snapmaker上のラベル

プリントシートのラベル

危険にご注意ください。プリントシート上での操作には注意してください。

表面は熱くなりますので、ご注意ください。プリント中やプリント直後は、プリントシートには触
らないようにしてください。数分待ってから触るか、耐熱グローブなどの補助ツールを使用してく
ださい。

プリント中やプリント直後は、プリントシートには素手では触れないでください。

セーフティシンボル
クイックスタートガイド及びユーザーマニュアル中のセーフティシンボルは、組み立てや使用の間の損傷や危険を
避けるための指示です。

警告 この指示に従わないと、重大な人身傷害を引き起こすことがあります。

注意
この指示に従わないと、装置や部品のご動作や損傷を引き起こしたり、軽微な人身傷
害を引き起こすことがあります。

ヒント 実用的なアドバイスを提供します。

方向 強調表示された部分の向きが正しいことを確認してください。

暫くネジを完全に締めないでください。

セーフティガイドライン - セーフティシンボル
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セーフティガイドライン - Snapmaker上のラベル

安全対策
一般的な安全情報
ご使用の前に、このマニュアルをしっかりお読みください。
本機は、18歳以上の訓練された操作員だけがご使用ください。
本機は、娯楽目的でのみご利用ください。
本機の電源が入っている間は、そのそばを離れないでください。
本機の動作中は、可動部品に手を触れないでください。
本機は、疲れている時や、ドラッグ、アルコール、薬物治療の影響下では操作しないでください。 
お子様には、大人の監督や援助のない状態で本機を使用させないでください。
本機は常に、室内の固定された水平な机や作業台の上で操作してください。
このマシンは、雨に当てたり濡らさないでください。
メンテナンスや変更の前には、常に電源を切ってください。
欧州連合加盟国では、5150-5250 MHz の動作は室内に限定されています。

3D プリントの安全性
3D プリンタが加熱中またはプリント中には、ノズル、ホットエンド、プリントシート、ヒートベッド、及び未硬
化フィラメントには触れないでください。
次の事態が発生した場合には、直ちに 3D プリンタの電源を切ってください。

 - 電源を切った後に 3D プリンタで火が燃え続ける。
 - 3D プリンタが突然停止した。
 - 3D プリンタの内部コンポーネントが損傷を受けている。
 - 3D プリンタから、以前にはない光や音が発生している。

レーザーの安全性
ごくまれ (0.01%) な黄青色盲 (第三色覚異常 ) の方にとって、レーザー光が見えづらく、レーザーエングレービン
グ /切断装置の電源が入っていることに気づかないことがあります。第三色覚異常のあるユーザー様は特にご注意
ください。
レーザー保護メガネや、マスクや筐体などの他の保護具を装着した上で、マシンを操作してください。
レーザーモジュールは、クラス 4 レーザー製品です。レーザーモジュールの操作にあたっては、レーザー照射の物
理特性、レーザー安全基準と関連する健康的意義、安全対策について十分な知識を有する方が行ってください。
ご自身の体をレーザービームに晒さないでください。安全な操作のためには、レーザーモジュールの適切な利用と
手入れが不可欠です。
本機の動作中には、お子様や周囲の人を近づけないようにしてください。
レーザーエングレービング /切断装置は、換気の良い、あるいは空気浄化装置のあるところで動作させてください。
作業エリアのレーザーモジュールの下から、反射材を取り除いてください。照射を散乱させることがあります。
次の事態が発生した場合には、直ちにマシンの電源を切ってください。

 - 裸火が見える。
 - マシンが突然停止した。
 - レーザーエングレービング /切断マシンの内部コンポーネントが損傷を受けている。
 - マシンから、以前にはない光や音が発生している。

セーフティガイドライン - 安全対策セーフティガイドライン - 安全対策
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セーフティガイドライン - Snapmaker上のラベル

CNCの安全性
マシンの操作時には必ず、CNC 用保護メガネを装着してください。
CNC 加工機を動作させる際は、換気の良い場所で行い、保護マスクの装着など安全順守事項を守ってください。
使用直後は火傷の恐れがあるため、ビットやコレットには触れないでください。
素材は安全にクランプしてください。カービング中は部品を手で持たないでください。
次の事態が発生した場合には、直ちに CNC 加工機の電源を切ってください。

 - 電源を切った後に CNC 加工機で火が燃え続ける。
 - CNC 加工機が突然停止した。
 - CNC 加工機の内部コンポーネントが損傷を受けている。
 - CNC 加工機から、以前にはない光や音が発生している。
 - ビットや部品が挟まったり、詰まった。可動部品がすべて停止し、ケーブルを抜くまで待ってから、挟まった
材料を取り除いてください。

緊急対応
3D プリントの緊急対応

高温の表面による火傷

高熱のノズルやホットエンド、ホットエンド、ヒートベッド、プリントシート、及び未硬化フィラメントなど、高
温の表面に触れると、肌が火傷します。火傷した場合：

(1) 熱源から離れる。
(2) すぐに火傷した部分を冷たい流水で洗い流す。 
(3) 火傷した部分の付近にある衣服やアクセサリーを取り外す。 
(4) 必要であれば鎮痛剤を使用する。
(5) 火傷を清潔で乾燥した包帯で覆う。
(6) 火傷の状態がひどい場合には、すぐに医療機関で受診する。

煙や微粒子の吸入

特定のフィラメントによるプリントでは、煙が出たり微粒子が発生し、呼吸器系を刺激することがあります。一般
的にプリント時には、安全対策のアドオンを使用し、保護マスクを装着することをご推奨します。 
呼吸器系の刺激が発生した場合は、直ちに対象者を外気に触れさせ、すぐに医療機関で受診してください。

レーザーに関する緊急事態

レーザーによる目の損傷

レーザービームを直接、または散乱されて目に浴びた場合は、緊急対応として次の手順を実施してください。
(1) 手近にある分厚い不透明な物体でレーザービームを遮り、レーザーによるこれ以上の暴露を防止する。
(2) 直ちにレーザーエングレービング /切断装置を停止する。
(3) 目の損傷が疑われる場合は、できるだけ早く、資格のある専門医の診察を受ける。
(4) 目の損傷が明らかな場合は、地元の病院で救急治療を依頼する。

怪我の程度や具合がひどく、行動を起こせないほどの救急疾患の場合、地面に座り大声で助けを呼
んでください。対応して来てくれた人にレーザーの危険性を警告し、病院に搬送してもらう前にレ
ーザーエングレービング /切断装置の電源を切るよう依頼してください。

セーフティガイドライン - 安全対策セーフティガイドライン - 緊急対応
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セーフティガイドライン - Snapmaker上のラベル

レーザーによる肌の損傷

レーザーは、光化学或は熱傷によって肌を損傷させることがあり、他の火傷と同様な治療を行います。緊急対応と
して次の手順を実施してください。

(1) 火傷の状態がひどい場合、他のことを行う前に救急治療を要請。
(2) 火傷した肌の付近にある服やアクセサリーを取り外しますが、肌に張り付いているものは動かさない。
(3) 火傷の部位に、痛みが治まるまで冷水またはぬるま湯をかける。流水が使えない場合には、冷たく濡らした
圧迫包帯を使用する。

(4) 火傷の部位が冷えたら、パラセタモール或はイブプロフェンなどの鎮痛剤を用いて患部を処置する。
(5) 火傷の部位にゆるく包帯を巻く。殺菌済の非粘着性包帯或は清潔な布を使用のこと。

ガスや微粒子による暴露

レーザーによる切断やエングレービングで発生する熱により、焦げや熱分解が発生し、使用している材料の燃焼が
起き、ガスや微粒子が発生することがあります。 

• 気道刺激
ガスや微粒子が気道を刺激し、場合によっては非常に危険な状態になります。気道刺激が起きた場合には、緊急
対応として次の手順を実施してください。
(1) 症状が出ている方を新鮮な空気にさらす。
(2) 医療支援を要請する。
(3) その方に反応がない、或は呼吸がなかったり、通常の呼吸ができない場合、呼吸が戻るか救急車が到着する
まで CPR (心肺蘇生 ) を実施する。

• 目の刺激
ガスや微粒子に晒されると、目の充血や涙目が発生し、さらざらした感じが生じます。目の刺激が起きた場合に
は、緊急対応として次の手順を実施してください。
(1) 症状のある目を、症状が改善するまで室温の水で 10～ 20分間すすぐ。密封した使い捨ての容器の滅菌水ま
たは無菌の生理食塩水 (0.9%) を使用可能。すすいでいる間は、まぶたを押して大きく開け、すき間を作って
おく。

(2) 症状が出ている方をできるだけ早く病院に搬送し、目の診察を受け、治療を行う。 

• 喘息の発作
ガスや微粒子は、喘息の既往歴がある方に対して喘息を引き起こすことがあります。喘息の発作が起きた場合に
は、緊急対応として次の手順を実施してください。
(1) その方をまっすぐに座らせる。
(2) ブルーの吸入器で発作治療薬を 4回吸う。吸入器をよく振り、1回ごとに時間を空け、その間に経由でスペ
ーサー経由 4回呼吸をさせる。重要事項：よく振る、吸入 1回、呼吸 4回。
スペーサーがない場合、発作治療薬を 4回直接口に吸入する。これを 4回繰り返す。

(3) 4分間待つ。改善が見られない場合、ステップ (2)の方法でまた吸入を 4回行う。
(4) 発作治療薬を連続して与える。4分間ごとに 4回の吸入を救急車の到着まで実施する。

火災

レーザーエングレービング /切断は、レーザービームによって発生する高温により重大な火災の危険があります。
火災が起きた場合には、緊急対応として次の手順を実施してください。

(1) 火災が狭い範囲 (小さなゴミ箱程度以下 ) の場合、消火器を使用可能。消火の前に電源を切ることを忘れな
いように。

セーフティガイドライン - 緊急対応
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セーフティガイドライン - Snapmaker上のラベル

(2) 火が燃え広がっている場合、自分で消火しようとしないこと。近くの警報機を使って直ちに救援を求める。
(3) 速やかに近くの避難経路に移動する。周囲に声をかけ、助け合いながら避難する。エレベーターは使用しな
いこと。

(4) 火災発生箇所に通じる周囲のドアをすべて閉じ、火と煙を閉じ込める。鍵はかけないこと。
(5) 全員の迅速な避難が終了したら、被害者のために救急を呼ぶ。

CNC 緊急事態

尖った部分による怪我

尖った部分で怪我をした場合、次の救急手順に従ってください。
(1) 止血する。傷の部位を清潔な布で数分間、血が止まるまで圧迫する。血が止まらない、或は別の組織がひど
く損傷している場合、直ちに救急要請を行う。

(2) 汚れやごみを取り除く。滅菌済のピンセットを使用して傷の周囲の汚れやごみを取り除く。ごみが肌の深い
ところまで入ってしまっている場合は、直ちに救急要請を行う。

(3) 清浄化。傷をやさしくすすぎ、清潔な布で拭く。
(4) 消毒。感染防止のために傷部分に殺菌クリームを塗布する。傷が感染している場合、直ちに救急要請を行う。
(5) 包帯を巻く。傷に汚れやバクテリアがつかないよう、包帯を使用して保護する。

顔や目、動脈などの危険な部位の怪我では、直ちに医療処置が必要です。

ほこりや切削屑の吸入

CNC 加工で発生するほこりや切削屑が、呼吸器系を刺激することがあります。一般的に加工時には、安全対策の
アドオンを使用し、保護マスクを装着することをご推奨します。呼吸器系が刺激を受けた場合は、対象者を外気に
触れさせ、すぐに医療機関を受診してください。

焦げ臭い匂いの吸入

時には、CNC 加工で焦げ臭い匂いが発生し、呼吸器系を刺激することがあります。呼吸器系が刺激を受けた場合は、
対象者を外気に触れさせ、すぐに医療機関を受診してください。

セーフティガイドライン - 緊急対応
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セーフティガイドライン - タッチスクリーン 

ユーザーインタフェース
ホーム画面

ワイヤレス
ネットワーク

マシン名
ツールヘッド名
パーツ名

キーパラメーター

緑色は通常状態を示します
オレンジ色は異常状態を示します

左にスワイプ

ファイルを選択して作業を開始

アプリ一覧画面

3DP：モデルファイルを選択し、
プリントを開始
レーザー：モデルファイルを選択し、
エングレービングを開始
CNC：モデルファイルを選択し、加工を開始

3DP：ヒートベッドを水平にする

レーザー：焦点距離をキャリブレーションする

CNC：利用不可

3DP：移動を制御、ノズル温度、
ヒートベッド温度

レーザー：移動を制御、作業原点を設定
またはレーザー出力を設定

CNC：移動を制御、作業原点を設定または
主軸回転数を設定

3DP：Wi-Fi、ファームウェア、言語、レベリ
ングを設定モード、キャリブレーショングリ
ッドなど

レーザー：Wi-Fi、ファームウェア、言語、焦点
を設定モード、カメラ、レーザーの高さなど

CNC：Wi-Fi、ファームウェア、言語などを設定

タッチスクリーン - ユーザーインタフェースタッチスクリーン - ユーザーインタフェース
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セーフティガイドライン - タッチスクリーン 

ファームウェア
更新方法
使用の前に、ファームウェアを最新バージョンに更新してください。ファームウェアが V1.9.0 以降のタッチスク
リーンでは、Wi-Fi或は USB フラッシュドライブから更新ができます。V1.9.0 より前のファームウェアの場合は、
USB フラッシュドライブ経由での更新だけが可能です。

:  本体の電源を入れる > マシンを Wi-Fi ネットワークに接続 > タッチスクリーンを左にスワイプ > [設定 ] > [フ 
ァームウェア更新 ] > [更新を確認 ] > [更新する ] > [完了 ]をタップ。

:  ファームウェアを snapmaker.com/product/snapmaker-2/downloads からダウンロード > USB フラッシュド
ライブをコントローラーに挿入 > マシンの電源を投入 > タッチスクリーンを左にスワイプ > [ファイル ] > 
[USB] > 更新するファームウェアをタップ。

タッチスクリーンのファームウェア、コントローラーのファームウェア、或はその他のモジュール
やアドオンのファームウェアをそれぞれ更新する必要がある場合には、当社のウェブサイト或はフ
ォーラムから、USB フラッシュドライブにそれらをダウンロードし、タッチスクリーンから更新を
行ってください。

必要なバージョン
3D プリンターを、筐体、ロータリーモジュール、緊急停止ボタン、空気浄化装置などのアドオンと合わせて使用
されている場合、必要なバージョンにファームウェアを更新します。

 - 筐体：V1.10.0 以降
 - ロータリーモジュール V1.12.0 以降
 - 緊急停止ボタン V1.12.0 以降
 - 空気浄化装置 V1.13.1 以降
ファームウェアのバージョンを確認するには、[設定 ] > [この機器について ]をタップします。

緊急停止ボタンの利用に際しては、必要に応じてファームウェアを 1.12.0 以降に更新する必要があ
ります。

タッチスクリーン - ファームウェア

https://snapmaker.com/product/snapmaker-2/downloads
https://snapmaker.com/product/snapmaker-2/downloads
https://forum.snapmaker.com/t/snapmaker-2-0-firmware-updates-and-downloads/5443
https://forum.snapmaker.com/t/snapmaker-2-0-firmware-updates-and-downloads/5443
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セーフティガイドライン - タッチスクリーン 

Snapmaker  
Luban   

Snapmaker 
Luban
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セーフティガイドライン - タッチスクリーン 

インストール方法
当社の無料スライスソフトである Snapmaker Luban (以下、Luban) は、3つのオペレーティングシステムをサポー
トします。

 - Windows
 - macOS
 - Linux

Luban を luban.xyz 或は フォーラムからダウンロードします。ダブルクリックし、Luban をインストールします。 
 

必要なバージョン
3D プリンターを、筐体、ロータリーモジュール、緊急停止ボタン、空気浄化装置などのアドオンと合わせて使用
されている場合、Luban を必要なバージョン以降に更新します。

 - 筐体：V3.5.0 以降
 - ロータリーモジュール V3.14.0 以降
 - 緊急停止ボタン V3.14.0 以降
 - 空気浄化装置 V1.13.1 以降

Snapmaker Luban   - インストール方法

https://luban.xyz/
https://forum.snapmaker.com/t/snapmaker-luban-downloads-and-updates/4949
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3D プリント - 01 動作環境

01 動作環境
1.1 温度と湿度

1.1.1 推奨温度 

Fused Deposition Modeling (FDM、熱溶解積層法 ) は、温度の影響を受けやすいという特徴があります。最高の印
刷結果を得るためには、3D プリンタを推奨の周囲温度の場所に置いてください。 
3D プリンタの推奨動作温度は、0° C～ 40° C (32° F～ 104° F) です。周囲温度が高すぎると、場合によっては印刷
結果にはプラスに働きますが、3D プリンタのコンポーネントが損傷を受けてしまいます。必要であれば、扇風機
やエアコンを用いて周囲温度を下げてください。
周囲温度が低すぎる場合は、プリント前の温めに時間がかかります。もうひとつの大きな影響は、プリントがゆが
みやすくなるということです。冷たい空気に影響を受けて押し出されたフィラメントの最上層が縮むと同時に、底
に位置する層はヒートベッドで温められて膨張する結果、ゆがみが生じます。必要であれば、筐体やエアコンを用
いて周囲温度を下げてください。

コントラクション

ワーピング

ヒートベッド

1.1.2 推奨湿度

極端な高湿度は 3D プリンタにとって有害です。3D プリンタの推奨相対湿度は、30%～ 70%です。湿度が非常に
高い状況では、湿ったコンポーネントによって 3D プリンタが損傷を受けます。乾燥がひどい状況では、静電気干
渉によって 3D プリンタが誤動作することがあります。必要に応じて、除湿器や加湿機を使って相対湿度を推奨湿
度に保ってください。

1.2 作業台
3D プリンタをしっかりした水平な作業台の上に置きます。 
プリントに ABSを使う場合は、有毒ガスが発生するため換気の良い場所に作業台を置いてください。
3D プリンタを筐体に入れたり空気浄化装置を使用する場合は、作業台を換気口の近くに置いてください。
作業台は清潔かつ乾燥させた状態にしてください。
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3D プリント - 02 フィラメントライブラリ

02 フィラメントライブラリ
2.1 フィラメント概要
お使いの3D プリンタは、PLA、ABS、TPU、PETGといったフィラメントをサポートしており、その他もテスト中です。

フィラ
メント

特性 応用 参照

PLA
簡単にプリントでき、環境に優しく、
生分解性、食品安全性、高抗張力、
低収縮性、多彩な色彩

医療器具、食品取り扱い、包装、自動車部品 2.2

ABS
固い、耐熱、耐衝撃、耐引っ張り、
耐磨耗性、良溶接性、高収縮

家電機器、建築・建設、調度品、 ハウジング、
パイプ、自動車部品、電子機器

2.3

TPU
透明、弾性、耐磨耗性、耐油性、耐
油脂性、高剪断強度、高収縮

自動車部品、スポーツ用品、医療器具、外箱、
シール、ガスケット、チューブ、ホース

2.4

PETG
プリントしやすさ、頑丈、透明、耐
熱、耐水、耐薬品性、リサイクル可
能、高抗張力、低収縮性

飲食物容器、医療・薬品器具、商品スタンド
およびディスプレイ、機械のガード

2.5

このマニュアルに添付のデータシートは、参考および比較だけのために提供されています。実際の性能は、プリン
ト条件によって変わります。特定条件下での応用にどう適合するかの判断はお客様にお願いします。データは予告
なく変更される場合があります。

フィラメントの保存方法

大半のフィラメント、特に PLAと PETGは大気中の水分を吸収します。湿ったフィラメントはノズルを詰まらせ、
プリントの失敗につながります。プリント間隔が長い場合は、フィラメントを乾燥剤入りの、開封日を記載した真
空パック袋に入れてください。包装を開けられたフィラメントは通常ひと月で使い切り、真空パックフィラメント
は 24ヶ月ほど保存できます。 
フィラメントは約 25° C (77° F) の温度で保存してください。
フィラメントは 40%の相対湿度で保存してください。
直射日光には晒さないでください。
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3D プリント - 02 フィラメントライブラリ

2.2 PLA

フィラメント特性

物理特性

直径 1.75 mm

密度 1.2 g/cm3

熱的性質

メルトフローインデックス 3.5 g/10分

熱変形温度 53° C (127.4° F)

機械的特性

曲げ強度 90 MPa (13 ksi)

曲げ弾性率 1,915 MPa (277.7 ksi)

衝撃強度 5.4 KJ/m2

破断伸び 11.8%

プリントパラメーター

プリント温度 190° C～ 230° C (374° F～ 446° F)

ヒートベッド温度 45° C～ 60° C (113° F～ 140° F)

プリント速度 40 mm/秒～ 100 mm/秒

PLAはすぐに大気中の水分を吸収し、湿ります。乾燥した場所に保存してください。
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3D プリント - 02 フィラメントライブラリ

2.3 ABS

フィラメント特性

物理特性

直径 1.75 mm

密度 1.06 g/cm3

熱的性質

熱変形温度 73° C (163.4° F)

機械的特性

曲げ強度 68 Mpa (9.9 ksi)

曲げ弾性率 1,203 Mpa (174.5 ksi)

抗張力 40 MPa (5.8 ksi)

衝撃強度 42 KJ/m2

破断伸び 30%

プリントパラメーター

プリント温度 230° C～ 240° C (446° F～ 464° F)

ヒートベッド温度 95° C～ 110° C (203° F～ 230° F)

プリント速度 40 mm/秒～ 100 mm/秒

ABSは、プリント時に刺激性の匂いと有毒な粒子を出します。このタイプのフィラメントは、換気
の良い場所で保護マスクを装着して使用してください。
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3D プリント - 02 フィラメントライブラリ

2.4 TPU

フィラメント特性

物理特性

直径 1.75 mm

密度 1.21 g/cm3

熱的性質

メルトフローインデックス 1.2 g/10分

機械的特性

抗張力 35 MPa (5.1 ksi)

破断伸び 800%

プリントパラメーター

プリント温度 230° C～ 250° C (446° F～ 482° F)

ヒートベッド温度 45° C～ 60° C (113° F～ 140° F)

プリント速度 10 mm/秒～ 50 mm/秒

2.5 PETG

フィラメント特性

物理特性

直径 1.75 mm
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3D プリント - 02 フィラメントライブラリ

密度 1.38 g/cm3

熱的性質

メルトフローインデックス 20 g/10分

熱変形温度 64° C (147.2° F)

機械的特性

曲げ強度 68 Mpa (9.9 ksi)

曲げ弾性率 1,800 Mpa (261.1 ksi)

抗張力 49 MPa (7.1 ksi)

衝撃強度 7.6 KJ/m2

破断伸び 225% 

プリントパラメーター

プリント温度 230° C～ 250° C (446° F～ 482° F)

ヒートベッド温度 60° C～ 80° C (140° F～ 176° F)

プリント速度 40 mm/秒～ 100 mm/秒

PETGは、低温で乾燥した場所に保存してください。長時間空気に晒さないでください。
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3D プリント - 03 3D プリントの方法

03 3D プリントの方法
3.1 3D プリントワークフロー

プレチェック

⇩
ヒートベッドを水平にする

⇩
フィラメントのロード

⇩
G コードファイルの準備

⇩
G コードファイルを転送

⇩
プリントを開始

⇩
プリントを取り外し

プリント前に、3D プリンタとフィラメントを入念にチェックしてください (5.2 プリントの前に 参
照 )。

3.2 ヒートベッドを水平にする

レベリングモード

ヒートベッドをキャリブレーションするレベリングモードには、自動レベリング、マニュアルレベリング、ヒーテッ
ドオートレベリング、ヒーテッドマニュアルレベリングの 4種類があります。通常は、オートレベリングかマニュ
アルレベリングを用います。第一層がヒートベッドに付着しない場合、ヒーテッドオートレベリングあるいはヒー
テッドマニュアルレベリングを用いて第一層の粘着性を高めてください。 
タッチスクリーン上でモードを切り替えるには、[設定 ] > [3D プリント ] > [オートレベリング ]または [ヒーテッ
ドレベリング ]をタップします。 

ヒーテッドレベリングモードを使用している間は、ヒートベッドを素手で触らないでください。 
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3D プリント - 03 3D プリントの方法

オートレベリング

(1) 3D プリンタの電源を入れる。 

(2) 説明を読む。タッチスクリーン上で左にスワイプし、[キャリブレーション ]をタップします。スクリーン上
でベッドを水平にする方法を読み、[開始 ]をタップしてオートレベリングを実行します。

(3) キャリブレーションの開始。3D プリントモジュールは、特定の位置でノズルとプリントシート間の距離を
測定する組み込みの距離センサーをもっています。プリントシートがフラットでない場合、3D プリントモ
ジュールは自動的にその動きを調整し、ノズルとプリントシートの間をプリントに最適な距離に保ちます。 

 やるべきことは、最後に手動でキャリブレーションを行うだけです。
a. キャリブレーションカードまたは一枚の紙をノズルとプリントシートの間に置く。 
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3D プリント - 03 3D プリントの方法

b. 最後のポイントを微調整する。移動に際してのオフセットを選択します (0.05 mm、0.1 mm、0.5 mm)。
キャリブレーションカードを引き出すときにわずかに抵抗を感じ、また、キャリブレーションカードを
前方に押すとしわができるようになるまで、[上昇 ]および [下降 ]ボタンをタップしてノズルの高さの
調整を続けます。[保存 ]をタップして、キャリブレーション設定を保存します。

わずかな抵抗

しわが寄ったキャリブレーションカード

マニュアルレベリング

(1) 3D プリンタの電源を入れる。 

(2) 説明を読む。タッチスクリーン上で左にスワイプし、[キャリブレーション ]をタップします。スクリーン上
でベッドを水平にする方法を読み、[開始 ]をタップしてマニュアルレベリングを実行します。
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3D プリント - 03 3D プリントの方法

(3) 最初のポイントをキャリブレーションする。キャリブレーションカードまたは一枚の紙をノズルとプリント
シートの間に置きます。

(4) 最初のポイントを微調整する。移動に際してのオフセットを選択します (0.05 mm、0.1 mm、0.5 mm)。キャ
リブレーションカードを引き出すときにわずかに抵抗を感じ、また、キャリブレーションカードを前方に押
すとしわができるようになるまで、[上昇 ]および [下降 ]ボタンをタップしてノズルの高さの調整を続けます。
[次へ ]をタップして次のポイントのキャリブレーションを行います。
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3D プリント - 03 3D プリントの方法

わずかな抵抗

しわが寄ったキャリ
ブレーションカード

(5) 残りのポイントをキャリブレーションする。ひとつずつ、2つのステップが最後のポイントになるまで繰り
返します。[保存 ]をタップして、キャリブレーション設定を保存します。

キャリブレーショングリッド

お使いの 3D プリンタには 3種類のキャリブレーショングリッドがあり、それぞれ 9、16、25個のポイントがあり
ます。各ポイントで、距離センサーがヒートベッドの高さを検査した後、3D プリンタがそのデータを記録します。
プリント中に 3D プリンタは測定したデータを基にその動きを自動調整し、ノズルとプリントシートの間を最適な
距離に保ちます。3D プリンタが検査するポイントが多いほど、3D プリンタが取得するデータが正確になり、第一
層がヒートベッドに粘着しやすくなります。 
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3D プリント - 03 3D プリントの方法

キャリブレーショングリッドを切り替えるには、タッチスクリーン上で [設定 ] > [3D プリント ] > [キャリブレーショ
ングリッド ] をタップします。 

9ポイントグリッド

このグリッドは 2 × 2で 9ポイントです。これを適用するには、[3]、次に [保存 ]をタップします。

16ポイントグリッド

このグリッドは 3 × 3で 16ポイントです。これを適用するには、[4]、次に [保存 ]をタップします。

25ポイントグリッド

このグリッドは 4 × 4で 25ポイントです。これを適用するには、[5]、次に [保存 ]をタップします。
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3D プリント - 03 3D プリントの方法

3.3 フィラメントのロード
お使いの 3D プリンタは、自動ローディングとマニュアルローディングという 2つのフィラメントロードモードが
あり、フィラメントのアンローディングも同様です。フィラメントを自動的にロードするには、ノズルを熱してか
らタッチスクリーン上の [ロード ]をタップします。フィラメントを手動でロードするには、ノズルを熱してから
手でフィラメントを突き出します。

フィラメントの自動ロード

(1) ノズルを熱する。アプリ一覧画面で、[コントロール ]> [ノズル ]をタップします。スケールバーを左か右に
スライドさせ、ヒートブロックでフィラメントを溶けられるよう、目標のノズル温度にセットします。 

デフォルトでは、ノズルは 200° C (392° F) に熱せられます。[ロード ]や [アンロード ]ボタンは、
ノズルが 175° C (347° F) 以上のプリセット温度程度に熱せられるまでは使用できません。.



ユーザーマニュアル | 34  

3D プリント - 03 3D プリントの方法

(2) フィラメントを挿入する。加熱中は、フィラメントをフィラメントホルダー上に吊り下げてください。フィ
ラメントの先端が曲がってしまっている場合には斜めプライヤーでカットした後に、3D プリントモジュール
に挿入します。

3D プリントモジュールにフィラメントが挿入する場合、ノズルを 200° C (392° F) まで熱し、[アン
ロード ]をタップして古いフィラメントを引き抜いてから新しいものを挿入します。

(3) フィラメントをロードする。ノズルが目標温度に達した時点で、[ロード ]をタップし、ギアがフィラメント
を中に押し込むのが感じられるまで、フィラメントをゆっくり通します。
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3D プリント - 03 3D プリントの方法

(4) ピンセットでノズルをきれいにする。 

熱いノズルには素手で触れないでください。

フィラメントの手動ロード

(1) ノズルを熱する。アプリ一覧画面で、[コントロール ]> [ノズル ]をタップします。スケールバーを左か右に
スライドさせ、ヒートブロックでフィラメントを溶けられるよう、目標のノズル温度にセットします。 
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(2) フィラメントを挿入する。加熱中は、フィラメントをフィラメントホルダーに吊り下げてください。フィラ
メントの先端が曲がってしまっている場合には斜めプライヤーでカットした後に、3D プリントモジュールに
挿入します。

3D プリントモジュールにフィラメントが挿入する場合、ノズルを 200° C (392° F) まで熱し、[アン
ロード ]をタップして古いフィラメントを引き抜いてから新しいものを挿入します。

(3) 3D プリントモジュールを開くスライドノブを内側に押してから、それを左に押して 3D プリントモジュール
を開きます。 
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スライドノブを動かす際に、熱いノズルには素手で触れないでください。

(4) フィラメントを手動で突き出す。ノズルが目標温度に達した時点で、未硬化フィラメントがノズルから突き
出るまでフィラメントをフィードホールに絞り出します。スライドノブを内側に押してから、それを右に押
して 3D プリントモジュールを閉じます。 

(5) ピンセットでノズルをきれいにする。 

3.4 G コードファイルの準備

モデルファイルの準備

Luben で G コードファイルを生成する前に、モデルファイルを準備する必要があります。モデルファイルの準備に
はいくつかのオプションがあります。
• Luben のケースライブラリ内で提供されているモデルを使用します。
• SketchUp や Fusion 360 などの 3D モデリングソフトウェアで、3D モデルをデザインします。
• thingiverse.com や myminifactory.comなどオンラインにある、無料で高品質な 3D モデルをダウンロードします。

https://www.thingiverse.com/
https://www.myminifactory.com/
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• 3D スキャナーによるいろいろな物体の 3D スキャンモデルがあります。 
念のために、Luban が 3D プリント用にサポートするデザインファイルフォーマットは、.Stl、.obj で、今後新たな
フォーマットが追加されます。

G コードファイルの生成

Luban を開き、Snapmaker 2.0 クイックスタートガイドを参照して G コードファイルを生成します。 

3.5 ファイルを転送し、プリントを開始
プリントするには、G コードファイルをタッチスクリーンに転送するか、あるいは Luban 上に保持します。

Wi-Fi を介してタッチスクリーン上でプリントを開始
(1) Luban で [ワークスペース ]をクリック。接続パネルで、[Wi-Fi 接続 ]> [更新 ]  > ドロップダウンリストか

らご自身の 3D プリンタを [選択 ] > [接続 ]をクリックし、Luban を 3D プリンタに接続。
(2) タッチスクリーンで、[はい ]をクリックして Wi-Fi 接続を許可。

(3) ワークスペースで、[デバイスに Wi-Fi 経由で送信 ]をクリック。
(4) タッチスクリーンで、[了解 ]をタップして G コードファイルを受信。

https://support.snapmaker.com/hc/en-us/categories/360001781913-Snapmaker-2-0
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(5) タッチスクリーンで、[ファイル ] > [ローカル ]をタップして G コードファイルを発見。ファイルをプレビュー
し、プリント設定をチェックし、[開始 ]をタップしてプリントを開始します。

プリントシートに第一層が付着しない場合、プリントを [停止 ]し、6.1 第一層がくっつかないを見
ます。

プリント中は、プリントスクリーン上を左にスワイプして設定を再調整できます。 

USB フラッシュドライブを介してタッチスクリーン上でプリントを開始

(1) 3D プリント G コードジェネレーターで、[G コードをファイルにエクスポート ]をクリックし (.gcode フォー
マット )、それを USB フラッシュドライブに保存。 

(2) USB フラッシュドライブを 3D プリンタのコントローラーに差し込む。

(3) タッチスクリーンで、[ファイル ] > [USB]をタップして G コードファイルを発見。ファイルをプレビューし、
プリント設定をチェックし、[開始 ]をタップしてプリントを開始します。
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プリントシートに第一層が付着しない場合、プリントを [停止 ]し、6.1 第一層がくっつかないを見
ます。

プリント中は、プリントスクリーン上を左にスワイプして設定を再調整できます。 

ワークスペース経由で Luban 上にプリントを開始

(1) 3D プリント G コードジェネレーターで、[G コードを作業領域にロード ]をクリックして生成された G コー
ドファイルをワークスペースにロード。

(2) ワークスペースで、接続パネルに移動。[Wi-Fi]> [更新 ]  > ドロップダウンリストからご自身の 3D プリン

タを [選択 ] > [接続 ]をクリックし、Luban を 3D プリンタに接続。

(3) 接続後、ワークスペースの [実行 ]ボタン をクリックしてプリントを開始。

プリント中に Wi-Fi が切断されると、タッチスクリーンにプリントを続行するか停止するかのプロ
ンプトが出ます。プリントを続行するにはプロンプトを無視し、プリントを停止するには [確認 ]
をタップします。
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USB ケーブルで Luban 上にプリントを開始

(1) 3D プリント G コードジェネレーターで、[G コードを作業領域にロード ]をクリックして生成された G コー
ドファイルをワークスペースにロード。

(2) USB ケーブルの片方をコンピューターに、他方を 3D プリンタのコントローラーに接続。

(3) Luban で [ワークスペース ]をクリック。接続パネルで、[シリアルポート ] > [更新 ]  > ドロップダウンリ

ストからご自身の 3D プリンタを [選択 ] > [接続 ]をクリックし、Luban を 3D プリンタに接続。

ポートが見つからない場合は、いったん USB ケーブルを抜き、再度お試しください。初めて使用
する場合、snapmaker.com/product/snapmaker-2/downloadsからドライバーをダウンロードし、
インストールする必要があります。

(4) 接続後、Luban がお使いのマシンモデルとツールヘッドを選択するよう要求。選択し、[選択 ]をクリックし
て設定を保存します。

(5) これで、[実行 ]ボタン をクリックしてプリントを開始。

プリントジョブが完了するまでケーブルは接続したままにしてください。抜いてしまうと、ジョブ
が停止します。

https://snapmaker.com/product/snapmaker-2/downloads
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3.6 プリントを取り外し

プリントシートの曲げ

(1) ノズルとヒートベッドの温度がタッチスクリーンに示される室温まで下がるまで数分間待機。プリントシー
トのをヒートベッドから取り除き、プリントシートをわずかに曲げてプリントエッジをプリントシートから
外します。

プリントシートを曲げすぎないでください。第一層の粘着に影響がでます。

(2) プリントシートを安定した平らな作業台の上に置く。プリントをその尖ったエッジでやさしくこすります。
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プリントシートのテープ止め

プリントを外しやすくするため、プリント前にプリントシートにテープを貼っておきます。 
(1) プリントシート表面をアルコールで清掃。 

(2) プリントシートに耐熱性の粘着テープ (≥ 1 mm) を貼る。平らなブレードで中の気泡を押し出すようにテー
プに圧をかけます。
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(3) プリントシートの端が合うようテープをトリム。

(4) プリントシート全体をテープ止め。テープすべての両端が隙間なくついているようにしてください。

(5) プリントはテープ上に行われるため、プリント前にヒートベッドを再キャリブレーション。
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(6) プリントジョブ完了後、ヒートベッドが冷えるまで待機。パレットナイフでやさしく、テープからプリント
を剥がします。プリントシートについている粘着テープは次のプリントジョブで使用できます。

サポート構造の取り外し

3D プリントにはサポート構造が不要なものと、必要なものがあります。お使いの G コードファイルにサポート構
造を追加する場合は、次のヒントが役に立ちます。

適切なサポート構造の組み立て

Luban のサポート構造には、ライン、ジグザグ、グリッドの 3種類があります。サポート構造を作ると、オーバー
ハングのモデルパーツがプリント中に崩れるのを防止できます。適切なサポートパターンとそれに関連するパラ
メーターを設定することで、サポート構造の取り外しが容易になります。 
一般的に、ラインがもっとも取り外しやすく、グリッドが一番難しくなります。ラインはオーバーハングが少ない
プリントに使われることが多く、わずかな支持しか必要としません。グリッドはオーバーハングが多いプリントに
適しており、ベースからの支持がないと未硬化フィラメントが突き出たとたんに崩壊します。

ライン ジグザグ グリッド

ツールの使用

一般的には、サポート構造は常にゆっくりと慎重に取り外してください。 
斜めプライヤー 
Snapmakerが提供。切り口が大きく開く斜めプライヤーは、外側パーツの切断によく使われますが、モデルの奥
深くにあるパーツには不適です。
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ニードルノーズプライヤー
提供なし。長く幅の狭い先端部をもつニードルノーズプライヤーは、パーツを素早くつまむのによく使われますが、
精密な制御が必要なパーツには不適です。

精密ナイフ
提供なし。精密ナイフは正確な動作が求められるデリケートなパーツの切断によく用いられます。

残余フィラメントの除去

スクレイピングの前のベッドの加熱

硬化したフィラメントを簡単に取り外すには、ヒートベッドを 70° C (158° F) に熱します。ヒートベッドがフィラ
メントを硬化させるのを待ってから、パレットナイフの尖ったエッジで残余フィラメントを削ります。

ヒートベッドは素手で触れないでください。

3.7 フィラメント切れの復旧
プリント中にフィラメントがなくなった場合は、3D プリンタはプリントを一時停止し、フィラメント交換のプロ
ンプトが表示されます。 
その場合、[ロード準備完了 ] と [ロード ] をタップしてフィラメントを交換します (3.3 フィラメントのロードを参
照 )。フィラメントがリロードされたら、[続行 ]をタップしてプリントを再開します。
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3.8 電力損失時の復旧
パワーモジュールの電源が切れた場合には次のようにプリントジョブを再開します。

(1) 電源スイッチを入れる。 
(2) 3D プリンタが再起動した後、タッチスクリーンの [再開 ]をタップ。

AC 電源ケーブルを抜いた場合には次のようにプリントジョブを再開します。
(1) 電源スイッチを切る。 
(2) AC 電源ケーブルを差し込む。
(3) 電源スイッチを入れる。 
(4) 3D プリンタが再起動した後、タッチスクリーンの [再開 ]をタップ。
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04 廃棄物の処分
廃棄物の処分に関する法規制は国や地域によって異なります。廃棄物を処分する場合、廃棄物に関する地域の法律、
規制、規則、要件を遵守してください。 

4.1 梱包
梱包箱は段ボール製で、大きな圧力を支え、3D プリンタを効果的に保護します。箱はリサイクル可能で、3D プ
リントの保存や DIYプロジェクトに活用できます。箱の中には発泡スチロール (EPS) フォームが入っており、運送
中の 3D プリンタを衝撃から保護します。非分解性の EPS フォームを廃棄すると環境に悪影響を与えるため、EPS 
フォームは指定されたゴミ箱に捨ててください。

4.2 使用済のフィラメント
非分解性のフィラメントや失敗したプリントを自然環境に捨てないでください。それらは指定のゴミ箱に捨ててく
ださい。 
ついでに申し上げれば、要らなくなったフィラメントや失敗したプリントは、皆さんの想像力をフル活用すればな
にか素敵なものに蘇るはずです。

4.3 電子部品 

電子部品は、廃棄、寄付、リサイクルが可能です。使わなくなった電子部品が不要、あるいは耐用年数間近の場合
は、ゴミ箱に捨てるか、あるいは信頼できる慈善事業やリサイクルに渡すことができます。 

05 メンテナンス
5.1 メンテナンススケジュール
以下のメンテナンススケジュールは参考のみです。3D プリンタを頻繁に使用する場合、使用頻度に応じてスケ
ジュールを調整してください。メンテナンス前に、3D プリンタをご自身で整備することで Snapmakerの限定保証
が無効にならないかどうか確認してください。

メンテナンスの前には、電源を切ってください。

プリントの前に

タスク 参照

ケーブルのチェック 5.2.1

サポートプラットフォームのチェック 5.2.2

ヒートベッドのチェック 5.2.3

ノズルのチェック 5.2.4

フィラメントのチェック 5.2.5

https://support.snapmaker.com/hc/en-us/articles/360054262534-Snapmaker-s-Limited-Warranty
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毎月

タスク 参照

リニアモジュールを清掃 5.3.1

3D プリントモジュール内のギアを清掃 5.3.2

サイドカバーを清掃 5.3.3

3ヶ月ごと

タスク 参照

ファームウェアとソフトウェアの更新 5.4

5.2 プリントの前に

5.2.1 ケーブルのチェック

すべてのケーブルが正しいソケットに正しい向きで差し込まれていることを確認します。

コントローラー (A150) へ

ツールヘッドケーブル

X 軸変換ケーブル

Y 軸変換ケーブル

Z 軸変換ケーブル

ヒートベッド

DC 電源ケーブル

タッチスクリーンケーブル
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コントローラー (A250 および A350) へ

ツールヘッドケーブル

X 軸変換ケーブル

Y 軸変換ケーブル

Z 軸変換ケーブル

タッチスクリーンケーブル
DC 電源ケーブル

ヒートベッド

USB フラッシュドライブ

コンバーターへ

Z ケーブル
Y ケーブル

コンバーター

Snapmaker 2.0 A150 にはコンバーターはありません。
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3D プリントモジュールの利用

5.2.2 サポートプラットフォームのチェック

サポートプラットフォームが正しい向きで組み立てられていることを確認します。ネジのない前側が上向きで、ネ
ジのある後ろ側が下向きです。プラットフォームが上下逆さまに取り付けられていると、正しい取り付けの場合よ
りも高さが増し、3D プリントモジュールがプリントシートに当たってしまうことがあります。

サポートプラットフォームが平らで安定しており、ネジがすべてしっかり締まっていることを確認します。不具合
がある場合は、すべてのネジを緩めてプラットフォームを組み立て直してください。

フラット

スラント
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5.2.3 ヒートベッドのチェック

ヒートベッドが平らで安定しており、ネジがすべてしっかり締まっていることを確認します。不具合がある場合は、
ヒートベッドを組み立て直してください。

スラント

フラット

プリントシートが図のように正しくヒートベッドの上に乗っていることを確認します。不具合がある場合は、プリ
ントシートを組み立て直してください。

フラット

ウェーブド

バンプト

ワープト

5.2.4 ノズルのチェック

いろいろな原因でノズルが詰まり、プリント品質が低下します。ノズルの誤動作や詰まりを防止するために、プリ
ントを始める前にかならずノズルをチェックしてください。ノズルの開口部や先端に詰まりがある場合は、以下の
手順でノズルを清掃してください。
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ノズル開口部の清掃

a. 本体の電源を入れる。[コントロール ] > [ノズル ]をタップしてノズルを 200° C (392° F) まで熱します。

b. 開口部を清掃。ノズルが目標温度まで達したら、直径が 0.4 mmより小さい針をノズル開口部に下から入れ
ます。 

清掃にプライヤーやハサミ、ドリルビットなどは使用しないでください。ノズルに損傷する可能性
があります。

熱いノズルには素手で触れないでください。
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c. 針を使って柔らかくなったフィラメントを掻き出して、詰まりを取り除く。

d. ノズルがきれいになったことを確認。[ロード ]をタップしてフィラメントを差し込み、ノズルまで貫通する
かどうかを見ます。うまくいかない場合は、前の 2つのステップを繰り返して詰まりを取り除きます。フィ
ラメントがスムーズに出てくるようになったら、ノズル詰まりは除去されています。ピンセットではみ出た
フィラメントを取り除きます。

ノズルにまだ詰まりがある場合は、ホットエンドの交換が必要です。

https://support.snapmaker.com/hc/en-us/articles/1500000574461-What-should-I-do-if-there-is-a-blob-on-the-nozzle
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ノズル先端の清掃

綿棒でノズル先端とその周囲を清掃します。

5.2.5 フィラメントのチェック

プリントの前に、フィラメントが湿っているかどうかを確認します。以下はその確認方法、フィラメントの保存お
よび乾燥のヒントです。

湿ったフィラメントの見分け方

湿ったフィラメントにはいくつかの共通する徴候があります。
• 曲げや引っ張りで簡単に折れる
• 突き出す時にポンと音がする
• 強度不足で第一層の粘着力が弱い
• プリント面に気泡がある

通常 湿っている

フィラメントの保存方法

2.1 フィラメント概要を参照。

フィラメントの乾燥方法

フィラメントドライヤーを使用。湿ったフィラメントをフィラメントドライヤーに入れ、正しい設定を選択し、ド
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ライヤーの処理が完了するまで放置します。ドライヤーの処理が完了した後、フィラメントが十分に乾燥したこと
を確認します。

オーブンを使用。湿ったフィラメントをオーブンに入れ、適切な温度に設定し、乾燥するまで放置します。オーブ
ンの処理が完了した後、フィラメントが十分に乾燥したことを確認します。乾燥温度と乾燥時間はフィラメントタ
イプやブランド、量によって変わります。乾燥させる前に、ご自身の湿ったフィラメントに対する最適な乾燥温度
と乾燥時間をチェックしてください。

それでもフィラメントが湿っている場合は、新しいフィラメントを Snapmakerのオンラインスト
アで購入できます。

https://shop.snapmaker.com/collections/materials
https://shop.snapmaker.com/collections/materials
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5.3 毎月

5.3.1 リニアモジュールの清掃

リニアモジュールにごみやその他の異物がない状態に保つことで、3D プリンタの動作中に摩擦が少なくなり、静
かになります。そのためには、リニアモジュールの表面を乾いた綿布でやさしく拭ってください。 

清掃中にスチールストリップを押さないようにしてください。

リニアモジュールはご自分で分解しないでください。分解すると、Snapmakerの限定保証が無効になります。

5.3.2 3D プリントモジュール内のギアの清掃

フィラメントを押出機に差し入れている間、ギアに強い摩擦がかかり、多少のくずが出ます。くずが溜まると、フィ
ラメントとギア、あるいはU型ベアリングブラケットの間の摩擦が減少します。その結果、少なくなった摩擦によっ
て押出の効率が悪くなり、さらに押出時にスリップが生じるようになります。それ以外の悪影響として、溜まった
くずがノズルに落ちてそれを詰まらせます。その場合、ノズルの清掃、あるいはその交換が必要になります。

こうした問題を防止するために、以下の U型ベアリングブラケットとギアの清掃手順に従ってください。
a. U型ベアリングブラケットの清掃。3D プリントモジュールを開き、綿棒または掃除機で U型ベアリングブ
ラケットに堆積したくずをきれいにします。

https://support.snapmaker.com/hc/en-us/articles/360054262534-Snapmaker-s-Limited-Warranty
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b. ギアを清掃。綿棒でギアおよびその周囲に堆積したくずをきれいにします。3D プリントモジュールを閉じ
ます。
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5.3.3 サイドカバーを清掃

3D プリントモジュールには 2つのサイドカバーがあり、それぞれは放熱のために換気口と防塵ネットが備わって
います。サイドカバーが異物によって詰まった場合、3D プリントモジュールの空気の流れに影響が出ます。その結
果、内部の部品が過熱し、3D プリントモジュールが誤動作します。 

それを防止するために、換気口と防塵ネットは毎月点検してください。綿棒または掃除機を用いて異物を取り除い
てください。

5.4 3ヶ月ごと
3D プリンタおよび Luban を常に最新に保つため、ファームウェアとソフトウェアは 3ヶ月ごとに更新します。 
更新の方法は、ファームウェアおよびソフトウェアを参照してください。
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06 トラブルシューティング
6.1 第一層がくっつかない

考えられる原因

(1) キャリブレーションがうまくいっていない。
(2) プリントパラメーターが正しくない。
(3) プリントシートが汚れていて平らでない。
(4) ノズルの開口部あるいは先端が汚れている。
(5) フィラメントが湿っている。
(6) 周囲温度が低すぎる。

解決策

(1) ヒートベッドを再キャリブレーション。 問題が解消されない場合、新しいプリントを開始してください。フィ
ラメントが出てくる直前に、タッチスクリーンを左にスワイプし、一番下の [Z オフセット ]をタップします。
[上昇 ]または [下降 ]をタップして、ノズルの高さを調整します。

  

(2) ヒートベッドレベリングモードを用いてヒートベッドを再キャリブレーション。 
a. アプリ一覧画面で、[設定 ] > [3D プリント ] > [オートレベリング ] > [ヒートベッドレベリング ]をタップし、
ヒートオートレベリングモードをオンにする。 
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b. アプリ一覧画面に戻り、[キャリブレーション ] > [開始 ]をタップし、ヒートオートレベリングを実行する。

c. スケールバーをスライドさせて、タッチスクリーンに表示される推奨温度に合わせる。ヒートベッドが
目標温度に達したら、[キャリブレート ]をタップします。

d. ヒートベッドに触れる前に耐熱手袋を装着。
e. 3.2 ヒートベッドを水平にするにあるようにキャリブレーションカードを用いて最後のポイントを手動
でキャリブレート。キャリブレーション完了後、[保存 ]をタップします。
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高温のヒートベッドにご注意ください。ヒートベッドオートレベリングやヒート手動レベリング
モードを使用する際には、必ず耐熱手袋を装着してください。

(3)  Lubanでプリントパラメーターをリセット。
a. ヒートベッド粘着タイプをブリムにセット。ブリムは、第一層の粘着力を効果的に高めます。また、粘
着力を上げるためにラインカウントを上げることもできます。

b. 初期レイヤーのプリント速度を下げる。
c. 初期レイヤーの高さを増加。
d. 初期レイヤーのライン幅を増加。
e. それぞれのフィラメントで求められる適切なヒートベッド温度を設定。 
f. モデルのプリントシートとの接触面積を最大化するために、適切な向きと角度を設定。

(4) プリントシートにホコリや硬化したフィラメント、テープ、その他の異物がないよう清掃。
(5) 詰まりや異物がないよう、ノズル開口部の清掃。
(6) 湿ったフィラメントを乾燥または新しいフィラメントを購入。
(7) 空調機や筐体、ヒーターを使用して周囲温度を上げる。
(8) 粘着不足が解消されない場合は、プリント前にヒートベッドをマスキングテープあるいは固形糊で覆う。

6.2 ワーピング

考えられる原因

(1) プリントシートに第一層が付着しなかった。
(2) 使用しているフィラメントが高収縮性で、プリント時にワーピングを起こしやすい。
(3) 周囲温度が低すぎる。

解決策

(1) 6.1 第一層がくっつかないを参照。
(2) ABSを使用している場合、ABSフィラメントで 3D プリントを行う方法を解説している動画があります。別
な方法として、フィラメントを PLAや PETGなどの低収縮性のものに変更することが考えられます。 

(3) 空調機や筐体、ヒーターを使用して 3D プリンタの周囲温度を上げる。

6.3 ツールヘッドがヒートベッドに当たる

考えられる原因

(1) Y 軸が正しく組み立てられていない。 
(2) X 軸が正しく組み立てられていない。 
(3) 3D プリントモジュールが正しく組み立てられていない。
(4) サポートプラットフォームが逆さまに取り付けられている。 
(5) 接近センサーの配線が損傷している。
(6) 接近センサーが誤動作している。

解決策

(1) Y 軸がベースプレートの溝に確実に設置されているか確認。そうでない場合、Y 軸をに確実に設置します。

https://support.snapmaker.com/hc/en-us/articles/360060357934-Snapmaker-Academy-How-to-3D-Print-with-ABS-Filament
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(2)  X 軸を Z 軸スライダーに固定するネジが正しい穴に取り付けられているか確認。
 

(3)  3D プリントモジュールを取り付けるネジが正しい穴に取り付けられているか確認。

(4) サポートプラットフォームが正しく取り付けられているか確認します (5.2.2 サポートプラットフォームの
チェックを参照 )。不具合がある場合は、サポートプラットフォームを組み立て直してください。

(5) 問題が解消されない場合は、support@snapmaker.comまでご連絡ください。
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6.4 フィラメントが出てこない

考えられる原因

(1) ノズルが詰まっている。
(2) フィラメントに、不純物があるとか直径が不揃いであるなどの品質上の問題がある。
(3) フィラメントがこの 3D プリンタに対応していない。
(4) ギアが誤動作している。
(5) ホットエンドが誤動作している。

解決策

(1) ノズルが詰まっている場合は、5.2.4 ノズルのチェックを参照。
(2) 高品質なフィラメントに交換。
(3) お使いの 3D プリンタがサポートいるのは、PLA、ABS、PETG、TPU、Wooded PLAなど。フィラメントが

Snapmaker 2.0 3D プリンタに対応しているかどうかを確認。対応していない場合、サポートされているフィ
ラメントに交換。

(4) 3D プリントモジュールを開け、ギアが回っていることを確認。ギアが正しく回っていれば、ホットエンドを
交換、回っていなければ support@snapmaker.comに連絡。

(5) 手順 4と同様にホットエンドを交換。問題が解消されない場合は、support@snapmaker.comまでご連絡く
ださい。

6.5 ノズルにブロブがある

考えられる原因

(1) 第一層がプリントシートに付着しなかった。 
(2) フィラメントに、不純物があるとか直径が不揃いであるなどの品質上の問題がある。

解決策

まず、ノズルを 230° C (446° F) まで加熱し、同梱のスペアとホットエンドを交換します。
(1) 6.1 第一層がくっつかないを参照。
(2) 高品質なフィラメントに交換する。問題が解消されない場合は、support@snapmaker.comまでご連絡くだ
さい。

https://forum.snapmaker.com/t/snapmaker-2-0-firmware-updates-and-downloads/5443
https://forum.snapmaker.com/t/snapmaker-2-0-firmware-updates-and-downloads/5443
https://support.snapmaker.com/hc/en-us/articles/1500000574461-What-should-I-do-if-there-is-a-blob-on-the-nozzle
https://support.snapmaker.com/hc/en-us/articles/1500000574461-What-should-I-do-if-there-is-a-blob-on-the-nozzle
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01 動作環境
1.1 作業エリア

1.1.1 換気

レーザーエングレービング /切断装置は常に、換気の良いエリアで使用してください。この装置は、急速加熱、溶融、
材料の部分的あるいはすべての気化、ガスおよび粒子状物質の生成のためにレーザーを使用します。レーザーの動
作によるこういった副産物は、目や呼吸器系に刺激を与えます。レーザーエングレービング /切断装置は、換気が
十分でない密閉エリアでは使用しないでください。さもなければ、重大な人身傷害を引き起こすことがあります。
発生するガスや蒸気を外に排出するために、ファンなどの換気装置の使用を推奨します。新鮮な空気にするために
空気浄化装置を使用することもできます。換気あるいはフィルター装置がない場合には、作業場所の換気が十分で
あることを確認してください。空気の流れを作るために、ドアや窓を開けてください。

1.1.2 火災安全

レーザーエングレービング /切断装置を、可燃性あるいは爆発性の物質近くで動作させないでください。この装置
は、多量の熱をもたらす高強度光ビームを用います。レーザービームに直接、あるいは反射して晒される可燃性あ
るいは爆発性の物質は、火災被害を引き起こします。さらに、エングレーブまたは切断される材料は、発火し、燃
え上がることがあります。この燃焼は非常に危険で、装置だけでなくそれが置かれている建物を破壊する可能性が
あります。
作業場所に煙探知器を設置してください。適切に保守管理と点検がなされた消火器を常時手元に置いてください。
一般的には、二酸化炭素 (CO2) 薬品消化器の使用が望まれます。火傷や近くでの煙の吸入に対する初期治療のため
の救急箱を常に置いてください。このキットは、危険なエリアの外に置くようにしてください。

1.1.3 湿度と温度

周囲湿度は、30%～ 70%の間に維持してください。レーザーエングレービング /切断装置は、湿潤環境では使用
しないでください。装置に水が侵入すると、感電の危険性が増します。作業域は乾燥を保ち、湿潤状態になる可能
性がないようにしてください。
周囲温度は、0°C～40°C (32°F～104°F)の間に維持してください。温度が40°Cを超えると、レーザーエングレービ
ング/切断装置が発生する熱が拡散できず、装置に損傷を与えることがあります。温度が0°Cを下回ると、正しく動
作しない電子部品が生じます。

1.1.4 清潔で明るい空間

作業エリアはきれいで明るい照明を維持してください。散らかっていたり、薄暗いエリアでは事故が起こりやすく
なります。装置周囲は清潔にし、周囲は散らかさず、可燃性物質がないようにしてください。換気のために、レーザー
エングレービング /切断装置周囲の少なくとも 20 cmには障害物を置かないようにしてください。積み重ねた材
料 (特に紙などの有機材料 ) は、火炎伝播や材料の発火のリスクを増大させることがあります。

1.2 作業台
レーザーエングレービング /切断装置をしっかりした水平な作業台の上に置きます。 
レーザーエングレービング /切断装置は、換気の良いところでレーザーエングレービング /切断させてください。
レーザーエングレービング /切断装置を筐体に入れたり空気浄化装置を使用する場合は、作業台を換気口の近くに
置いてください。
作業台は清潔かつ乾燥させた状態にしてください。
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02 マテリアルライブラリ
2.1 マテリアル概要
Snapmaker 2.0 レーザーエングレービング /切断装置は、木、バスウッド、MDF、ベジタブルタンニンレザー、綿布、
A4白色紙、白色カード用紙、段ボール、不透明アクリルなどのマテリアルをサポートしており、その他もテスト
中です。

マテリアル
エングレー
ビング

切断 機能 応用

木 ✔ ❌
容易に機械加工可能、
生分解性

家具、フローリング、装飾アクセサリー

バスウッド ✔ ✔
無臭、軟質、軽量、加
工が容易

楽器 (エレクトリックギターのボディ
など )、化粧板、合板、木材パルプや繊
維製品

MDF ✔ ❌
丈夫、硬い、湿気に強
い、手ごろな価格

家具、フローリング、装飾アクセサリー

ベジタブル
タンニンレ
ザー

✔ ✔ 多目的、頑丈、耐久性
小銭入れ、財布、ケース、ベルト、ラベル、
装飾アクセサリー

綿布 ✔ ✔
軟質、吸水性、通気性、
耐久性、良好な保色性

シャツ、ドレス、ジーンズ、スカート、
ブラウス、下着、ソックス、シーツ、毛布、
バッグ、タオル、ナプキン

A4白色紙 ❌ ✔
薄い、軽い、滑らか、
白一色、コントラスト

コピー、プリント、筆記、図画

白色カード
用紙

✔ ✔
厚み、滑らか、重い、
硬い

ちらし、パンフレット、クーポン、招
待状、レポート、メニュー、工芸品、
証書

段ボール ✔ ✔
異方性、軽量、耐久性、
使いやすさ

包装、倉庫、輸送、小売陳列

不透明アク
リル

❌ ✔

頑丈、硬い、耐衝撃性、
断熱、UV抵抗性、容
易な熱成形

室内外標示、POPディスプレイおよび
展示、棚、小売建具
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2.2 木

作業パラメータ

ラインモードでのエングレービング

密度 5 ドット /mm

作業速度 500 mm/分

出力 100%

ドットモードでのエングレービング

密度 5 ドット /mm

作業速度 2500 mm/分

滞留時間 5 ms/ドット

出力 60%

2.3 バスウッド (1.5 mm)

作業パラメータ

ラインモードでのエングレービング

密度 5 ドット /mm

作業速度 500 mm/分

出力 80%

ドットモードでのエングレービング

密度 5 ドット /mm

作業速度 2500 mm/分

滞留時間 5 ms/ドット
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出力 30%

切断

作業速度 180 mm/分

パス 2

パスの深さ 0.6 mm

出力 100%

2.4 MDF

作業パラメータ

ラインモードでのエングレービング

密度 5 ドット /mm

作業速度 800 mm/分

出力 70%

ドットモードでのエングレービング

密度 5 ドット /mm

作業速度 2500 mm/分

滞留時間 5 ms/ドット

出力 20%
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2.5 ベジタブルタンニンレザー (1.5 mm)

作業パラメータ

ラインモードでのエングレービング

密度 5 ドット /mm

作業速度 800 mm/分

出力 80%

ドットモードでのエングレービング

密度 5 ドット /mm

作業速度 2500 mm/分

滞留時間 5 ms/ドット

出力 30%

切断

作業速度 50 mm/分

パス 3

パスの深さ 0.6 mm

出力 100%
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2.6 綿布 (0.6 mm)

作業パラメータ

ラインモードでのエングレービング

密度 5 ドット /mm

作業速度 500 mm/分

出力 90%

ドットモードでのエングレービング

密度 5 ドット /mm

作業速度 2500 mm/分

滞留時間 5 ms/ドット

出力 60%

切断

作業速度 200 mm/分

パス 3

パスの深さ 0.6 mm

出力 100%
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2.7 A4白色紙 (0.1 mm)

作業パラメータ

切断

作業速度 1100 mm/分

パス 2

パスの深さ 0.6 mm

出力 100%
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2.8 白色カード用紙 (0.28 mm)

作業パラメータ

ラインモードでのエングレービング

密度 5 ドット /mm

作業速度 800 mm/分

出力 90%

ドットモードでのエングレービング

密度 5 ドット /mm

作業速度 2500 mm/分

滞留時間 5 ms/ドット

出力 30%

切断

作業速度 800 mm/分

パス 2

パスの深さ 0.6 mm

出力 100%



ユーザーマニュアル | 77  

レーザーエングレービング /切断 - 02 マテリアルライブラリ

2.9 段ボール (3 mm)

作業パラメータ

ラインモードでのエングレービング

密度 5 ドット /mm

作業速度 500 mm/分

出力 80%

ドットモードでのエングレービング

密度 5 ドット /mm

作業速度 2500 mm/分

滞留時間 5 ms/ドット

出力 30%

切断

作業速度 380 mm/分

パス 4

パスの深さ 0.6 mm

出力 100%
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2.10 不透明アクリル (2.6 mm)

作業パラメータ

切断

作業速度 40 mm/分

パス 4

パスの深さ 0.6 mm

出力 100%

03 レーザーエングレーブ/切断の方法
3.1 レーザーエングレービング/切断のワークフロー
Snapmaker は、レーザーの動作エリアの位置決めのために次の 2つの方法を提供します。
• カメラキャプチャーの利用
• 作業原点の設定

方法としてカメラキャプチャーを利用する場合、装置を Luban に接続し、それに続く操作に Luban を使用します。
作業原点を設定した場合、Luban またはタッチスクリーンを使用してレーザーエングレービング /切断を開始でき
ます。選択する位置決め方法と操作コンソールによって、ワークフローは異なります。このセクションでは、レーザー
エングレービング /切断を開始するために使用できる 3つのワークフローをご紹介します。

エングレービング /切断の効果は、どのワークフローを採用するかにかかわらず、選択するマテリ
アルおよび設定するパラメータによって変わります。
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Luban でのレーザーエングレービング/切断を開始するためにカメラキャプチャーを利用する

マシンのプレチェック
⇩

焦点距離を測定する
⇩

カメラのキャリブレーション
⇩

エングレーブまたは切断するマテリアルの準備
⇩

装置を Luban に接続する
⇩

エングレービング /切断のための G コードファイルの準備
⇩

エングレービング /切断を開始する

タッチスクリーンでのレーザーエングレービング/切断を開始するために作業原点を設定する

マシンのプレチェック
⇩

焦点距離を測定する
⇩

エングレーブまたは切断するマテリアルの準備
⇩

エングレービング /切断のための G コードファイルの準備
⇩

マシンに G コードファイルの転送
⇩

エングレービング /切断を開始する
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Luban でのレーザーエングレービング/切断を開始するために作業原点を設定する

マシンのプレチェック
⇩

焦点距離を測定する
⇩

エングレーブまたは切断するマテリアルの準備
⇩

装置を Luban に接続する
⇩

エングレービング /切断のための G コードファイルの準備
⇩

エングレービング /切断を開始する

3.2 焦点距離を測定する

仕組み: 焦点距離を測定する

焦点距離は、レンズ中心からレンズの焦点までの距離です。正確な焦点距離値を設定することで、マテリアル表面
に正確に焦点を置くことができ、うまくピントが合うようになります。

Snapmaker は、焦点距離が測定しやすいように、オートフォーカスとマニュアルフォーカスの両方を設計してい
ます。焦点距離の測定では主に、次の手順が関わってきます。

(1) 高さを変えていくつかのラインをエングレーブする。
レーザーエングレービング /切断装置にはデフォルトの焦点距離値がありますが、それは常に正確とは限り
ません。オートフォーカス時には、マテリアルに一連のラインをエングレーブするために、装置はデフォル
トの焦点距離に基づいてレーザーモジュールの高さを調節します。

平行光線

焦点距離

焦点

軸

軸
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マニュアルフォーカス手順では、焦点距離のデフォルト値は必ずしも使用しません。その代わりに、参照点
を手動で設定できます。次に、マテリアルに一連のラインをエングレーブするために、装置は参照点に基づ
いてレーザーモジュールの高さを調節します。 

(2) 最高のエングレーブラインを見つける .
最適な高さで、レーザーのピントは最良となり、マテリアル表面にもっとも細いラインをエングレーブでき
ます。これを最高のエングレーブラインと呼びます。最高のエングレーブラインの前あるいは後にエングレー
ブされるラインは、次の図に示したように、太めなものになります。

(ライン A は最高のエングレーブライン。前あるいは後にエングレーブされるラインは太い。)

ただし、エングレーブの結果に最高のエングレーブラインが含まれない結果となる場合があります。たとえ
ば、次の写真でライン B がもっとも細いラインですが、これは最高のエングレーブラインではありません。
これは、フォーカス合わせ手順中に、レーザーモジュールが最良の高さに達していないからです。そのよう
な場合、フォーカス合わせ手順は失敗します。フォーカス合わせが失敗する場合の処置についての詳細は、
レーザーエングレービング /切断 - 6.1 オートフォーカスが効かないを参照してください。
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(3) 焦点距離の計算と記録 .
最高のエングレーブラインが見つかったら、自動的あるいは手動で、装置が対応するレーザーの高さを登録
し、焦点距離を計算します。これは後で使用するために保存されます。

レーザーモジュールを再組み立てしておらず、装置が通常通り動作している限りは、次のエングレービング
/切断ジョブでは記録された焦点距離が使用されます。オートモードでの次のエングレービング /切断ジョ
ブでは (3.9 エングレービング /切断を開始する参照 )、設定すべきなのはマテリアルの厚さだけで、装置は
ピントがマテリアル表面にくるよう自動調節します。

フォーカス合わせのモードを切り替えるには、タッチスクリーン上で、[設定 ] > [レーザー ] > [オー
トフォーカス ]をタップします。 

自動的に焦点距離を測定する

準備：

レーザー用マテリアル x 1
シリコンプラグ x 4
レーザー保護メガネ x 1

(1) 所定のマテリアルをエングレービング /切断プラットフォームに置きます。それをシリコンプラグで固定し
ます。 
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(2) タッチスクリーン上で左にスワイプし、[キャリブレーション ]をタップします。 

(3) タッチスクリーン上でのホーミングの指示を読みます。[ホームに移動 ] をタップし、レーザーモジュールは
自動的に X、Y、Z軸の開始位置に自動的にジョグします。

前にホーミングを完了している場合は、装置はこの手順をスキップします。
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(4) スケールをスライドさせてマテリアルの厚さを設定 (1.5 mm) し、[次へ ]をタップします。

(5) 付属のキャリブレーションカードまたは A4用紙をレーザーモジュールとマテリアルの間に置きます。X-、 
X+、 Y-、 Y+ をタップし、レーザーモジュールをキャリブレーションカードの上に移動させます。キャリブレー
ションカードを引き出すときにわずかに抵抗を感じ、また、キャリブレーションカードを前方に押すとしわ
ができるようになるまで、Z オフセットの調整を続けます。次に、キャリブレーションカードを引き抜き、[次
へ ]をタップします。
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(6) レーザー保護メガネを装着し、[次へ ]をタップします。

(7) [作業原点の設定 ]をタップしてから、[境界線の走査 ]をタップします。レーザーモジュールが動き、レー
ザードットがマテリアル表面の小さな長方形のパスを移動します。これがエングレーブするエリアを示しま
す。マテリアルの作業エリアが空白であることを確認してください。そうでない場合は、X-、 X+、 Y-、また
は Y+をタップし、作業原点をリセットして再度境界線の走査を行います。作業エリアを設定した後、[次へ ]
をタップします。

(8) タッチスクリーン上でのオートフォーカスの指示を読みます。[開始 ]をタップし、装置はマテリアル上に一
連のラインをエングレーブするためにレーザーモジュールの高さを調整し続けます。次に、内蔵カメラが最
高のエングレーブラインを認識します。
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(9) オートフォーカスが完了後、[完了 ]をタップしてアプリ一覧画面に戻ります。

画面に [失敗 ]と表示された場合は、[失敗 ]をタップし、スケールをスライドさせて手動でもっと
も細いエングレーブラインに対応するラインを選びます。次に、オートフォーカスを再度行う必要
がある場合があります。オートフォーカスが失敗する原因と対策についての詳細は、次をご覧くだ
さい。レーザーエングレービング /切断 - 6.1 オートフォーカスが効かない
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手動で焦点距離を測定する

準備：

レーザー用マテリアル x 1
シリコンプラグ x 4
レーザー保護メガネ x 1

(1) 所定のマテリアルをエングレービング /切断プラットフォームに置きます。それをシリコンプラグで固定し
ます。 

(2) タッチスクリーン上で左にスワイプし、[キャリブレーション ]をタップします。 
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(3) タッチスクリーン上でホーミングの指示を読みます。[ホームに移動 ] をタップし、レーザーモジュールは自
動的に X、Y、Z軸の開始位置に自動的にジョグします。 

前にホーミングを完了している場合は、装置はこの手順をスキップします。

(4) スケールをスライドさせてマテリアルの厚さを設定 (1.5 mm) し、[次へ ]をタップします。
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(5) 付属のキャリブレーションカードまたは A4用紙をレーザーモジュールとマテリアルの間に置きます。X-、 
X+、 Y-、 Y+ をタップし、レーザーモジュールをキャリブレーションカードの上に移動させます。キャリブレー
ションカードを引き出すときにわずかに抵抗を感じ、また、キャリブレーションカードを前方に押すとしわ
ができるようになるまで、Z オフセットの調整を続けます。次に、キャリブレーションカードを引き抜き、[次
へ ]をタップします。

(6) レーザー保護メガネを装着し、[次へ ]をタップします。

(7) 参照ポイントを設定します。X-、 X+、 Y-、 Y+、 Z-、 または Z+ をタップし、レーザーモジュールを移動させます。
レーザービームができる限り狭いスポットにピントを合わせた後、[次へ ]をタップします。



ユーザーマニュアル | 90  

レーザーエングレービング /切断 - 03 レーザーエングレービング /切断の方法

(8) [作業原点の設定 ]をタップしてから、[境界線の走査 ]をタップします。レーザーモジュールが動き、レーザー
ドットがマテリアル表面の小さな長方形のパスを移動します。これがエングレーブするエリアを示します。
マテリアルの作業エリアに何もないことを確認してください。そうでない場合は、X-、 X+、 Y-、または Y+
をタップし、作業原点をリセットして再度境界線の走査を行います。作業エリアを設定した後、[次へ ]をタッ
プします。

(9) タッチスクリーン上でマニュアルフォーカスの指示を読みます。[開始 ]をタップし、装置はマテリアル上に
一連のラインをエングレーブするためにレーザーモジュールの高さを調整し続けます。

遠すぎるちょうどいい近すぎる
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(10) エングレービングプロセスが完了した後、エングレービングの結果を確認し、最高のエングレーブラインを
探します。 

最高のエングレーブライン

最高のエングレーブラインを見つける方法についての詳細は、次をご覧ください。レーザーエング
レービング /切断 - 3.2 仕組み : 焦点距離を測定する。最高のエングレーブラインがない場合は、次
をご覧ください。レーザーエングレービング /切断 - 6.1 オートフォーカスが効かない

(11) タッチスクリーンで、スケールをスライドさせて最高のエングレーブラインに対応するラインを選び、[保存 ]
をタップし、焦点距離を保存し、マニュアルフォーカス処理を終了します。
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3.3 カメラのキャリブレーション
作業エリアのイメージをキャプチャーするには内蔵カメラを使用し、そのイメージを一緒に Luban 内の編集エリ
アの背景として置きます。このようにして、マテリアル上でエングレーブあるいは切断するパターンを簡単に位置
決めできます。

エングレーブまたは切断でカメラキャプチャー機能を利用するには、まずカメラをキャリブレーションする必要が
あります。このセクションでは、カメラをキャリブレーションするための自動キャリブレーションの使い方と、最
良のカメラキャプチャーイメージを得るために手動でキャリブレーション結果を調整する方法を解説します。 

カメラの自動キャリブレーション

準備：

何も書いていない白い紙 (150 mm x 150 mmより大きいこと ) x 1
シリコンプラグ x 4
レーザー保護メガネ x 1

(1) 何も書いていない白い紙をエングレービング /切断プラットフォームの上に置きます。それをシリコンプラ
グで固定します。
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(2) タッチスクリーンで左にスワイプし、[設定 ] > [レーザー ] をタップしてレーザー設定に入る。

(3) レーザー設定画面で、[カメラのキャリブレーション ]をタップする。

[カメラライト ]がオンになっていることを確認してください。これにより、カメラはオートフォー
カスおよびカメラキャリブレーション中は自動的に装置のカメラライトがオンになります。カメラ
ライトは、カメラに対して明るい作業環境をもたらし、より良いキャリブレーション結果が得られ
るようにします。

(4) タッチスクリーン上でのカメラキャリブレーションの指示を読みます。レーザー保護メガネを装着し、[開始 ]
をタップします。装置は紙を四角に切り取り、カメラのキャリブレーションを行います。
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(5) 装置が写真を処理するまで、約 1分間待ちます。処理の進捗が 4/4 に達したら、[完了 ]をタップします。

キャリブレーション結果の手動調整

事前準備：

自動カメラキャリブレーションが完了している。
装置が Luban に接続されている (3.5 装置を Luban に接続する参照 )。

(1) Luban で、編集に入り、レーザーのためのスペースを処理します。その後、[カメラキャプチャー ] をクリッ

クして背景を追加します。
(2) [カメラキャプチャー ]のダイアログボックスで、[開始 ]をクリックします。装置が写真を撮影し、それをプラッ
トフォームの全景に貼り付けるまで約 1分間待ちます。
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(3) キャプチャーされたイメージを調べます。
• キャプチャーされたイメージの角が揃っていれば、[確認 ]をクリックし、次のステップをスキップする。
• キャプチャーされたイメージの角が揃っていなければ、[キャリブレーション ]をクリックし、次のステッ
プを続行する。

(4) 紙の上のイメージが四角形にエングレーブされ、四辺形のエリアがキャリブレーションダイアログボックス
に表示されます。イメージをズームインし、角が完全に重なるまで四辺のラインをドラッグします。

(5) [適用 ]をクリックし、完了イメージを見ます。キャプチャーしたイメージの角が揃わない場合は、ステップ
(5)と (6)を繰り返します。

(6) キャリブレーション終了後、[確認 ]をクリックし、完了イメージが座標系のキャンバスにロードされます。
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3.4 マテリアルの準備

マテリアルの選択

身体の安全を保つためには適切なマテリアルの選択が重要で、それによりレーザーエングレービング /切断の結果
も良好なものとなります。エングレーブまたは切断に使用する適切なマテリアルを選ぶことができるよう、次の点
に配慮してください。
• マテリアルライブラリに列挙されているマテリアルをひとつ選びます。マテリアルライブラリに列挙されている
マテリアルは Snapmaker によってテスト済で、安全にご利用いただけます。ここにないマテリアルを使用した
い場合は、そのマテリアルの特性をよく理解し、そのマテリアルがエングレービング /切断に使用可能であるこ
とを確認してください。エングレービング /切断しようとするマテリアルの特性がよくわからない場合は、当社
までご連絡ください (support@snapmaker.com)。

• 適切なサイズのマテリアルを選びます。選んだマテリアルがレーザーエングレービング /切断プラットフォーム
のサイズを超えないように注意してください。

• エングレービング /切断エリアが均等なマテリアルを選んでください。エングレービング /切断エリアが平坦で
ないと、レーザービームのフォーカスがずれます。

マテリアルの厚さの測定

エングレービング /切断で自動モードを使用する場合 (3.9 エングレービング /切断を開始する参照 )、エングレー
ブまたは切断するマテリアルの厚さを知る必要があります。正確な厚みを知ることで、レーザーがマテリアル表面
に最適なフォーカスを当てることができ、最良のエングレービング /切断結果が得られます。

提供されているレーザーマテリアルの厚さは 1.5 mmです。エングレービング /切断で他のマテリアルを使用する
場合、厚さの測定にはバーニアキャリパーの利用を推奨します。

マテリアルの固定

エングレービング /切断に先立ちマテリアルを固定する必要がありますが、それには 2つの目的があります。
• 位置のズレを防止する。 
レーザーエングレービング /切断装置は予め決められた経路で動作します。マテリアルの位置が変化してしまう
と、エングレービング /切断の効果に悪影響が出ます。
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• 一定したフォーカシングを維持する。 
レーザーエングレービング /切断装置は固定された焦点距離で動作します。マテリアルの表面が平坦でないと、
エングレービング /切断の効果に悪影響が出ます。

マテリアルの固定は、付属のシリコンプラグまたはその他のツールで行います。
• 付属のシリコンプラグの使用
マテリアルをエングレービング /切断プラットフォームに置きます。図のように少なくとも 4個のシリコンプラ
グでそれを固定します。
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• オフィス用品の使用
テープやバインダークリップなどのオフィス用品も有効です。

• DIYファスナーの使用
ご自分で専用のファスナーを DIYして 3D プリンタを活用できます。以下の写真は、レーザーエングレービング /
切断のマテリアルを固定するために特別に作られた 3D プリンタウィジェットです。

マテリアルを固定する際には、安全を確保し、正常な機械動作が行われるよう、次の点に留意してください。
• エングレーブまたは切断のエリアを水平に保つ。
異型のマテリアルをエングレービング /切断する場合は特に、クリエイティブに。以下の写真は、三角形の木を
固定する方法の例を示しています。
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• 固定用ツールが装置のどこにもぶつからないよう注意してください。

• 固定用ツールはエングレービング /切断の経路の外にあるようにしてください。

3.5 装置を Luban に接続する
Luban は Snapmaker が開発した無料のスライシングソフトウェアです。Luban を使用してエングレービング /切
断のためのファイルを編集、処理できます。装置を Luban に接続し、Luban を使って装置を動作させるためには、
Wi-Fi または USB ケーブルが利用できます。このセクションでは、装置を Luban に接続する方法を説明します。

Wi-Fi で接続する

(1) 装置とコンピューターを同じ Wi-Fi ネットワークに接続します。
(2) Luban で [ワークスペース ]をクリックします。[接続 ]パネルで、[Wi-Fi] > [更新 ]  > ドラッグアンドドロッ
プで装置を選択 > [接続 ]をクリックします。

(3) 装置のタッチスクリーンで [はい ]をタップします。
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装置が Wi-Fi 経由で Luban に接続された後は、タッチスクリーンでは操作ができなくなります。
Luban で、[作業原点の設定 ]や [レーザー速度 ]調整などのアクションがあります。

装置が Luban から切断されても、装置上で実行中のエングレービング /切断ジョブは停止しません。
装置を止めるには、タッチスクリーンで [確認 ]をタップする必要があります。

レーザー出力がオンになっている時に装置が Luban から切断されている場合、レーザーは自動的に
オフになりません。手動でオフにするには、[コントロール ] > [レーザー出力 ] > [レーザーステー
タス ]に進みます。  
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USB ケーブルで接続する

(1) 付属の USB ケーブルの片方をコンピューターに、他方をレーザーエングレービング /切断装置のコントロー
ラーに接続。

(2) Luban で [ワークスペース ]をクリック。[接続 ]パネルで、[シリアルポート ] > [更新 ]  > ドラッグアンド
ドロップで装置を選択 > [接続 ]をクリックします。

ポートが見つからない場合は、いったん USB ケーブルを抜き、再度お試しください。ドライバー
を https://snapmaker.com/product/snapmaker-2/downloadsからダウンロードし、インストールす
る必要がある場合があります。

レーザーエングレービング /切断ジョブが完了するまでは、ケーブルは接続したままにしてくだ
さい。

レーザー出力が既にオンになっている時に装置が Luban から切断されている場合、レーザーは自動
的にオフになりません。手動でオフにするには、[コントロール ] > [レーザー出力 ] > [レーザーステー
タス ]に進みます。

3.6 G コードファイルの準備
G コードは、もっとも広く使われているコンピューター数値コントロール (CNC) プログラミング言語です。これは
主に、コンピューター支援製造の現場で自動化されたマシンツールをコントロールするために使用されます。 
G コードの指示は、モーターをどこまで動かすか、移動速度、経路などで、装置のコントローラに与えられます。
G コードファイルには、一連の G コード指示が含まれます。エングレービング /切断のために装置を動作させるに
は、まず G コードファイルを準備する必要があります。このセクションでは G コードファイルの準備方法を解説
します。

https://snapmaker.com/product/snapmaker-2/downloads


ユーザーマニュアル | 102  

レーザーエングレービング /切断 - 03 レーザーエングレービング /切断の方法

(1) コンピューターで Luban を開く。
(2) Luban を装置に接続する。その後、[カメラキャプチャー ]を用いて作業エリアの写真を撮り、イメージの背
景を生成します。 
(エングレービング /切断イメージの位置決めに作業原点を使用する場合は、このステップはスキップし
ます。)

(3) 編集のために、キャンバスにケースをロード、あるいはイメージ、テキスト、パターンを追加します。
• ケースは Luban のケースライブラリから選び、それをキャンバスにロードします。
• をクリックし、コンピューターからイメージを選ぶこともできます。ファイル追加アイコンはキャンバ
スの左側にあります。

Luban は次のイメージフォーマットをサポートします。.svg、.png、.jpg、.jpeg、.bmp、.dxf (今後
追加される予定 )。

• テキストや長方形、楕円形、その他のパターンも追加できます。ツールバーはキャンバスの左側にあります。
テキストを追加する際は、任意の文字をタイプし、フォントとフォントサイズを設定できます。

(4) イメージ、パターン、テキストの位置、サイズ、回転角度を調整します。
(5) イメージをクリックして選択し、イメージの処理モードを設定します (3.7 ファイルを処理する 4つのモード
参照 )。このステップを繰り返し、他のイメージの処理モードを設定します。複数のイメージが重なる場合
はイメージを右クリックし、[前面に移動 ]や [背後に移動 ]で希望するイメージを選択します。

異なるイメージにも同じ処理モードを設定するか、違うものを設定できます。

(6) [編集 ]を [処理 ]に切り替えます。クリックしてイメージ、パターン、テキストを選び、[ツールパスの作成 ]
をクリックします。レーザーエングレービング /切断装置のツールパスについてのパラメータを設定します。
他のイメージ、パターン、テキストのツールパスを生成、設定するためにこのステップを繰り返します。そ
れから、各ツールパスを [優先 ] または [非優先 ] し、エングレービング /切断シーケンスを決めます。
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異なるイメージ、パターン、テキストのツールパスは、同じでも異なるようにでも設定できます。
ひとつのイメージ、パターン、テキストに複数のツールパスを設定することもできます。エングレー
ビングのツールパスが切断のツールパスと重なる場合には、切断時にマテリアルが不安定になる際
のエングレービング品質の悪化を防止するため、エングレービングのツールパスを優先することを
推奨します。

イメージ、パターン、テキストのツールパスを作成しないと、エングレーブ /切断は行われません。

(7) ツールパスをプレビューし、G コードファイルを生成します。G コードファイルはワークスペースにロード、
あるいはコンピューターにエクスポートできます。

3.7 ファイルを処理する4つのモード
Snapmaker は、イメージの処理に 4つのモードを提供しており、いずれもレーザーエングレービングに使用でき
ます。ただし、レーザー切断にはベクトルモードのみが使用できます。

B & W

これはエングレーブされるマテリアルを白黒で、グレーを用いずにレンダリングします。

グレースケール

これはエングレーブされるマテリアルをイメージの元の色に応じた度合いのグレーの影でレンダリングします。
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ベクトル

これはベクトルイメージのエングレービングに用いられます。エングレーブされた結果は、グレーのない白黒とな
ります。
ベクトルモードはレーザー切断にも用いられます。レーザー切断の場合は、使用するマテリアルに応じて作業速度、
マルチパス、出力を調整できます。

ハーフトーン

これは、マテリアル上に勾配のついたようなエフェクトを出します。

3.8 G コードファイルの転送
タッチスクリーンでレーザーエングレービング /切断を動作させる場合、装置に G コードファイルを転送する必要
があります。このセクションでは、レーザーエングレービング /切断のために装置に G コードファイルを転送する
方法を説明します。

Wi-Fi 経由での転送

(1) 装置を Luban に接続します (3.5 装置を Luban に接続する参照 )。
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(2) Luban のレーザーに対する編集および処理スペースで、[G コードを作業領域にロード ].をクリックします。
Luban のワークスペースで、[デバイスに Wi-Fi 経由で送信 ]をクリックします。

(3) タッチスクリーンで、[了解 ]をタップして G コードファイルを受信します。

(4) タッチスクリーンで、[ファイル ] > [ローカル ]をタップして G コードファイルを見つけます。
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USB フラッシュドライブでの転送
(1) Luban のレーザーに対する編集および処理スペースで、[G コードをファイルにエクスポート ]をクリックし 

(.nc フォーマット )、エクスポートしたファイルを USB フラッシュドライブに保存します。
(2) USB フラッシュドライブをレーザーエングレービング /切断装置のコントローラーに差し込みます。
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(3) タッチスクリーンで、[ファイル ] > [USB]をタップして G コードファイルを見つけます。

3.9 エングレービング/切断を開始する
装置、マテリアル、G コードファイルの準備ができたら、エングレービング /切断を開始できます。操作コンソー
ルは、Luban またはタッチスクリーンです。作業原点の設定は、エングレービング /切断を始めるにあたって欠か
せないステップです。このセクションでは、作業原点を説明し、Luban またはタッチスクリーンでエングレービン
グ /切断を始める方法を解説します。

仕組み: 作業原点

作業原点は、Luban の座標原点 (0, 0) に対応します。作業原点を設定し、境界を走査することにより、どこでエン
グレービング /切断が行われるかがわかります。

エングレービング /切断位置の決定にカメラキャプチャー機能を使用する場合は、動作原点を設定
する必要はありません。
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タッチスクリーン上でエングレービング/切断を開始する

(1) タッチスクリーン上で [開始 ]をタップします。

(2) 準備した G コードファイルを [ローカル ]または [USB]から選びます。

(3) プレビュー画面で、エングレービング /切断用のイメージをプレビューできます。[レーザー出力 ]、[作業
速度 ]、[予定時刻 ]も画面に表示されます。[レーザー出力 ]および [作業速度 ]を変更するには [設定を調節 ]
をタップします。イメージが正しく、レーザー出力と作業速度が適正であることを確認し、[準備完了 ]をタッ
プします。
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(4) モード選択画面で、[自動モード ]をタップします。

[手動モード ]を選ぶこともできます。ただし、自動モードの方が簡単で推奨します。2つのモード
の違いや手動モードの操作方法についての詳細は、3.10 レーザーエングレービング /切断の自動
モードと手動モードをご覧ください。

(5) マテリアルの厚さを設定します。エングレーブ /切断するマテリアルの厚さを設定し、[次へ ]をタップします。
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マテリアルの厚さは正確に設定してください。さもなくば、レンズフードがマテリアルに衝突する
可能性があります。

(6) レーザー保護メガネを装着し、[次へ ]をタップします。

(7) X-、 X+、 Y-、または Y+ をタップしてレーザードットを作業原点の場所まで移動させ、[作業原点の設定 ]をタッ
プします。次に、[境界線の走査 ]をタップし、作業原点が正しいことをチェックします。正しくない場合は、
作業原点をリセットして再度境界線の走査を行います。正しい作業原点を設定した後、[開始 ]をタップします。
作業原点についての詳細は、3.9 仕組み : 作業原点をご覧ください。
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(8) レーザーエングレービング /切断を開始します。 

[レーザー出力 ]および [作業速度 ]を変更するには左にスワイプします。 

Luban でエングレービング/切断を開始する

(1) 装置を Luban に接続します。
(2) G コードを作業領域にロードします。

• G コードを Luban 内で生成する場合は、[G コードを作業領域にロードする ]をクリックし、生成された G 
コードを作業領域にロードします。

• コンピューターに保存した G コードファイルを使用したい場合は、[G コードを開く ]をクリックします。
コンピューターから G コードファイル (NC file) を選択し、[開く ]をクリックします。

(3) [自動モード ]を選択します。

[手動モード ]を選ぶこともできます。ただし、自動モードの方が簡単で推奨します。2つのモード
の違いや手動モードの操作方法についての詳細は、3.10 レーザーエングレービング /切断の自動
モードと手動モードをご覧ください。

(4) マテリアルの厚さを設定します。エングレーブ /切断するマテリアルの厚み (ミリメートル ) を入力します。

マテリアルの厚さは正確に設定してください。さもなくば、レンズフードがマテリアルに衝突する
可能性があります。

(5) レーザー保護メガネを装着し、[レーザー出力 ]をオンにします。
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(6) X-、 X+、 Y-、または Y+ をクリックしてレーザードットを作業原点の場所まで移動させ、[作業原点の設定 ]
をクリックします。次に、[境界線の走査 ]をクリックし、作業原点が正しいことをチェックします。正しく
ない場合は、作業原点をリセットして再度境界線の走査を行います。このステップを適切な作業原点が設定
できるまで繰り返します。
作業原点についての詳細は、次をご覧ください。3.9 仕組み : 作業原点
(イメージ位置の決定にカメラキャプチャーを使用している場合は、このステップをスキップして次の走査
に進んでください。)

(7) Luban で [レーザー出力 ]と [作業速度 ]も変更できます。
(8) [ワークスペース ]の左上で、[実行 ]  ボタンをクリックし、エングレービング /切断を開始します。

3.10 レーザーエングレービング/切断の自動モードと手動モード

自動モードと手動モードの違い

自動モードでは、最適なピントを得るために、装置は測定した焦点距離、入力したマテリアル厚みに基づいてレー
ザーモジュールの高さを自動調節します。手動モードでは、レーザービームがマテリアル表面に最適なフォーカス
ができるよう、レーザーモジュールの高さを手動で調節する必要があります。そのため、手動モードは次の点で自
動モードと異なります。
• 手動モードは、焦点距離を測定するためのオートフォーカスやマニュアルフォーカス手順を伴いません。
• 厚みが不明なマテリアルの調節が可能です。
• レーザーモジュールの高さの調節が可能です。レーザーモジュールの高さは装置によって自動的に計算されませ
ん。そのため、エングレービング /切断の効果が満足のゆくものでない場合には、ジョブを停止して再度手動モー
ドを選び、レーザーモジュールの高さを変更できます。

手動モードの使用方法

手動モードを使用する場合は、焦点距離の測定やマテリアルの厚さ測定は不要です。装置、マテリアル、G コードファ
イルの準備ができたら、手動モードでエングレービング /切断を開始できます。操作コンソールは、Luban またはタッ
チスクリーンです。
• タッチスクリーンで手動モードを使用する

(1) タッチスクリーン上で [開始 ]をタップします。
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(2) 準備しておいた G コードファイルを [ローカル ]または [USB]から選びます。

(3) プレビュー画面で、エングレービング /切断用のイメージをプレビューできます。[レーザー出力 ]、[作業速度 ]、
[予定時刻 ]も画面に表示されます。[レーザー出力 ]および [作業速度 ]を変更するには [設定を調節 ]をタッ
プします。イメージが正しく、レーザー出力と作業速度が適正であることを確認し、[準備完了 ]をタップし
ます。

(4) モード選択画面で、[手動モード ]を選択します。
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(5) レーザー保護メガネを装着し、[次へ ]をタップします。

(6) X-、 X+、 Y-、または Y+ をタップし、レーザードットをマテリアルの上に移動させます。次に、Z-または
Z+をタップし、レーザービームがもっとも小さいスポットに焦点が当たるようになるまでレーザーモジュー
ルの高さを調節します。 

もっとも小さいレーザースポットが、最適なフォーカス結果となります。最適なフォーカス結果に
至るためには、まずレーザーモジュールをレンズフードがマテリアルの表面にわずかに触れるまで
下げます。次に、徐々にレーザーモジュールを上げます。レーザースポットは次第に小さくなり、
そこからまた大きくなります。Z-または Z+をタップし、このプロセスでもっとも小さいレーザー
スポットを見つけてください。

遠すぎるちょうどいい近すぎる
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(7) X-、 X+、 Y-、または Y+ をタップしてレーザードットを作業原点の場所まで移動させ、[作業原点の設定 ]をタッ
プします。次に、[境界線の走査 ]をタップし、作業原点が正しいことをチェックします。正しくない場合は、
作業原点をリセットして再度境界線の走査を行います。正しい作業原点を設定した後、[開始 ]をタップします。

(8) レーザーエングレービング /切断を開始します。 

• Luban での手動モードの使用
(1) 装置を Luban に接続します。
(2) G コードを作業領域にロードします。

• G コードを Luban 内で生成する場合は、[G コードを作業領域にロードする ]をクリックし、生成された G 
コードを作業領域にロードします。

• コンピューターに保存した G コードファイルを使用したい場合は、[G コードを開く ]をクリックします。
コンピューターから G コードファイル (NC file) を選択し、[開く ]をクリックします。

(3) [自動モード ]が非選択されます。
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(4) レーザー保護メガネを装着します。[レーザー出力 ] を小さな値に調整し、[ レーザー出力 ]をオンにします。
(5) X-、 X+、 Y-、または Y+ をクリックし、レーザードットをマテリアルの上に移動させます。次に、Z-また
は Z+をクリックし、レーザービームがもっとも小さいスポットに焦点が当たるようになるまでレーザーモ
ジュールの高さを調節します。 

もっとも小さいレーザースポットが、最適なフォーカス結果となります。最適なフォーカス結果に
至るためには、まずレーザーモジュールをレンズフードがマテリアルの表面にわずかに触れるまで
下げます。次に、徐々にレーザーモジュールを上げます。レーザースポットは次第に小さくなり、
そこからまた大きくなります。Z-または Z+をタップし、このプロセスでもっとも小さいレーザー
スポットを見つけてください。

(6) X-、 X+、 Y-、または Y+ をクリックしてレーザードットを作業原点の場所まで移動させ、[作業原点の設定 ]
をクリックします。次に、[境界線の走査 ]をクリックし、作業原点が正しいことをチェックします。正しく
ない場合は、作業原点をリセットして再度境界線の走査を行います。このステップを適切な作業原点が設定
できるまで繰り返します。

イメージ位置の決定にカメラキャプチャーを使用している場合は、このステップをスキップして次
の走査に進んでください。

(7) Luban で [レーザー出力 ]と [作業速度 ]も変更できます。
(8) [ワークスペース ]の左上で、[実行 ] ボタンをクリックし、エングレービング /切断を開始します。

3.11 電力損失時の復旧
この機能は、レーザーエングレービング /切断ジョブがお客様の退席後に再起動されるようにするものです。レー
ザーエングレービング /切断中にパワーモジュールがオフ、あるいはAC 電源ケーブルが抜けることがあった場合、
まず最初に電源を復旧させてから、装置を再起動する必要があります。ジョブを再開するには、タッチスクリーン
上で電力損失時の復旧を読み、[再開 ]をタップします。

電力損失時の復旧は、タッチスクリーンで開始されたレーザーエングレービング /切断ジョブのみ
に適用されます。

電源断が電源ケーブルの切断によって生じた場合、電源ケーブルを差し込む前にパワーモジュール
をオフにしてください。
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3.12 その他の走査
• レーザーの高さ調整
レーザーの高さを変えたい場合は、[設定 ] > [レーザー ] > [レーザーの高さ調整 ]をタップします。

• カメラライト
焦点距離を測定するために、カメラのキャリブレーションを行う、あるいはオートフォーカスを使用する場合、
カメラライトをオンにして照明を当てることができます。 
カメラライトは、デフォルトで有効になっています。これを無効にするには、アプリ一覧画面で [設定 ]に進み、
[レーザー ]をタップし、[レーザー設定 ]の下の [カメラライト ]をオフにします。
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• レンズフードの調整
レーザーエングレービング /切断プロセス中に、ライトの最適なブロッキング効果を得るためにはレンズフード
がマテリアル表面から離れすぎていると感じる場合は、以下のステップに従いレンズフードの設定を調整してく
ださい。
(1) タッチスクリーンのホームスクリーンに表示されている [レーザーの高さ ]の現在値を読んでください。例
としてここではそれを 21.0mmとします。
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(2) 左にスワイプし、[コントロール ]を選びます。

(3) 何も書かれていない紙切れを用い、X-、 X+、 Y-、 Y+、 Z-、または Z+を使ってレーザーモジュールを紙の
上に移動させます。装置の Z軸の座標はレーザーの高さの値、ここでは 21.0 mm、と一致しているはずです。

(4) レンズフードを回して、それが紙から 1 mm離れているようにします。ライトのブロッキング効果をチェッ
クするには、レーザー保護メガネを装着してから、[レーザー出力 ]をタップします。比較的小さな値 (たと
えば 1%) を [レーザー出力 ]に設定してからレーザーをオンにします。



ユーザーマニュアル | 120  

レーザーエングレービング /切断 - 04 廃棄物の処分

04 廃棄物の処分
廃棄物の処分に関する法規制は国や地域によって異なります。廃棄物を処分する場合、廃棄物処理に関する地域の
法律、規制、規則、要件を遵守してください。

4.1 梱包
梱包箱は段ボール製で、大きな圧力にも耐え、レーザーエングレービング /切断装置を効果的に保護します。箱は
リサイクル可能で、制作物の保存や DIYプロジェクトに活用できます。箱の中には発泡スチロール (EPS) フォーム
が入っており、運送中のレーザーエングレービング /切断装置を衝撃から保護します。非分解性の EPSフォームを
廃棄すると環境に悪影響を与えるため、EPSフォームは指定されたゴミ箱に捨ててください。

4.2 排気ガスの取り扱い
レーザーエングレービング /切断の間に発生するガスや蒸気は、ガス排気に関する地域の法律に従って取り扱い、
外部に排気してください。排気ガスの取り扱い時には空気浄化装置も有効な選択肢です。

4.3 使用済のマテリアル
非分解性のマテリアルや失敗したエングレービング /切断結果を自然環境に捨てないでください。それらは指定の
ゴミ箱に捨ててください。

4.4 電子部品 

電子部品は、廃棄、寄付、リサイクルが可能です。使わなくなった電子部品が不要、あるいは耐用年数が近づいて
いる場合は、ゴミ箱に捨てるか、あるいは信頼できる慈善事業やリサイクルに出すことができます。
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05 メンテナンス
5.1 メンテナンススケジュール
以下のメンテナンススケジュールは参考です。レーザーエングレービング /切断装置を頻繁に使用する場合、使用
頻度に応じてスケジュールを調整してください。メンテナンスの前には、Snapmakerの限定保証が無効にならな
いかどうか確認してください。

メンテナンスの前には、電源をオフにしてください。

エングレーブ /切断の前に

タスク 参照

ケーブルのチェック 5.2.1 

サポートプラットフォームのチェック 5.2.2 

レーザーエングレービング /切断プラットフォームの
チェック

5.2.3 

内蔵ファンのチェック 5.2.4 

カメラおよびカメラライトのチェック 5.2.5 

毎月

タスク 参照

リニアモジュールを清掃 5.3.1

サイドカバーを清掃 5.3.2

排気システムを清掃 5.3.3

3ヶ月ごと

タスク 参照

ファームウェアとソフトウェアの更新 5.4

5.2 エングレーブ/切断の前に

5.2.1 ケーブルのチェック

すべてのケーブルが正しいソケットに正しい向きで差し込まれていることを確認します。
• コントローラー (A150) へ

https://support.snapmaker.com/hc/en-us/articles/360054262534-Snapmaker-s-Limited-Warranty
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• コントローラー (A250 および A350) へ

DC 電源ケーブル
タッチスクリーンケーブル

Z 軸変換ケーブル

Y 軸変換ケーブル

X 軸変換ケーブル

ツールヘッドケーブル

DC 電源ケーブル
タッチスクリーンケーブル

USB フラッシュドライブ

ツールヘッドケーブル

X 軸変換ケーブル
Y 軸変換ケーブル

Z 軸変換ケーブル
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• コンバーターへ

• レーザーモジュールの利用

5.2.2 サポートプラットフォームのチェック

サポートプラットフォームが正しい向きで組み立てられていることを確認します。ネジのない前側が上向きで、ネ
ジのある後ろ側が下向きです。プラットフォームを逆向きにインストールすると、正しいインストールのものより
も高さが高くなります。 

Z ケーブル
Y ケーブル

コンバーター
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サポートプラットフォームが平らで安定しており、ネジがすべてしっかり締まっていることを確認します。不具合
がある場合は、すべてのネジを緩めてプラットフォームを組み立て直してください。

5.2.3 レーザーエングレービング/切断プラットフォームのチェック

レーザーエングレービング /切断プラットフォームのチェック

レーザーエングレービング /切断プラットフォームが平らで安定しており、ネジがすべてしっかり締まっているこ
とを確認します。緩みがある場合、レーザーエングレービング /切断プラットフォームを組み立て直してください。

スラント

フラット

スラント

フラット
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レーザーエングレービング /切断プラットフォームの清掃

レーザーエングレービング /切断プラットフォームにたまったごみや異物は、プラットフォーム上でマテリアルを
固定しずらくなると同時に、火災の危険を引き起こします。 
それを防止するために、レーザーエングレービング /切断プラットフォームによごれがないことを確認してくださ
い。よごれがある場合は、堅いブラシまたは掃除機できれいにしてください。プラットフォームをいったん分解し、
再度組み立てることもできます。

5.2.4 内蔵ファンのチェック

内蔵カメラ

カメラライト

内蔵ファン

レーザーレンズ
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レーザーモジュールでは熱を発散させ、レーザーのレンズにごみがたまらないよう、内蔵ファンが用いられていま
す。この内蔵ファンは動作していないと、レーザーモジュール内部のレーザーが加熱し、損傷を受けやすくなります。 
それを防止するために、レーザーエングレービング /切断装置を使用する前には毎回、次のステップで内蔵ファン
をチェックしてください。

(1) レーザー保護メガネを装着します。
(2) タッチスクリーン上で左にスワイプし、[コントロール ]を選択します。
(3) [レーザー出力 ]をタップします。レーザー出力を小さな値に調整し、レーザーをオンにします。
(4) 写真のように、紙片の端あるいは柔らかな羽毛をレンズフードの下に差し入れます。身体の一部がレーザー
ビームの下に直接さらされないように注意してください。

(5) 紙あるいは羽毛がレンズフードから出る風で動くようであれば、内蔵ファンは動作しています。紙あるいは
羽毛がレンズフードに挟まってしまう、あるいはレンズフード開口部でエアフローが感じられない場合、内
蔵ファンは止まっているか故障しる可能性があります。専門家によるメンテナンスあるいは交換が必要です。
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5.2.5 カメラおよびカメラライトのチェック

カメラがクリアなイメージをキャプチャーするかをチェックします。イメージがぼやけている場合は、カメラレン
ズにごみが堆積しているか、光が弱いことが原因と考えられます。画像がクリアでない場合は、カメラレンズおよ
びカメラライトを柔らかい布片で清掃してください。また、レンズを合成する際に使用されるポリカーボネートの
品質のため、レンズを清掃する際にはPHニュートラルな洗剤または水を使用し、傷をつけないようにしてください。

内蔵カメラ

カメラライト

内蔵ファン

レーザーレンズ
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それでも光が弱い場合には、カメラライトの故障が考えられます。専門家によるメンテナンスあるいは交換が必要
です。ライトが明るいにもかかわらずカメラのキャプチャーイメージが依然としてぼやけている場合、カメラの故
障が考えられます。専門家によるメンテナンスあるいは交換が必要です。

5.3 毎月

5.3.1 リニアモジュールの清掃

リニアモジュールにごみやその他の異物がない状態に保つことで、レーザーモジュールの動作中に摩擦が少なくな
り、静かになります。そのためには、リニアモジュールの表面を乾いた綿布片でやさしく拭ってください。 

清掃中にスチールストリップを押さないようにしてください。リニアモジュールはご自分で分解し
ないでください。分解すると、Snapmakerの限定保証が無効になります。

5.3.2 サイドカバーを清掃

レーザーモジュールにはサイドカバーが 2枚あり、それぞれに、モジュール内部のファンの熱拡散用の通気口と防
塵ネットがあります。ごみで目詰まりしていると、ネットが十分通気しなくなります。内部コンポーネントを冷却
できなくなると、このモジュールが誤動作を起こすことがあります。 
それを防止するために、換気口と防塵ネットは毎月点検してください。ブラシ、綿棒、あるいは掃除機を用いて通
気口とネットのごみを取り除いてください。

https://support.snapmaker.com/hc/en-us/articles/360054262534-Snapmaker-s-Limited-Warranty%2522%20Snapmaker%25E2%2580%2599s%20Limited%20Warranty
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5.3.3 排気システムのチェック

排気システムを使用している場合は、排気ファンとダクトの動作を妨げるものがなく、適切なエアフローが確保さ
れているかどうかの点検を毎回の使用前に行ってください。障害物がなく適切に維持された排気ファンとダクトは、
火災のリスクを低減し、焦げるような匂いや煙を排出します。毎回の使用前に次の部品をチェックしてください。

• ファン
ごみや異物は排気ファンに溜まりやすく、ファンの動きを止めてしまいます。毎月ファンを清掃し、正しく動作
するようにしてください。

• フィルター
空気浄化装置を使用している場合は、その利用者マニュアルに従ってください。フィルターの寿命が近づいたら
交換してください。フィルター内部は有毒な化学物質を含むため、それを分解したり、洗浄はしないでください。

5.4 3ヶ月ごと
レーザーエングレービング /切断装置および Luban を常に最新に保つため、ファームウェアとソフトウェアは 3ヶ
月ごとに更新します。 
更新の方法は、ファームウェアおよびソフトウェアを参照してください。
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06 トラブルシューティング
6.1 オートフォーカスが効かない
オートフォーカスがうまく動作しない場合は、タッチスクリーンに [失敗 ]が表示されます。

考えられる原因

• レーザーモジュールの高さが高すぎる。

解決策

• オートフォーカスをやり直します。[失敗 ]をタップして、スケールを左にスライドし一番左のラインを選択して、
[保存 ]をタップします。画面がアプリ一覧画面に戻った後、[キャリブレーション ]をタップしてオートフォー
カスをやり直します。  問題が解決しない場合は、オートフォーカスが成功するまで上記の手順を繰り返します。

• レーザーの高さを手動で変更します。タッチスクリーンで、[失敗 ] > [設定 ] > [レーザー ] > [レーザーの高さの
調整 ]をタップします。[レーザーの高さ ]を 23.0 mmに設定してオートフォーカスを再度実施します。タッチ
スクリーンで [失敗 ]が引き続き表示され、焼き付けられていないラインがある場合は、レーザーの高さを 21.5 
mm や 19 mm などに下げて再試行します。
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6.2 カメラキャプチャーが動作しない
画像が完全に処理されない場合は、カメラキャプチャーが正常に機能していない可能性があります。

考えられる原因

• Snapmaker Luban のバージョンが古い。
• カメラキャプチャーが正しく使用されていない。

解決策

• 次のサイトで最新の Snapmaker Luban をダウンロードします。https://snapmaker.com/product/snapmaker-2/
downloads. 

• キャリブレーション結果を手動調整するには、3.3 カメラのキャリブレーション : キャリブレーション結果の手
動調整を参照してください。

• 依然としてカメラキャプチャーの機能が正常に機能しない場合は、下記のパスに生成されるカメラ画像を確認し
ます。問題が解決しない場合は当社にて調査させていただきます。大変お手数ですが USB ドライブにログファ
イルをエクスポートして、support@snapmaker.com にメールしてください。 
- Windows OS: C:\Users\admin\AppData\Roaming\snapmaker-luban\Tmp
- macOS: /Users/admin/Library/Application\ Support/snapmaker-luban/Tmp

https://snapmaker.com/product/snapmaker-2/downloads
https://snapmaker.com/product/snapmaker-2/downloads
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adminをお客様のユーザー名に換えてください。

6.3 レーザーの照射が不連続または微弱
レーザーモジュールからの照射が弱い、または最大出力でエングレービングができていないため、オートフォーカ
スが完了しません。

考えられる原因

• オートフォーカス中に筐体のドアが開いている。 
• オートフォーカス中にレーザーモジュールの高さが高すぎる。 
• レーザーモジュールの故障。

解決策

• 筐体のドアを閉じるか、タッチスクリーンで [筐体 ] > [設定 ]からドア検知開閉機能を無効にします。
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ドアを開けるときはレーザー保護メガネを装着してください。

• レーザーの高さを手動で変更します。タッチスクリーンで、[設定 ]> [レーザー ] > [レーザーの高さの調整 ]をタッ
プします。レーザーの高さを「23.0 mm」 に設定してオートフォーカスを再度実施します。タッチスクリーンで
[失敗 ]が引き続き表示され、焼き付けられていないラインがある場合は、レーザーの高さを 21.5 mm や 19 mm 
などに下げて再試行します。

• 上記の対応を試しても問題が解決せず、内蔵カメラがオートフォーカス中に下図に示す最も細いラインを検知で
きない場合は、レーザーモジュールの交換が必要です。

6.4 筐体を使用してもレーザーが素材を焼き付けない

考えられる原因

• レーザーモジュールの動作中に筐体のドアが開いている。

解決策

筐体のドアを閉じてから、レーザーモジュールの使用を開始します。あるいは、筐体のドアを開けたままレーザー
モジュールを使用する場合は、ドア開閉検知機能を無効にします。タッチスクリーンで、[筐体 ] > [設定 ] > [ドア
開閉検知 ]をタップします。
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ドアを開けるときはレーザー保護メガネを装着してください。
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01 動作環境 
1.1 作業台
CNC 加工機をしっかりした水平な作業台の上に置きます。 
加工機はほこりや切削屑を発生させるため、作業台は換気の良好な場所に置いてください。
CNC 加工機を筐体に入れたり空気浄化装置を使用する場合は、作業台を換気口の近くに置いてください。

02 マテリアルライブラリ
2.1 マテリアル概要
Snapmaker 2.0 CNC 加工機は、木、MDF、アクリルシート、炭素繊維シート、POM、PCB などの素材をサポート
しており、その他もテスト中です。

マテリ
アル

特性 応用 参照

木 機械加工が容易、生分解性
家具、フローリング、装飾アクセサリー、レ
リーフ

2.2

MDF
丈夫、硬い、湿気に強い、手ごろな
価格

家具、フローリング、装飾アクセサリー 2.3

アクリ
ル

頑丈、硬い、優れた透明度、耐衝撃、
断熱、UV抵抗性、容易な熱成形、多
彩な色彩

照明器具および天蓋への窓や間仕切壁 2.4

炭素繊
維

硬い、耐薬品性、耐熱性、低熱膨張、
軽量、高抗張力

航空、自動車部品、スポーツ用品、装身具、
楽器

2.5

POM
機械加工が容易、頑丈、高寸法安定性、
耐磨耗性、低吸湿性

ベアリングおよびブッシング、ポンプおよ
びバルブ部品、マニフォールド、ギア、食品
加工および包装機械部品、衣服パッド、摩
耗ストリップ

2.6

PCB
高不活性、非水溶性、脂溶性、大部
分は酸、下塗り、熱による破壊に強
い 

医療機器、家電、自動車部品、航空部品、
安全およびセキュリティ機器

2.7

このマニュアルに添付のデータシートは、参考および比較だけのために提供されています。実際の性能は、切削条
件によって変わります。特定条件下での応用にどう適合するかの判断はお客様にお願いします。データは予告なく
変更される場合があります。
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2.2 木

作業パラメータ

ステップダウン 2.2 mm

作業速度 500 mm/分

推奨ツール：フラットエンドミル (切断径 : 1.5 mm)

特定の種類の木の硬さに関する詳細情報は、ウッドデータベースをご覧ください。
wood-database.com/wood-filter.

2.3 MDF

作業パラメータ

ステップダウン 2.2 mm

作業速度 500 mm/分

https://www.wood-database.com/afrormosia/


ユーザーマニュアル | 141  

CNC 加工 - 02 マテリアルライブラリ

推奨ツール：フラットエンドミル (切断径 : 1.5 mm) 

2.4 アクリル

作業パラメータ

ステップダウン 1.4 mm

作業速度 300 mm/分

推奨ツール：フラットエンドミル (切断径 : 1.5 mm、単目 ) 
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機械加工用アクリスシートは、刺激臭を発散するため、作業前に保護マスクを装着してください。

2.5 炭素繊維

作業パラメータ

ステップダウン 0.8 mm

作業速度 150 mm/分

推奨ツール：フラットエンドミル (切断径 : 1.5 mm) 

2.6 POM

作業パラメータ

ステップダウン 1.5 mm

作業速度 500 mm/分

推奨ツール：フラットエンドミル (切断径 : 1.5 mm、単目 ) 
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2.7 PCB

作業パラメータ

ステップダウン 0.25 mm

作業速度 80 mm/分

推奨ツール：Vビット (切断径 : 0.3 mm、刃先角 :  30° )

03 ツールライブラリ
3.1 ツール概要
お使いの CNC 加工機には ER11-A 1/8インチコレットとコレットナットが付属し、CNC ビットをスピンドルに固
定するために使用します。コレットは、シャンク直径 1 mm～ 7 mmの範囲でさまざまな CNC ビットをサポート
します。 
箱にフラットエンドミル (1.5 mm) とボールエンドミルの 2個提供される CNC ビットは、いずれもシャンク径が
3.175 mmです。他の CNC ビットを使用する場合は、Snapmakerのオンラインストアで購入してください。
異なるシャンク径のビットを使用したい場合は、1 mm～ 7 mmの範囲のクランプ径をもつ他の ER11 コレットを
使用できます。それでも ER11 コレットであるようにしてください。そうでないと ER11 ナットに適合しません。

CNC ビット 機能 参照

フラットエンドミル (1.5 mm)

一般的に荒研削、2D 形状の切削、側面がフラットな 3D 形
状で使用されます。

3.2

https://shop.snapmaker.com/collections/materials
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ボールエンドミル

ラウンドカッティングエッジが特徴、一般的に弯曲および 
3D 形状で使用されます。

3.3

ケイビング V ビット

細くシャープな先端が特徴、複雑で細かいパターンの加工
に使用されます。

3.4

直溝 V ビット

長くシャープなカービングエッジ、材料に深く侵入し高精
度の制作物レンダリング。

3.5

このマニュアルに添付のデータシートは、参考および比較だけのために提供されています。実際の性能は、切削条
件によって変わります。特定条件下での応用にどう適合するかの判断はお客様にお願いします。データは予告なく
変更される場合があります。

3.2 フラットエンドミル

フラットエンドミル (ダブルカット )

全長 (L) カッティングエッジ長 (L1) シャンク径 (D) カッティング径 (D1)

38 mm 12 mm 3.175 mm 3.175 mm
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フラットエンドミル (ダブルカット )

全長 (L) カッティングエッジ長 (L1) シャンク径 (D) カッティング径 (D1)

38 mm 12 mm 3.175 mm 3.175 mm

フラットエンドミル (シングルカット )

全長 (L) カッティングエッジ長 (L1) シャンク径 (D) カッティング径 (D1)

38 mm 12 mm 3.175 mm 3.175 mm

3.3 ボールエンドミル

全長 (L) カッティングエッジ長 (L1) シャンク径 (D) カッティング径 (D1)

38 mm 17 mm 3.175 mm 3 mm
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3.4 ケイビング V ビット

全長 (L) カッティングエッジ長 (L1) シャンク径 (D) 先端径 (D1) 刃先角 (A)

32 mm 5.5 mm 3.175 mm 0.2 mm 30°

3.5 直溝 V ビット

全長 (L) カッティングエッジ長 (L1) シャンク径 (D) 先端径 (D1) 刃先角 (A)

50 mm 24 mm 3.175 mm 0.3 mm 20°



ユーザーマニュアル | 147  

CNC 加工 - 04 CNC 加工の方法

04 CNC 加工の方法
4.1 CNC 加工のワークフロー

プレチェック
⇩

材料をクランプする
⇩

CNC ビットの取り付け
⇩

G コードファイルの準備
⇩

G コードファイルの転送
⇩

作業原点を設定し、加工を始める
⇩

制作物をきれいにする

加工する前に、CNC 加工機とビットを入念にチェックしてください (6.2 加工作業の前に 参照 )。

4.2 材料をクランプする

付属のクランプセットの利用

(1) アクリルシートのマスキング紙を剥がす。
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(2) 鉛筆で材料表面に 2本の対角線を書く。後で作業原点を設定できるよう、材料の中心をマークします。

機械加工可能な材料サイズ内の作業エリアが限定されている場合は、別法として、作業原点を設定
するために材料の他の位置をマークすることもできます。

(3) 所定の材料を CNC 加工プラットフォームの中心に置く。
材料サイズ：190 幅 × 190 高 × 2.8 深さ (mm) 
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(4)  CNC 加工プラットフォームに 4つのクランプセットを取り付ける。 
a. 図のように、ウィングナット付きの M4 × 70 ネジを固定部品に、次にアーチ型固定具に差し込む。

M4 × 70 ネジ

ウィングナット

固定部品

アーチ型固定具

b. 材料近くのナット穴に M4 × 70 ネジを差し入れる。アーチ型固定具を材料の上に置き、アーチ型固定具
の溝のひとつに固定部品が合うように調整する。 

3つすべてのスロットが図のように使われて材料が留められます。
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c. M4 × 70 ネジを CNC 加工プラットフォームに垂直に保ち、M4 × 70 ネジをナットに少しねじ込む。ウィ
ングナットを回して材料を留めます。 

CNC 加工プラットフォームの下までネジを回し切らないでください。そうしないと、飛び出したネ
ジが Y軸を損傷させ、Y軸の動きを妨げます。

(4)  CNC 加工プラットフォームに残り 3つのクランプセットを取り付ける。
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クランプセットすべてがどの軸方向にもマシンや CNC ビットの動きを妨げないことを確認してく
ださい。そうしないと、マシンや CNC ビットがクランプセットに当たってしまいます。 

ネジの使用

ネジは、材料を安定させて柔軟に固定する簡単で安い方法です。しかし、この固定方法は CNC 加工プラットフォー
ムの表面を損傷します。 
手順は次の通りです。

(1) 材料 (厚みは 50 mm以下 ) を CNC 加工プラットフォームの中央に置く。 
(2) 電動ドライバーで材料の四隅にネジ穴をあける。
(3) 4つの穴にネジを入れる。電動ドライバーでネジを回して材料の中、さらに CNC 加工プラットフォームまで
通す。材料にまで突き出るまで十分な長さのネジが必要なことにご注意ください。

ドリル直後に電動ドライバーの先端を触らないでください。火傷します。



ユーザーマニュアル | 152  

CNC 加工 - 04 CNC 加工の方法

両面テープの使用

両面テープは、薄く柔らかい材料にだけ使用してください。その理由は、この種の材料の加工には大きな抵抗がか
からず、固定する力も小さくて済むからです。 
手順は次の通りです。

(1) 材料の裏に両面テープをつける。 
(2) 粘着する材料を CNC 加工プラットフォームの中心に置く。 
(3) 材料が CNC 加工プラットフォームにしっかり張り付くよう、材料を押す。

4.3 CNC ビットの取り付け
(1) ER11 コレットをコレットがパチンとはまるまで ER11 ナットに入れる。CNC ビットをシャンクがコレット
の奥に入るまで ER11 コレットに差し込みます。
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ビットは鋭いので十分注意し、お子様の手の届くところには置かないでください。

(2) ER11 ナットを CNC 加工モジュールにねじ込み、スパナでナットを締める。

14 mm オープンエンドレンチ 17 mm オープンエンドレンチ

4.4 G コードファイルの準備

モデルファイルの準備

Luben で G コードファイルを生成する前に、モデルファイルを準備する必要があります。モデルファイルの準備に
はいくつかのオプションがあります。
• Luben のケースライブラリ内で提供されているモデルを使用します。
• デザインソフトウェアまたはモデリングソフトウェアを使用し、2Dイメージまたは 3Dモデルを設計します。
• スマートフォンで写真を撮ることで 2Dイメージが取得できます。
• grabcad.com/library などのウェブサイトから無料の CADファイルをダウンロードします。
念のために、Luban がサポートするデザインファイルフォーマットは、次の通りです。.svg、.dxf、.png、.jpeg、.
bmp、.stl (今後追加される予定 )。

G コードファイルの生成

Luban を開き、Snapmaker 2.0 クイックスタートガイドを参照して G コードファイルを生成します。 

4.5 G コードファイルの転送
転送するには、G コードファイルをタッチスクリーンに転送するか、あるいは Luban 上に保持します。

Wi-Fi を介してタッチスクリーン上で加工を開始
(1) Luban で [ワークスペース ]をクリック。接続パネルで、[Wi-Fi]> [更新 ]  > ドロップダウンリストからご

自身の CNC 加工機を [選択 ] > [接続 ]をクリックし、Luban を CNC 加工機に接続。 
(2) タッチスクリーンで、[はい ]をクリックして Wi-Fi 接続を許可。

https://grabcad.com/library
https://support.snapmaker.com/hc/en-us/categories/360001781913-Snapmaker-2-0
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(3) ワークスペースで、[デバイスに Wi-Fi 経由で送信 ]をクリック。
(4) タッチスクリーンで、[了解 ]をタップして G コードファイルを受信。

(5) タッチスクリーンで、[ファイル ] > [ローカル ]をタップして G コードファイルを発見。次の手順は、4.6 作
業原点を設定し、加工を始めるをご覧ください。
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USB フラッシュドライブを介してタッチスクリーン上で加工を開始

(1) CNC 用 G コードジェネレーターで、[G コードをファイルにエクスポート ]をクリックし (.cnc フォーマット )、
それを USB フラッシュドライブに保存。 

(2) USB フラッシュドライブを CNC 加工機のコントローラーに差し込む。

(3) タッチスクリーンで、[ファイル ] > [USB]をタップして G コードファイルを発見。次の手順は、4.6 作業原
点を設定し、加工を始めるをご覧ください。
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ワークスペース経由で Luban 上で加工を開始 

(1) CNC 用 G コードジェネレーターで、[G コードを作業領域にロード ]をクリックして生成された G コードファ
イルを作業領域にロード。

(2) ワークスペースで、接続パネルに移動。[Wi-Fi] > [更新 ]  > ドロップダウンリストで 

ドロップダウンリスト > [接続 ]をクリックして Luban を CNC 加工機に接続します。

(3) 接続後、ワークスペースの [実行 ]ボタン をクリックして加工を開始。

加工中に Wi-Fi が切断されると、タッチスクリーンに加工を続行するかどうかのプロンプトが出ま
す。加工を続行するにはプロンプトを無視し、加工を停止するには [確認 ]をタップします。
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USB ケーブル経由で Luban 上で加工を開始

(1) CNC 用 G コードジェネレーターで、[G コードを作業領域にロード ]をクリックして生成された G コードファ
イルを作業領域にロード。

(2) USB ケーブルの片方をコンピューターに、他方を CNC 加工機のコントローラーに接続。

(3) Luban で [ワークスペース ]をクリック。接続パネルで、[シリアルポート ] > [更新 ]  > ドロップダウンリ

ストからご自身の CNC 加工機を選択 > [接続 ]をクリックし、Luban を CNC 加工機に接続。

ポートが見つからない場合は、いったん USB ケーブルを抜き、再度お試しください。初めて使用
する場合、snapmaker.com/product/snapmaker-2/downloadsからドライバーをダウンロードし、
インストールする必要があります。

(4) 接続後、Luban がお使いのマシンモデルとツールヘッドを選択するよう要求。選択し、[選択 ]をクリックし
て設定を保存します。

(5) X、Y、Zオフセットを用いて Luban で作業原点を設定し、[実行 ]ボタン をクリックして加工を始めます。 

https://snapmaker.com/product/snapmaker-2/downloads
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加工ジョブが完了するまでケーブルは接続したままにしてください。抜いてしまうと、ジョブが停
止します。

4.6 作業原点を設定し、加工を始める

仕組み: 作業原点

作業原点を設定することで、どこから加工が始まるかがわかります。作業原点は、ソフトウェアの座標原点 (0, 0) 
に対応します。

作業原点の設定方法

(1) タッチスクリーンでファイルを選択する。ファイルを取得した後、[ファイル ] > [ローカル ] または [USB] で 
G コードファイルを選択します。ファイルをプレビューし、加工設定をチェックし、[準備完了 ]をタップし
て作業原点を設定します。
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(2) CNC ゴーグルを装着する。以前に、イメージの中央を Luban のデザイン座標系の作業原点として設定しま
した。ここでは、材料の中央を物理座標系の作業原点として設定する必要があります。作業原点の設定画面
で、X、Y、Z オフセットをタップし、CNC ビットを作業原点となるべき位置に移動します。これで CNC ビッ
トは材料の上 5 mm に位置することになります。

5 mm

作業原点

(3) 作業原点を微調整する。付属のキャリブレーションカード (厚さ 0.1 mm) または A4用紙を CNC ビットと材
料の間に置きます。キャリブレーションカードを引き出すときにわずかに抵抗を感じ、また、キャリブレー
ションカードを前方に押すとしわができるようになるまで、Z オフセットをタップして CNC ビットの高さの
調整を続けます。[作業原点の設定 ] をタップします。

0.1 mm

わずかな抵抗

しわが寄ったキャリブレーションカード
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(4) 作業エリアをチェックする。Z+ をタップして CNC ビットをクランプセットの上まで持ち上げ、[境界線の
走査 ]をタップして作業エリアが適切であることをチェックします。CNC ビットで引かれた境界が材料を超
えたり、CNC ビットがクランプセットに当たる場合には、作業原点をリセットし、再度境界線を走査します。

CNC ビットが CNC 加工機に当たった場合には、すぐにマシンの電源を切るかまたは緊急停止ボタ
ンを押します 。CNC ビットが損傷を受けた場合には、それを新しいものに交換します。

(5) 作業エリアを再度チェックする (オプション )。CNC ビットを材料の 10 mm上まで下げてから、[境界線の
走査 ]をタップして、CNC ビットがクランプセットに当たるかどうか再度チェックします。
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(6) これで準備完了です。[開始 ]をタップして加工を始めます。

加工中は、加工スクリーン上を左にスワイプして設定を再調整できます。 

4.7 制作物をきれいにする
(1)  CNC 加工プラットフォームからクランプセットを外す。
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(2) 掃除機で制作物と CNC 加工機をきれいにする。

(3) 斜めプライヤーで電話ホルダーの部品を取り外す。図のように電話ホルダーを組み立てて、利用可能です。

4.8 電力損失時の復旧 

パワーモジュールの電源が切れた場合には、次のように加工ジョブを再開します。
(1) 電源スイッチを入れる。 
(2) CNC 加工機が再起動した後、タッチスクリーンの [再開 ]をタップ。

AC 電源ケーブルが抜けている場合には、加工ジョブを再開します。
(1) 電源スイッチを切る。 
(2) AC 電源ケーブルを差し込む。
(3) 電源スイッチを入れる。 
(4) CNC 加工機が再起動した後、タッチスクリーンの [再開 ]をタップ。
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05 廃棄物の処分
廃棄物の処分に関する法規制は国や地域によって異なります。廃棄物を処分する場合、廃棄物に関する地域の法律、
規制、規則、要件を遵守してください。 

5.1 梱包
梱包箱は段ボール製で、大きな圧力を支え CNC 加工機を効果的に保護します。梱包箱はリサイクル可能で、制作
物の保存や DIYプロジェクトに活用できます。箱の中には発泡スチロール (EPS) フォームが入っており、運送中の 
CNC 加工機を衝撃から保護します。非分解性の EPS フォームを廃棄すると環境に悪影響を与えるため、EPS フォー
ムは指定されたゴミ箱に捨ててください。

5.2 CNC ビット
CNC ビットはそのままゴミ箱に捨てないでください。CNC ビットを保護材に包まないと、ゴミ袋を運ぶ人やごみ
を扱う人が怪我をしやすく、危険です。 
以下は CNC ビットの適切な捨て方です。

(1) CNC ビットを何層かの紙あるいは段ボールで包み、テープでとめる。
(2) 包んだビットを厚さのある密封袋または容器に入れる。
(3) 鋭利なビットを扱う清掃作業員に警告のため、袋または容器の外側に「刃物」と書く。
(4) 指定のゴミ箱に捨ててください。

5.3 使用済のマテリアル
非分解性の材料や失敗した制作物を自然環境に捨てないでください。それらは指定のゴミ箱に捨ててください。

5.4 電子部品 

電子部品は、廃棄、寄付、リサイクルが可能です。使わなくなった電子部品が不要、あるいは耐用年数間近の場合
は、ゴミ箱に捨てるか、あるいは信頼できる慈善事業やリサイクルに出すことができます。 
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06 メンテナンス
6.1 メンテナンススケジュール
以下のメンテナンススケジュールは参考です。CNC 加工機を頻繁に使用する場合、使用頻度に応じてスケジュール
を調整してください。メンテナンス前に、CNC 加工機をご自身で整備することで Snapmaker の限定保証が無効に
ならないかどうか確認してください。

メンテナンスの前には、電源を切ってください。

加工作業の前に

タスク 参照

ケーブルのチェック 6.2.1

サポートプラットフォームのチェック 6.2.2

CNC 加工プラットフォームのチェック 6.2.3

ER11 ナットと CNC ビットのチェック 6.2.4

毎月

タスク 参照

リニアモジュールを清掃 6.3.1

サイドカバーを清掃 6.3.2

CNC 加工プラットフォームのナットのチェック 6.3.3

3ヶ月ごと

タスク 参照

ファームウェアとソフトウェアの更新 6.4

https://support.snapmaker.com/hc/en-us/articles/360054262534-Snapmaker-s-Limited-Warranty
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6.2 加工作業の前に

6.2.1 ケーブルのチェック

すべてのケーブルが正しいソケットに正しい向きで差し込まれていることを確認します。

コントローラー (A150) へ

DC 電源ケーブル
タッチスクリーンケーブル

Z 軸変換ケーブル

Y 軸変換ケーブル

X 軸変換ケーブル

ツールヘッドケーブル

コントローラー (A250 および A350) へ

DC 電源ケーブル

USB フラッシュドライブ

タッチスクリーンケーブル

Z 軸変換ケーブル

Y 軸変換ケーブル

X 軸変換ケーブル

ツールヘッドケーブル
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コンバーターへ

Z ケーブル
Y ケーブル

コンバーター

Snapmaker 2.0 A150 にはコンバーターはありません。

CNC 加工モジュール

6.2.2 サポートプラットフォームのチェック

サポートプラットフォームが正しい向きで組み立てられていることを確認します。ネジのない前側が上向きで、ネ
ジのある後ろ側が下向きです。 
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サポートプラットフォームが平らで安定しており、ネジがすべてしっかり締まっていることを確認します。不具合
がある場合は、すべてのネジを緩めてプラットフォームを組み立て直してください。

スラント

フラット

6.2.3 CNC 加工プラットフォームのチェック

CNC 加工プラットフォームが平らで安定しており、ネジがすべてしっかり締まっていることを確認します。不具合
がある場合は、CNC 加工プラットフォームを組み立て直してください。

スラント

フラット
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6.2.4 ER11 ナットと CNC ビットのチェック

ER11 コレットがしっかりと CNC ビットをクランプしているかどうかチェックします。

ER11 ナットが CNCモジュールにしっかり締め付けられているかをスパナでチェックします。

CNC ビットの破損や摩耗をチェックします。破損や摩耗が見られる場合は新しいものに交換します。
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6.3 毎月

6.3.1 リニアモジュールの清掃

リニアモジュールにごみやその他の異物がない状態に保つことで、CNC 加工機の動作中に摩擦が少なくなり、静か
になります。そのためには、リニアモジュールの表面を乾いた綿布でやさしく拭ってください。 

CNC 加工は通常、一回の使用ごとに清掃してください。切削屑を取り除くためには、ベースプレート、Y軸リニア
モジュール、サポートプラットフォームを中心に分解清掃することを推奨します。

清掃中にスチールストリップを押さないようにしてください。 
リニアモジュールはご自分で分解しないでください。分解すると、Snapmakerの限定保証が無効に
なります。 

6.3.2 サイドカバーを清掃

CNC 加工モジュールには 2つのサイドカバーがあり、それぞれは放熱のために換気口と防塵ネットが備わってい
ます。サイドカバーが異物によって詰まった場合、3D プリントモジュールの空気の流れに影響が出ます。その結果、
内部の部品が加熱し、CNCモジュールが誤作動します。 

https://support.snapmaker.com/hc/en-us/articles/360054262534-Snapmaker-s-Limited-Warranty
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それを防止するために、換気口と防塵ネットは毎月点検してください。綿棒または掃除機を用いて異物を取り除い
てください。

6.3.3 CNC 加工プラットフォームのナットのチェック

CNC 加工プラットフォームのナットが外れていないことをチェックしてください。外れている場合は、以下の手
順で元につけ直してください。

作業の前に、保護手袋を装着して有毒な AB接着剤がつかないようにしてください。同梱のマスク
を装着し、揮発性の有毒ガスを吸い込まないようにします。誤って A剤のフタを B の方に取り付け
ないでください。

(1) ナットの切削屑を取り除く。
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(2) A剤と B剤を同量絞り出す。

(3) A剤と B剤を赤い混合用スティックで均一に混ぜる。

(4) ナットをつまみ、混ぜた接着剤をナット底部のネジ溝に塗布する。
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(5) ナットをつまんで CNC 加工プラットフォームの穴に入れ、しばらく押さえる。

(6) 再使用は混合した接着剤が硬化するまで 24時間待つ。

6.4 3ヶ月ごと
CNC 加工機および Luban を常に最新に保つため、ファームウェアとソフトウェアは 3ヶ月ごとに更新します。 
更新の方法は、ファームウェアおよびソフトウェアを参照してください。
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07 トラブルシューティング
7.1 CNC ビットがクランプセットに当たる

考えられる原因

(1) 作業原点の設定誤り。
(2) モデルサイズが最大作業エリアを超えている。 

解決策

(1) 作業原点をリセットして再度境界線の走査を行う。
(2) Luban で、作業エリアに適合するようモデルサイズを小さくする。Luban でモデルを設計している間は、

CNC 加工プラットフォームのクランピングエリアを確保する必要があることに注意してください。
• A350の作業エリア : 幅 320 × 深さ 350
• A250の作業エリア : 幅 230 × 深さ 250
• A150の作業エリア : 幅 160 × 深さ 160

7.2 加工している間に CNC ビットが破損する

考えられる原因

(1) 作業速度が速すぎる。
(2) CNC ビットの縦みぞに切削屑が詰まっている。

解決策

(1) Luban で作業速度を下げる。作業速度は材料やツールの種類によって変わります。選択する材料とツールに
応じて適切な作業速度に設定してください。

(2) 材料を変える。プラスティックは詰まりやすく、加工作業中に溶けます。プラスティック材料を加工する場
合は、単一縦みぞエンドミルを使用してください。



資料

本ガイドは予告なく変更される場合があります。

クイックスタートガイドとユーザーマニュアル : 
https://support.snapmaker.com/hc/en-us/categories/360005617793-Download.

一般的な情報やテクニカルサポート : 
support@snapmaker.com.

販売に関する問い合わせ : 
sales@snapmaker.com.

製品の購入 : 
https://shop.snapmaker.com.

弊社フォーラムへの情報提供 : 
https://forum.snapmaker.com.

次のチャネルで何でも共有してください。

https://support.snapmaker.com/hc/en-us/categories/360005617793-Download
https://shop.snapmaker.com
https://forum.snapmaker.com


免責事項
本マニュアルの準備にあたり、著者、設計者、レビューアはできる限りの注意を払っておりますが、誤りや抜けに
対するいかなる種類の明示または黙示の保証も行わず、責任を負いません。本書に含まれる情報の利用に関係して、
またはそれにより発生する付随的または派生的損害の責任を負いません。 
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