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【要約】 

我々は，駆動部に産業用の６軸ロボットアームを用いたことが特徴のペレット式大型３Ｄプリンタ「ArchiFAB Mai」を

開発している．ArchiFAB Mai のロボットアーム部の制御には専用プログラム言語を用いるため，一般的な３Ｄプリンタ

用 GCodeを解釈するための逐次翻訳システムを開発した．本稿ではそのハードウエア及びソフトウエア構成について

述べる．６軸ロボットの表現力を活かしヘッドを自在に傾けながらプリントする non-planar（非平面）機構を実現するた

め，GCode の拡張表現を新たに定義した．また，ロボットアームを駆動部に用いた際に生ずる特有の課題と対処方法

についても言及する．  
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【Abstract】 

"ArchiFAB Mai", which we newly developed in this research, is a large-scale 3D printer characterized by using an 

industrial 6-axis robotic arm. Since a dedicated program language needs to be used for the robot controller, we developed 

sequential translation systems to interpret general 3D printer G-code. In this paper, we describe its configurations of the 

system, including hardware and software. To realize a non-planar printing mechanism that freely tilting the head by 

utilizing the expressive power of the 6-axis robot, we newly defined extended expressions of G-code. Farther more, we 

also describe problem-solving cases that faced while using robotic arm as a drive unit. 
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1. 序論 

大型３Ｄプリンタの駆動方式には，デスクトップ３Ｄプ

リンタと同様のガントリー式やデルタ式に加えてワイヤー

式・旋回式・クレーン式など，さまざまな実装事例がある．

我々が 2014年に開発した大型３ＤプリンタArchiFAB １

号機はデルタ式，ArchiFAB Irori/Tatami/Chashitsu は

ガントリー式，ArchiFAB Niwa はワイヤー式を採用して

いる．この度新たに開発した「ArchiFAB Mai」 [図 1] は，

駆動部に産業用の６軸ロボットアームを用いたことが特

徴の，樹脂ペレットを材料とする大型３Ｄプリンタである． 

 

2. 関連研究・事例 

産業用ロボットアームを駆動部に用いた３Ｄプリンタ

は近年増加傾向にある．最も多く見受けられるロボット

製造元は ABB，次いで KUKA，COMAUが海外では用

いられている．国内事例ではファナック，安川電機のロ

ボットアームを用いた事例も存在する．本研究では

DENSO WAVE 社製の大型の機種を用いており，３Ｄプ

リンタとして用いるうえでは機能・性能に不足はないが

同様の利用例がない故，制御ソフトウエアを今回新たに

開発する必要があった． 

ロボットアーム駆動で樹脂ペレットを材料とする３Ｄ

プリンタの先例は，Aectual [1] が知られており，積層造

形した建築内装や什器が同社ＷＥＢサイトで紹介されて

いる． BranchTechnology [2] [図 2] では，C-FAB とい

うワイヤープリントの３Ｄプリント製造方法によって軽量な

建築部材を提供している． 

ロボットアーム制御用ソフトウエアの関連事例として

は，RoboDK [3] という産業用ロボット向けのオフライン

プログラミングとシミュレーションソフトウエアがあり，３Ｄ

プリンタ用のスライサー機能から各種ロボット用の制御

図 1. ArchiFAB Mai 
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プログラム生成までを一貫して実行可能である．本研究

では，より精密な制御を実現すべく独自のプログラムを

スクラッチから開発する方針とした． 

FDM 方式の３Ｄプリンタ用ファームウエアの分野で

は，Marlin [4] が知られており，ガントリー式やデルタ式

の駆動方式に対応しているがロボットアーム式には対応

していない．本研究で開発した制御ソフトウエアは

Marlin と比較すると対応する GCode のコマンド数が少

なく 24種類に限られているが，CURA [5] や Simplify3D 

[6] のデフォルト設定で生成された GCode のコマンドに

はすべて対応することを確認した． 

 

3. ハードウエア構成 

今回採用した産業用ロボットアームは DENSO 

WAVE [7] の VLA-4025（可搬重量 40kg，リーチ長

2504mm）, ペレット樹脂材を押出すプリントヘッドはエス．

ラボ [8] の GEM30HEAD_SFC（スクリュー径 30mm，モ

ータ容量 750W，ノズル径 0.5～10ｍｍ，対応ペレット材

φ2～5mm）を採用した．材料圧送機（ホッパー容量

50kg）を備える．システムの全体構成を図 3 に示す． 

プリント可能サイズはロボットアームの可動範囲に準

ずる半円ドーナツ形の範囲であり，内径 1200mm，外径

2700mm，高さ 1800mm 程度．矩形のプリント可能サイズ

で定義するならば，例えば幅 2000mm，奥行 1000mm，

高さ 1200mm 等の形状が半円ドーナツ形に収まる．尚，

ヘッドを傾けるプリント方法の場合，プリント可能サイズ

は一概に定義できない． 

ヘッド部に搭載されたモータ（パナソニック社製 

MSMF082L1A2 ）は，ロボットアームのコントローラ

（DENSO WAVE RC9）に EtherCAT 接続で外部軸に

組み入れ，ロボットの一部として制御する構成とした．こ

れによって樹脂の押出量をアームの動きと連動して制

御できるため， non-planar プリントを行う場合等にも吐

出量を自在に変化させながらプリント可能となった． 

ノズル先端には圧縮空気を噴射する冷却機構を設

けたことにより，溶融状態の樹脂を素早く冷却して次の

層を重ねることが可能になり，プリント時間の短縮に寄

与する．ノズル横にはレーザー距離センサーを搭載し，

ベッドレベリングに用いる．ノズル先端部を撮影するカメ

ラを搭載しており，樹脂の吐出状況を詳細に把握できる． 

ノズルに最も近い部分の箱筐体が切り掛かれており，

ヘッドを一方向に大きく傾けて積層プリントする 45 度プ

リント [図 4] の際にベッドに当たらないよう設計されて

いる．non-planar プリントに適したノズル形状とするため，

一般的なものよりも鋭角に尖形状で先端部に水平面を

設けていないことが特徴である． 

プリントベッドは，プラスチックパレットにパーティクル

ボード 12mmを固定，必要に応じて付着性を高めるため

の養生テープを貼る構成とした．積み重ねることで高さ

を調整でき，並べることで広い面積のプリントにも対応

可能．傾きを調整する機構を底部に設けている．プリン

トの際には反りを抑えるため，１層目をビスでベッドに固

定する方法を採用した． 

 

4. ソフトウエア構成 

今回採用したロボットアームは独自のプログラム言

語（PacScript）でプログラム制御される仕様であるため，

一般的な３Ｄプリンタと同様に GCode でプリント可能に

図 2. Branch Technology の製造ライン 

図 4. 45 度プリント 

図 3. システム構成 
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すべく，逐次翻訳システム「Ｍｅｄｉａｔｏｒ」を開発した．操

作画面の例を図 5 に示す． 

Mediator の特長を以下に列挙する． 

・ Python スクリプト言語で実装し GUI は PySimpleGUI

ライブラリを採用．本システムではタブレット（RasPad）に

デプロイしたが，Windows/Mac/Linux 上で実行可能 

・ ロボットアームのコントローラ（RC9）とは b-CAP プロト

コルで通信し，プリント動作を逐次送信 

・ プリントヘッドのコントローラとは Modbus/TCP で通信

し，温度設定やペレット搬送機の制御を行う 

・ Simplify3D や CURA 等のスライサーに対応し，PC か

ら USB シリアル接続でプリントが可能．USB メモリ等に

GCode ファイルを入れてタブレットにコピーすることによ

り，ＰＣレスでのプリントも可能 

・ ロボットを手動で動作させるジョグコントロール，プリン

ト原点指定，ヒーター温度設定監視，冷却エアー設定，

ペレット搬送機設定，プリント進捗表示，モータ負荷状

態監視，プリント速度調整，吐出量調整，Ｚ軸微調整と

いった機能を備え，プリント中であっても操作可能 

以上の特徴から一般的なデスクトップ３Ｄプリンタと

同様に扱えるため，ユーザーはロボットアーム特有の知

識がなくとも容易に操作できるよう配慮した．  

 

5. GCode 拡張定義 

６軸ロボットの表現力を活かして non-planar（非平面）

プリント [図 6] を実現するには，プリントヘッドの傾きを

表現する必要があり，新たに GCode の拡張表現を定義

した． 

ロボットアームの座標系を図 7 に示す．X, Y, Z 軸毎

に，RX, RY, RZ の回転角度を指定ことで，ツール（プリ

ントヘッド）の傾きを表す， 

３Ｄプリンタ用 GCodeの G1（直線移動コマンド）等の

位置指定するコマンドにはパラメータで X, Y, Z の値を

指定できるが，傾きを指定することは従来定義されてい

なかった．そこで，５軸加工 CNC で用いられる GCode

表現を参考に，Ｘ軸の回転角度を「A」，Ｙ軸の回転角

度を「B」，Ｚ軸の回転角度を「C」で指定する拡張パラメ

ータを定義した，例えば下記のような GCodeになる． 

 G1 X0.0 Y1.0 Z2.0 A45.0 B0.0 C15.0 E3.5 F1500  

上記の GCode 例では，Ｘ軸まわりに 45°回転し，Ｚ

軸まわりに 15°回転する傾きを表す．尚回転表現は固

定角で X→Ｙ→Ｚ軸の順で回転する方式である． 

 

6. 特有の課題と解決方法 

ロボットアームを駆動部に用いた場合に発生しやす

い特有の課題がある．以下に２つの例を挙げ，その原

因と解決方法を述べる． 

 

6.1. アームの揺れ問題 

プリント最中に意図しない小刻みな揺れが発生し，

ヘッド部分がガタガタと動きが乱れる症状．この原因は，

モータの種類の違いにある．一般的な３Ｄプリンタはス

テッピングモータを駆動部に用いているが，ロボットアー

ムはサーボモータを用いており，指定した移動目標点

（ウェイポイント）に近付いてきた時にブレーキをかけな

がらアプローチし停止するという制御を行っている．３Ｄ

プリントではこのウェイポイントを次々と指定し移動させ

るのだが，ロボットアームはひとつ先のウェイポイントを

先読みすることでスムーズに一定の速度で移動する機

図 6. Non-planar プリント 

図 5. Mediator 操作画面 

図 7. ロボットアームの座標系 出典：DENSO WAVE [7] 
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能を備えている．一般的な３Ｄプリンタ用のスライサーは，

各々のウェイポイントの間隔が一定でなく，場合によって

は非常に短い間隔のウェイポイントを含んだ GCode を

生成してしまう．非常に短い間隔のウェイポイントが指示

されたロボットアームは，ひとつ先のウェイポイントに移

動する前にブレーキをかける挙動を示す場合がある．ブ

レーキが断続的にかけられた結果，アームが揺れて動

きが乱れる現象を引き起こすのである． 

この問題の解決策は２通り考えられる．ひとつはスラ

イサーを改良することでウェイポイントを一定間隔で配

置した GCode を生成する方法．もうひとつはロボットア

ームのパス動作（次のウェイポイントに移動目標を切り

替える動作）のタイミングを，ウェイポイントとの距離で指

定する方法である．図 5 のＭｅｄｉａｔｏｒ操作画面の左下

にある Pass Start Distanceを設定する機能は，この問題

を解決するため追加された機能であり，概ね 5mm 程度

を指定することによってブレーキ動作が起こるのを抑制

できる． 

 

6.2. non-planar プリントの局所的な速度低下問題 

ヘッドを傾けながらプリントする場合，局所的に積層

が不均一になる症状．この原因は，傾き角度が大きく変

化するか所でノズル先端の移動速度が低下すると，樹

脂の吐出量の調整が多少遅れるために，移動と吐出の

タイミングがずれてしまう．その結果，吐出が過大になっ

た直後に過少になったように積層が乱れるのである．傾

きが大きく変化するか所では，ノズル先端の移動速度よ

りもフランジ（ロボットの第６軸先端）の移動速度が速くな

るが故に，ロボットの安全機能が働いて速度制限がかか

るので傾きを変化させる動作に時間がかかり，ノズル先

端の移動速度が局所的に低下するのである． 

この現象を回避する方策は２通り考えられる．ひとつ

は樹脂の吐出量制御をリアルタイム化する方法である

が，機械の特徴に依存するので本研究においては実施

不可能であった．もうひとつは傾き角度が大きく変化し

ないGCodeを用いる方法である．我々が開発したスライ

サー（Rhino [9] と Grasshopper [10] 上で動作する簡易

スライサー）には傾き角度変化を滑らかにする機能を追

加することで，この問題を回避した．また，AiBuild [11] 

が提供している AiSync は，ロボットアーム式３Ｄプリンタ

に特化したスライサー機能が特徴であり，傾きの急な変

化を検出する機能の他，スムーズ化機能，特定か所の

前後で移動速度を落とす等，当該問題を回避するため

の多様な機能が含まれている．安全機能はロボットのメ

ーカー毎に特徴があるものの，当該問題は本研究で用

いた DENSO WAVE に限らずどのロボットアーム式３Ｄ

プリンタでも発生しうる現象である． 

 

7. 結論 

産業用６軸ロボットアームを駆動部に用い，新たな

建築用大型３Ｄプリンタを構築した．制御用のソフトウエ

アを開発し，従来のデスクトップ３Ｄプリンタと同様に扱

えるよう機能と構成を工夫した．Non-planar プリントを行

うため GCodeを拡張定義した． 

本研究で構築したシステムは，国内では初の事例と

なるロボットアーム式の樹脂 FGF３Ｄプリンタであり，ヘッ

ドとアームも国内メーカー製で揃えた．今後はこの研究

成果を積極的に産業応用し，社会課題解決と産業発展

に貢献することを切に願う． 
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