
このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがと
うございました。

・本製品を、正しく安全にご使用いただくため、また性能を十
分理解していただくために、この取扱説明書を必ずお読みい
ただき、大切に保管してください。　
・ご購入の際、「保証書」にお買い上げいただいた販売店の捺
印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめの
上、その保証書を大切に保管してください。
・本書の内容の一部または全部を、無断で複写・複製すること
はできません。
・本製品の仕様ならびに本書の内容は、予告なしに変更するこ
とがあります。
・本製品および本書の内容について、万一ご不審な点や誤り、
記載漏れなど、お気づきの点がありましたら、当社あてにご
連絡ください。
・本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただい
たことによって生じた直接ないし間接的な損害に対して、当
社は一切の責任を負いません。
・本製品により作られた製作物に対して生じた、直接ないし間
接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

LPX-250
               ユーザーズマニュアルユーザーズマニュアルユーザーズマニュアルユーザーズマニュアルユーザーズマニュアル



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョ
ン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

 本システム（きょう体と安全装置を含む）は、クラス1レーザ機器です。ただし、内部で照射している
レーザ光はクラス2です。

【注意】
 ここに規定した以外の手順による制御や調整は、危険なレーザ放射の被ばくをもたらします。

 JIS C 6802 : 1997 / Amendment 1 : 1998

【本システムのレーザ仕様】（きょう体を含む）
 波長：600～700nm、最大出力：0.39μW、パルス幅：350μs、パルス周波数：2875Hz



このほかに、次の記号を使っています。

：機械の故障や誤動作を防ぎ、正しく使用するための情報です。

：使用上の、ポイント、アドバイスです。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この章を必ずお読みください。本機を安全にお使いいただくための注意事項が書かれています。注意事項を守って本
機をお使いください。

このマニュアルでは、本機を安全にお使いいただくための注意事項を次のように表記しています。

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表して
います。

 と  の意味

取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの
発生が想定される内容を表しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表しています。

図記号の例

 は、禁止 (してはいけないこと) を表しています。

具体的な禁止内容は、  の中に描かれています。

左図の場合は、「分解禁止」を表しています。

 は、強制 (必ずすること) を表しています。

具体的な強制内容は、  の中に描かれています。

左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜け」を表しています。

安全にお使いいただくために

i



長時間使用しないときは、電源プラグをコン
セントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏
電火災の原因となりま
す。

電源コードをコンセントから抜くときは、コ
ードを持たずにプラグを持ってください。

コードが傷み、火災・
感電の原因となりま
す。

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
でください。

感電の原因となりま
す。

傷んだACアダプタ本体、電源コード、電源
プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでく
ださい。

火災・感電の原因と
なります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理
に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、た
ばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだ
りしないでくだ
さい。

電源コードが破損
し、火災・感電の
原因となります。

安定した場所に置いてください。

本体が落下し、けがをすることがあります。

異常な状態（煙が出る・こげ臭い・異音がする
など）のまま使用しないでください。

火災・感電の原因となります。
すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お
近くの販売店または当社サービス・ステーショ
ンまでご連絡ください。

分解・修理・改造はしないでください。

火災の原因になったり、異常動作をしてけがを
することがあります。
また、クラス2レーザ光が外部に放射される恐
れがあります。外部に放射されたレーザ光をじ
っと見つめると、眼障害の原因になります。

専用のACアダプタ以外は使用しないでくだ
さい。

火災・感電の原因となります。

ACアダプタに表示された定格の電源以外で
は使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

本製品に付属の電源コードを使用してくだ
さい。

付属品ではない電源コードを使用すると、火
災・感電の原因となります。

安全にお使いいただくために

ii

アースに接続してください。

故障などによる漏電により、感電することがあ
ります。



テーブル上以外は、内部に金属、燃えやすい
もの等の異物を入れないでください。また、
テーブルも含め、水などの液体をかけないで
ください。

火災の原因となります。

きょう体や窓部に、ひび、割れ、変形がある
状態で使用しないでください。

クラス2レーザ光が外部に放射される恐れがあ
ります。外部に放射されたレーザ光をじっと見
つめると、眼障害の原因になります。

持ち運びは、本体底を持ち、必ず2人で行っ
てください。

けがをすることがあります。

スキャン対象物が倒れたりずれたりしない
よう、テーブルに確実に固定してください。

スキャン中テーブルは回転します。スキャン対
象物が転倒や接触により破損することがありま
す。スキャン対象物の破損は、保証の対象外で
す。

■ レーザ光についての注意
本機は、物体のスキャンにレーザ光を使用しますが、外部に危険なレーザ光が放射されることはありません。窓部からレーザ
光を覗いても安全です。
しかし、本機を分解したり、カバーや安全装置が故障した場合はこの限りではありません。このマニュアルの注意事項を守り、
本機に異常がある状態では絶対に使わないでください。

誤った使い方などによって本機のレーザ光が直接目に入ってしまった場合、反射的に目を閉じれば問題ありませんが、じっと
見つめると眼障害の原因になります。レーザ光に直接触れても、やけどを負ったり、ものが燃えることはありません。

安全にお使いいただくために

iii

複製してはいけないもの

貨幣の複製は法律違反です。複製物を所持するだけで処罰の対象となります。
外国で流通する貨幣の複製も法律違反です。

著作権の対象となっている著作物を、個人で楽しむ以外に権利者の許諾なく複製することは、法律で禁止されています。本製
品を使用して作られた作品が第三者の著作権を侵害しても、当社は一切の責任を負いません。

鏡、プリズム、レンズなど、光の反射や屈折
の強いものはスキャンしないでください。

クラス2レーザが外部に放射される恐れがあり
ます。外部に放射されたレーザ光をじっと見つ
めると、眼障害の原因になります。



本体貼付のラベルについて

モデル名

安全にお使いいただくために

iv

機器本体には、注意事項を記したラベルが貼付されています。これらは、使用者の安全確保を目的とするものです。適切な位
置に貼付されている必要がありますので、汚したりはがしたりしないでください。また、記載の事項を守ってお使いください。

定格電源表示
ACアダプタに表示された定格の電源以外

では使用しないでください。
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1.付属品リスト

LPX-250には、以下の付属品が同梱されています。不足がないかをはじめにご確認ください。

第1章

　スタートアップ

CD-ROMの内容について

付属のCD-ROMには、以下のものが収録されています。

　・Dr.PICZA3ソフトウェア
　・3D Editorソフトウェア
　・Dr.PICZA3ユーザーズマニュアル（PDF）
　・3D Editorユーザーズマニュアル（PDF）
　・Adobe Acrobat Reader ver.4 ソフトウェア

そのほかにも、弊社モデリングマシン「MODELA」シリーズ用などのソフトウェア、マニュアル類が収録されていますが、
LPX-250では使用しません。

1.付属品リスト

ACアダプタ ×1 電源コード ×1 六角レンチ 2.5 mm ×1 六角レンチ 3 mm ×1

キャップ ×3 CD-ROM ( Roland Software Package )×1  ユーザーズマニュアル（本書）×1  お客様登録カード ×1

 保証書 ×1  Roland Pixform™ ×1



2

第1章　スタートアップ

付属電子マニュアル（PDF形式）の表示方法

1.付属CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに挿入します。自動的にメニュー画面が表示されます。
2.「ここをクリック」と表示されているところをクリックし、「LPX-250」を選択します。
3. ソフト名の右にある [？] ボタンをクリックします。Acrobat Readerが起動し、マニュアルの選択画面が表示されます。
表示させたい方をクリックしてください。

　　

4.初めて表示させたとき、Acrobat Readerのインストールが始まることがあります。この場合、画面の指示に従ってイ
ンストールを進めてください。

5.パソコンの [ ← ] [ → ] キーを押すと、次のページに進んだり前のページに戻ったりできます（画面上の [  ] [  ] ボタ
ンでも同様の操作ができます）。

Adobe Acrobat Readerについて

Acrobat Readerは、「PDF形式」ファイルを表示するのに必要なソフトウェアです。Acrobat Readerは、付属CD-ROM
に収録されています。お使いのパソコンにAcrobat Readerが入っていない場合、自動的にインストールされますので、ど
のパソコン（Windows95以上）でも容易にマニュアルを表示することができます。

 *Adobe Acrobat Readerは、アドビシステムズ社の製品です。取扱方法の詳細については、Acrobat Readerのメニュー
[ ヘルプ ] からオンラインヘルプをご覧ください。

2. LPX-250を使いこなすための3つのマニュアル

本機には3つのマニュアルが付属しています。

はじめにお読みください。LPX-250をお使いいただく上での注意事項、セットアップの方法、

操作方法、トラブルの対処方法などについて書かれています。

リファレンスとして必要に応じてお読みください。付属ソフト「Dr.PICZA3」「3D Editor」の

すべての機能の詳細について書かれています。

このマニュアルは電子マニュアル（PDF形式）となっており、印刷物は付属しておりません。付

属のCD-ROM「Roland Software Package」に収録されています。下記の要領で簡単に表示

することができ、プリントアウトも可能です。また、同じものが各ソフトのオンラインヘルプ

からでもご参照いただけます。

Dr.PICZA3 ユーザーズマニュアル

（電子マニュアル）

3D Editor ユーザーズマニュアル

（電子マニュアル）

LPX-250ユーザーズマニュアル

（本書）
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3. LPX-250のシステム構成

LPX-250のシステムは、3Dスキャナ本体、市販の Windowsパソコン（別売）、スキャンソフト、3Dデータ編集ソフトによって構
成されます。

DXF形式（3Dサーフェス）
STL形式（text/ バイナリ）
IGES形式（サーフェス）
など

2. LPX-250を使いこなすための3つのマニュアル　3. LPX-250のシステム構成

Windowsパソコン 3Dスキャナ本体

スキャンソフト

Dr.PICZA3
3Dデータ編集ソフト

3D Editor

データ保存／読込み

Dr.PICZAプロジェクト形式
PIX形式（読込みのみ）

データのインポート

Dr.PICZAプロジェクト形式
PIX形式
DXF形式（3Dサーフェス）
など

データのエクスポートデータのエクスポート

PIX形式
DXF形式（3Dサーフェス）
STL形式（text/バイナリ）
など
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4.各部の名称とはたらき

ドア
スキャン動作中は、必ず閉じておきます。

ケーブル止め
接続したケーブルを束ねて止めるのに使いま
す。

シリアル端子
パソコンのCOMポートと接続する端子

ACアダプタジャック
ACアダプタを接続するためのジャック

スタンバイキー
電源をオンオフするボタンです。オンのとき緑
色に点灯し、ドアを開けると点滅します。
エラーのとき、橙色や赤色に光ります。

ムーブメントLED
スキャン動作中、緑色の光がひとつずつフラッ
シングします。
イニシャライズ動作中は、緑の光がふたつずつ
フラッシングします。

インターロックスイッチ
安全装置のひとつです。ここに物をつめたり
しないでください。

テーブル
スキャン対象物を置く台です。スキャン中に
回転します。これ以外の内部機器には触れな
いでください。
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5.設置とケーブルの接続

ヘッド固定具の取り外しと設置

持ち運びは、本体底を持ち、必ず2人で行ってください。けがをすることがあります。

　必ずヘッド固定具を外してからご使用ください。外さないと動作しないばかりか、故障の原因になります。
　下記で説明するもの以外は、内部に手を触れたり、無理に動かしたりしないでください。故障の原因になります。

設置に際しては、次の点にご注意ください。

・不安定な場所に設置しないでください。落下の危険があるばかりか、故障や誤動作の原因になります。
・モータのすぐそばなど、電気的な雑音の多い場所での使用は避けてください。
・湿気やほこりの多い場所には設置しないでください。
・使用中に熱を発生しますので、放熱の悪い場所には設置しないでください。
・振動の激しい場所には設置しないでください。
・気温10～40度、湿度 35～80%（ただし結露しないこと）の環境で使用してください。
・温度変化の激しい環境での使用は避けてください。スキャン精度に影響することがあります。

六角レンチ（3mm）

ヘッド固定具1

キャップ

ヘッド固定具2

六角レンチ（2.5mm）

本機を箱から取り出したら、まず始めにヘ
ッド固定具を取り外します。この作業は、
ACアダプタを接続する前に行ってくださ
い。

1. 六角レンチ（3 mm）でビス3本を外し、
ヘッド固定具1を取り外します。

2. 付属のキャップ3個を取り付けます。

3. ドアを開き、テーブル右奥に見える青
い板がヘッド固定具2です。六角レン
チ（2.5 mm）でビス5本を外し、この
ヘッド固定具2を取り外します。

4. ヘッドユニット上部にある青いヘッド
固定具3を外します。六角レンチ（3
mm）でビス1本を外し、ヘッド固定具
3を上に向かって引き抜きます。引き
抜くとき、固定具を落とさないように
注意してください。

4.各部の名称とはたらき　5.設置とケーブルの接続

ヘッド固定具3

六角レンチ（3mm）
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ケーブルの接続

専用のACアダプタ以外は使用しないでください。火災・感電の原因となります。

ACアダプタに表示された定格の電源以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

本製品に付属の電源コードを使用してください。付属品ではない電源コードを使用すると、火災・感電の原因となりま
す。

アースに接続してください。故障などによる漏電により、感電することがあります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、たばねたり、重いものを載せた
り、挟み込んだりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。

電源コードとACアダプタを接続します。

また、パソコンのCOMポート（RS-232Cポート、シリアルポート）と接続します。パソコンによってはCOMポートを2つ
以上持つものもありますので、接続したCOMポートの番号を確認しておいてください。
別売の弊社シリアルケーブル（DOS/Vパソコンの場合、XY-RS-34など。クロス結線）を用いてください。主にモデムの接
続に使われるストレート結線では動作しません。
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シリアル端子

スキャナ本体背面

ACアダプタジャック

シリアルケーブル

*XY-RS-34などのクロス結線。第7章「3.仕様」を参照

COM2

COM1

パソコンのCOMポート（例）

ACアダプタ

電源コード

接続後ケーブルを止めます

5.設置とケーブルの接続

ACアダプタや電源コードが抜けたり、接触不良を起こしたりしないよう、確実に接続してください。故障や誤動作の原因
になります。

ケーブルの接続は、コンピュータと本機の電源がOFFの状態で行ってください。

必ずCOMポートに接続してください。プリンタポートなど誤ったポートに接続すると、動作しないばかりか、故障の原因
になります。
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第1章　スタートアップ

6.電源のオン／オフとドアの開閉

電源オンの手順

本機の電源をオンにするには、手順があります。次のようにしてください。

1. ドアを閉じます。

2. スタンバイキーを押します。

3. ムーブメントLEDがフラッシングします。フラッシングが消えるまでドア
を閉じたままにしてください。この間、本機のイニシャライズ動作が行われ
ています。

4. イニシャライズが完了すると、スタンバイキーが緑色に点灯、ムーブメント
LEDが消灯になります。これでスキャン可能な状態になりました。

イニシャライズ動作は、最大40秒程度かかることがあります。イニシャライズ途中でドアを開けてしまうと、安全のため
動作は中断します。この場合正常なスキャンができません。いちど電源をオフにし、ドアを閉じて電源を入れ直してくださ
い。また、イニシャライズ動作中に数秒間通常とは異なる動作音がしますが、正常な動作です。

本機の電源をオンにしたあとにパソコンを起動すると、スキャンができないことがあります。パソコンによって起こること
がありますが、故障ではありません。この場合、パソコンを起動した後に本機の電源をオンにしてください。また、パソコ
ンを再起動したときは、本機の電源も入れ直してください。

電源のオフ

長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となり
ます。

スタンバイキーを1秒間以上押し続けます。

ドアの開閉

ドアを開くと、スタンバイキーは緑色の点滅になります。この状態でスキャンはできません。ドアを閉じてからスキャン
を開始してください。
スキャン動作中にドアを開けると、安全のため緊急停止します。ドアを閉めてもスキャンの再開はできません。

ドアを開けてもスタンバイキーが点滅しない場合、安全装置が故障している可能性があります。このときは直ちに使用を中
止し、販売店または弊社サービスステーションにご連絡ください。

スタンバイキー

ムーブメントLED
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7.ソフトウェアの準備

インストールされるソフトウェア

「Dr. PICZA3」、「3D Editor」の2つがインストールされます。

必要なシステム構成

Dr.PICZA3、3D Editorに必要なコンピュータのシステム構成は次の通りです。

対応OS Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT 4.0、Windows 2000、
Windows XP

CPU PentiumⅡ以上を推奨

メモリ 128 MB以上を推奨

インストールに必要なHDD容量 10MB（Dr.PICZA3、3D Editorを合わせた容量）

ディスプレイ 640×480ドット、256色以上
（800×600ドット以上、16 bit色（High Color）、OpenGL対応アクセラレータボードを推奨）

インターフェース COMポート（シリアルポート）

*必要メモリは、スキャン条件などによって左右されます。スキャン領域が大きいほど、また、スキャンピッチが細かい
ほど必要メモリが増えます。条件に応じたメモリを搭載することをおすすめします。

6.電源のオン／オフとドアの開閉　7.ソフトウェアの準備
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第1章　スタートアップ

ソフトのインストール手順

1. Windows を起動します。Windows NT4.0/2000/XP の場合は、「コン
ピュータの管理者」または「Administrators」のユーザーアカウントで
ログオンしてください。

2. 付属CD-ROM（Roland Software Package）をパソコンのCD-ROMド
ライブに挿入します。自動的にインストールのメニュー画面が表示され
ます。

3.「ここをクリック」と書かれたところをクリックし、「LPX-250」を選び
ます。

4. [インストール] ボタンをクリックします。

5. インストール画面の指示に従い、[ 次へ ] ボタンをクリックして先に進
みます。インストール先フォルダなどを特別に指定したい場合には、こ
こで行います。通常は、そのまま [ 次へ ] で進んでください。インス
トールが始まります。

6. インストールが完了すると終了の画面が表示されます。 [ 閉じる ] ボタ
ンをクリックしてインストールを終了します。

Dr.PICZA3の起動方法

1. はじめにLPX-250の電源をオンにします。
2. 次に、Windowsの [ スタート ]―[ プログラム ]―[ Roland PICZA ]―[ Dr.PICZA3 ] をクリックします。

 Dr.PICZA3は、起動時に、接続されている3Dスキャナの機種名を確認しようとします。Dr.PICZA3を起動するときは、先
にLPX-250の電源をオンにしておいてください。

Dr.PICZA3の [ MODELA Player起動 ] ボタン、 [ 3D Engrave起動 ] ボタンは、本システムでは使いません。MODELAシ
リーズなどと併用する際に使用します。

通信ポートの選択

1. Dr.PICZA3のメニュー [ ファイル ]―[ 環境設定 ] をクリックします。

2. [ 通信ポート ] で、LPX-250を接続したコンピュータのCOMポート
番号を選びます。

3. [ OK ] ボタンをクリックします。以上でLPX-250でのスキャンが可能
になります。

Windows NT4.0/2000/XPの場合のご注意

他のプリンタドライバなどがCOMポートを使う設定になっている場合、注意が必要です。他のドライバとDr.PICZA3が同
じCOMポートを選択していると、スキャンはできません。別のCOMポートに接続するなどして、他ドライバとの重複を
避けてください。

接続を確認する方法

Dr.PICZA3のメニュー [ ヘルプ ]―[ バージョン情報 ] をクリックします。ファームウェアバージョンや機種名が表示され
たら接続は正常です。
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第2章

　LPX-250の基礎知識

1.スキャンのしくみ

回転テーブル

1.スキャンのしくみ

LPX-250は、レーザ光を使って物体をスキャンします。スポットビームをスキャン対象物に当て、その反射光をセンサで読みとりま
す。スキャン対象物を回転させ、レーザ光を下から上に移動させながらスキャンを行います。

レーザー発振器

センサ

LPX-250は、2つのスキャンモードを持っています。それぞれに特長があり、対象物に最適なスキャンモードを選択することができ
ます。
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第2章　LPX-250の基礎知識

○

×

白、黄、赤などの明るい色のもの

黒、青、緑などの暗い色のもの

＊白色のサフェーサー（下地塗料）を塗布するとよいことがある

○

×

石こう、木材、モデリングクレーなどツヤのないも
の

ツヤのあるもの、金属や鏡など反射の強いもの

＊白色のサフェーサー（下地塗料）を塗布するとよいことがある
＊眼障害の恐れがあるため、反射の強いものは避けること

× レーザ光のあたる角度が浅すぎる部分

20°以下

結果的に対象物の頂上付近は、
スキャンできないことが多い

○

×

光を通さないもの

透明なもの、透けるもの

＊白色のサフェーサー（下地塗料）を塗布するとよいことがある

○

×

表面が比較的なめらかなもの

布地やけば立ったもの

2. スキャンに適するものと苦手なもの

LPX-250は、どんなものでもスキャンできるわけではありません。対象物の素材が結果に大きく影響しますので、十分な検討が必要
です。
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2. スキャンに適するものと苦手なもの　3. 2つのスキャンモード

3.２つのスキャンモード

スキャンモードには平面スキャンと回転スキャンの２つがあります。

平面スキャン

テーブルとレーザヘッドを同期して回転させ、平行なレーザ光でスキャンします。対象物の形によらず比較的安定したス
キャン結果が得られるため、オールマイティーなモードとして活用できます。一度に最大6面までのスキャン（複合平面ス
キャン）ができます。

平面スキャンのしくみ

レーザ光は
ほぼ平行に当たる

複合平面スキャン
 （スキャン面数が4の場合）

回転スキャン

テーブルを一方向に回転させながら対象物の外周をスキャンします。比較的凹凸が少なく、球や円筒に近い形のものをス
キャンするのに向いています。比較的粗いピッチでも曲面をなめらかに再現できるので、スキャン時間も短くなります。
ただし、平面スキャンよりもスキャンできる対象物の形は限られてきます。

回転スキャンのしくみ

レーザ光はテーブル中心に
向かって放射される
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第2章　LPX-250の基礎知識

スキャン対象物とスキャン方向

スキャン対象物に空洞部分がある場合、平行なレーザ光を使う平面スキャンの方が回転スキャンよりも空洞を捉えやすく
なります。レーザ光が空洞を抜けやすいからです。しかし、図Ｂのようにレーザ光が空洞部を通り抜けられず他の部分に
さえぎられてしまうと、空洞を捉えることができません。

A: レーザ光が空洞を通り抜けている B: レーザ光がさえぎられている

再スキャンによる仕上げ

対象物の凹凸が大きい場合、レーザ光の届かない部分が多くなります。回転スキャンの方が平面スキャンよりもこの影響
を受けやすく、ところどころスキャンできないことがあります。この場合は、スキャンできなかった部分を指定して再ス
キャンします。
詳しくは、第４章の「1. 再スキャンによる細部の仕上げ」を参照してください。

再スキャン

したがって、レーザ光の当たる角度が重要になります。平面スキャンでは、レーザ光の当たる角度を空洞が捉えやすい向
きになるよう設定してからスキャンすることができます。詳しくは、第３章の「2. スキャン操作」を参照してください。
また、対象物をセットするとき、下図を参照してレーザ光の放射方向に空洞部を向けるとレーザ光が空洞を抜けやすくな
ります。

空洞部

レーザ光の向き

スキャン対象物

テーブル

ドア側
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4.対象物のセット位置とスキャン可能領域

スキャン可能領域は、スキャンモードによって若干の違いがあります。実際にスキャンできる領域は、対象物をセットする位置にも
左右されます。なお、対象物はテーブルからはみ出さないようにセットしてください。

平面スキャンの場合

複合平面スキャン（スキャン面数が2～6面のとき）

複合平面スキャンの場合、対象物はテーブルの中心付近にセットします。テーブルの端にセットするとセンサ有効領域か
ら外れるため、正常なスキャンができません。

複合平面スキャンの
スキャン可能領域

テーブル

230 mm
（9 in.）

406 mm
（16 in.）

3 mm
（1/8 in.）

スキャン面数が1面のとき

1面のみのスキャンの場合、スキャンしたい面がテーブル中心より右側に来るようにセットします。

　

スキャン面が1面のときの
スキャン可能領域

テーブル

406 mm
（16 in.）

3 mm
（1/8 in.）

230 mm
(9 in.)

4.対象物のセット位置とスキャン可能領域
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第2章　LPX-250の基礎知識

センサ有効領域

レーザセンサがレーザ光の反射を検出するのは、テーブル中心より右側の領域です。これがセンサ有効領域です。テーブ
ル中心より左側でレーザ光が反射すると、LPX-250はスキャンすべきものがないと判断します。テーブル中心にセットし
た対象物の表面は常にセンサ有効領域内を通過し、レーザ光は常に右側の領域で反射することになります。
大きなくぼみがあったり、クランク状をした対象物の場合、このセンサ有効領域を考慮しなければならないこともありま
す。

回転スキャンの場合

基本的に、スキャン対象物はテーブル中心にセットします。スキャン対象となるどの部分もテーブル中心にかかっている
ことが必要です。中心から外れた部分（図の斜線部分）は、正常にスキャンできません。

回転スキャンの
スキャン可能領域

テーブル

254 mm
（10 in.）

406 mm
（16 in.）

3 mm
（1/8 in.）

センサ有効領域
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1.スキャンの準備

スキャン対象物の選定

スキャンを始める前に、対象物がスキャンに適したものかを検討します。

スキャンに適した条件 適さないときの対処例

　対象物の素材、色 光を通さないものか 白のサフェーサー（下地塗料）の塗布を検討する
白や黄色などの明るい色か
つやのない素材か

　対象物の大きさ テーブルに収まるか パーツごとに分解できないか検討する

　対象物の形 テーブルに安定して置けるか 固定治具の使用や粘土での固定を検討する
レーザ光の届かない部分が多くないか パーツごとに分解できないか検討する

スキャンモードの検討

平面スキャンと回転スキャンのどちらのモードでスキャンするかを検討します。一般に、比較的凹凸が少なく円筒形に近
い形のものは回転スキャン、それ以外のものは平面スキャンを選択するとよいでしょう。
全体は円筒形に近いが部分的に回転スキャンが適さないところがあるものは、回転スキャンで全体をスキャンし、再スキャ
ンで仕上げることを検討します。再スキャンについての詳細は、第4章の「3.再スキャンによる細部の仕上げ」をご覧くださ
い。

スキャン対象物のセット

テーブル上以外は、内部に金属、燃えやすいもの等の異物を入れないでください。また、テーブルも含め、水などの液
体をかけないでください。火災の原因となります。

スキャン対象物が倒れたりずれたりしないよう、テーブルに確実に固定してください。スキャン中テーブルは回転しま
す。スキャン対象物が転倒や接触により破損することがあります。スキャン対象物の破損は、保証の対象外です。

スキャン対象物をテーブルの中心付近にセットします。特に「回転スキャン」の場合、中心から外れた位置にセットすると
よいスキャン結果は得にくくなります。また「平面スキャン」の場合、対象物をセットする向きにも注意します。
スキャン中はテーブルが回転しますので、対象物が倒れたりずれたりしないよう、両面テープや粘土、あるいはオプショ
ンのバイスなどでしっかり固定します。

第3章

　基本的な操作方法

1.スキャンの準備
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第3章　基本的な操作方法

2.スキャン操作

スキャン動作中にドアを開けないでください。安全のためスキャン動作は緊急停止します。ドアを閉めてもスキャンの再開
はできません。

ここでは、スキャン操作の方法を説明します。

1. Dr.PICZA3の [ ] ボタンをクリックします。
[スキャン] ダイアログが表示されます。

2. 平面スキャンまたは回転スキャンのボタンをクリックしま
す。
［スキャン設定］ダイアログが表示されます。

テーブル以外、内部の部品には手を触れないでください。故障の原因になります。

テーブルやレーザヘッド等の可動部を手で動かさないでください。故障の原因になります。

スキャン対象物は、テーブルからはみ出さないようにしてください。機器内部に接触し、故障やスキャン対象物破損の原因
になります。
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3.［プレビュー］ボタンをクリックします。
プレビューを開始します。
スキャン対象物の大まかな形状が表示されます。
このとき、スキャン領域の高さが自動設定されます。

4. この結果を目安にして、スキャン領域やスキャンピッチな
どの設定をします。
スキャン条件の設定方法については、この節の「平面ス
キャンの条件設定」および「回転スキャンの条件設定」を参
照してください。

5.［スキャン］ボタンをクリックします。
スキャンを開始します。

6. スキャン結果が表示されます。
必要であれば、再スキャンによる仕上げをしたり、ス
キャン条件を変更して始めからスキャンしなおします。
スキャン結果の表示については、次節の「3. スキャン結
果の表示」を参照してください。再スキャンについては、
第4章を参照してください。

2. スキャン操作
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第3章　基本的な操作方法

平面スキャンの条件設定

(1) スキャン面数を設定します。複合平面スキャンのときは [ 2 ] ～ [ 6 ] を選択します。プレビュー画面にはスキャン面
の様子が表示されます。

(2) スキャン面が複数あるとき、プレビュー画面に表示するスキャン面を切り替えます。

(3) クリックすると対象物の大まかな形状を表示し、スキャン領域の高さを自動設定します。これを目安にスキャン領域を
設定します。

(4) プレビュー画面の表示方向を操作します。正面図と上面図の切り替えや、プレビューの回転、拡大、縮小、移動などが
できます。

(5) 高さ方向と幅方向のスキャンピッチを設定します。

(6) スキャン領域を設定します。 [ オフセット量 ] は、スキャン面が [ 1 ] のときのみ設定できます。

(7) 現在選ばれているスキャン面にレーザ光が当たる角度を指定します。各スキャン面ごとに指定できます。

(8) スキャンに必要なメモリ量が表示されます。パソコンの空きメモリ量を超えるスキャンは、画面表示などのパフォーマ
ンスを大幅に低下させることがあります。大容量のスキャンを行うときは、十分なメモリをパソコンに搭載することを
おすすめします。
[ ] ボタンをクリックすると、スキャン時間の目安が表示されます。

必要最小限のスキャン領域がポイント

スキャン領域が小さいほど、スキャンは早く終わります。必要最小限
の領域を設定することで、効率のよいスキャンができます。スキャン
領域を特に設定しないと、スキャン可能な全領域をスキャンします。

スキャンピッチ設定のコツ

細部をどこまで再現するかを決める設定です。ピッチが細かいほどな
めらかになるということではありません。それほど細部まで必要ない
場合、むしろピッチを粗くした方がよいこともあります。

Dr.PICZA3で使われる単位

Dr.PICZA3は、ミリ表示とインチ表示の両方に対応しています。初
期設定は、Windowsの数値単位の設定で決まります。単位を変更す
るには、次の手順で行います。 スキャン幅

開始点

スキャン
高さ

終了点

高さ方向
ピッチ

幅方向ピッチ

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

１．Dr.PICZA3のメニュー［ファイル］－［環境設定］をクリック
します。

２．［単位］を［mm］または［インチ］にします。
３．［OK］をクリックします。

(2)

(7)
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回転スキャンの条件設定

(1) クリックすると対象物の大まかな形状を表示し、スキャン領域の高さを自動設定します。これを目安にスキャン領域を
設定します。

(2) プレビュー画面の表示方向を操作します。正面図と上面図の切り替えや、プレビューの回転、拡大、縮小、移動などが
できます。

(3) 円周方向と高さ方向のスキャンピッチを設定します。円周方向ピッチの単位は、度数または1周（360度）の分割数のど
ちらかを選択することができます。

(4) スキャン領域を設定します。 [ 円周 ] をそれぞれ [ 0 ] [ 360 ] にすると360度全周のスキャンになります。

(5) スキャンに必要なメモリ量が表示されます。パソコンの空きメモリ量を超えるスキャンは、画面表示などのパフォーマ
ンスを大幅に低下させることがあります。大容量のスキャンを行うときは、十分なメモリをパソコンに搭載することを
おすすめします。
[ ] ボタンをクリックすると、スキャン時間の目安が表示されます。

スキャン領域とスキャンピッチ

高さ方向
ピッチ

円周方向ピッチ

円周方向0°

終了点

スキャン高さ

開始点

円周方向0°の向き

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2. スキャン操作
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第3章　基本的な操作方法

3.スキャン結果の表示

さまざまな方法で表示させながら、スキャン結果を確認することができます。

表示する視点やズーム率の操作

表示方法の切り替え

各ボタンをクリックすると、表示方法が切り替わります。

 [ 点群 ] ボタン スキャンポイントを点で表示します。
 [ ワイヤーフレーム ] ボタン スキャン結果をワイヤーフレームで表示します。
 [ 隠線消去 ] ボタン ワイヤーフレームですが、影になった部分は表示しません。
 [ レンダリング ] ボタン 面を表示し、実物にもっとも近い表示になります。

　

画面表示をより早くする

OSやグラフィックボードがOpenGLなどに対応している場合、表示をより早くできることがあります。次のように設定し
てください。

１．Dr.PICZA3のメニュー [ 表示 ]―[ オプション ] をクリックします。
２． [ 描画方法 ] でOpenGLなどを選択し、[ OK ] ボタンをクリックします。
３．表示が乱れるときは対応していません。その場合は、[ 描画方法 ] を [ ソフトウェア ] に戻してください。

１．これらのボタンをクリックして
　　視点移動やズームのモードにする

２．オブジェクトをドラッグする

これらのボタンをクリックすると
表示方法が切り替わる

「レンダリング」にした画面
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１．Dr.PICZA3の［ ポリゴンメッシュを生成 ］ボタンをクリッ
クします。

　　［ ポリゴン化オプション ］ダイアログが開きます。

２．ポリゴンメッシュの生成条件を選び、［ OK ］をクリックし
ます。

　　
　　［ ポリゴン化オプション ］ダイアログの詳細については、
「Dr.PICZA3 ユーザーズマニュアル」（電子マニュアル）を参
照してください。

３．意図したポリゴンにならないときは、条件を変えて再生成
します。

［ポリゴンメッシュを生成］ボタン

ポリゴンメッシュ生成のコツ

ポリゴンメッシュを生成すると、スキャンポイントが密集している部分だけにポリゴンが生成されます。スキャンポイント
の多いデータを使うと、ポリゴンメッシュデータの完成度を高めることができます。スキャンポイントを増やすにはスキャ
ンピッチを細かくします。ただし、必要なメモリが増え、スキャン時間も長くなります。十分なメモリがないときやスキャ
ン時間を短縮したいときは、まず粗いピッチでスキャンします。その後、必要な部分だけを細かいピッチで再スキャンして
から、ポリゴンメッシュを生成するとよいでしょう。
また、次のようなときも再スキャンが有効です。

・スキャン対象物の起伏に対してスキャンポイントが少ない部分があるとき
・欠落した部分が大きい、または複雑な形状をしているとき

再スキャンについては第４章を参照してください。

4.ポリゴンメッシュの生成

条件によってはスキャン結果が次のようになることがあります。ポリゴンメッシュを生成することによって、スキャン対象物本来の
イメージに近いデータに仕上げることができます。

レーザ光が届かないため空洞部がつながる

面が欠落して穴があく

ポリゴンメッシュは、スキャンポイントからスキャン対象物本来の形状を推測して生成されるポリゴンで構成されていま
す。スキャンポイントを単純につないで生成される、スキャン直後に表示されるポリゴンとは異なります。
ポリゴンメッシュは平面スキャン、回転スキャンのどちらで測定されたデータからでも生成できます。複合平面スキャン
のような多面スキャンのデータからでも、１つのポリゴンメッシュデータが生成されます。
ポリゴンメッシュを生成すると、スキャンポイントのない部分を空洞にすることや、周りの形状に沿って穴を埋めること
ができます。
ここではポリゴンメッシュの生成方法を説明します。

3.スキャン結果の表示 　4.ポリゴンメッシュの生成
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第3章　基本的な操作方法

5.スキャン結果の保存

スキャン結果の保存

スキャン結果を保存するには、Dr.PICZA3のメニュー［ ファイル ］－［ 名前を付けて保存 ］をクリックします。
データは、Dr.PICZAプロジェクト形式（拡張子:pij）で保存されます。このファイル形式では、スキャンデータとポリゴンメッ
シュデータが１つのファイルに保存されます。ポリゴンメッシュが生成されていないときは、スキャンデータだけが保存
されます。
保存されたファイルは、Dr.PICZA3のほか、3Dデータ編集ソフト「3D Editor」でも開くことができます。

データのエクスポート

スキャン結果を他のアプリケーションソフトで利用したいときには、エクスポートコマンドを使います。スキャンデータ
とポリゴンメッシュデータのどちらかを選んでエクスポートします。PIX形式（テキスト/バイナリ）やSTL形式（テキスト/
バイナリ）などで保存（エクスポート）することができます。詳しくは「Dr.PICZA3ユーザーズマニュアル」（電子マニュアル）
を参照してください。

1. エクスポートしたいデータを表示させます。［ 表示 ］メニューから［ スキャンデータ ］または［ ポリゴンメッシュ ］
のどちらかを選びます。

2. Dr.PICZA3の [ エクスポート ] ボタンをクリックします。エクスポートしたいファイル形式をクリックします。
3. ファイル形式によっては、ダイアログボックスが表示されます。データを受け渡すアプリケーションソフトが対応す
るものを選び、［OK］をクリックしてください。例えば、PIX形式、STL形式のときはテキストかバイナリのどちらか
を選び、 [ OK ] をクリックします。

PIX形式、STL形式

[ エクスポート ] ボタン

4. エクスポートするファイル名を入力し、 [ 保存 ] ボタンをクリックします。

スキャンデータとポリゴンメッシュデータ

スキャンデータは、スキャンして得られた測定点（スキャンポイント）のデータです。
ポリゴンメッシュデータは、スキャンデータからスキャン対象物のあるべき形状を推測して生成された、新しいポリゴンの
データです。
データをエクスポートするときには、以上の違いを考慮して、目的に合ったデータを選んでください。
未加工の測定データが必要なときは、スキャンデータをエクスポートします。3D CG作成用のポリゴンデータが必要なとき
は、ポリゴンメッシュデータをエクスポートするとよいでしょう。
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第4章

　よりよいスキャンのための機能

1.再スキャンによる細部の仕上げ

再スキャンとは、全体をスキャンしたあと、一部分だけを条件を変えてスキャンしなおす機能です。基本のスキャンをなるべく良い
条件で行っておくことが前提ですが、再スキャンで細部を仕上げていくことでデータの完成度を高めることができます。ポリゴンメ
ッシュが意図したとおりに生成されないときも、再スキャンによってスキャンポイントを増やしてから再生成すると、完成度の高い
データを生成できます。
再スキャンには、平面再スキャンと回転再スキャンがあります。基本のスキャンと再スキャンのスキャンモードの選び方は自由です
ので、それぞれの特性を活かして、違うモードを組み合わせることもできます。

スキャンできなかった部分の仕上げ

条件によって、スキャン後に生成したポリゴンメッシュが次のようになることがあります。このようなときは、再スキャ
ンを使って仕上げることができます。ただし、形状的にどの向きからもレーザ光が届かない部分などは、再スキャンの効
果は期待できません。

スキャンポイントが少なく本来の形状が再現できない

　　図のような形状のものを回転スキャンすると、必要なスキャンポイントが得られないことがあります。
　

欠落面が大きい、または複雑な形状をしているとき

　生成されたポリゴンメッシュの形状が本来の形状とは異なってしまうことがあります。

再スキャンせずに生成
したポリゴンメッシュ

平面再スキャン後に生成
したポリゴンメッシュ

回転スキャンだけを行って生成
したポリゴンメッシュ

取っ手部を平面再スキャンして
から生成したポリゴンメッシュ

回転スキャン後の結果

1. 再スキャンによる細部の仕上げ
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特定部分をより細かくスキャンする

全体を粗くスキャンし、必要な部分だけをより細かいピッチで再スキャンします。データの容量を少なくでき、スキャン
も短時間で済みます。スキャン対象物の形状に合わせて再スキャンモードを選びます。

再スキャンモードを選ぶには

●スキャンできなかった部分を再スキャンするときスキャンできなかった部分を再スキャンするときスキャンできなかった部分を再スキャンするときスキャンできなかった部分を再スキャンするときスキャンできなかった部分を再スキャンするとき
回転再スキャンよりも平面再スキャンのほうが有利です。回転再スキャンよりも短時間でスキャンできます。スキャン対象
物が複雑な形状をしているときも、平面再スキャンでスキャン角度を変えながら重ねてスキャンしていくとよいでしょう。

●特定部分をより細かく再スキャンするとき特定部分をより細かく再スキャンするとき特定部分をより細かく再スキャンするとき特定部分をより細かく再スキャンするとき特定部分をより細かく再スキャンするとき
基本のスキャンと同じモードで再スキャンするほうがよいでしょう。
たとえば、円筒形や円筒に近い形状をしたスキャン対象物の表面の模様などを細かくスキャンしたいときは、まず全体を粗
く回転スキャンして、次に回転再スキャンを選びます。
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再スキャンの操作手順

再スキャンするときは次の手順で行います。画面は、平面再スキャンを行った場合のものです。

1. まず、全体をスキャンします。スキャン対象物の形状に合わ
せて適切なスキャン方法を選んでください。ここから、再ス
キャンが済むまで、スキャン対象物のセット位置を動かして
はいけません。

2. 全体のスキャンが完了したら、 [  ] ボタンをクリックし
ます。［平面再スキャン］または［回転再スキャン］ をクリック
します。

3.  [ スペース ] キーを押しながらマウスをドラッグして、再ス
キャンしたい部分を正面に向けます。

4.（キーを押さずに）マウスをドラッグして、再スキャン領域を
指定します。平面スキャンの場合、このときの画面上の向き
がスキャン方向になります。

5. 再スキャン領域は、複数指定することができます。その場合、
手順3と4を繰り返します。このとき、スキャンピッチを領域
ごとに指定することはできません。

6.［  ］ボタンをクリックします。再スキャン領域の指定モー

ドが解除されます。

マウスをドラッグして再スキャン
領域を選択する

[ スペース ] キーを押しながらマウスを
ドラッグして視点移動

1.再スキャンによる細部の仕上げ
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7. マウスをドラッグして再スキャン領域を確認します。指定し
た再スキャン領域が立体的に表示されます。

8. ［  ］ボタンをクリックします。［スキャン設定］ダイア
ログが表示されます。再スキャンの場合、スキャンピッチ以
外の設定は変更できません。

9. 必要であればスキャンピッチを変更し、[ スキャン ] ボタン
をクリックします。

再スキャン実行

視点移動のショートカットキー

再スキャン領域を指定するときには、カーソルキーでも視点を移動することができます。また、[ Ctrl ] キーや [ Shift ] キ
ーを押しながらマウスをドラッグすると、平行移動や拡大縮小ができます。

領域指定と再スキャンのやりなおし

再スキャン領域を指定した後、オブジェクトの任意の位置を一度クリックすると指定は解除されます。また、再スキャンを
した後でも、 [ 元に戻す ] ボタンで再スキャン前の状態に戻すことができます。

再スキャンのスキャンピッチ

複雑な形状の部分を再スキャンするときは、スキャンピッチをできるだけ細かくします。スキャンポイントが増え、より完
成度の高いポリゴンメッシュを生成することができます。空きメモリが少ないときは、スキャン範囲を狭くして数回にわけ
て再スキャンするとよいでしょう。

[ 元に戻す ] ボタン

指定した再スキャン領域

スキャンピッチ
の入力

再スキャン
領域
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2.よりよいスキャンのためのケーススタディ

苦手な対象物のスキャン結果

苦手な素材をスキャンしたときの例です（メッキされたもののスキャンは実験のため特別に行ったものです。眼障害の恐れ
があるため、反射の強いもののスキャンは避けてください）。

*こういった例の場合、白色のサフェーサー（下地塗料）などを塗布するとよい結果が得られることがあります。

スキャンモードをどちらにすべきか

空洞があり複雑な形状のものを2つのスキャンモードでスキャンした例です。このような対象物は、平面スキャンが適しま
す。

黒ペン
・平面スキャン
・ピッチ1.0mm×1.0mm

メッキされたもの
・回転スキャン
・ピッチ1.0mm×3°

黒の部分でスキャンミスが発生

平面スキャン回転スキャン

2.よりよいスキャンのためのケーススタディ
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円筒形に近い形のものを2つのスキャンモードでスキャンした例です。どちらもスキャンはできていますが、回転スキャン
の方が短時間で済んでいます。スキャンピッチはどちらも同等ですが、回転スキャンの方が表面はなめらかな印象です。

回転スキャンのあと再スキャンしてから生成したポリゴンメッシュと、平面スキャンのみから生成したポリゴンメッシュ
の例です。どちらのモードがよいかは、対象物が回転スキャンの特長をどれだけ生かせるかで判断するとよいでしょう。
平面スキャンを使えば再スキャンしなくてもよい場合がありますが、曲面のなめらかさを重視するなら回転スキャンの方
が有利です。

回転スキャン
・ピッチ 1.4mm×1.6°
・スキャン時間 3分30秒

平面スキャン
・ピッチ 1.4mm×1.4mm
・スキャン時間 6分

回転スキャン（再スキャンで仕上げ） 平面スキャン（スキャン面数：3）
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回転スキャンの対象物セット位置

回転スキャンでは、レーザ光はテーブル中心に向かって放射されます。このため、凹凸のある対象物では、そのセット位
置によってレーザ光の届き方が大きく変化します。これは、この点を考慮してセット位置をあえて中心からずらしてみた
ケースです。ただし、このような対象物は平面スキャンの方がよいでしょう。このセット位置では、背中の部分が正しく
スキャンされません。

石こう像
・回転スキャン
・ピッチ0.6mm×1.0°

石こう像
・同条件でセット位置を変更

回転中心

レーザ光の死角のため
凹部がスキャンされない

凹部のスキャンが改善

回転中心

2.よりよいスキャンのためのケーススタディ

平面スキャンのスキャン方向

平面スキャンでスキャン方向を変えた例です。空洞を捉えやすい方向（レーザ光が抜ける方向）を考慮するとともに、対象
物のどの部分を一番重要と考えるかも念頭におくとよいでしょう。

正面からスキャンした例（スキャン面数：2） 斜め前からスキャンした例（スキャン面数：2）
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第5章　スキャン結果の編集 -「3D Editor 」の活用

第5章

スキャン結果の編集 - 「3D Editor」の活用

［3D Editor起動］ボタン

Dr. PiCZA3

3D Editorの起動
とデータ読み込み

3D Editor

1. 3D Editorでできること

3D Editorを用いると、次のようなことができます。

・拡大縮小 －方向に引っぱり伸ばすなどの変形操作も可能

・移動・回転 移動距離や回転角度の数値指定も可能

・切　　断 パーツに分けることができる。切断面をふさぐことも可能

・削　　除 切断して不要になったオブジェクトを削除できる

・合　　成 複数オブジェクトを合体する。そのための位置合わせ機能もある

・ポリゴン数の削減 ディティールを残しつつデータを軽くする。3Dスキャナ必携の機能

・スムージング機能 オブジェクト表面をなめらかにする

・エクスポート DXF、STL、IGES、VRML、点群形式などでのデータ保存が可能

・再ポリゴン化 インポートされたデータからポリゴンメッシュを生成

3D Editorの機能については、「3D Editorユーザーズマニュアル」（電子マニュアル）で詳しく説明しています。あわせてご
覧ください。なお、3D Editorで扱えるのは、サーフェスモデルのみです。

2.データのインポートとエクスポート

スキャン結果を直ちに読み込む

Dr.PICZA3の [ 3D Editor起動 ] ボタンを押すと、3D Editorの起動と、表示されているスキャン結果の読み込みが同時に
行われます。
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複数データの読み込み

[ インポート ] ボタンで複数のデータを読み込み、3D Editorの画面に複数のオブジェクトを配置することができます。
Dr.PICZAプロジェクト形式、PIX形式、DXF形式（3D、サーフェスモデルのみ）、STL形式のファイルがインポートでき
ます。

3D Editorは、Dr.PICZA ver.1～2のPIX形式のファイルも読み込むことができます。

他データ形式のエクスポート

[ エクスポート ] ボタンで、DXF、STL、IGES、VRML、点群などさまざまな形式でデータが保存できます。

［インポート］ボタン複数データの読み込み

PIXファイル STLファイル

DXFファイル

DXFファイル STLファイル

VRMLファイル

［エクスポート］ボタン 他データ形式で保存

1. 3D Editor でできること　2.データのインポートとエクスポート



34

第5章　スキャン結果の編集 -「3D Editor 」の活用

3.オブジェクト操作の基本

3D Editorの画面の見かた

3D Editorは、オブジェクトを同時に4つの視点から表示しています。これらは、どれをいつ操作してもよく、要は見る角
度が違う4つの目を持っているようなものです。ただ、4つの画面にはそれぞれ特徴があります。

Side（側面図）

オブジェクトを真横から見たイメージです。Y方向とZ方
向には動きますが、X方向には動きません。Z方向の移動
の様子を正確に見たいときなどに使います。

Front（正面図）

オブジェクトを真正面から見たイメージです。X方向とZ
方向には動きますが、Y方向には動きません。Z方向の移
動の様子を正確に見たいときなどに使います。

Top（上面図）

オブジェクトを真上から見たイメージです。X方向とY方
向には動きますが、Z方向には動きません。正確にXY方
向のみに移動させたいときなどに使います。

Perspective（透視図）

XYZどの方向にも動かせます。正確にX方向に移動という
ような操作は難しく、XYZのどの方向にどれだけ移動した
か正確にはわかりません。おもに全体をイメージするため
のビュワーとして使うとよいでしょう。

XYZの向きを表す
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3D Editorでデータを編集してみよう

簡単な編集をしてみましょう。LPX-250でりんごをスキャンし、切断したり移動させたりしてみます。

1 . まず、りんごをスキャンします。そして、
Dr.PICZA3の [ 3D Editor起動 ] ボタンをクリ
ックします。3D Editorが起動すると同時に、り
んごのデータが読み込まれます。

2 .りんごを縦に切ってみましょう。  [ 平面で切断 ]
ボタンをクリックすると、切断面とダイアログが
表示されます。

　

3. 切る位置を少し横にずらしてみます。この場合は
[ Front ] 画面がやりやすいでしょう。切断面をマ
ウスでドラッグして、左側に動かします。

4. 切る位置が決まったら [ 実行 ] ボタンをクリッ
クします。これでりんごは2つのパーツに分けら
れました。しかし、まだ1つのように見えます。
2つのパーツを離してみましょう。[ オブジェクト
選択 ] ボタンをクリックしたあと、りんごの左側
部分をクリックして選択します。

［3D Editor起動］ボタン

Dr. PiCZA3

3D Editorの起動
とデータ読み込み

3D Editor

［平面で切断］ボタン

マウスでドラッグ

[オブジェクト選択] ボタン

この部分を選択

切断の実行

3.オブジェクト操作の基本
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第5章　スキャン結果の編集 -「3D Editor 」の活用

5. [ オブジェクト移動 ] ボタンをクリックしたあと、選択した部分
を左にドラッグします。2つのパーツが離れていきます。操作が
終わったら、 マウスを右クリックして [ オブジェクト移動 ] モー
ドを抜けます。

6. 今度は、右のりんごの切り口を正面に向けてみましょう。この操
作は [ Top ] 画面でないとできません。
まず、[ オブジェクト選択 ] ボタンをクリックし、次にりんごの
右側部分をクリックして選択します。

　

7. [ オブジェクト回転 ] ボタンをクリックしたあと、マウスをドラ
ッグして反時計回りに回します。切り口が下を向くところまで回
してみましょう。[ Perspective ] 画面を見ると、切り口が正面を
向いたことがわかります。操作が終わったら、マウスを右クリッ
クして [ オブジェクト回転 ] モードを抜けます。

8. 最後に、切り取ったパーツを消してしまいましょう。この操作は
[ Side ] 画面以外ならどれでもできそうです。まず [ オブジェクト
選択 ] ボタンをクリックしたあと、切り取った部分をクリックし
て選択します。そして、[ 消去 ] ボタンをクリックします。

移動したいオブジェクト
をドラッグ

[オブジェクト選択] ボタン

[オブジェクト回転] ボタン

[オブジェクト移動」] ボタン

この部分を選択

ドラッグして回転

［オブジェクト選択］ボタン

［消去］ボタン
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第6章

　トラブルの対処方法

スタンバイキーを押しても電源

オンにならない

スタンバイキーを1秒以上押し

ても電源がオフにならない

電源をオンにすると異音がし、

それが40秒程度つづく

電源をオンにするとスタンバイ

キーが緑色に点灯するが、スキ

ャンできない

電源をオンにするとスタンバイ

キーが緑の点滅となり、まった

く動かない

スタンバイキーがオレンジ色に

点滅して、スキャンできない

スタンバイキーが赤色に点灯・

点滅する

スキャンは完了するが、その後

パソコンが止まってしまう

・ACアダプタや電源コードが正しく接続されているか確認する
・ACアダプタを一度コンセントから抜き、接続しなおしてから
スタンバイキーを押す

・ACアダプタを一度コンセントから抜く

・すべてのヘッド固定具が外してあるか確認する
・スキャン対象物などが内部に引っかかっていないか確認する

・すべてのヘッド固定具が外してあるか確認する
・Dr.PICZA3の環境設定でCOMポートの番号を正しく設定して
あるか確認する

・パソコンを再起動する
・パソコンとの接続が正しく行われているか確認する
・スキャナのACアダプタを一度コンセントから抜き、接続しな
おしてから電源オンにする

・ドアをきちんと閉じる
・ACアダプタを一度コンセントから抜き、接続しなおしてから
電源オンにする

・パソコンの起動後にスキャナ本体の電源をオンにする
・パソコンを再起動し、スキャナ本体の電源も入れ直す
・スキャナのACアダプタを一度コンセントから抜き、接続しな
おしてから電源オンにする

・パソコンとの接続ケーブルが指定のものか確認する
・ソフトを再インストールする

・ACアダプタを一度コンセントから抜き、接続しなおしてから
電源オンにする

・パソコンの空きメモリを超えるスキャンをすると、パソコンの
パフォーマンスが極端に低下することがあります。 Dr.PICZA3
の [スキャン設定] ダイアログで必要メモリ量の確認をし、スキ
ャンピッチを大きくするか、メモリの増設を検討してください。

スキャナ本体の故障、AC アダ
プタの故障、電源ケーブルの断
線が考えられます。

スキャナ本体の故障が考えられ
ます。

パソコンとの接続ケーブルが指
定のものでないか、断線してい
る可能性があります。また、パ
ソコンのCOM ポートが機能し
ていないか、スキャナ本体の故
障が考えられます。

スキャナ本体の故障が考えられ
ます。

パソコンとの接続ケーブルの不
良、コネクタの接触不良などが
考えられます。

スキャナ本体の故障が考えられ
ます。

思うように動作しない場合、下記の対処方法を行ってみてください。それでも改善せず、故障と判断されるときは、販売店もしくは
弊社サービスステーションにご連絡ください。

症　　　　　状 改善しないとき対　　処　　方　　法
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第6章　トラブルの対処方法

パソコンに「スキャナと通信で

きません」と表示され動かない

パソコンに「ポートが使用でき

ません」と表示され動かない

パソコンに「MODELA

Playerが見つかりません」

「3D Engraveが見つかりま

せん」と表示される

・Dr.PICZA3を起動する前にスキャナの電源をオンにする
・Dr.PICZA3の環境設定でCOMポートの番号を正しく設定して
あるか確認する

・パソコンを再起動する
・パソコンとの接続が正しく行われているか確認する
・スキャナのACアダプタを一度コンセントから抜き、接続しな
おしてから電源オンにする

・ソフトを再インストールする

・パソコンを再起動する
・スキャナのACアダプタを一度コンセントから抜き、接続しな
おしてから電源オンにする

・Windows NT4.0/2000/XPの場合、他のプリンタドライバな
どが同じCOMポートを使用していないか確認する

・ソフトを再インストールする

・それぞれの起動ボタンは、本システムでは機能しません。
MODELAシリーズなどと併用する場合に使えるようになりま
す。

パソコンとの接続ケーブルが指
定のものでないか、断線してい
る可能性があります。また、パ
ソコンのCOM ポートが機能し
ていないか、スキャナ本体の故
障が考えられます。

症　　　　　状 改善しないとき対　　処　　方　　法
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1.サンプルデータシート

実際に行ったスキャンのデータシートです。スキャン条件を決める参考にしてください。

　

第7章

　付　録

対象物 素材：石こう

スキャンモード 回転スキャン

スキャン領域 高さ方向 0 ～ 325 mm、円周方向 0～360°

スキャンピッチ 高さ方向 1.0 mm、円周方向 1.0°

スキャン時間 約 23 分

使用メモリ 約 53 MB（Dr.PICZA3による消費めやす）

データ容量 Dr.PICZAプロジェクト形式   7.6 MB （ポリゴンメッシュデータを含む）
PIX形式（テキスト）   5.1 MB
DXF形式 23.1 MB
STLテキスト形式 64.5 MB
STLバイナリ形式 11.0 MB
IGES形式   724 KB （像正面の一部、制御点 6,724 ポイント）
VRML形式   7.7 MB
3DMF形式   7.5 MB
※データ容量はいずれもスキャンデータをエクスポートした結果です。

使用パソコン Windows 98、PentiumⅢ 650 MHz、320MB RAM

1.サンプルデータシート



40

第7章　付　録

2.テーブル寸法図

1/2 scale

ネジ穴9個（M6 深さ7mm）

φ
60φ
130φ

200

φ
254

12
0°

120°
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3.仕　様

テーブルサイズ 直径 254 mm

最大スキャン領域 回転スキャン：直径 254 mm、高さ 406.4 mm
平面スキャン：幅 230mm、高さ 406.4 mm

スキャンピッチ 回転スキャン：円周方向 0.2 ～ 60°、高さ方向 0.2 ～ 406.4 mm
平面スキャン：幅方向 0.2 ～ 230 mm、高さ方向 0.2 ～ 406.4 mm

最大テーブル積載重量 5kg（オプションのバイスを含まず）

使用レーザ 波長：600 ～ 700 nm、最大出力：1.0 mW未満（ただし、きょう体外部に放出される最大
出力は0.39μW）、パルス幅：350μs、パルス周波数：2,857 Hz

セ ン サ 非接触式レーザセンサ

スキャン方式 スポットビーム三角測量方式

動作速度 テーブル回転速度：15 rpm、ヘッド回転速度：7.5 rpm、ヘッド移動速度：50 mm / sec.

インターフェイス シリアル（RS-232C規格、D-Sub 25ピン）
転送方式：非同期方式/全二重データ通信、転送速度：9,600 / 115,200 bps、データビット：8、

　 ストップビット：1、パリティ：なし、フロー制御：ハードウェア

コントロールキー、LED スタンバイキー、スタンバイLED、ムーブメントLED

電　　源 専用ACアダプタ（DC 19 V、2.1 A）

消費電力 ACアダプタ：85 VA

外形寸法 528 (W) × 742 (D) × 431 (H) mm

重　　量 32 kg（本体のみ）

動作温度 10 ～ 40℃

動作湿度 35 ～ 80 %（ただし、結露のないこと）

付 属 品 ACアダプタ：１、電源コード：1、六角レンチ 2.5 mm：1、六角レンチ 3 mm：1、キャップ：3、
Roland Software Package CD-ROM：1、ユーザーズマニュアル：1、保証書：1、
お客様登録カード：1、Roland Pixform™：1

信号名 端子番号 信号名 ピンコネクション
NC 25 13 NC
NC 24 12 NC
NC 23 11 NC
NC 22 10 NC
NC 21 9 NC
DTR 20 8 NC
NC 19 7 SG
NC 18 6 DSR
NC 17 5 CTS
NC 16 4 RTS
NC 15 3 RXD
NC 14 2 TXD

1 FG

シリアルインターフェイスコネクタ

1

14

13

25

XY-RS-34/14 ケーブル結線図

D-sub 9ピンメス D-sub 25ピンオス

2.テーブル寸法図　3.仕　様
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開封前に必ずお読みください

　弊社では、お客様に下記のソフトウェア使用許諾契約書を設けさせていただいており、本製品はお客様が本契約にご同
意いただいた場合のみ、提供させていただきます。
　本製品の包装を開封された時点で、本契約にご同意いただいたものとみなさせていただきますので、ご了承ください。
　本契約書は、必ず保管してくださいますようお願い申しあげます。

ソフトウェア使用許諾契約書

ローランド ディー.ジー.株式会社 (以下「弊社」と呼ぶ) は、本契約書とともにご提供する本製品に関し、本製品を使用するお
客様(以下「お客様」と呼びます) に対して、下記条項にもとづき非譲渡性の非独占的権利を許諾し、お客様も下記条項にご同意
いただくものとします。

①定義 「プログラム」とは、本契約書とともに提供されるパッケージに在中のコンピュータプログラムをいいま
す。「本製品」とは、弊社がお客様に提供したプログラムおよび関連資料ならびにプログラムの複製をあわ
せていいます。

②契約の成立 本契約は、お客様が本製品の包装を解いたとき成立します。

③所有権 本ソフトウェア、本ソフトウェアのロゴ、製品名、プログラム、取扱説明書、文書、及びその他のサポート
資料の一切の所有権・著作権は弊社に属するものとします。

④使用条件 プログラム及び複製したプログラムは同時に一人の使用者でかつ１台のコンピュータでのみ使用することが
できます。
お客様は、バックアップを目的としたプログラムの複製を作成することができます。プログラム及びプログ
ラムの複製は弊社の所有物になりますが、プログラムの複製が記録されている媒体は弊社の所有物にならな
いものとします。

⑤禁止事項 プログラムまたはプログラムの複製物をネットワークやその他の方法で同時に複数のコンピュータで使用す
ることはできません。
プログラムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはいけません。
本契約の終了および解約に関わらずいかなる場合においても、本契約、本契約による使用権、本製品に関す
る譲渡、貸与、賃貸、第三者への再使用権許諾及び移転を行ってはいけません。

⑥契約の終了 お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときまたは弊社の著作権を侵害したときは、弊社は本契約を解
除しお客様のご使用を終了させることができます。
お客様がプログラムの使用を停止すると決めたとき、本契約は自動的に終了します。
本契約が終了または解約された場合、お客様は速やかにご自身のご負担で本製品を弊社に返却するか、破棄
するものとします。

⑦保証 機器本体の「お客様登録カード」の各項目に記入し、署名または捺印を行い弊社に返送したお客様は、本製
品に関する弊社の提供する各種サービスを受けることができます。
本製品の品質および機能がお客様の使用目的に適合することを保証するものではありません。
弊社はいかなる場合にもプログラムを運用した結果の影響に対して一切の責任を負いません。弊社 (及び弊
社の販売店) はお客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じたお客様の損害に対し
て、いかなる責任も負いません。
弊社は本ソフトウェア及び本ソフトウェアに関する全ての資料は、その仕様について事前の通知無しに変更
されることがあるものとします。


