
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-60
ユーザーズマニュアル



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。

【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: 2005 (IEC 60825-1: 2001)

【本システムのレーザ仕様】（きょう体を含む）
波長：645～660 nm、最大出力：390μＷ未満

　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。
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 安全にお使いいただくために

本機の取り扱いによっては、本機の取り扱いによっては、本機の取り扱いによっては、本機の取り扱いによっては、本機の取り扱いによっては、人に危害が及んだり、人に危害が及んだり、人に危害が及んだり、人に危害が及んだり、人に危害が及んだり、ものに損害を与えることがあります。ものに損害を与えることがあります。ものに損害を与えることがあります。ものに損害を与えることがあります。ものに損害を与えることがあります。これらを未然に防ぐため必ずこれらを未然に防ぐため必ずこれらを未然に防ぐため必ずこれらを未然に防ぐため必ずこれらを未然に防ぐため必ず

守っていただきたいことを、守っていただきたいことを、守っていただきたいことを、守っていただきたいことを、守っていただきたいことを、次のように説明しています。次のように説明しています。次のように説明しています。次のように説明しています。次のように説明しています。

警告 と 注意 の意味

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。

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。

 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。

 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。

図記号の例

 は、注意 (危険、警告を含む) 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、「感電注意」を表しています。

警告

注意

 正しく操作しないとけがをします

警告

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し

たりすることがあります。

お子さまを決して近づけないでください。

お子さまにとって危険な場所や部品があり、思わ

ぬけがをすることがあります。
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 安全にお使いいただくために

 本機は約40 kgあります

注意

開梱・設置・移動は、本体底面を持ち、必ず2人

以上で行ってください。

けがをすることがあります。

水平で安定した場所に設置してください。

適さない場所では、落下や転倒のおそれがありま

す。

 レーザ光が外部に放射される恐れがあります

注意

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3R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。

注意

スキャン対象物が倒れたりずれたりしないよう、

テーブルへ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。

高さ304.8 mm以上のもの、テーブルからはみ

出すものはスキャンしないでください。

本機内部に接触して故障や破損の原因になります。

また、スキャン対象物が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

ザ光をのぞいても安全です。

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触れても、やけどを負ったり、ものが燃えたりすることはありません。

しかし、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。

 正しく操作しないとスキャン対象物が壊れます



 安全にお使いいただくために
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 ショート、感電、火災の恐れがあります

警告

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。

専用のACアダプタ以外は使用しないでくださ

い。

火災・感電の原因になります。

電源コードは、付属のもの以外は使わないでく

ださい。

火災の原因になります。

傷んだACアダプタ本体、電源コードや電源プラ

グ、ゆるんだコンセントは使わないでください。

火災・感電の原因になります。

電源コードを傷つけたり引っぱったりしないで

ください。

コードの被覆が破れてショートし、感電や火災の

原因になります。

電源コードは、上にものをのせたり、無理に曲げ

たりして、変形させないでください。

変形させるとそこが熱くなり、火災の原因になり

ます。

電源プラグをコンセントから抜くときは、電源

コードを持たずに電源プラグを持ってください。

コードが傷み、火災・感電の原因になります。

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・漏電火災の原因になります。

ぬれた手で本機を操作したり、電源プラグを抜

き差ししたりしないでください。

感電の原因になります。

異常な状態（煙や火花が出る、こげ臭い、異音が

するなど）になったら、すぐに電源コードを抜い

てください。

放っておくと火災や感電の恐れがあります。すぐ

にコンセントから電源プラグを抜き、当社コール

センターまでご連絡ください。

テーブル上以外は、内部に金属、燃えやすいもの

など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。

ショートして感電したり、入れたものが燃えて火

災になることがあります。
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 安全にお使いいただくために

本体には注意事項を記したラベルがはってあります。これらは使用者の安全確保を目的としています。ラベルをはがした

り汚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。

 本体貼付のラベルについて

このほかに、次の記号を使っています。

  使用上の、ポイント、アドバイスです。

正面左側面 右側面
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取り扱い上のお願い

本機は精密機器です。性能を十分発揮するために次のことをお守りください。守られないと十分な性能を発揮できなかっ

たり、誤動作や故障の原因になります。

本体

本機は精密機器です

○衝撃や無理な力を加えないようていねいに取り扱ってください。

○ テーブル以外の内部部品に手を触れないでください。スキャンできなくなることがあります。

適切な場所に設置してください

○決まった温度と湿度の場所に設置してください。

○静かで安定している条件のよい場所に設置してください。

スキャン動作中は本機に触らないでください

○スキャン動作中、本機に衝撃を与えないでください。スキャンノイズが発生する原因になります。

○スキャン動作中、緊急時以外は本機のドアを開けないでください。電源がオフになり、スキャン動作が再開できなくなりま

す。

ケーブルの接続に注意してください

○ACアダプタや電源コード、USBケーブルは使用中に抜けたり、接触不良を起こさないよう確実に接続してください。

○付属のUSBケーブルをお使いください。

○USBハブなどは使用しないでください。
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取扱説明書について

本機に付属している取扱説明書は次のとおりです。

ユーザーズマニュアル（本書）

初めにお読みください。ご使用上の注意やスキャン方法、問題があった場合の対処方法などについて書かれています。

Dr.PICZA3 ヘルプ　（電子マニュアル）

3D Editor ヘルプ　（電子マニュアル）

コンピュータの画面で見る取扱説明書です。ソフトウェアをインストールすると見ることができるようになります。

☞ 　参照「2-4 ソフトウェアをインストール／設定する」

それぞれのソフトウェアで使用するコマンドの詳細な説明が書かれています。

表示させる方法は２つあります。

●［スタート」メニューから

［スタート］メニューから［すべてのプログラム］（または［プログラム］）を選び、［Roland Dr.PICZA3 （3D Editor）］－

［Dr.PICZA3（3D Editor） Help］の順に選びます。

●ソフトウェアの［ヘルプ］メニューから

［ヘルプ］メニューから［目次］をクリックします。
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1. はじめに



10 1. はじめに

1-1 LPX-60とは

LPX-60の特長

LPX-60は、非接触レーザ方式を使った、立体物の形状をスキャンするための3Dスキャナです。

非接触レーザ方式で、安心、スピーディーなスキャンが可能

レーザ光を使用して、スキャン対象物に触れずにスキャンできます。対象物を傷つける心配もなく、高速にスキャンで

きます。

2つのスキャンモードに対応

付属ソフトウェア「Dr.PICZA3」を使用して、平面スキャンと回転スキャンの2つのスキャンモードでスキャンでき

ます。スキャン対象物の形状に合わせてスキャンモードを選べます。2つのモードを組み合わせて、複雑な形状をした

もののスキャンも可能です。

多彩なスキャン機能に対応

2つの基本スキャンモードに加え、線分スキャン、点スキャン機能にも対応。「Dr.PICZA3」を使用して、対象物の特

徴的な線分（輪郭線など）や点だけのデータを取りだすことができます。これらのデータを、3Dソフトウェアでのモデ

リングの補助データとして使用すれば、モデリング作業の工数を削減することも可能です。

スキャンのしくみ

LPX-60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。

回転テーブル

レーザ発振器

センサ



111. はじめに

1-2 各部の名称と機能

正面

背面

ドア

スキャンするときは必ず閉じます。ドアが開いている
と電源はオンになりません。電源がオンのときにドア
を開くと、電源はオフになります。
ドアの開閉は必ず取っ手を持って行ってください。

テーブル

スキャン対象物を置く台です。スキャン
中は回転します。
テーブル以外の場所には触らないでくだ
さい。

インターロックスイッチ

安全装置のひとつです。ここにものをつ
めたりしないでください。ドアが閉まら
なくなり、安全装置が働かなくなります。

電源ボタン

電源をオン／オフします。電源をオンにす
るときはこのボタンを押します。電源をオ
フにするには１秒以上押しつづけます。
また、本機の状態を光の色で示します。
☞ 　参照 次ページ「ランプ表示について」

ムーブメントランプ

電源ボタンの周りを円状に囲んでいます。
本機が何かの動作をしているときに点滅し
ます。
☞ 　参照 次ページ「ランプ表示について」

USBコネクタ

USBケーブル（付属）を接続します。

ACアダプタジャック

ACアダプタを接続します。

取っ手



12 1. はじめに

1-2 各部の名称と機能

ランプ表示について

電源ボタンやムーブメントランプの光によって本機の状態を確認できます。

　    ランプの表示

　  電源ボタン       ムーブメントランプ

消灯 　消灯 電源オフの状態です。

青色点灯　 　２個ずつ点滅 初期動作中です。

青色点灯 　消灯 スキャンが可能な状態です。

青色点灯 　１個ずつ点滅 スキャン中です。

（青色+赤色）点灯(*) 　消灯 エラーが発生しています。
赤色点灯または点滅 ☞ 　参照「5-1 こんなときは」

赤色

青色

ムーブメントランプの表示

電源をオンにした直後の初期動作中は２個ずつ、スキャン中は１個ずつ、青い光が時計回りに移動します。

初期動作中 スキャン中

時計回りに移動時計回りに移動

2個ずつ 1個ずつ

電源コードが接続されているときにドアを開けたり閉めたりすると、電源ボタンとムーブメントランプが瞬間的に点滅します。
これは正常な動作です。
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2. 本機の準備をする

コンピュータとの接続やソフトウェアのインストールなど、箱を開けて
から最初にやっていただく作業について説明しています。



14 2. 本機の準備をする

2-1 付属品を確認する

以下のものが同梱されています。全ての付属品が揃っているかご確認ください。

電源コード：1 　ねんど：1

CD-ROM：1 マニュアル：1 Roland LPX EZ Studio：1

ACアダプタ：1

ACアダプタホルダー：1 USBケーブル：1 ケーブルクランプ：2

お客様登録カード：1



152. 本機の準備をする

2-2 設置する

設置場所を決めるには

水平で安定している条件のよい場所に設置してください。不適切な場所は事故や火災のもとになったり、誤動作や故障
の原因になります。

注意 水平で安定した場所に置いてください。

適さない場所では、落下や転倒の恐れがあります。

注意 設置作業は２人以上で行ってください。

本体が落下し、けがをすることがあります。

設置に適さない場所

　●湿気やホコリの多い場所
　●高温な場所
　●振動の激しい場所
　●電気的な雑音が多い場所
　●放熱効果の悪い場所

電源コードにいつでも手が届くよ
う、本機右側面と背面には十分な
スペースをあけてください。

500 mm

3
8
2
 m
m

電源コード

本体高さ　619 mm

上面図



16 2. 本機の準備をする

2-2 設置する

梱包材を取り外す

保護材やヘッド固定具などの梱包材を取り外します。

・ドアは必ず取っ手を持って開けてください。

・内部機器に手を触れたり、むやみに動かしたりしないでください。故障の原因になります。

・梱包材は移送するときに必要です。捨てないでください。

☞ 　参照「5-2 移送するときは」

正面

本体正面の保護材を取り外し、ドアを固定しているテープを剥がします。

本体内部

ドアを開け、テーブルとヘッド固定具を固定しているネジを手で回して外します。

ネジA

ネジB

取り外し後、所定の
位置に保管します。
☞  参照 次ページ

ヘッド固定具や付属のACアダプタホルダーを本体
背面に取り付けるために使用します。
☞  参照 次ページ
☞  参照 「2-3 ケーブルを接続する」

ヘッド固定具

保護材の一部で
す。はがさない
でください。



172. 本機の準備をする

2-2 設置する

ヘッド固定具とネジの保管

ヘッド固定具とネジ（A、B）はそれぞれ所定の位置に保管することができます。

テーブルを固定していたネジAは下図の場所に保管します。

ネジBは2本をヘッド固定具の取り付けに、2本をACアダプタホルダーの取り付けに使います。残りの2本は図のネ
ジ穴部に取り付けて保管します。
☞ 　参照「2-3 ケーブルを接続する」

ヘッド固定具は図のように本機背面に取り付けて保管します。

本機背面

ネジA

ネジB



18 2. 本機の準備をする

2-3 ケーブルを接続する

本機にケーブルを接続するときは、付属のケーブルクランプとACアダプタホルダーを使います。

ケーブルクランプとACアダプタホルダーを取り付ける

ケーブルクランプとACアダプタホルダーを本機背面に取り付けます。

ケーブルを接続する

警告 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。

警告 ACアダプタ、電源コードは、付属のもの以外は使わないでください。

火災・感電の原因となります。

警告 電源コードを傷つけたり引っぱったりしないでください。

コードの被膜が破れてショートし、感電や火災の原因になります。

警告 電源コードは、上にものをのせたり、無理に曲げたりして、変形させないでください。

変形させるとそこが熱くなり、火災の原因になります。

警告 傷んだACアダプタや電源コード、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。

ケーブルクランプ
両面テープをはがし
て貼り付けます。

ネジB

ACアダプタホルダー
ネジBを2本使います。



192. 本機の準備をする

2-3 ケーブルを接続する

ACアダプタのケーブルとUSBケーブルをケーブルクランプで固定します。
ACアダプタはACアダプタホルダーの上に置きます。

"Roland"ロゴが見える

USBケーブルは、まだ接続しないでください。
USBケーブルの接続は、ドライバのインストール手順で指示が

あるときに行います。接続した状態でドライバのインストールを

開始すると、インストールに失敗して本機を使用できなくなるこ

とがあります。

「2-4 ソフトウェアをインストール/ 設定する」の手順にした

がって接続してください。

ACアダプタは図の向きに置いてください。

電源コード

ケーブル
クランプ

ACアダプタホルダー

コンセント

USBケーブル
ACアダプタ

コンピュータ
USBポート

電源コードとACアダプタを接続すると、電源ボタンとムーブメントランプが瞬間的に点滅します。これは正常な動作です。



20 2. 本機の準備をする

2-4 ソフトウェアをインストール／設定する

本機を使ってスキャンするための準備をします。はじめに、本機をお使いのコンピュータに接続します。次に、付属の
ソフトウェアをコンピュータにインストールします。

ドライバをインストールする

ドライバのインストールは必ず下記の手順にしたがって行ってください。手順を間違えるとインストールできなくなる

ことがあります。

　☞ 　参照「5-1 こんなときは」の 「ドライバがインストールできないときは」

操作手順

Windows XP

1 インストールの前に、本機とお使いのコンピュータ

がUSBケーブルで接続されていないことを確認し

てください。

2 Windowsを起動し、「コンピュータの管理者」のア

カウントでログオンします。

3 CD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブに

セットします。

図の画面が表示されます。

4 本機の電源をオンにします。

ランプの点滅が終わるまでしばらくお待ちください。
点滅は1分程度続きます。
ここからインストールが終わるまで、ドアを開けないでく
ださい。電源がオフになり、インストールが正常にできな
いことがあります。

5 付属のUSBケーブルを接続します。

［新しいハードウェアの検索ウィザード］が表示されます。

ランプは２個ずつ時計回りに
点滅します。

電源ボタンを押します。

USBコネクタ
（Ｂタイプ）

USBケーブル
（付属）

本機背面
コンピュータ

USBポート



212. 本機の準備をする

2-4 ソフトウェアをインストール／設定する

6 図の画面が表示されたときは、［いいえ、今回は接続

しません］を選び、［次へ］をクリックします。

この画面が表示されずに手順7の画面が表示された

ときは、そのままインストールを続けてください。

7 ［ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）］

を選び、［次へ］をクリックします。

8 図の画面が表示されたら［続行］をクリックします。

インストールが開始されます。

9 ［完了］をクリックします。

［新しいハードウェアの検索ウィザードの開始］が表示さ
れます。

10 手順6～9をもう一度行ってください。

これでドライバのインストールが終了しました。



22 2. 本機の準備をする

2-4 ソフトウェアをインストール／設定する

Windows 2000

1 インストールの前に、本機とお使いのコンピュータ

がUSBケーブルで接続されていないことを確認し

てください。

2 Windowsを起動し、「Administrators」権限のア

カウントでログオンします。

3 CD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブに

セットします。

図の画面が表示されます。

4 本機の電源をオンにします。

ランプの点滅が終わるまでしばらくお待ちください。
点滅は１分程度続きます。
ここからインストールが終わるまで、ドアを開けないでく
ださい。電源がオフになり、インストールが正常にできな
いことがあります。

5 付属のUSBケーブルを接続します。

［新しいハードウェアの検索ウィザード］が表示されます。

6 ［次へ］をクリックします。

ランプは２個ずつ時計回りに
点滅します。

電源ボタンを押します。

USBコネクタ
（Ｂタイプ）

USBケーブル
（付属）

本機背面

USBポート

コンピュータ



232. 本機の準備をする

2-4 ソフトウェアをインストール／設定する

7 ［デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）］を

選び［次へ］をクリックします。　

8 ［CD-ROMドライブ］を選び、［次へ］をクリック

します。

9 ［次へ］をクリックします。

インストールが開始されます。

10 ［完了］をクリックします。

［新しいハードウェアの検索ウィザードの開始］が表示さ
れます。

11 手順6～10をもう一度繰り返してください。

これでドライバのインストールが終了しました。



24 　2. 本機の準備をする

2-4 ソフトウェアをインストール／設定する

Windows Me/98 SE

1 インストールの前に、本機とお使いのコンピュータ

がUSBケーブルで接続されていないことを確認し

ます。

2 Windowsを起動します。

3 CD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブに

セットします。

図の画面が表示されます。

4 本機の電源をオンにします。

ランプの点滅が終わるまでしばらくお待ちください。
点滅は１分程度続きます。
ここからインストールが終わるまで、ドアを開けないでく
ださい。電源がオフになり、インストールが正常にできな
いことがあります。

5 付属のUSBケーブルを接続します。

［新しいハードウェアの追加ウィザード］が表示されます。

6 Windows Meの場合

［適切なドライバを自動的に検索する（推奨）］を選び、［次へ］をクリックします。

Windows 98 SEの場合

［次へ］をクリックします。

ランプは２個ずつ時計回りに
点滅します。

電源ボタンを押します。

USBコネクタ
（Ｂタイプ）

USBポート

USBケーブル
（付属）

コンピュータ本機背面

Windows 98 SEWindows Me



25　2. 本機の準備をする

2-4 ソフトウェアをインストール／設定する

7 Windows Meの場合

自動的にインストールが開始されます。手順10へ進んで
ください。

Windows 98 SEの場合

［使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）］
を選び［次へ］をクリックします。
手順8へ進みます。　

8 ドライバの検索場所として、CD-ROM内のフォルダを指定します。

9 インストールを開始します。

10 ［完了］をクリックします。

その後自動的にインストールが行われます。

これでドライバのインストールが終了しました。

1［検索場所の指定］
を選びます。

2［参照］をクリック
します。

「次へ」をクリックするとイ
ンストールが始まります。

「次へ」をクリック
します。

3 お使いのCD-ROMドライブ
をダブルクリックします。

4［¥Drivers¥Lpx-
60］を選びます。

5 [OK]をクリック
します。



26 　2. 本機の準備をする

2-4 ソフトウェアをインストール／設定する

ソフトウェアをインストールする

次の付属ソフトウェアをインストールします。

Dr.PICZA3 本機を使ってスキャンするためのソフトウェアです。
3D Editor スキャンした3Dデータを編集するためのソフトウェアです。

操作手順

1 図の画面が表示されていることを確認します。

2 画面の指示に従ってインストールを開始します。

3 図の画面が表示されたら「次へ」をクリックします。

以降は画面の指示に従ってください。

すべてのインストールが完了すると、終了の画面が表示さ
れます。

4 ［閉じる］をクリックします。

これでソフトウェアのインストールが終了しました。

ここを[LPX-60]にします。

チェックされていることを
確認します。

ここをクリックするとイ
ンストールが始まります。



27　2. 本機の準備をする

2-4 ソフトウェアをインストール／設定する

Dr.PICZA3を設定する

付属のソフトウェアDr.PICZA3の設定を行い、本機でスキャンできるようにします。

操作手順

1 Dr.PICZA3を起動します。

［スタート］メニューから［すべてのプログラム］（またはプログラム）を選び、［Roland Dr.PICZA3］－［Dr.PICZA3］の順
に選びます。

2 ［ファイル］メニューから、［環境設定］をクリックします。

3 通信ポートと、Dr.PICZA3で使用する単位を設定します。

これで本機を使ってスキャンするための準備が整いました。

[Roland LPX-60 USB Port]と書か
れたポート番号を選びます。

［mm］または［インチ］にします。

設定が終わったらクリックします。



28



29

3. 3Dデータを作成する

本機と付属ソフトウェア「Dr.PICZA3」を使用した3Dデータの作成
について説明しています。



30 3. 3Dデータを作成する

3-1 作業の流れ

本機は、付属ソフトウェア「Dr.PICZA3」を使って、3次元形状をスキャンすることができます。スキャンして得られ
た3Dデータを他のアプリケーションで使用するには、Dr.PICZA3でデータを変換して保存する必要があります。

ここでは、スキャンの準備から3Dデータを保存するまでの作業の流れを説明します。

1　スキャンするものを用意し、本機にセットする
スキャンしようとするもの（以後スキャン対象物と呼びます）が、スキャンに適しているかどうかを確認して、問

題がなければ本機にセットします。

☞ 　参照「3-2 スキャン対象物をセットする」

2　スキャンする
Dr.PICZA3を使用して、スキャンします。（基本スキャン）

☞ 　参照「3-3 スキャンする」

3　データを仕上げる
基本スキャンのあと、必要に応じて重ねてスキャンしたり、新しいポリゴンを作ったりして、目的に合ったデー

タに仕上げていきます。

☞ 　参照「3-4 データを仕上げる」

4　データを保存する
仕上がったデータをお使いのアプリケーションソフトウェアに合わせたファイル形式で保存します。

☞ 　参照「3-5 データを保存／エクスポートする」

付属ソフトウェア「3D Editor」を使うと、Dr.PICZA3でスキャンしたデータを直接読み込んで編集することができます。

    ☞ 　参照「4. スキャン結果の編集 - 3D Editorを使う」



313. 3Dデータを作成する

3-2 スキャン対象物をセットする

はじめに、スキャン対象物を用意します。スキャンできるものであることを確認したら、対象物を本機にセットします。

スキャン対象物を用意する

本機はどんなものでもスキャンできるわけではありません。スキャン対象物の素材や形状によって、スキャンできない
ものがあります。以下を参照して、スキャン対象物が本機でスキャンできるものかどうか確認してください。

対象物の大きさ

注意 テーブルからはみ出すものや、スキャン範囲を超える大きさのものをスキャンしないでください。

本機の故障、スキャン対象物の破損などの原因となります。スキャン対象物の破損は保証の対象外です。

テーブルからはみ出したり、高さが高すぎるものはスキャンできません。

このようなときは、対象物を上記の範囲からはみ出さないような大きさに分割することを検討します。

対象物の形状

レーザ光の当たる角度が浅い部分はスキャンできません。

テーブル

304.8 mm

203.2 mm

20°以下



3. 3Dデータを作成する

3-2 スキャン対象物をセットする

32

対象物の素材

対象物の表面が比較的なめらかなものはスキャンに適しています。布地やけば立ったものはスキャンできません。

素材の種類や色などでスキャンが難しいものがあります。

このようなときは、白色のサフェーサー（下地塗料）を対象物の表面に塗るとスキャンできることがあります。
　(*)　誤動作の原因となりますので、反射の強いものはスキャンしないでください。

スキャン対象物についてのご注意

○貨幣を複製することは法律で禁止されています。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。

3-2 スキャン対象物をセットする

○

×

石こう、木材、モデリングク
レイ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、黄、赤などの明るい色
のもの

黒、青、緑などの暗い色の
もの

○

×

光を通さないもの

透明なもの、透けるもの



333. 3Dデータを作成する

3-2 スキャン対象物をセットする

スキャン対象物をセットする

スキャン対象物を選んだら、スキャン対象物をテーブルにセットします。

注意 スキャン対象物が倒れたりずれたりしないよう、テーブルへ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。

スキャン中はテーブルが回転します。対象物が倒れたりずれたりしないよう、両面テープやねんどなどでしっかりと固
定してください。対象物がずれてしまうと正常なスキャンができません。

スキャン対象物に空洞があるときは、図のようにレーザ光が空洞を通過しやすい向きにセットするとスキャンしやすく
なります。

センサ有効領域

本機のセンサがレーザの反射光を感知して、スキャン対象物をス
キャンできる範囲は右図の通りです。
テーブルが回転して、対象物がこの範囲を通過する間にレーザ光を
反射できる面はスキャンできます。
凹凸の激しいものや、クランク状のようなものをスキャンするとき
は、このセンサ有効領域を考慮しなければならない場合があります。

テーブルの端にスキャン対象物をセットすると、対象物の全体を正
常にスキャンできないことがあります。
右図のりんごの場合、斜線部で囲まれた範囲はスキャンすることが
できません。

センサ有効領域

テーブル

304.8 mm

3 mm

203.2 mm

レーザ光の
放射方向

レーザ光が当たらないセンサ有効領域外

底面をねんどなど
で固定します。

テーブル

テーブルの中心に
セットします。

テーブルの中心線

10 mm

空洞部

テーブル

スキャン対象物

レーザ光の向き



34 3. 3Dデータを作成する

3-3 スキャンする

本機にスキャン対象物をセットしたら、いよいよスキャンを行います。
ドアが閉まっていることを確認し、電源をオンにしてから作業を行ってください。

基本スキャン

スキャン対象物をセットして最初に行うスキャンです。基本スキャンを実行してスキャンデータが得られると、いろい
ろな操作ができるようになります。

操作手順

1 Dr.PICZA3を起動します。

［スタート］メニューから［すべてのプログラム］（またはプログラム）を選
び、［Roland Dr.PICZA3］－［Dr.PICZA3］の順に選びます。

2  [ ] 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。

3 スキャン対象物の形状に合わせて、スキャン方法を選びます。

［スキャン設定］ダイアログが表示されます。

・球や円筒に近いもの、凹凸の少ないもの
　⇒　回転スキャンを選びます。
・その他のもの
　⇒　平面スキャンを選びます。

通常は形状の制限が少ない平面スキャンを選びます。

4 ［  ］ボタンをクリックします。

プレビューが開始されます。
ここからスキャンが終了するまでドアを開けないでください。ドアを開け
ると電源がオフになります。再び電源をオンにしても、スキャンは再開で
きません。

どちらかのボタンをクリックします。

クリックする

プレビュー中 プレビュー終了後

スキャン領域の高さ
が自動設定されます。

スキャン対象物
の大まかな形状
が表示されます。
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3-3 スキャンする

5 プレビューを見ながら以下の設定をして、スキャンを開始します。

　スキャンピッチ  細かくすると形状の細部まで再現できますが、必要メモリ量が増え、スキャン時間もかかります。
　スキャン領域  対象物全体がスキャンできる最低限の領域を指定して、スキャン時間が短くなるように設定します。

※〔面ごとに設定〕をオンにすると、各面のスキャン領域、スキャンピッチを個別に設定できます。
　
　（以下は平面スキャンの場合のみ、設定します）

　スキャン面数  １～６面まで指定できます。対象物の形状に合わせて面数を決めるとよいでしょう。
　スキャン角度  レーザの当たる角度を面ごとに指定します。プレビューを上面図にして設定するとよいでしょう。

 スキャン対象物に空洞がある場合は、レーザが空洞を通過しやすい角度に設定します。

6 スキャンが終了するとスキャン結果が表示されます。

☞ 　参照「3-3 スキャンする」の「スキャン結果の確認」

スキャン設定画面（平面スキャン）

スキャン面数を設定します。
（平面スキャンのみ）

設定したい面を切り替えます。
（平面スキャンのみ）

スキャンピッチを設定します。
回転スキャンのときは「高さ方向」
と「円周方向」のピッチを設定しま
す。

プレビュー表示を操作します。
上面図と正面図の切り替えや拡大・
縮小ができます。

スキャン領域を設定します。
回転スキャンのときは「高さ」と
「円周」を設定します。

スキャン角度を設定します。
（平面スキャンのみ）

スキャンに必要なメモリ量が表
示されます。
ボタンを押すとスキャン時間の目安
が表示されます。

スキャンを開始します。

チェックするとスキャン領域やス
キャンピッチを面ごとに設定でき
ます。
（平面スキャンのみ）
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3-3 スキャンする
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スキャンピッチとスキャン領域

平面スキャンと回転スキャンでは下図のように設定方法が異なります。

必要メモリ量

［スキャン設定］ダイアログ右下の「必要メモリ量」は、スキャン領域やスキャンピッチを変更すると自動的に計算されます。こ
のメモリ量がコンピュータの空きメモリ量を超える場合、そのままスキャンするとコンピュータ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実行するときは、十分なメモリをコンピュータに搭載することをおすすめします。

参考参考参考参考参考：：：：：最最最最最大大大大大メメメメメモモモモモリリリリリ使使使使使用用用用用量量量量量（（（（（最最最最最大大大大大スススススキキキキキャャャャャンンンンン領領領領領域域域域域、、、、、最小スキャンピッチでスキャンするときのメモリ使用量）最小スキャンピッチでスキャンするときのメモリ使用量）最小スキャンピッチでスキャンするときのメモリ使用量）最小スキャンピッチでスキャンするときのメモリ使用量）最小スキャンピッチでスキャンするときのメモリ使用量）

　　平面スキャン （１面あたり）：685 Mbyte
　　回転スキャン  ：1214 Mbyte

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

高さ方向
ピッチ

円周方向ピッチ

終了点

スキャン高さ

開始点

平面スキャン 回転スキャン

円周方向0°
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3-3 スキャンする

視点の移動や回転、ズームのモード
などを切り替えます。

表示方法を切り替えます。

スキャンした立体物を「オ
ブジェクト」といいます。

オブジェクトをドラッグして
確認したい部分を正面に向け
ます。

Dr.PICZA3の画面

スキャンリスト

いくつかのオブジェクトを含む
グループ名を示しています。

オブジェクト名を示しています。

グループ、オブジェクト
の表示、非表示を切り替
えます。

スキャン結果の確認

表示方法や視点を切り替えながらスキャン結果を確認することができます。スキャンリストにはスキャンデータの一覧
が表示されます。画面の詳細については、「Dr.PICZA3 ヘルプ」をご覧ください。
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3-4 データを仕上げる

基本スキャンしたデータを、目的に合ったデータに仕上げていきます。

特定の部分を選んでスキャンする

基本スキャンのあと、特定の部分を選んで重ねてスキャンすることができます（再スキャン）。
再スキャンの種類は次の通りです。

再スキャン

再スキャンは、測定点（スキャンポイント）を増やして、3Dデータの完成度を高めたいときに使います。

全体を粗くスキャン

必要な部分を細かく
再スキャンする

表面の模様が細かく再現できる

穴がふさがり本来の形状に！スキャンできなかった
部分も

その部分だけ再ス
キャンする

線分スキャン、点スキャン

線分スキャン、点スキャンは、CADやCGなどで3次元のモデリング作業をするときの補助データとして、線分データ
や点データが欲しいときに使います。

Dr.PICZA3で線分スキャンして・・・ 3D CADで曲面を再現！

Dr.PICZA3で点スキャンして・・・ 3D CADで曲線を再現！
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3-4 データを仕上げる

再スキャン時のスキャンモード

再スキャン、線分スキャンでは基本スキャンと同じようにスキャンモードを選べます。

・平面スキャンを使ってスキャンする・・・平面再スキャン、平面線分スキャン
・回転スキャンを使ってスキャンする・・・回転再スキャン、回転線分スキャン

使い分けの目安はおおよそ次の通りです。

再スキャン

●スキャンできなかった部分を再スキャンするとき
通常は、平面再スキャンを選びます。スキャン対象物が複雑な形状をしているときは、平面再スキャンで角度を変えながら重ね
てスキャンをしていくとよいでしょう。
ただし、どの向きからもレーザ光が届かないような部分や、レーザの反射光がセンサに届かないような部分を再スキャンしても
効果はありません。

●特定部分をより細かく再スキャンするとき
基本スキャンしたときに選んだモードと同じモードで再スキャンするほうがよいでしょう。
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。

線分スキャン

通常は、基本スキャンしたときに選んだモードと同じモードを選びます。ただし、対象物の背面まで回り込むような線分をスキャ
ンしたいときは、回転線分スキャンを選びます。平面線分スキャンは画面に見えている面上の線分しかスキャンできません。

データを3D CADなどで利用するには

線分データや点データを3D CADなどの補助データとして使用するには、データをエクスポートしてファイルを変換する必要が
あります。

☞ 　参照「3-5 データを保存／エクスポートする」

回転線分スキャン 平面線分スキャン

一周スキャンできます。 太線部しかスキャンできません。
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3-4 データを仕上げる

3. 3Dデータを作成する

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終了するまでドアを開けないでく
ださい。ドアを開けると、本機の電源がオフになります。
再び電源をオンにしても、スキャンは再開できません。

2 全体のスキャンが完了したら、 [  ] ボタンをク

リックし、再スキャンの種類を選びます。

3 マウスをドラッグして、再スキャン領域を指定しま

す。

再スキャン領域は複数指定することができます。

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

視点移動のショートカットキー

・オブジェクトの回転
［スペース］キーを押しながらマウスをドラッグ
・オブジェクトの移動
[ Ctrl ] キーを押しながらマウスをドラッグ
・オブジェクトの拡大・縮小
[ Shift ] キーを押しながらマウスをドラッグ
この他、カーソルキーでも視点を移動することができま
す。

再スキャンの必要な部分を明確にする

本来は存在しないはずの不正な面を除去し、再スキャンの
必要な部分を明確にすることができます。
再スキャン領域を指定する前に、［ ］ボタンをクリック
すると「不正面を除去」ダイアログボックスが表示されま
す。このコマンドを実行すると、例えば右図のコップの
取っ手部にできている不正な面が除去されます。

上記の内容について、詳しくは「Dr.PICZA3 ヘルプ」をご
覧ください。

マウスをドラッグして再ス
キャン領域を選択します。

粗いピッチの基本スキャンでスキャン時間を短縮する

基本スキャンのときに、粗いスキャンピッチでスキャンす
ると、作業時間を短くすることができます。特に、線分ス
キャン、点スキャンのときは、概形がわかる程度の必要最
低限のピッチでよいでしょう。
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3-4 データを仕上げる

4 ［  ］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。

5 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。

6 ［ ］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。

7 必要であれば、スキャンピッチを変更して、[スキャ

ン]ボタンをクリックします。

ここでは、スキャンピッチ以外の設定は変更できません。
また、領域ごとに異なったスキャンピッチを設定するこ
とはできません。

再スキャンを開始
します。

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

再スキャン領域を解除してもう一度指定するには

前ページの手順２に戻り、オブジェクトの任意の位置をク
リックして、指定を解除します。

スキャンピッチの設定

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、完成度が高くなりま
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。

再スキャンは基本スキャンのあとに何回でも重ねて実行できます。スキャン結果を確認してもう一度やり直したいとき
は、［  ］ボタンをクリックすると再スキャン前の状態に戻すことができます。

再スキャンの操作方法の詳細については、「Dr.PICZA3 ヘルプ」をご覧ください。
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3-4 データを仕上げる

3. 3Dデータを作成する

新しいポリゴンを作る

再スキャンで得られたデータを含むすべてのスキャンポイントを使って、新しいポリゴンを作ることができます。この
ポリゴンをポリゴンメッシュと呼びます。ポリゴンメッシュを作ると、対象物の空洞を再現したり、周りの形状にそっ
て穴を埋めたりすることができます。

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作ら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作られる、スキャン直後に表示されるポリゴンとは異なります。

操作手順

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］ダイアログが表示されます。

2 ポリゴンメッシュの生成条件を選んで、［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 ヘルプ」をご覧ください。

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。

ポリゴンメッシュ生成のコツ

完成度の高いポリゴンメッシュを作るには、できるだけ細かいピッチでスキャンして、スキャンポイントを増やす必要がありま
す。とくに次のような場合は、ポリゴンメッシュの形状が予期しないものになる場合があります。

・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とき
・欠けている部分が大きく、複雑な形状をしているとき

このようなときは、その部分だけを細かいピッチで再スキャンします。コンピュータのメモリが少ないときは、領域を分割して
再スキャンを繰り返し、スキャンポイントを十分に増やしてからポリゴンメッシュを作るとよいでしょう。

☞ 　参照「3-4 データを仕上げる」の「特定の部分を選んでスキャンする」

「ポリゴンメッシュを生成」ボタン

つながってしまった空洞部 面が削除され本来の
空洞部を再現！

開いてしまった穴も・・・ 簡単に穴埋めできる！
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3-5 データを保存／エクスポートする

スキャンや、ポリゴンメッシュの作成によって得られたデータは、Dr.PICZA3用のファイル形式で保存できます。また、
データを変換して（エクスポート）、他のアプリケーションソフトウェアで読み込み可能なファイル形式で保存すること
もできます。

データを保存する

［ファイル］メニューから［名前を付けて保存］をクリックします。データはDr.PICZAプロジェクト形式で保存されま
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でも編集できます。

エクスポートできるデータについて

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本来の形状を推測して作られた、新しいポリゴンのデータです。
線分スキャンデータや、点スキャンデータはそれぞれ線分スキャン、点スキャンをしたときに新たに得られた測定点のデータで
す。
データをエクスポートするときは、以上の違いを考慮して目的にあったデータを選んでください。ただし、それぞれのデータで
エクスポートできるファイル形式は決まっています。詳しくは、「Dr.PICZA3 ヘルプ」をご覧ください。

データをエクスポートする

スキャンして得られたデータを3D CADなど他のアプリケーションソフトウェアで利用したいときは、データをエクス
ポートします。

スキャンデータ

ポリゴンメッシュデータ

線分スキャンデータ

点スキャンデータ

Dr.PICZAプロジェクト形式

スキャンデータ

ポリゴンメッシュデータ

線分スキャンデータ

点スキャンデータ

保存

すべてのデータが１つのファイルに保存される

スキャンデータ

DXF形式、STL形式など

スキャンデータ

ポリゴンメッシュデータ

線分スキャンデータ

点スキャンデータ

エクスポート

いずれかのデータを選んで・・
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3-5 データを保存／エクスポートする

操作手順

1 エクスポートしたいデータを選んで、画面に表示さ

せます。

2 ［  ］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］をクリックしま

す。

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。

エクスポートしたい
データだけにチェッ
クを入れます。
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4. スキャン結果の編集
-「3D Editor」を使う

付属の3Dデータ編集ソフトウェア「3D Editor」の基本的な操作方
法について説明しています。
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4-1 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 一方向に引っぱり伸ばすなどの変形操作もできます。

　 移動、回転 移動距離や回転角度を数値で指定することもできます。

　 切　　断 パーツに分けたり、切断面をふさいだりすることができます。

　 削　　除 不要なオブジェクトを削除できます。

　 合　　成 複数のオブジェクトを１つに合成します。

　 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します。

　 スムージング オブジェクトの表面をなめらかにします。

　 エクスポート いろいろなファイル形式でデータを保存できます。

　 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作ります。

3D Editorの機能の詳細については、「3D Editor ヘルプ」をご覧ください。なお、3D Editorで扱えるのは、サーフェ
スモデルのみです。
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4-2 データのインポートとエクスポート

ここでは3D Editorで、データを読み込んだりエクスポートしたりする方法について説明します。

スキャン結果を直ちに読み込む

Dr.PICZA3の [ 3D Editor起動 ] ボタンをクリックすると、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。

インポートとエクスポート

［インポート］ボタンをクリックすると、Dr.PICZAプロ
ジェクト形式やDXF形式などのファイルを読み込みます。
［エクスポート］ボタンをクリックすると、3D CADや3D
CG ソフトウェアでのデータ作成に役立つ、さまざまな
ファイル形式でデータを保存できます。

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。

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。

［インポート］
ボタン

［エクスポート］
ボタン

［3D Editor起動］ボタン

Dr.PICZA3
3D Editorが起動し、スキャン結果
が読み込まれます。
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4-3 オブジェクト操作の基本

ここでは、3D Editorの画面や3D Editorを使った簡単な編集について説明します。

3D Editorの画面

3D Editorの画面は、オブジェクトを4つの視点から同時に見た図で構成されています。どの図を使っても編集作業を
することができます。

SideSideSideSideSide（（（（（側側側側側面面面面面図図図図図）））））

オブジェクトを真横から見た図です。YZ方向のみに移
動させたいときなどに使います。X方向には移動できま
せん。

FrontFrontFrontFrontFront（（（（（正正正正正面面面面面図図図図図）））））

オブジェクトを真正面から見た図です。XZ方向のみに
移動させたいときなどに使います。Y方向には移動でき
ません。

TopTopTopTopTop（（（（（上上上上上面面面面面図図図図図）））））

オブジェクトを真上から見た図です。XY方向のみに移
動させたいときなどに使います。Z方向には移動できま
せん。

PerspectivePerspectivePerspectivePerspectivePerspective（（（（（透透透透透視視視視視図図図図図）））））

全体の形状を見たいときに使います。XYZどの方向に
も動かせますが、正確にどの方向にどれだけ移動したか
はわかりません。

XYZの向きを
表す

読み込んだオブジェクトはオブジェクトリストに表示されます。表示したいオブジェクトだけを表示させたり、不要な
オブジェクトを削除したりすることができます。

オブジェクトリスト

グループ名
複数のオブジェクトの固まりです。

オブジェクト名



494. スキャン結果の編集

4-3 オブジェクト操作の基本

3D Editorでデータを編集しよう

簡単な編集をしてみましょう。本機でりんごをスキャンし、切断したり移動させたりしましょう。ここではDr.PICZA3
を使ってりんごをスキャンしたものとします。

操作手順

1 3D Editorを起動します。

2 りんごを縦に切ってみましょう。 初めに準備をします。

　

 [ 3D Editor起動 ] ボタンを
クリックします。

3D Editorが起動します。
りんごのスキャンデータが読み込まれます。

[ 平面で切断 ] ボタンを
クリックします。 切断面とダイアログが表示されます。

Dr.PICZA3の画面

ダイアログ

切断面



50 4. スキャン結果の編集

4-3 オブジェクト操作の基本

3 [ Front ] 画面を使って、切断面を左側にずらしてから切断してみましょう。

4 2つのオブジェクトを離してみましょう。

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。

1 [ オブジェクト選択 ] ボタンを
クリックします。

2 りんごの左側部分をクリックして
選択します。

3 [ オブジェクト移動 ] ボタンを
クリックします。

4 選択した部分を左にドラッグします。

りんごは2つに分けられましたが、画面を
見ただけではまだわかりません。

オブジェクトリストには[Cut-0]、
[Cut-1]という新しいオブジェクト
の名前が表示されます。

1 切断面をマウスでドラッグします。

2 切る位置が決まったらクリックします。



514. スキャン結果の編集

4-3 オブジェクト操作の基本

5 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。

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。

　

、

6 最後に、切り取ったオブジェクトを消してみましょう。この操作は [ Side ] 画面以外ならどれでもできます。

切り取った部分が削除されました。

1 [ オブジェクト選択 ] ボタンを
クリックします。

2 切り取った部分をクリックして
選択します。

1 [ オブジェクト選択 ] ボタンを
クリックします。

2 りんごの右側部分をクリック
して選択します。

3 [ オブジェクト回転 ] ボタンを
クリックします。

4 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 ] 画面で、切り口が
正面を向いたことがわかります。

[Cut-0]が削除されていることが
わかります。

3  [ 消去 ] ボタンをクリックします。
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5. こんなときは

操作中に困ったときの解決方法や、移送するときに必要なことについて
説明しています。



54 5. こんなときは

5-1 こんなときは

電源がオン／オフにならない

電源がオンにならない

ACアダプタや電源コードが正しく接続されていますか？
・ACアダプタや電源コードが抜けていたり、接続が不十分であっ
たりしないか確認してください。

・一度コンセントからACアダプタを抜き、接続しなおしてくだ
さい。

ドアが開いていませんか？
ドアを閉めてください。開いていると、電源がオンになりません。

ドアを開けても電源がオフにならない

インターロックスイッチに異物などがつまっていませんか？
異物を取り除いてください。

スキャンできない

電源ボタンが赤色に点灯する

本機が故障しています。すぐにACアダプタをコンセントから抜
き、当社コールセンターまでご連絡ください。

電源ボタンが赤色に点滅する

テーブルを固定しているネジやヘッド固定具を外しましたか？
必ずこれらを外してから電源をオンにしてください。

テーブル以外の内部に何か置かれていませんか？
置かれていたものを取り除いてください。

電源ボタンが（青色+赤色）に点灯する

いったんドアを開けてから、ドアを閉めて電源をオンにしなおして
ください。

●電源ボタンの表示について
☞ 　参照「1-2 各部の名称と機能」の「ランプ表示について」

コンピュータに［スキャナと通信できません］と表
示される

通信ポートの番号は正しく設定されていますか？
Dr.PICZA3の［環境設定］で通信ポートの番号を正しく設定してい
るか確認してください。
☞ 　参照「2-4 ソフトウェアをインストール／設定する」の
「Dr.PICZA3を設定する」

コンピュータに［ポートが使用できません］と表示
される

本機の電源をオンにしましたか？
Dr.PICZA3を起動する前に本機の電源をオンにしてください。

通信ポートの番号は正しく設定されていますか？
Dr.PICZA3の［環境設定］で通信ポートの番号を正しく設定してい
るか確認してください。
ケーブルをしっかり接続してください。

長いUSBケーブルやUSBハブを使用していませんか？
付属のUSBケーブルをお使いください。また、USBハブなどは使
用しないでください。

以上を確認してもスキャンができないときは、以下のように

対処してください。

1. 電源をオフにします。
2. ACアダプタをコンセントから抜き、接続しなおします。
3. コンピュータを再起動します。
4. 電源をオンにします。

その他

スキャンが終了したあとコンピュータが止まってし
まう

コンピュータのメモリ容量は十分ですか？
Dr.PICZA3の［スキャン設定］ダイアログで、必要メモリ量を確認
して、スキャンピッチを大きくしてください。またはメモリの増設
を検討してください。コンピュータの空きメモリを超えるスキャン
をすると、コンピュータの動作が極端に遅くなることがあります。

コンピュータに［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

上記ソフトウェアがインストールされていないので、使用できませ
ん。本機と同時に弊社MODELAシリーズなどをお使いのときに、
使えるようになります。

ドライバをアンインストールしたい

Windowsの［プログラム（またはアプリケーション）の追加と削除］
のリストから、［Roland LPX-60 USB Device］を削除してくださ
い。

☞ 　参照　次項「ドライバがインストールできないときは」

ドライバがインストールできないときは

インストールを中断したときや、USBケーブルを接続してもウィ
ザードが表示されないときは、次のようにします。作業を始める前
に本体の電源がオンになっていることを確認してください。

　 　次ページに続きます



555. こんなときは

5-1 こんなときは

Windows Me/98 SE
［デバイスマネージャ］タブをクリックします。

3.［LPX-60］を削除します。
Windows XP/2000

Windows Me/98 SE

4.［デバイスマネージャ］を閉じ［OK］をクリックします。

5. お使いのコンピュータからUSBケーブルを外します。

6. Windowsを再起動します。

7. インストールを最初からやり直してください。
☞ 　参照「2-4 ソフトウェアをインストール／設定する」の「ド

ライバをインストールする」

1［USB(Universal
Serial Bus)コント
ローラ］をダブル
クリックします。

2 [LPX-60]をクリッ
クします。

3［操作］をクリック
して［削除］をク
リックします。

1.［新しいハードウェアの検索（または追加）ウィザード］が表示さ
れていたら、［完了］をクリックします。

2.［プログラムの追加と削除（またはアプリケーションの追加と削
除）］を選びます。　
Windows XP
［スタート］メニューから、［コントロールパネル］を選んで、［プ
ログラムの追加と削除］をダブルクリックします。
Windows 2000/Me/98 SE
［スタート］メニューから、［設定］－［コントロールパネル］を
選んで、［アプリケーションの追加と削除］をダブルクリックし
ます。

3.［Roland LPX-60 USB Device］を削除します。

4. お使いのコンピュータからUSBケーブルを外します。

5. Windowsを再起動します。

6. インストールを最初からやり直してください。
☞ 　参照「2-4 ソフトウェアをインストール／設定する」の「ド

ライバをインストールする」

リストの中に［Roland LPX-60 USB Device］がない場合は次
のようにします。

1.［システムのプロパティ］ダイアログを表示させます。
Windows XP
［スタート］メニューをクリックします。［マイコンピュータ］を
右クリックして、［プロパティ］をクリックします。
Windows 2000/Me/98 SE
デスクトップ上の［マイコンピュータ］を右クリックして［プ
ロパティ］をクリックします。

2.［デバイスマネージャ］を表示させます。
Windows XP/2000
［ハードウェア］タブをクリックして、［デバイスマネージャ］を
クリックします。

1 クリックします。

2 クリックします。

2 [Continue]をクリッ
クします。

3 [Finish]をクリック
します。

1［変更と削除］を
クリックします。

4 [OK]をクリックし
ます。

1 [LPX-60]をクリッ
クします。

2［削除］をクリック
します。

3 [OK]をクリックし
ます。



56 5. こんなときは

5-2 移送するときは

本機を移送するときは、テーブルとヘッドをネジで固定します。

操作手順

1 本機の電源がオフになっていることを確認してACアダプタ、USBケーブル、電源コードを外します。

2 ACアダプタホルダーとヘッド固定具を外します。

外したネジはヘッド固定具でヘッドを固定するときに使います。

3 ドアを開け、ヘッドを下図の位置へ移動します。

○ ドアは必ず取っ手を持って開けてください。
○ ノブ以外をむやみに触ると故障の原因になることがありますので、注意して作業してください。

ネジB本機背面

ネジB

ノブを持ってヘッドを一番下
まで下げる。

ノブを持って、本体奥の面にぶつ
かる位置まで矢印の方向へ回す。

ノブ

ヘッド固定具

ACアダプタホルダー



575. こんなときは

5-2  移送するときは

4 ヘッド固定具の位置を決め、下図の順にネジBで仮留めします。

5 ヘッドのノブを固定具にぶつかる位置まで持ち上げ、ネジBでヘッドを固定具に固定します。

最後にすべてのネジをしっかりと固定します。

6 テーブルをネジAで固定します。

ネジ位置が合うようにテーブルの位置を調整します。
テーブルの２つのネジ穴を結んだラインが本体正面に対して垂直になるように調整してください。
ネジを締めた後は、テーブルがしっかり固定されていることを確認してください。

本体手前側にある突起部を基準点にして
手前側を仮留めします。

基準点

ヘッドを少し手前側に戻し、固定具奥側との
ネジ位置を合わせて仮留めします。

ネジB

ネジB

ネジA

ネジB

ノブ



58



59

6. 付録



60 6. 付録

6-1 テーブル寸法図

1/2 scale
（単位：mm）

110

70

16

150

45°

45
°

2
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.2

ネジ穴12個（M6深さ4 mm）



616. 付録

6-2 定格電源及びシリアル番号の表示位置

シリアル番号
保守サービスやサポートをお受けに
なるときに必要となります。ラベル
ははがさないでください。

定格電源表示
ここに書かれた電圧、周波数、容量を満
たす電源をお使いください。



62 6. 付録

6-3 仕様

本機の仕様

付属ソフトウェアのシステム条件

USB接続のためのシステム条件

USB接続ができるかどうかは、コンピュータの仕様に依存します。お使いになるコンピュータのUSBが正常動作する
かどうかはコンピュータメーカーにお問い合わせください。
接続には付属のUSBケーブルを使用してください。また、USBハブなどは使用しないでください。

テーブルサイズ

最大スキャン領域

スキャンピッチ

繰り返し精度

最大テーブル積載重量

使用レーザ

センサ

スキャン方式

動作速度

インターフェイス

電源

消費電力

外形寸法

重量

梱包外寸

梱包重量

環境

付属品

LPX-60LPX-60LPX-60LPX-60LPX-60

直径 203.2 mm

平面スキャン：幅 203.2 mm、高さ 304.8 mm

回転スキャン：直径 203.2 mm、高さ 304.8 mm

平面スキャン：幅方向 0.2 ～ 203.2 mm、高さ方向 0.2 ～ 304.8 mm

回転スキャン：円周方向 0.2°～ 3.6°、高さ方向 0.2 ～ 304.8 mm

±0.1mm　（当社スキャン条件による）

5 kg

波長：645 ～ 660 nm

最大出力：390μW未満（ただし、内部で照射している最大出力は5 mW）

非接触式レーザセンサ

スポットビーム三角測量方式

テーブル回転速度：10.06 rpm、ヘッド回転速度：4.98 rpm、ヘッド移動速度：最大50 mm/s

USB （Universal Serial Bus Specification Revision 1.1準拠）

専用ACアダプタ
入力：AC 100V±10%、50/60 Hz 1.7A
出力：DC 19V、2.1A

約 20 W　（ACアダプタを含む）

500（幅）× 382（奥行）× 619（高さ） mm

32 kg

700（幅）× 603（奥行）× 807（高さ） mm

41 kg

温度：10～40℃（25℃以上を推奨）、湿度：35～80%（ただし結露のないこと）

ACアダプタ、電源コード、ACアダプタホルダー、ケーブルクランプ、USBケーブル、CD-ROM、ね
んど、マニュアル、Roland LPX EZ Studio、お客様登録カード

オペレーティングシステム

CPU

メモリ

インストールに必要なハード

ディスク空き容量

ディスプレイ

Windows 98 SE (Second Edition)/Me/2000/XP

Pentium 4 以上を推奨

512 MB 以上

Dr.PICZA3：20 MB以上

3D Editor：10 MB以上

800×600ドット、16bit色(High Color)以上を推奨、OpenGL対応アクセラレータボードを推奨

オペレーティングシステム

コンピュータ

Windows 98 SE (Second Edition)/Me/2000/XP

1） Windows 98 SE (Second Edition)/Me/2000/XP いずれかのプレインストールモデル

（これらをWindows Me/2000/XPにアップグレードしたものを含む）

2） コンピュータメーカーによってUSBの動作保証がされているコンピュータ
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保 証 書�

本体�

１年間�

出張修理�
対象機種�

製造番号�

お買上げ日�

対象部分�

ご住所�

�

年　　　 月　　　 日より�

〒�
電話番号�

住所・店名・電話番号�

ご芳名�
ふりがな�

様�

保 

証 

期 

間�

お
　
客
　
様�

販
　
売
　
店�

〒431-2103 浜松市新都田1-6-4

この製品は、当社の厳密な製品検査を経てお届けしたものです。�
保証期間内に正常な使用状態において、万一故障した場合は、�
無料修理を行ないますのでお買上げの販売店又は、当社までお�
申し出ください。�
●本書は再発行致しませんので大切に保存してください。�

��
＊各欄に記入のない場合は有効となりませんから、必ず記入�
   の有無をご確認ください。�
　ご記入のない場合には直ちにお買いあげの販売店にお申し�
   出ください。�

品　番�

1. 表面記載の保証期間内において、取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常なご使用状態のもとで
万一発生した故障については、第3項に示す場合を除き、修理料金は無料といたします。

2. 保証期間内に無料修理をお受けになる場合は、お買上げの販売店・又は当社までお申し出ください。
3. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
（イ）本書のご提示が無い場合。
（ロ）本書にお買上げ年月日・販売店名の記入が無い場合、または字句を書き換えられた場合。（上記が未記入の場合は
　　お買上げの販売店にお申し出ください。）
（ハ）ご使用上の誤り、又は当社の指定者以外の手により修理・改造された場合。
（ニ）本製品に異常がなく、他の部分、他の機器に異常があり、点検および改善した場合。
（ホ）お買上げ後の移動・落下などによる故障・損傷。
（ヘ）火災・公害・ガス・異常電圧、および地震・雷・風水害・塩害、その他天災地変等に原因がある故障・損傷。
（ト）接続している他の機器および消耗品に起因して本製品に故障を生じた場合。
（チ）消耗部品を交換基準以上の使用で交換する場合。
（リ）機能上影響が無い感覚的現象(音、振動)や時の経過で発生する不具合(自然退色、サビ等)は保証修理いたしません。
4. 本製品の故障や使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、補償できません。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって
お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買上げ
の販売店又は、当社までお問合せください。

※ 満1ヶ年の保証期間が切れますと、修理は有料となりますが引き続きローランドディー.ジー .㈱が責任をもって対
応させていただきます。

保証規定
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ディスクの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、本製品を購
入されたお客様 (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
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。


