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設置時の注意事項

安全に関する注意事項

• 直射日光を避けて製品を設置して下さい。日光が射す方向にプロジェクター
を設置するとスキャンデータの品質が低下します。

• 製品の電源を入れた後、スキャナーの起動が完了するまで10秒程度かかります。
スキャナーの起動完了後にスキャンプログラムを起動してください。 

• 高質なスキャンデータを得る為にスキャナーと無線USBを一緒に使用しな
いで下さい。無線USBインターネットや無線マウスなど無線USB装置とスキャ
ナーを一緒に使用する場合、スキャンが失敗する可能性があります。

• キャリブレーションは１ヶ月に一度行なってください。また、スキャナー本体を
移動したときには必ずキャリブレーションを行なってください。

• スキャン実行中に出てくるプロジェク
ターの光を直視しないで下さい。プロジ
ェクターから放出される光は人の目に
害を与えます。
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付属品の確認

FREEDOM HD 本体

ケーブル

FREEDOM HD 本体

アクセサリ

プレート：スキャンプレート (2個),キャリブレーションプレート (1個),マルチ台プレート (1個)

ケーブル ：電源ケーブル (1個), USBケーブル(1個)

アクセサリ：ブルータック (1個), 滑り止め (1個),スキャンターゲット(5個)

基本プレート

オプションプレート(別売) –  トランスファープレートタイプＡ,トランスファープレートタイ               
プS,オールインワンプレート

*
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各部位の名称

スキャンテーブル

プロジェクター

カメラカメラ

USBポート
パワーコネクター

スイッチ
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各種プレートの説明

基本プレート

オプションプレート（別売）

マルチ台プレート
- ７個の支台歯をスキャン

スキャンプレート
- スキャン時の高さを調節

キャリブレーションプレート
- 機器補正

トランスファープレートタイプA
- Artex 咬合器用

トランスファープレートタイプB
- Bio-Art咬合器用

トランスファープレートタイプS
- Kavo, SAM咬合器用

インプラント台プレート
- カスタムアバットメントスキャン

オールインワンプレート
- 上顎/下顎/支台歯を一度にスキャン



7

製品の設置方法

スキャナーの電源が切れている状態で電源ケーブルをつなげてください。

スキャナーに付属されている3.0USBケーブルをPC裏側3.0USBポートにつなげてください。

無線USBディバイスを使用しないで下さい。

推奨するPCの仕様
• Operating System - Windows 7, 8, 10 (64-Bit)

• RAM - 16GB

• Graphic Card - Recommend higher than 2GB (NVIDIA GeForce GT750Ti)

• HDD / SSD – 500GB or Higher / 128GB or Higher

• CPU - Intel 4th generation CPU i5 / i7-4790, Intel 6th generation CPU i5/ i7-6700

  AMDのCPUは使用しないで下さい。

• Chipset – Z97,H97,X99,Q170,Z(H)170,H110

  ASRockのメインボードは使用しないで下さい。

• USB Ports - USB 3.0
*自作PCとFreedomHDは互換性をもたない可能性があります。
その様なPCを使用して、生じた問題に関しては一切の責任を持ちません。
HP800G2以上のスペックをもつデスクトップPCを使用することを推奨します。
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ScanAppソフトウェアのインストール方法

付属されているDOF USBに入っている ‘ScanApp’プログラムをインストー
ルしてください。誤ってプログラムを消去してしまった場合は、販売店まで
ご連絡ください。

インストールは表示されるウィザードに従い進めてください。

* インストール完了後、PCを再起動してください。
* ScanAppソフトウェアインストール前にWindowOSのアップグレードをお薦めします。
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ScanAppとExocadの連動

２つのソフトウェアのインストールが完了したか確認してください。

DOF Startを先に実行します。

Exo(DentalDB)のアイコンを押してください。

ScanAppソフトウェアのインストール完了後、デザインソフトウェアであるExocadと連動させ
る作業を行ないます。

DOF Start
(Exocadと連動せずスキャンし、スキャンファイルだけ
を保存するプログラム)

Orthodontics Model
(Exocadと連動せずスキャンし、
スキャンファイルだけを保存するプログラム。

EXOCADプロジェクトを開く
(Exocad dental projectのファイルを開く)

DentalDB(Exocad デザインプログラムと連動)

プロジェクトバックアップ
(プロジェクターのバックアップファイルを生成)

キャリブレーション
(スキャナーのキャリブレーションを行なう)

Teamviewer support
(遠隔操作を行なうプログラム)
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Exocad DentalDB.exeを実行するためにファイルを探します。 DentalDB.exeは exocad- 
DentalCAD-versionnumber/DentalDB/bin/ のフォルダの中にあります。

Exocadのアイコンをクリック後、 DentalDBの
名前を決めます。(名前は特殊文字が入らない
英語または数字にしてください。)

Exocad DentalDB.exeの実行ファイルを追加し
た後、OKボタンを押してください。
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言語設定

ScanAppを実行してください。

画面下部 のタスクバーで ScanAppのアイコン上で右クリックすると ‘information’
が現れるので、それをクリック。

言語を選択してください。

言語は日本語、英語、韓国語、中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ロシア
語、ポルトガル語に変更可能です。
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キャリブレーション

キャリブレーションの時間は５分から１０分程度かかります。

スキャナーの電源を入れてください。

ScanAppを実行後、キャリブレーションのアイコンをクリックしてください。

２枚のスキャンプレート(スキャン時の高さを調節)をスキャンテーブルの上に設置後、その
上にキャリブレーションプレートを乗せます。

スタートボタンを押すとキャリブレーションを実行します。

*キャリブレーションは１ヶ月に一度行なってください。また、スキャナー本体を移動
したときには必ずキャリブレーションを行なってください。
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マウスの操作方法

マウスボタン 操作 動き

左

右

ホイール

右と左

選択

スキャン範囲の指定

対象物を回転

対象物を動かす。

対象物を動かす

ズームイン

ズームアウト

クリック

下にスクロール

ドラッグ

ドラッグ

ドラッグ

ドラッグ

上にスクロール
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アイコンの説明

キャリブレーション：スキャナーのキャリブレーションを行ないます。

プロジェクトを保存：バックアップデータを保存します。

現行プロジェクト：Exocadで設定した作業指示書が表示されます。

リロード：スキャン途中であっても、作業指示書の内容変更が必
要になった際、作業指示書画面に戻り内容変更後、リロードボタ
ンを押すと、その変更内容が適応されます。

手動モード：スキャンの順番を自分で決めることができる。

スキャン設定：スキャンプロセスを進めるウィザードです。

Open project folder：デンタルプロジェクトファイルを開き、スキ
ャンすることができる。

事前作業
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咬合モデルスキャン

支台歯スキャン

顔弓スキャン

下顎歯間スキャン

上顎スキャン

歯茎スキャン

インプラント用アバットメントスキャン

下顎スキャン

上顎歯間スキャン

Scanアイコン

上顎ワックスアップスキャン

上顎片額印象材スキャン

ワックスアップ内部スキャン

下額片額印象材スキャン

上顎フルアーチ印象材スキャン
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暗い：プロジェクターの光を暗くします。

明るい：プロジェクターの光を明るくします。

明るさ(自動)：プロジェクターの光を自動で調節します。

Cancel：現在の作業を中止し、前の作業に戻ります。

Scan：スキャンを進めます。

ホームポジション：スキャンテーブルを元の位置に戻す。

トリミング：スキャン段階で発生した不必要なスキャンデータを
削除します。

プレビュー：スキャナー上のモデルを画面に表示されているスキ
ャンデータと同じ位置に動かします。

Rescan：一度スキャンしたデータを消去して、再度スキャンを行
います。

スキャン：スキャンが不足している部分を追加でスキャンする。

カメラ

スキャン
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前の模型へ戻る：前の作業段階に戻ります。

自動合成：ポイントをつけず、自動でマッチングします。

スキャンデータマッチング：自動合成でマッチングできないケース
において、手動でポイントをつけてマッチングさせる。

次の模型：次の段階に進みます。

データマッチング

スキャンデータマッチング：スキャンデータのマッチングを行なう
モードに進みます。

正中位置合わせ：上下顎モデル時、咬合関係を設定できます。

保存してCADソフトを開く：編集が完了したスキャンデータを保存
し、Exocad プログラムへと移動します。

CADデータ構成：マッチングが完了したデータを最終データに仕
上げます。

スキャン欠損部穴埋め：最終データに仕上げたデータの中で、空
間になっている部分を任意で埋めることができます。

トリミング：不必要なデータを編集できます。

STLデータを保存：編集が完了したスキャンデータをstlファイル
で保存します

最終作業
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前面ビュー：模型の前方を表示します。

右側面からのビュー：模型の右方頬側を表示します。

画面サイズに合わせて表示：模型を画面の大きさにあわせます。

ワイヤーフレームビュー：模型をワイヤーフレーム方式で表示し
ます。

テクスチャースキャンデータの表示/非表示

後方からのビュー：模型の後方を表示します。

上方からのビュー：模型の上方唇側を表示します。

左側からのビュー：模型の左方頬側を表示します。

底面からのビュー：模型の下方舌側を表示します。

スキャンビュー
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Client, Name, Technicianの情報を入力します。

スキャン方法

作業する歯牙を設定します。

情報の記入が完了したら、保存します。

「ScanApp」ボタンを押し、スキャンを始めます。

ExocadDentalDB.exeを実行します。
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ScanApp を実行します。

スキャンウィザードはスキャンす
る順序及び過程を表示します。模
型のタイプ及びその他機能を選
択できます。
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スキャンする模型を設置します。

模型が動かないように滑り止め
をご使用ください。モデルの唇側
をプロジェクター側に向けて設置
してください。

カメラビューで模型の位置を確認できます。模型はカメラビューからはみ出
さないように設置してください。

カメラビューで明るさのレベルを調節します。明るさを手動で設定する場合、
明るいほど赤く表示される部分は多くなります。適当な明るさは、歯牙模型
上に赤い表示が若干されるくらい(追加スキャンの場合、追加スキャンを行な
う部分に赤い表示が2～3点程度現れるくらい。)であれば適当な明るさでス
キャンすることができます。
自動調整の機能を使用すると便利ですが、模型の形によっては手動で明る
さのレベルを調節することをお薦めします。手動モードは自動調節のアイ
コンを選択し、解除してください。
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隣在歯スキャンの段階では、支台歯の隣在歯をスキャンします。隣在歯スキャン
が完了後に支台歯のスキャンを行ないます。隣在歯スキャンは隣接歯と支台歯
をマッチングさせるのに効果的です。

隣在歯模型スキャン

模型をスキャナーに正しく設置
し、Scanボタンを押します。

隣在歯のスキャンを行ないます。
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カメラビューのメニューでトリミ
ングをクリックし、必要の無い部
分を削除します。

完了後、Doneボタンを押して次
の段階に進みます。

追加スキャン及び編集

追加スキャン方法

- マウスを左クリックしながらドラッグで範囲を指定する方法。
- カメラビューのメニューでスキャンボタンをクリックする方法。
- キーボード「S」を押す方法。

隣在歯スキャン完了後、画面に表示された 3Dデータを動かし、スキャンが不足
している部分を追加でスキャンしてください。
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支台歯のスキャン領域の指定が終
わったら、Scanボタンを押します。

カメラビューのメニューでスキャン
する支台歯を左クリックし選択して
ください。 円形部分はマウスホイ
ールをスクロールすることにより、
大きさの調節ができます。円形の中
心部に支台歯が入るように動かし
ます。支台歯の位置を円形の外部
にするとスキャンができません。

支台歯のスキャンが完了したら、追加スキャン及び編集に移動します。必要な
部分を追加スキャンしたり、不必要な部分を編集(削除)したりします。

完了後、Doneボタンを押し、次の段階に移動します。

隣在歯スキャンが完了後、支台歯スキャンに進みます。隣在歯を撤去し、支台歯の
み残します。ブリッジケースの場合、画面中央下部にスキャンする支台歯の番号が
表示されます。表示された情報に従い支台歯を残し、残りの模型を撤去してください。
スキャンする支台歯はカメラビューのメニューで選択してください。

支台歯スキャン



25

対合歯模型スキャン

対合歯の模型をスキャンプレート
の上に置き、Scanボタンをクリッ
クします。

対合歯のスキャンデータを確認後、追加スキャン及び編集を行ないます。

完了後、Doneボタンを押して次の段階に移動してください。
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咬合模型スキャン

咬合模型をスキャンプレートの上
に固定させてからScanボタンを
押します。

「逆さまでの咬合器の配置」は、
上顎と下顎を逆にスキャンしてし
まった場合に使用する機能です。 
この機能にチェックをするとスキ
ャンしたデータが正しい上下顎の
位置に変更されます。
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調整性咬合器スキャン

スキャンプレートを全て撤去し、
調整性咬合機をそのまま置きます。
咬合器のインサイザルピンをセンタ
ーからずらした位置に設置してくだ
さい。調整性咬合器のスキャンでは
追加スキャンを行なうことも可能です。

石膏模型及び非調整性咬合器をス
キャンプレートにモデルを置きます。
カメラが上下に動き、咬合関係をス
キャンします。

隣在歯スキャンと支台歯スキャンの
データをマッチングさせます。

咬合模型スキャンには２種類の方法があります

スキャンデータのマッチング

上下顎のスキャンデータを咬合模型
スキャンのデータとマッチングさせます。
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•自動合成

この機能はデータのマッチング時にスキャンデータの形と位置を自動で認識し、
マッチングポイントをつけなくても自動でデータをマッチングします。スキャンデ
ータを十分に確保しておくと、自動マッチングが容易にできます。

• マッチングの失敗

データが類似していなかったりスキャン不足などが理由で、自動マッチングがで
きない場合があります。リセットをクリックすると手動マッチングモードに変更で
きます。

•手動マッチング

共通する部分にマッチングポイントを３点入力し、スキャンデータマッチングボタ
ンを押すとデータのマッチングが可能です。マッチングポイントは1,2点でもマッ
チングは可能です。マッチング時には、両方のスキャンデータで共通する部分に
点を入力してください。
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スキャンデータ編集及び確認

仕上げCADデータ構築前にデータ
の編集ができます。データの大きさ
及びPCの仕様によって、仕上げに
時間がかかる場合があります。
そのため、不必要な部分は切り取
ることをお薦めします。

左クリックドラッグで範囲を選択後、選択範囲の内側をトリミングするのか、
選択範囲の外側をトリミングするのか指定し、不必要な部分を削除します。
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CADデータ構築後、必要に応じて空間を埋めることができます。
支台歯部分には、この機能のお薦めはしません。支台歯スキャン時に十分なスキャンデー
タを確保してください。

最終データの完成後、STLデータを保存ボタンをクリックしデータを保存します。
或いは保存してCADソフトを開くボタンを押すとデータの保存と同時にExocadのプログ
ラムに移動します。

CADデータ構築後でも、トリミングをクリックするとデータの編集が可能です。

スキャンしたデータファイルの サ
イズ及び解像度を変更すること
ができます。

全て設定変更後、 CADデータ構
築ボタンを押します。

隣在歯及び対合歯の解像度は基
本設定を変更し ないことをお薦
めします。重要な支台歯の解像度
に関しては、場合によって設定を
高くしてください。
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