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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ください。日光がさす方向にプロジェクターを設置す
るとスキャンデート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ためにスキャナーと無線USBを一緒に使用しないでくだ
さい。無線USBや無線マウスなど無線のUSB装置とスキャナーを一緒に使用するとスキ
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カ月に一度行ってください。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ってください。

• プロジェクターが設置されているガラス部分に傷や指紋がつくと正確なスキャンが取
れない場合があります。

• 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ください。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 UHD 本体

ケーブル

FREEDOM UHD 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), 
        マルチダイプレート (1個)
ケーブル：電源ケーブル (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：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B, トランスファープレートS, 
      オールインワンプレート, トランスファープレート
      及びハイブリッドターゲット（接触式スキャナー用）

*
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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）

スキャンプレート

トランスファープレート A 
（Artex用）

トランスファープレートB
（Bio-Art）

ハイブリッドターゲット
（接触式スキャナー用）

トランスファープレートS
（ KaVo及びSAM）

トランスファープレート
（接触式スキャナー用）

キャリブレーションプレート

インプラント台プレート

オールインワンプレート

マルチダイプレート
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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 10

• RAM - 32GB

• Graphic Card - 4GB (NVIDIA GeForce GTX1050ti)以上のスペック

• HDD / SSD – 500GB以上 / 128GB以上

• CPU - Intel 6th, 7th generation CPU i7-6700, 7700

  AMDのCPUは使用しないでください。

• Chipset – 170, 270 Chipset mainboard

  GIGABYTEブランドのメインボードの使用をお勧めします。

• 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。
DOF社から提供されるPCの使用を推奨します。
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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はPCの再起動を推奨します。
* ‘ScanApp’のインストール前にWindowOSのアップデートを推奨します。
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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。

ScapAppを先に実行します。

exocad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おこないます。

DOF Start
(exocadと連動せずスキャン後、スキャンファイルだ
け保存するプログラム)

exocad dental project fileを開く

exocadのデザインプログラムとの連動

プロジェクトのバックアップファイルを生成

スキャナーのキャリブレーション

チームビュア
 (遠隔操作をおこなうプログラムの設置)

ScanApp ソフトウェアの設置後

Orthodontic Scan
(exocadと連動せずスキャン後、スキャンファ
イルだけ保存するプログラム)
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exocad DentalDB.exeを実行する経路を指定してください。
DentalDB.exeは exocad-DentalCAD-versionnumber/DentalDB/bin/ folder 
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、チェックボタ
ンを押してください。
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ScanAppを実行してください。

画面下部のタスクバーからScanAppアイコン上で右クリックし、
‘information’をクリック。

言語を選択してください。

言語は韓国語、英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、日本語、ロシ
ア語、中国語、ポルトガル語に変換可能です。

言語設定
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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(高低調節用)をローテーションプレートの上にセット後、
キャリブレーションプレートをその上にセットしてください。

スタートボタンを押してキャリブレーションを進めます。

* キャリブレーションは1カ月に一度行ってください。
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

スクロール
ホイール

右と左

選択

スキャン範囲の選択

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

クリックホールド
＆ドラッグ

クリックホールド
＆ドラッグ

クリックホールド
＆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います。

保存 – バックアップデータを保存し、saveボタンを押す前までの作業を保
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 – 作業指示書の変更が必要な時、exocadで変更後にReloadボタ
ンを押すと必要なスキャンプロセスが追加されたり削除されたりします。

マニュアルモード – 希望するスキャンプロセスを先にスキャンすることが
できる。

作業計画 – スキャンプロセスを進めるウィザードです。

Open Project Folder – dental projectファイルを開き、スキャンすることが
できる。

プレセッティング

オールインワンスキャン

咬合模型スキャン

支台歯スキャン

Scanアイコン

マルチダイスキャン
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フェイスボースキャン

下顎歯間スキャン

上顎スキャン

歯頚スキャン

インプラント用スキャンボディースキャン

下顎スキャン

上顎歯間スキャン

ワックスアップ外面スキャン

ワックスアップ内面スキャン

上顎片顎印象材スキャン

下顎片顎印象材スキャン

バイトスキャン

上顎フルアーチスキャン

下顎フルアーチスキャン
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暗く – プロジェクタの光を暗くします。

明るく – プロジェクタの光を明るくします。

オート – プロジェクタの光を自動で調節します。

キャンセル – 現在の作業を中止し、前の作業に戻ります。

スキャン – スキャンを開始します。

ホーム – スキャンテーブルとアームをもとの位置に戻します。

エディット – 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。

再スキャン – 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。

追加スキャン – スキャンされていない部分を追加でスキャンします。

カメラ

スキャン
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前に戻る – 前の作業段階に戻ります。

自動マッチング – ポイントをつけずに自動でマッチングします。

マッチング – 自動マッチングされ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うモ
ードに進みます。

正中位置合わせ – 上下顎モデルのスキャン時、咬合関係を設定で
きます。

CADapp – 完了したスキャンデータを保存し、exocadへと移動する。

ビルド – 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、隙
間があ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。

セーブ – 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 – 模型の正面を表示します。

右側 – 模型の右側を表示します。

模型を画面の大きさに合わせます。

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 – 模型の後方を表示します。

上面 – 模型の上面を表示します。

左側 – 模型の左側を表示します。

底面– 模型の底面を表示します。

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

基本スキャン方法

作業する歯牙を設定します。

情報の入力が終わったら保存をします。

Scan with ScanAppボタンを押してスキャンを開始します。

exocad DentalDBを実行します。
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ScanAppプログラムを実行します。

Scan Wizardはスキャンするプロ
セスを案内します。
模型のタイプ及び実行したい機
能を選択します。
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スキャンする模型をセットします。

模型の前歯側をプロジェクター方
向に向けてセットしてください。

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
ようにセットしてください。

プロジェクターの光の量を調整します。赤い点が多く見えるほどプロジェクターの
光は明るいです。スキャン時にこの赤い点が支台歯部分に若干見えるくらいに設定
してください。
自動調整機能を使用されると便利ですが、模型の形によっては手動で光を調整さ
れるのをお勧めします。
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、支台歯の周辺の歯牙をスキャンします。支台歯スキ
ャンは隣在歯スキャンの段階が終わると進みます。隣在歯スキャンは支台歯ス
キャン後、隣在歯と支台歯をマッチングするのに効果的です。

隣在歯模型スキャン

模型をスキャナーに正しくセ
ッし、Scanボタンを押します。

隣在歯のスキャンを行います。
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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、必要のない部
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:
- マウスの左をクリックしながらドラッグで範囲を指定する方法。
- カメラビューメニューで        アイコンを押して追加スキャンする方法。
- キーボード ‘S’の短縮キーを押して追加スキャンする方法 。

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て選
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、残りの模型を取り外してください。
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
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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

咬合模型をベースプレートに置い
た後、スキャンを進めてください。

「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するとスキャ
ンしたデータが正しい上下額の位
置に変更されます。
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調節性咬合器のスキャン :
ベースプレートをすべて取り外し、調節性
咬合器をそのままのせます。咬合器のイン
サイザルピンを取り外すとより良い咬合関
係のスキャンができます。調節性咬合器ス
キャンでは追加スキャンをすることはでき
ません。

石膏模型及び非調節性咬合器のスキャン：
石膏模型及び非調節性咬合器をベースプ
レートに固定し、スキャンを進めます。
カメラが上下に移動し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のスキ
ャンデータとマッチングさせます。
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• 自動マッチング :

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のマッチングをおこないます。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が
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
チングが可能です。マッチング時には、両方のスキャンデータにおいて共通する
部分に点を入力してください。
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スキャンの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、不要な部分は
切り取ることをお勧めします。

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、不要な部分を削除します。

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。全ての設定変更後、CAD
データの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勧め
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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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、この機能をお勧めしません。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押し、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。
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