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第 1 章： HD　の概要
HD プログラムは、事故シーン図面および 3D シーン環境の作成、クラッ

シュ再構成計算の実行、3D アニメーションの生成に必要なすべての機

能、およびコンピュータベースの事故調査に不可欠なその他の機能など
を支援するために設計および開発されました。ソフトウェアは、直感的な
操作、学習のしやすさ、他のユーザーへの指導のしやすさを実現できるよ
うに設計されています。当社のソフトウェアエンジニアは、複雑で時間の
かかる操作を、HD において柔軟かつ高速に処理できるよう変換しまし

た。

本書では、HD の使用に必要なすべての一般情報および固有の手順につい

て説明します。製品についてご質問がある場合、または詳しい説明が必要
な場合は、カスタマサービスまで電話番号、Fax または電子メールでご連

絡ください。89ページの「テクニカルサポート」を参照してください。ま

た、電子メールでのご連絡も受け付けています。

• support@faro.com
• applications@faro.com
• training@faro.com

当社ウェブサイト（www.faro.com）の FARO Customer Service（カスタマー

サービス）エリアにアクセスし、当社のテクニカルサポートデータベース
をご活用ください。このウェブサイトは 24 時間無休でご利用いただけ

ます。

以下は、各セクションで用いられている「表記と用語の規則例」です。

大文字、角カッコ付き
大文字のテキスト

ディレクトリ名および略語を表わします。メ
ニュー名、ボタン、タブ、キー名、モードは、角
カッコ [] で囲んで表記します。例、［保存］をク

リックします。

モ ノ ス ペー スのテキス
ト

画面に表示されるフィールドに入力する英数字
や数値を表わします。例：公差設定に 0.005 を
入力してください。

太字のテキスト 表記のとおり正確にキーボードで入力します。
例、「a:install」と入力します。
1
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いくつかの新しい用語も使われています。次に進む前に、これらの用語の
意味を理解しておいてください。

警告
警告 は危険性を示します。操作手順や慣行などについて注意を喚起する

もので、正しく実行しない、あるいはこれらの警告に従わない場合、傷害
や死亡につながる可能性があります。指定された条件を完全に理解し、そ
れが満たされていることを確認するまで、警告内容を超えた手順を行わ
ないでください。

注意
注意 は危険性を示します。操作手順や慣行などについて注意を喚起する

もので、正しく実行しない、あるいはこれらの警告に従わない場合、製品
の損傷や重要なデータの損失につながる可能性があります。指定された
条件を完全に理解し、それが満たされていることを確認するまで、注意内
容を超えた手順を行わないでください。

角カッコ付き文字 ダイアログボックス、ボタン、ウィンドウの名前
も、角カッコ［］で囲んで表記します。例、［OK］

をクリックして［測定器］ウィンドウを閉じま
す。

デジタイジング 3D 空間における一点の XYZ 座標値（位置）を記

録すること。「数字化する」という用語は、点の
測定と同様の意味で使用されます。

選択する アクションを開始すること。例、［ファイル］メ
ニューから、［挿入］＞［CAD パーツ］を選択し

ます。

左クリック、右クリッ
ク、クリック、または押
す

対応するマウスボタンまたはキーボードのキー
を押すまたは離すこと。測定器のボタンを指す
ときにも使用されます。例、［ファイルを開く］ダ
イアログボックスでファイルを選択した後、そ
のファイルを開くには ［OK］ボタンをクリック

します。コマンドを取り消す場合は ESC キーを

押します。

ドラッグする マウスの左ボタンを押したまま、マウスを移動
すること。マウスのボタンを離すと終了します。
この用語は、ウィンドウまたはツールバーのサ
イズを変更する時によく使用されます。
2
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注記
注記は、機器や対象物の使用または理解において役立つ補足情報を示す
もので、具体的には、警告または注意に該当する場合は使用されません。
安全に関連するものではなく、必要に応じて関連する文章の前または後
に配置されます。 

システム要件
以下に HD に必要なハードウェアおよびソフトウェアの推奨要件を挙げ

ます。

ハードウェア
オペレーティングシステム: 

• Window 7/Windows 8、32 ビットまたは 64 ビットプロセッサ

:Intel® Core™ i5/i7 シリーズプロセッサ、または同等品

メモリ: 
• 4GB+ システム RAM

ストレージ: 
• 10GB+ インストールに必要なハードディスク空き容量

マウス: 
• マウスホイール付きマウス

グラフィックスカード/ビデオ: 
• よりハイエンドな NVidia または AMD 専用グラフィックスカー

ド

例：
AMD Radeon™ R9 270 / AMD Radeon™ HD 7850 / AMD Radeon™ R9 280 /
NVIDIA® GeForce® GTX 760 / NVIDIA® GeForce® GTX 770

ラップトップ用カード:NVIDIA® GeForce® GTX 760M または 770M /
AMD Radeon™ HD 8870M

• XVID Codec（FARO Reality によってインストールされます）。

• Reality 用の DirectX 11 および Microsoft XNA 4。

• Microsoft .NET Framework 4.0。

注意: Intel およびその他のオンボードまたは統合グラフィックス

カードはサポートされておらず、ソフトウェアは動作しません。
グラフィックスカードまたはコンピュータについてご不明の点
3
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がある場合は、カスタマーサービスまで 電話番号、Fax または 電
子メール でお問い合わせください。89ページの「テクニカルサ

ポート」を参照してください。

注記: その他の要件を満たし、Bootcamp を使用して Windows 7 以
降を実行している Mac ユーザーはソフトウェアを実行できます。

ただし、Mac オペレーティングシステムはサポート対象構成では

ありませんので、自己責任でご使用ください。

HD のインストール

HD をインストールするには 
インストール CD をセットし、製品を選択して、画面に表示されるインス

トール指示に従います。インストールウィザードに従って、インストール
を進めます。管理者またはパワーユーザーのグループに所属していない
と、ソフトウェアはインストールできません。

ライセンス
試用期間後に引き続き HD を使用するにはライセンスが必要です。 
4
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第 2 章： 概要 
HD は、直感的なユーザーインターフェイスを使用しているため、ほとん

どのユーザーに親しみやすくなっています。この章では、UI コンポーネン

トおよび、プロジェクトを保存する、作成する、開くなどの基本操作につ
いて説明します。

タブメニューシステム
ツールは、理解しやすいカテゴリ別にグループ化され、標準的なタブシス
テムに配置されています。目的の機能に対応するタブをクリックすると、
コマンドボタンのリボンが開き、ツールに素早くアクセスできます。

［ファイル］メニュー
［ファイル］メニューにアクセスするには、画面左上の HD ロゴをクリッ

クします。

ミニメニュー（常時表示）
このメニューは、どのタブがアクティブになっているかにかかわらず、常
にリボンの上に表示されます。このメニューを使用して、以下のような一
般的なプログラム機能を実行できます。

1. ［カメラ］:クリックして、画面表示の画像を保存します。

2. ［ピクチャーインピクチャー］:現在の画面表示のスナップショットを

作成し、作成された画像を画面上に配置します。

3. ［コピー］:クリックして、画面表示のコピーを Windows クリップボー

ドに保存し、HD から Word、PowerPoint などに素早くコピーアンド

ペーストします。

4. ［新規プロジェクト］:クリックして、新しいプロジェクトを開始します。
5
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5. ［保存］:クリックして、現在のプロジェクトを保存します（［ファイ

ル］メニューの［環境設定］の下の［自動保存］も参照）。

6. ［開く］:既存のプロジェクトを開きます。

7. ［元に戻す］: 後の操作を元に戻します。10 回前までの操作を元に戻

せます。

環境設定
HD を使用する手始めとして、グローバルな環境設定を行います。

• ［ファイル］メニューをクリックして、［環境設定］をクリックし、オ
プションのオン/オフを切り替えます。

• ［全般］セクションを確認し、単位、自動保存のプロパティ、およびそ
の他のオプションを設定します。

• ［UI］（ユーザーインターフェイス）をクリックして、重要なオプショ

ンを選択します。 

• HD で生成されたすべてのレポートに含めるために、自社のロゴを

アップロードします。

• アニメーションの環境設定を行います。

注記: 各オプションに注意深く目を通し、適宜環境設定を見直します。た

とえば、自動保存の頻度を変更します。
6
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プロジェクトファイルを開く、開始または保存する

クイックスタートフォーム
HD を初めて開くと、クイックスタートフォームが表示されます。この

フォームでは、新しいプロジェクトを作成する、 近のプロジェクトを開
く、ヘルプファイルを表示する、当社ウェブサイトにアクセスするなどの
操作を行えます。

• フォームを無効にするには、［再度表示しない。］チェックボッ
クスを選択します。

• クイックスタートフォームは、［環境設定］メニューから再度
有効にできます。

新しいプロジェクトを開くには 
HD の起動時には、空白のプロジェクトが開きます。プロジェクト内から

新しいプロジェクトを開くには、［ミニメニュー］で［新規プロジェクト］
ボタンをクリックします。

ファイルを保存するには 
［ミニメニュー］で［保存］をクリックし、ファイル名と保存場所を入力
します。デフォルトでは、「ドキュメント」フォルダ内の「FARO HD」フォ

ルダの「Scenes」フォルダにファイルが保存されます。 
7
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ヒント:
• 重要なプロジェクトファイルには、2 つの名前を付けて保存しま

す。毎日、または数回保存する毎にファイルを交代します。これ
により、電気系統またはコンピュータに問題が発生した場合に、
データ喪失のリスクが 小限に抑えられます。

• HD では自動保存機能を使用しますが、［名前を付けて保存］機能

を使用して、作業内容をなるべく頻繁に別のファイル名で保存す
ることをお勧めします。自動保存を使用する場合は、5、10、15、
30 または 60 分間隔に設定できます。 

新しいファイルを開始するには 
［ミニメニュー］の［新規プロジェクト］をクリックします。 

注記: 新しいプロジェクトを開く前に現在のファイルを保存するよう

求めるプロンプトが表示されます。

既存のプロジェクトファイルを開くには 
保存済みのプロジェクトを HD で開くには、［ファイル］メニューをクリッ

クし、 近のプロジェクトのリストから選択するか、プロジェクトの場所
を参照します。選択したファイルが開きます。

注記: 

• HD プロジェクトを開くには、常に HD を起動して、上記の手

順に従ってください。

• HD のデフォルトの保存場所は、「\My Documents\arasreality」
にある「HD」フォルダです。

システム機能

マウス機能
3D ビューアや CAD 図面エンジンを備えた他のプログラムを使用する

2D ビューでのナビゲーションに慣れているユーザーは、HD がそれらと

非常に異なっていることに気付くと同時に、その使いやすさを歓迎する
でしょう。画面上にはシーン内を移動するための矢印はなく、すべての移
動をマウスボタンで実行できます。マウスの操作は以下のとおりです:
8
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• 左マウスボタン:クリックして保持し、目的の位置にドラッグしま

す。

• 右マウスボタン:クリックして保持し、カーソル位置から軌道を描

きます。

• マウスホイール:スクロールしてズームします。

画面に 3D 車両モデルを配置し、ドライバーの位置に移動し、コントロール

を使用してドライバーのビューを作成する練習をしましょう。マウスを使
用した、真の 3D 環境での描画および編集操作にすぐに慣れるでしょう。

右クリックメニュー
マウスの右クリックメニューには以下の項目があります:

• 切り取り 

• コピー（［コピー］をクリックした後に［貼り付け］が表示され
ます） 

• 複製 

• 削除 

• レイヤーの変更 

• 選択項目の変換（移動） 

• 平行の追加 

• 線オプション 

• 軌道円錐の作成 

• 中止 

• 印刷順序 

• 前方に移動 

• 後方に移動 

注記: 右クリックメニューにアクセスするには、オブジェクトを選択する

必要があります。

キーボードショートカット
HD はほとんどマウス駆動ですが、キーボードでの文字や数値の入力や、

その他のキーボードショートカットが役に立つことがあります:
9
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• Esc:描画ツールがアクティブであること、またはアニメーション

パスに点を追加している 中であることを示すカーソルの状態
で、ESC（エスケープ）キーを押すと、カーソルの状態が無効と

なり、マウスが通常のポインタに戻ります。

• スペースバー : 描画ツールを使用した直後にスペースバーを押す

と、同じツールが再び有効になります。この操作は、線および点
はもちろん、動的オブジェクトなど、その他のの多くの項目でも
機能します。

• Ctrl+A:すべて選択します。この操作では、シーンに配置されてい

るすべてのオブジェクト（点、モデル、線など）が選択され、基
平面との関係で位置を変更できます。（［Delete］キーを使用して

すべての項目を削除することもできます）。

• Ctrl+Z:操作を元に戻します。10 回前までの操作を元に戻せます。

• F2:オルソ（下向き）および 3D ビューを切り替えます。

• F5:現在選択されているスナップに対してスナップのオン/オフを

切り替えます。

• F11:コンパスのオン/オフを切り替えます。

• シーン上にモデルを配置する場合は、キーボードの矢印キーを使
用して微調整できます。矢印キーの公差は、［環境設定］、［UI］メ

ニューで調整できます。

詳細材料オプション
HD での項目の表示方法は、柔軟に制御できます。［環境設定］>［UI］で、

［詳細材料オプションを許可］を選択します。  

このオプションがオンの場合、透明、すべてのテクスチャの光沢および反
射を制御し、特殊な要素に現実感を追加できます。
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第 3 章： 描画および変種 
HD でのプロジェクトの構築および修正は、線や形状の描画、画像の挿入、

オブジェクトの移動など、さまざまな単純なスキルに基づいています。こ
の章では、そのような機能について説明します。その後の各章では、より
高度な機能について説明します。 も高度な機能でも、使いやすいことが
わかるでしょう。

スナップおよびロック
線や円弧の描画は、図面作成の一般的な要素です。FARO HD では、正確

な描画を支援するための、6 個のスナップオプションと 2 個のロックオプ

ションで構成されるスナップおよびロックシステムを提供します。これ
らのオプションは、［詳細］カテゴリの［描画］タブにあります。

スナップ
次の 6 個のスナップオプションがあります。

• ［点にスナップ］:点、線の両端および中央、多角形のコーナー、球

の中心、モデル位置点またはアニメーションパスセグメントにオ
ブジェクトをスナップします。

• ［エンティティにスナップ］:線、多角形またはアニメーションパス

の任意の部分にオブジェクトをスナップします。このオプション
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では、点または、明確な点ではないが 1 つのオブジェクトである

対象物にスナップします。モデルは、単一点のオブジェクトとし
て扱われます。

• ［オルソにスナップ］:他の線、アニメーションパスまたは多角形に

対して垂直に線をスナップします。点にもスナップします。複数
の線があり、システムによって評価および選択が行われる場合
は、他のスナップ方法ほど信頼性が高くありません。

• ［交点にスナップ］:アニメーションパスではない、線の交点にオブ

ジェクトをスナップします。点にはスナップせず、他のスナップ
方法ほど信頼性が高くありません。

• ［グリッドにスナップ］:グリッドを有効にして、グリッドのみに対

してオブジェクトをスナップします。点にはスナップしません。

• ［サーフェスにスナップ］:デフォルトの選択項目です。このオプ

ションは、他のオプションと組み合わせることができます。オブ
ジェクトは、基平面およびサーフェスにスナップします。このオ
プション以外では、オブジェクトは Z = 0 に配置されます。通常は

オンのままにするのがベストですが、オブジェクトを空中に移動
したり、アニメーションパスを基平面の下に伸ばす場合はオフに
します。このオプションをオフにすることで、ハンドル調整の仰
角、ピッチおよびロールがリセットされることを防ぎます。

ロック
次の 2 個のロックオプションがあります。

• ［オルソ-ロック］（左）:すべての線およびアニメーションパスが、

垂直および水平軸にのみ従うようにします。このオプションは、
［サーフェスにスナップ］以外の選択されたスナップオプション
によって置き換えられます。

• ［アスペクト-ロック］（右）:円および正方形ツールに同じ x および

y 寸法を強制し、完全な円および正方形を作成します。
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線
線は、操作および 3D オブジェクトへの変換が可能な 2D オブジェクトで

す。シーンの構成要素となります。点を含む 5 つの基本的な線は、［描画］

タブの［描画ツール］カテゴリにあります。

点ツール
1. ［描画］タブをクリックし、［点］ツールを選択します。

2. シーン上の目的の位置をクリックして、点を配置します。

3. 複数の点を配置する場合は、各点の後にスペースバーを押します。

線の描画 
1. ［描画］タブをクリックし、［線］ツール（点、線または円弧）を選択

します。
2. シーン内で始点をクリックして、リリースします。

3. シーン内で終点をクリックして、リリースします。

結果:線が表示され、直ちに編集できるようになります。

4. 左側の［プロパティ］パネルに値を入力して、線のプロパティを編集
します。

5. Enter を押して、入力した値を確定します。

円弧の描画
1. ［描画］タブをクリックし、［円弧］コマンドを選択します。

2. シーン内で始点をクリックして、リリースします。

3. シーン内で終点をクリックして、リリースします。
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4. 2 点間で 1 点をクリックして、半径を決定します。

ポリラインまたはポリ曲線の描画
1. ［描画］タブをクリックし、［ポリライン］または［ポリ曲線］コマン

ドを選択します。

2. シーン内で始点をクリックして、リリースします。

3. シーン内で終点をクリックして、リリースします。

4. ESC を押すか、右クリックして［描画モードの終了］を選択し、ポリ

ライン/ポリ曲線を終了します。

結果:線が表示され、直ちに編集できるようになります。

5. グリップの上の青色の矢印を操作して、仰角を変更します。

6. 必要に応じて左側の［プロパティ］パネルに値を入力して、ポリライ
ンのプロパティを編集します。

7. Enter を押して、入力した値を確定します。

注記: 各頂点に仰角グリップがあります。

8. グリップをクリックしたまま任意の方向にドラッグして、ポリライン
の仰角を修正できます（グリップについては、後の節で説明します）。

9. 線の一部を垂直方向に編集するには、頂点の仰角グリップを選択して
上または下に動かします。 

または:左側のパネルで点を選択し、テキストを編集して個別の頂

点を調整します。

10. 線をクリックし、左側の［プロパティ］パネルで［閉じた状態］をク
リックして、ポリラインを閉じます。
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平行線およびオフセットの追加 
1. 初の線、円弧またはポリラインを選択し、右クリックして、［平行の

追加］を選択します。

2. オフセット距離を入力し、元の線の右側に平行線を作成して、［追加］
をクリックします。元の線の左側に平行線を作成するには、オフセッ
ト距離に負の値を入力します。

結果:新しい平行線が、 初の線と平行に表示されます。

3. さらに平行線を追加するには、必要に応じて距離を調整して、［追加］
をクリックします。

結果 : 後に追加された線の横に平行線が表示されます。 初の線に

平行線を追加するには、［閉じる］をクリックし、 初の線を選択し直
してから、手順 1 および 2 を繰り返します。

4. ［閉じる］をクリックして、［平行の追加］パネルを閉じます。

線を 3D 形状に変更 
1. 線を選択します。

2. ［線のプロパティ］パネルで、［3D 形状に変換］ボタンをクリックしま

す。

3. ［変換］パネルで、線を変換するオブジェクトを選択します。

4. 必要に応じて、［線］パネルで 3D オブジェクトの属性を調整します。

5. オブジェクトを選択解除して、［線］パネルを閉じます。

線を使用して特殊な道路標示線を描画する
1. シーンで、線、円弧またはポリラインを選択します。
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2. 左側の［プロパティ］パネルで、［線タイプ］オプションをクリックし
ます。

3. 目的の道路標示線を選択します。

4. ［プロパティ］パネルで、色、間隔、太さ、終点のプロパティを調整し
ます。

3D 形状を線またはポリラインに変換する 
任意の 3D 描画形状を選択した場合、左側の［プロパティ］パネルに［動

的オブジェクトに変換］［線に変換］オプションが表示されます。［線］ま
たは［ポリライン］コマンドを選択し、目的の［線タイプ］を選択します。 

コーナーツール
コーナーツールを使用して、道路のコーナーを素早く作成できます。 

1. [ポリ曲線] ドロップダウン矢印をクリックします。

2. ［曲線］ツールを選択します。

3. シーン上でカーブを配置する位置をクリックします。左側のパネルの
プロパティが変化します。

4. 目的のプロパティのオプションを変更します。
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5. 右クリックして 3 回コピーしてすべてのコーナーを作成し、交点を生

成します。コーナーを調整して、正確な交点を生成します。

任意の描画形状を動的オブジェクトに変換する
シーンの 2D スケッチを作成するには、線および円弧を使用するのがよい

方法です。HD では、これらの線および円弧を動的オブジェクトに変更で

きます。

1. 任意の描画形状（線、円弧、ポリライン）を選択します。

2. ［プロパティ］パネルで、［動的オブジェクト 。

3. 表示された［変換］パネルから形状を選択します。

結果:形状が編集可能な 3D オブジェクトになります。

オブジェクトの描画
FARO HD では、画像、ラベル、測定ツール、3D オブジェクトおよび線間

のサーフェスを含む、単純な線以上のオブジェクトも作成できます。ま
た、切断ツールを使用して、2D および 3D の線を切断できます。
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画像の追加
［画像］ドロップダウンリストには次の 3 つのオプションがあります。

• Google Earth 画像

• スケール済み画像

• ピクチャーインピクチャー

Google Earth 画像
1. ［画像］ドロップダウンリストをクリックし、球形の［Google Map の

インポート］を選択します。

2. 住所を入力し、［検索］をクリックします。［マップ］、［衛星写真］、［ハ
イブリッド］または［マーカーの表示］を選択します。

3. スクロールして、シーン領域のサイズを変更します。

4. ［OK］をクリックして画像を挿入します。

スケール済み画像の追加
航空写真やスケール済み画像を挿入するには、スケールの調整が必要と
なることがあります。以下の手順に従って、スケール済み画像をインポー
トおよび修正します。

1. ［画像］ドロップダウンリストをクリックして、［スケール済み画像］を
選択します。
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2. Windows エクスプローラーで、目的の画像を参照して選択します。

3. インポートした画像を選択します。

4. 左側のパネルの［姿勢］の下で、［スケールツールの表示］を選択しま
す。

5. 画像にグリップ付きの線として表示されるスケールツールを操作し、
線の両端の間隔が既知の長さになるようにします。

6. 左側のパネルの［スケールツール距離］フィールドに既知の長さを入
力します。入力したスケールに合わせて画像が調整されます。

ピクチャーインピクチャーの配置
以下の手順に従って、可視のダイアログのスナップショットまたは新し
い画像をシーンにインポートします。

1. ［画像］ドロップダウンリストをクリックして、［ピクチャーインピク
チャー］を選択します。

2. 表示されたスナップショットを受け入れるか、新しい画像を参照しま
す。

3. シーン内でクリックして、画像を挿入します。

4. 画像は、オブジェクトグリップを使用して操作できます。

画像から車両およびその他のオブジェクトを削除する 
画像編集機能では、航空写真画像にキャプチャされた不要なオブジェク
ト（自動車や影など）を削除することができます。サンプルテクスチャを
作成し、選択した領域を置換することによって、オブジェクトの削除を実
現します。

1. 航空写真または衛星写真画像をインポートします。
19
第 3 章：描画および変種



FARO® HDバージョン 220
2015 年 5 月
2. 画像をクリックします。

3. 左側のパネルに［車両の削除］ボタンが表示されます。フォームが表
示されます。

4. 右マウスボタンとマウスホイールを使用して、フォームを操作し
ます。 

左マウスボタンを押したまま、削除する車両または影の周囲に線を描
画します。オブジェクトの 4 分の 3 周ほどスクロールして、マウスを

リリースします。ボタンをリリースすると、項目が消去されます。注

記: 必要に応じて手順を繰り返して、目的のテクスチャを作成します。

テキストツールを使用してラベルを追加する
以下の手順に従って、シーンにラベルを追加します。

1. ［描画］タブをクリックします。［テキスト］ツールをクリックします。

2. シーンでテキストを表示する位置をクリックします。

3. テキストフィールドをクリックすると、左側に［プロパティ］パネル
が開きます。

4. パネル上部の［テキスト］ボックスに目的のテキストを入力します。

測定ツール
［描画］タブの測定ツールには次の 3 つのオプションがあります。

• ［測定］:直線を測定します。

• ［角度計］:角度を測定します。

• ［ベクトル］:ベクトルを測定します。
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線の測定
1. ［測定］ドロップダウンリストをクリックして、［測定］ツールを選択

します。

2. シーン内で始点をクリックして、リリースします。

3. 終点をクリックして、リリースします。

4. グリップを操作して、ツールを調整します。［測定］ツールがシーン上
に表示されます。

角度の測定
1. ［測定］ドロップダウンリストをクリックして、［角度計］ツールを選

択します。

2. シーン内でクリックして、［角度計］ツールを配置します。

3. グリップを操作して、ツールを調整します。［角度計］ツールがシーン
上に表示されます。

ベクトルの測定
1. [測定] ドロップダウンリストをクリックします。

2. ［ベクトル］ツールを選択します。

3. シーン内でクリックして、［ベクトル］ツールを配置します。

4. グリップを操作して、ツールを調整します。［ベクトル］ツールがシー
ン上に表示されます。
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形状の追加
［形状］ドロップダウンメニューからさまざまな形状を選択して配置でき
ます。以下の説明に従って、シーンに形状を追加します。

1. ［描画］タブの［形状］ドロップダウンメニューをクリックします。

2. 目的の形状を選択します。

3. 形状によっては、クリックアンドドラッグ、クリックまたは複数回の
クリックの後、右クリックして［描画モードの終了］を選択する必要
があります。

4. オブジェクトのグリップを操作して、目的のサイズに調整します。

サーフェシング
HD では、線、ポリラインまたはポリ曲線の間のサーフェスの色またはテ

クスチャを簡単に塗りつぶすことができます。

1. 間をサーフェシングする線を描画します。

2. ［描画］タブの［サーフェス］オプションをクリックします。

3. 塗りつぶす領域の各辺で線を選択します。

4. 画面の左側に、色、テクスチャ、テクスチャスケールなどのサーフェ
スのプロパティを調整するためのオプションが表示されます。

注記: 他のサーフェスとアーチファクトが生じているサーフェスを上

昇させることはできません。その代わりに、境界線を上昇させて、再
度サーフェシングを実行します。

線の切断ツール
線の切断ツールを使用して、フェンスや縁石などの既存の線または 3D 線
を分離できます。
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1. ［描画］タブの［線の切断］ツールをクリックします。

2. 切断する線の上にカーソルを合わせ、クリックして線を切断します。

3. 線のセグメントは、グリップを使用して操作したり、必要に応じて選
択または削除できます。

複数選択（グループ化）

グループ化された項目を移動するには
1. マウスを使用して項目を 1 つ選択します。

2. Shift キーを押したまま、目的の項目を選択し続け、グループ化しま

す。選択された項目の周囲にピンク色のボックスが表示されます。

3. シーン内で任意の位置をクリックして、グループを選択解除します。

または 

［描画］タブで、［領域の選択］ツールを押したままにします。

4. ツールを押したまま、カーソルをドラッグして、目的の項目の周囲に
ボックスを描画すると、ボックス内のすべての項目が選択されます。

5. CTRL+A を押して、シーン内のすべての項目を選択します。

描画のヒントとコツ 
• 多くの項目は、［プロパティ］パネルで色、太さ、その他のプロパティ

を編集できます。項目を選択し、オプションを確認します。これによ
り、視認性とシーンデータに一致する現実感が改善されます。

• 線をオブジェクトに変換する場合は、一部の選択が線の中心となりま
す（歩道など）。元の線がエッジである場合は、線を右クリックして
平行なコンストラクションを作成するか、線の位置を移動します。

• 3D で描画される項目の Z 値を調整し、地形の仰角と一致させます。こ

れにより、オブジェクトが空中に浮かんだり、地中に潜ることが回避
されます。
23
第 3 章：描画および変種



FARO® HDバージョン 220
2015 年 5 月
グリップ
HD のグリップシステムは、単純かつ一貫性があり、オブジェクトおよび

グループを操作できます。

円弧グリップ 
HD の 3 点円弧は、3D 円弧です。両端に表示されるグリップは端点を移動

させます。また、各グリップには、仰角を調整するための青色の矢印グ
リップがあります。円弧の中央のグリップは半径を変更し、円形のグリッ
プは円弧を回転させます。円弧のプロパティは、左側のパネルの［プロパ
ティ］ダイアログを使用して調整することもできます

描画グリップ 
HD では、移動可能なすべてのオブジェクトに標準のグリップ一式があり

ます。

注記: グリップを使用して編集可能なすべてのプロパティは、左側の［プ

ロパティ］パネルに直接入力して編集することもできます。編集するに
は、オブジェクトを選択する必要があります。

モデルグリップ
独自の HUD（ヘッドアップディスプレイ）グリップシステムを使用して、

任意のカメラ位置から軌道グリップを見ることができます。

注記: アニメーション化したモデルをサーフェスから自由にするには、ア

ニメーションパスをクリックし、左側のパネルの［詳細アニメーションの

グリップ 説明

クリックしたままドラッグして、オブジェクトを動かしま
す。星形の上の小さな青色の矢印を使用して、オブジェクト
の仰角を変更できます。

クリックしたままドラッグして、オブジェクトの長さを変
更します。

クリックしたままドラッグして、オブジェクトを反対側の
端点を中心に回転させます。
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プロパティ］をクリックし、［地形追従］をクリアします。垂直パスグリッ
プが表示されます。

レイヤー

レイヤーの作成と管理
シーンでレイヤーを作成、表示および管理する基本的な方法は、次の 2 通
りあります。

• ［表示］タブを使用して、または

• 右クリックメニューを使用して。

［表示］タブでレイヤーを管理する
1. ［表示］タブをクリックします。

2. ［レイヤー］コマンドをクリックすると、［レイヤーマネージャー］が
開きます。

3.  以下のコマンドを使用して、レイヤーを管理します。

• ［レイヤー名の変更］:名前フィールドをクリックして、既存の名前

を変更します。

• ［可視性］:［目］のシンボルをクリックして、レイヤーの可視性を

切り替えます。

• ［ロック］:［南京錠］のシンボルをクリックして、レイヤーの変更

を防ぎます。

• ［レイヤーの順序変更］:レイヤーを選択し、［上へ］または［下へ］

コマンドをクリックして、レイヤーの順序を変更します。

• ［新規］:［新規］コマンドをクリックして、新しいレイヤーを作成

します。
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• ［削除］:［削除］ボタンをクリックして、レイヤーを完全に削除し

ます（レイヤーを削除せずに非表示にするには、［可視性］を使用
します。）。

右クリックメニューを使用してレイヤーを管理する
1. 任意のオブジェクトまたはグループ化されたオブジェクトを右ク

リックして、［レイヤーの変更］を選択します。

2. 以下のいずれかの操作を実行します。

• ［既存のレイヤーに追加］:既存のレイヤーを選択します。

注記: ［可視性］および［ロック］アイコンは、情報として表示さ

れます。このパネルからレイヤーをロックしたり、表示または非
表示にすることはできません。

• ［新規レイヤーに追加］:［名前］フィールドに新しいレイヤーの名

前を入力します。新しいレイヤーをアクティブなレイヤーにする
には、［アクティブに設定］を選択します。［新規レイヤーに追加］
をクリックします。
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• ［レイヤーを割り当てずにパネルを閉じる］:［キャンセル］をク

リックします。

重要:作業中は常に地面のレイヤーに戻ります。シーンへの画像の追加後

の標準的な手順は、独立したレイヤーに配置して、そのレイヤーをロック
するというものです。

レイヤーと印刷 
レイヤーと印刷の間には関係があります。印刷時には、リストの上にある
レイヤーが、前のレイヤーの上に描画されます。 

［上へ移動［下へ移動］

または 

シーン上のモデルを右クリックして、［印刷順序］を選択し、［前方に
移動］または［後方に移動］を選択します。

基平面
シーン では、シーンサーフェスの色やサーフェスのテクスチャを変更で

きます。

地面の色を変更するには 
1. 現在選択されている項目があれば選択解除します。
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2. 左側で［地面の色］オプションを選択します。

3. 目的の色を選択し、［OK］をクリックします。

地面の色を削除するには 
1. 現在選択されている項目があれば選択解除します。

2. 左側の［プロパティ］パネルの［基平面］をクリックします。

3. 基平面の表示］チェックボックスをクリアします。

地面にテクスチャを適用するには
1. 現在選択されている項目があれば選択解除します。

2. ［プロパティ］パネルの［テクスチャ］オプションをクリックします。

3. テクスチャギャラリーから目的のテクスチャを選択します。

太陽の位置および角度の変更 
HD には、太陽の位置および角度をシーンで正確に再現するための簡単な

オプションがあります。2 通りの方法があり、いずれも、 初にシーンの

任意の位置をクリックします。

1. 基平面の任意の位置またはスカイボックスをクリックして、左側のパ
ネルでプロパティを調整するか、

より多くのオプションを変更するには、 
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［表示］タブをクリックし、［スカイボックス］コマンドをクリックし
ます。

2. ［スカイボックス］オプションの下の［日光］を参照します。

3.  ダイヤルコントロールを使用して変更します、またはデフォルト設

定コマンドをクリックします。

4. 色を選択して、周囲光の色を調整します。

Google Earth 画像の配置
1. 基平面をクリックすると、シーンのプロパティが表示されます。

2. 左側の［プロパティ］パネルの Map のインポート］をクリックし、

［Google Map のインポート］を選択します。

3. 住所を入力し、［検索］をクリックします。［マップ］、［衛星写真］、［ハ
イブリッド］または［マーカーの表示］を選択します。

4. スクロールして、シーン領域のサイズを変更します。

5. ［OK］をクリックして画像を挿入します。

スカイボックス
HD の図は、地面のレイヤーと、背景の「スカイボックス」で構成され、シー

ンの条件に合わせて変更できます。
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スカイボックス画像の変更
1. ［表示］タブをクリックします。

2. ［スカイボックス］コマンドをクリックします

3. 画像（［空オプション］タイトルの下）をクリックすると、画像ギャ
ラリーが開きます。

4. 目的の画像を選択すると、画像がアクティブになります。

注記: スカイボックスを表示するには、シーンの向きの変更が必

要となることがあります。

Structure Genius
Structure Genius を使用して、HD ユーザーは、素早く簡単にカスタム建物

を構築できます。窓およびドアを配置し、カスタムテクスチャおよび画像
をサーフェスに適用できます。

1. ［詳細描画］タブの［オルソ-ロック］コマンドをクリックし、カーソ

ル移動を水平または垂直軸に制限します（オプション）。
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2. ［描画］タブの［ポリライン］ドロップダウンリストを選択し、
［STRUCTURE GENIUS］で壁のグラフィックを選択します。

3. シーン内でクリックしてリリースし、壁を開始します。

4. シーン内で再びクリックしてリリースし、壁を終了します。 

5. 各壁コーナーについて、手順 2 および 3 を繰り返します。

6. 後の壁の終端で、右クリックして［描画モードの終了］を選択しま
す。

7. ［STRUCTURE GENIUS］の［プロパティ］パネルの［閉じた状態］チェッ

クボックスを選択します。

8. 構造に 2 番目のレベルを追加するには、［上］または［下］コマンドを

クリックします。

注記: 壁のフィーチャも複製されます。不要なフィーチャを削除する

には、フィーチャを選択して右クリックし、［削除］を選択します。
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床および屋根の追加 
1. 構造を選択し、［STRUCTURE GENIUS］の［プロパティ］パネルの［床

の追加］または［屋根の追加］コマンドをクリックします。

2. グリップを使用して、屋根および床の姿勢、サイズおよびフィットを
調整します。

3. 屋根または床をダブルクリックして、プロパティを調整します。

ドアおよび窓の追加
1. ドアまたは窓を追加するには、［STRUCTURE GENIUS］パネルで、［ドア］、

［窓］または［画像］の追加ボタンをクリックして、構造上で項目を配
置する位置をクリックします。

2. ドアを配置したら、クリックして選択すると、グリップおよびプロパ
ティが表示されます。

• 円形の緑色のグリップを使用して、ドアを開閉します。
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• 左側のパネルの［ドア］パネルには、追加のオプションが表示さ
れます。 

• ［ドアあり］をクリックし、フレームを残したまま、ドアをオフに
します。

• ［ヒンジの入れ替え］をクリックして、ドアを反転させます。 

• ドアの色またはテクスチャを変更します。

• 各要素（ドア、窓、壁）の位置およびサイズは、左側のパネルの
フィールドに値を入力して編集することもできます。

階段の追加
Structure Genius の建物に階段を追加します。

1. ［プロパティ］パネルの［階段の追加］ボタンをクリックします。

2. シーン内でクリックして、階段を配置します。左側にプロパティが表
示されます。

3. ［オプション］パネルで、ステップ高さ、蹴上げ、踏面の奥行き、およ
びステップ数を変更します。

4. グリップを使用して、階段の移動、回転または長さの変更を行います。

注記: 階段は、Structure Genius を使用せずに追加できます。［特殊］

タブには［階段］ツールもあります。

カスタム画像の配置
写真をインポートして、構造に標識、ピクチャーまたは絵を配置でき
ます。

1. 構造を選択します。
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2. ［プロパティ］パネルの［画像の追加］をクリックし、PC 上の画像を

参照して選択します。

3. 写真を表示する構造をクリックします。

4. 画像の［プロパティ］パネルでサイズおよび座標を調整します。

モデル
車両、植物、標識、家具および人物など、さまざまなモデルを選択または
ダウンロードして、シーンに挿入できます。

ライブラリ
以下の手順に従って、ローカルファイル、または［モデル］タブに表示さ
れるライブラリからモデルを選択します。

1. 目的のモデルのカテゴリコマンドをクリックします。

2. 目的のモデルを選択します。

3. シーン内でクリックして、モデルを配置します。

データベース
データベースは、車両のオンライン倉庫です。以下の手順に従って、デー
タベースから車両を選択します。

1. ［データベースの検索］コマンドをクリックします。
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2. 車両の［製造者］、［モデル］および［年］を選択します。

3. ［挿入］をクリックします。

モデルのインポート 
以下の手順に従って、HD モデルをインポートします。

1. ［モデル］タブを開きます。

2. ［モデル］タブの左端にある［モデルの読み込み］コマンドをクリック
します。

3. インポートする HD モデルファイル（.a3xml）を参照します。 

4. ［開く］をクリックします。

5. シーン内でクリックして、モデルを配置します。

道路標識モデル 
［特殊］タブの［カスタム標識］ツールを使用して、カスタム道路標識を
作成できます。

1. ［特殊］タブを選択します。
35
第 3 章：描画および変種



FARO® HDバージョン 220
2015 年 5 月
2. ［カスタム標識］ボタンをクリックします。

3. シーン内でクリックして、デフォルトの停止標識モデルを配置し
ます。 

または 

［SIGN GENIUS］パネルの［画像］ボックスをクリックして、別の標識

面を選択します。テクスチャギャラリーが開きます。標識テクスチャ
は、一般的なカテゴリに分類されています。 

4. いずれかのカテゴリタブ（たとえば［規制］）をクリックして選択し
ます。 

5. 目的の画像を選択します。

6. ［形状］ボックスをクリックして、標識の形状を変更します。

注記: ［SIGN GENIUS］では、標識の寸法、位置および向きを調整できます。

［ポールあり］ボックスをクリアして、ポールなしの標識を削除します。

オブジェクトのタイル化
動的オブジェクトの作成と同様に、2D 線をタイル状オブジェクトに変更

できます。たとえば、道路に沿った街灯の列を作成します。

1. 樹木や街灯など、線に沿って複製するオブジェクトを［モデル］タブ
から挿入します。

2. オブジェクトをタイル化するパスを構成する線、円弧またはポリライ
ンを描画します。

3. ［プロパティ］パネルの［線タイプ］ドロップダウン矢印をクリックし、
［タイル状オブジェクト］を選択します。
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4. ［モデルの選択］をクリックします。

5. タイル化するオブジェクトを選択します。

6. ［モデル間隔］およびその他のプロパティを調整します。

エビデンスマーカーモデル
エビデンスマーカーモデルは、タブの［モデル］にあります。

1. エビデンスマーカーカスタム標識をクリックします。

2. シーン内でクリックして、マーカーを配置します。左側にエビデンス
マーカーのプロパティが表示されます。

3. ［テキスト］ボックスに、マーカーに表示するテキストを入力します。
大 4 文字の長さ制限があります。 

4. ［色］ボックスをクリアして、エビデンスマーカーの色を変更します。

フォトリンク
［フォトリンク］ツールを使用して、シーン全体との関係において、証拠
写真を表示できます。実世界のシーンで写真が撮影された場所を表す
マーカーがシーンに配置されます。マーカーの上にマウスを合わせると、
証拠写真が表示されます。

以下の手順に従って、［フォトリンク］ツールを使用します。

1. ［モデル］タブの［カスタム標識］ドロップダウン矢印をクリックしま
す。Windows エクスプローラーが開きます。 

2. 目的の写真を選択し、［開く］をクリックします。シーン内でフォトリ
ンクの位置をクリックします。写真がリンクされました。マウスをカ
メラマーカーを合わせると、写真が表示されます。
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3. ［フォトリンク］プロパティボックスのオプションでは、カメラマー
カーの色、サイズおよび姿勢を制御します。

ヒント :フォトリンクマーカーをスナップショットおよび印刷画像に

表示したくない場合は、すべてのマーカーをフォトリンクレイヤーに
配置します。図の印刷時には、このレイヤーを非表示にします。

Traffic Light Genius
HD には、アニメーション化されたカスタム信号機を作成して、現実感を

高める機能があります。以下の手順に従って、独自のカスタム信号機を作
成して配置します。

1. ［特殊］タブの［信号機］コマンドをクリックします。シーン内でクリッ
クして、信号機モデルを配置します。この機能は標準のモデルと同様
で、シーン上でいつでも位置を変更できます。選択すると、信号機オ
プションメニューが表示されます。

2. 信号機のアニメーションを追加し、外観を調整するには、［ライトボッ
クス］をクリックします。［信号機］パネルが表示されます。

3. 使いやすいオプションを使用して、信号機を変更します。

4. ［ライトボックス］［その他］ボタンをクリックして、カスタムアニメー
ションを追加します。

5. アニメーションの持続時間中の信号機のアクションをカスタマイズ
します。

点群
FARO HD　では、3D レーザースキャナから点群をインポートできます。

サポート対象ファイルには、FARO .fls、FARO .xyz および .pts が含まれま

す。HD は、これらのファイルを .sdgvx に変換します。3D スキャナから

SCENE、Cyclone または RealWorks に点群をエクスポートする場合:

• カラーでエクスポートします。

• 複数のスキャンを 1 つのファイルに結合します。

• エクスポートする前に、ノイズまたはその他のフィルタを実
行します。

点群のサーフェシング
以下の手順に従って、点群の選択をサーフェシングします。

1. ［長方形］ツールで点群または点群の一部を選択します。
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2. ［サーフェス］コマンドをクリックします。

3. 別のレイヤー上の項目をサーフェシングするかどうか選択します。

点群のスナップ
点群の選択を容易にするため、HD には、［描画］タブの［スナップ］オプ

ションと同様のスナップオプションがあります。目的のオプションを選
択して、アクティブにします。

点群の削除
点群は、［点群］タブの［削除］コマンドを使用して削除できます。プロ
ンプトが表示されたら、［OK］をクリックして削除を確定します。

図面のインポート/エクスポート
図面は、画像または DXF 図面としてインポートおよびエクスポートでき

ます。

図面の画像をインポートするには
1. ［描画］タブで、［画像］ツールの横のドロップダウン矢印をクリック

します, .または

基平面をクリックし、左側のパネルで［マップ］ドロップダウン矢印
をクリックします。

2. 画像を参照して選択します。画像上に、黄色のグリップとして［スケー
ル］ツールが表示されます。
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3. ツールの端部を調整し、既知の距離を測定します。

4. 左側のパネルの［スケールツール距離］フィールドに、実世界の既知
の測定値を入力します。

図面ファイルを *.dxf としてインポートする
HD では現在、CADZone、FX3、MapScenes、AutoCAD など、ほとんどの

CAD 図面プログラムからエクスポートされた .dxf 図面をサポートしてい

ます。これらのプログラムからエクスポートされた図面形状は正しくイ
ンポートされますが、モデルは正しくインポートされないことがありま
す。.dxf ファイル以外のファイルタイプの 3D モデルは、だたし区表示さ

れないことがあります。

.dxf 図面ファイルをインポートするには
1. HD ロゴをクリックし、［図面のインポート］を選択します。

2. .dxf または .dwg 拡張子を選択します。

3. 目的のファイルを参照して選択します。

4. ［OK］をクリックします。

図面のエクスポート
図面をエクスポートするには 3 通りの方法があります。

• *.dxf 図面として:HD コマンドをクリックし、［.dxf のエクスポー

ト］を選択します。

• 画像（*.jpg）として:［ミニメニュー］の［スナップショット］ツー

ルを使用します。

• *.pdf 図面として:プリンタとして選択された PDF ドライバの［印

刷］機能を使用します。
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第 4 章： クラッシュシミュ
レーションおよび解析

注記: 

• クラッシュシミュレーション（ICATS および SMAC）は、HD CSI
では使用できません。 

• 血液飛沫解析 IS は、HD CSI で使用できます（説明は 49 ページ以

降）。

シミュレーション – ICATS
ICATS は、再構築者による 1 台および 2 台の車両のクラッシュ解析を支

援するために HD で利用する解析ツールです。バリア衝撃に対する車両の

反応もシミュレートします。

ICATS とは?
ICATS は、SMAC（Simulation Model of Automobile Collisions）と似ていま

すが、SMAC 機能には、直感的でインタラクティブな方法でアクセスでき

ます。ICATS はオリジナルの SMAC アルゴリズムに該当します。

SMAC とは?
SMAC は、オープンソースの事故再構築プログラムであり、元々は、

NHTSA（National Highway Traffic Safety Administration）のために Calspan
Corporation 社によって開発されました。SMAC では、車両および道路のプ

ロパティなど、想定または推定されたパラメータのセットを使用し、衝突
の結果を予想します。 

このシミュレーションは、SMAC 軌道モデルを使用する車両力学の解析

や、SMAC 衝突モデルを使用するクラッシュによるダメージの解析を行

うために、エンジニアによって使用されてきました。 

SMAC では、車両の縦方向および横方向の動きや、水平免状の車両の垂直

軸を中心とした回転運動を解析します。車両間の接触が検出された場合
は、衝突フェーズが解析されます。タイヤと道路、または車両間の境界面
に外力を働かせることができます。 

SMAC はタイムフォワード解析であるため、SMAC ユーザーは、解析を始

めるために車両速度情報を入力する必要があります。その後の解析は実
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世界のデータと比較され、ベストフィットするよう調整されます。車両お
よび環境変数について、データ入力が調整されます。

SMAC 構造
SMAC プログラムは複数のメインパーツに分かれています。

• 入力フェーズ:積分時間および出力時間ステップ、車両パラメータ、位

置や速度などの状態変数、ステアリングおよびタイヤトルクに関する
入力を受け取ります。

• 軌道フェーズ :サブルーチンおよび関連機能によって、衝突前の対象

車両の軌道が計算されます。

• 衝突フェーズ :衝突ルーチンによって、車両が接触するかどうかが決

定され、接触力および方向が計算されます。次に、それらを使用して
車両のその後の動きが決定されます。

• 出力フェーズ:車両の状態が指定された間隔で表示されます。

ICATS/SMAC 検証
過去 40 年以上にわたって、シミュレーション結果と実際のクラッシュを

比較する複数の研究が行われ、ペーパーが執筆されてきました。特に関連
性があるのは、下記の RICSAC (Research Input for Computer Simulation of
Automobile Collisions) 衝突実験です。 

単一車両シミュレーション
単一車両シミュレーションは、アニメーション化されたモデルまたは、
シーン上の静的モデルとして生成できます。

アニメーション化されたモデルからの単一車両シミュレー
ション
1. シミュレートするモデルのアニメーションパスをクリックします。

Jones, I., Baum, A., “Research Input for Computer Simulation of Automobile
Collisions” Volume IV, DOT, HS-805-040, Buffalo, NY 1978.
Shoemaker, N.E., “Research Input for Computer Simulation of Automobile
Collisions” Volumes II - III, DOT, HS-805 038/DOT HS-805 039, Buffalo, NY 1978.
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2. 左のパネルの［単一車両シミュレーションの作成］をクリックします。
［シミュレーションのプロパティ］パネルが表示されます。

3. ［詳細プロパティを開く］をクリックして、ステアリング、ブレーキ、
およびその他の詳細オプションにアクセスします。

4. ［V1 ブレーキ］および［V1 ステアリング］をクリックして、適切な値

を指定します。

5. ［シミュレーションのプロパティ］ダイアログボックスの下部で、［シ
ミュレーションの更新］をクリックします。

6. ［閉じる］をクリックして、フォームを閉じます。

7. ［アニメーション］タブの［再生］をクリックして、シミュレーション
を表示します。

2 車両シミュレーション
以下の構成で、2 台の車両間の相互作用をシミュレートできます。

• ［正面衝突］ - 一方は停車、または両方とも移動。

• ［追突］ - 一方は停車、または両方とも移動。
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• ［角度付き衝突］ - 一方は停車、または両方とも移動。

シミュレーションの設定
1. ［モデル］タブの［車両データベース］コマンドから車両を選択します。

車両仕様は、シミュレーションのプロパティに自動的に渡されます。

注記: データベースに登録されていない大型車両をシミュレート

するには、シミュレーションのプロパティに正しい寸法および慣
性データを入力します。

2. シーン内に 2 台の車両を配置し、一方または両方をアニメーション化

します。

3. 車両を選択し、［アニメーションパス］パネルで［シミュレーションに
追加］をクリックします。左側のパネルに［シミュレーション］パネ
ルが表示され、シーンにシミュレーションの 初のランが表示され
ます。

注記: 

• シミュレーションダイアログに戻るには、［アニメーショ
ンパス］パネルでアニメーションパスを選択し、［シミュ
レーションを開く］をクリックします。

• シミュレーションを開いた後に詳細なシミュレーション
のプロパティにアクセスするには、左側のパネルの［詳細
プロパティを開く］をクリックします。

ヨー慣性モーメントの計算
ヨー慣性モーメントの現在のデフォルトの計算式は以下のとおりです。

シミュレーションのプロパティで車両質量またはその他の寸法データを
変更しても、ヨー慣性モーメントは変化しません。値を再計算して、
フィールドに入力してください。上の計算式またはその他の計算式を使
用できます。

車両-バリア衝突
ICATS は、車両-バリア衝突のシミュレーションにも使用できます。 

注記: 現在、バリアモデルは、車両の半分以上のサイズでなければなり

ません。
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1. シーン上に、アニメーションパスなしでバリアモデルを配置します
（［線の描画］>［3D に変換］）。

2. シーン上に、アニメーションパス付きまたはアニメーションパスなし
で車両モデルを配置します（［モデル］タブ　>［車両］コマンド）。

3. 車両モデルを選択し、プロパティパネルに適切な仕様を入力します。

注記: 

• SMAC すなわち ICATS では、ホイールベース、フロント

張出およびその他のプロパティの存在が期待されます。

• バリアオブジェクトの重量を十分大きく設定します
（50,000 kg など）。

4. 車両または車両のアニメーションパスを選択し、左側のパネルの［シ
ミュレーションに追加］をクリックします。

5. バリアを選択し、左側のパネルの［シミュレーションに追加］をクリッ
クします。

6. ［詳細プロパティ］をクリックして［たわみ］を変更し、バリア上での
ダメージの表示方法を変更します。

7. すべてのタイヤについて、バリアモデルのブレーキを 100% に設定し

ます。

結合された動きの作成
HD には、独自の結合システムがあります。このツールを使用して、結合

された単位の車両の挙動を科学的にモデル化できます。

1. 1 つの結合されたモデルに結合するモデルをすべてシーン上に配置

します。 大 4 個まで結合できます。

2. モデルを正しい位置に大まかに整列させます。

3. リードモデルを選択し、Shift キーを押したまま、他のモデルを結合す

る順序で選択します。

4. 左側のパネルの［結合モデル］をクリックします。
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5. 各モデルをクリックして、結合点を持つグリップと、地面を中心にモ
デルが回転する点を露出させます。トラクター -トレーラーの組み合

わせ単位の場合、トレーラーの回転々がリアアクスルの中心となり
ます。

6. 左側で、［構成の編集］チェックボックスをクリアします。グリップが
消えます。

7. 統合された単位が選択された状態で、右クリックして［アニメーショ
ンパスの追加］を選択します。アニメーション位置が決定され、タイ
ヤ線およびトレーラーのコーナーがアニメーションパスとの関係で
表示されます。

8. 左側のパネルで、オプションを選択して、結合されたモデルに名前を
付けるか、グループ化を解除するか、モデルを保存します。

9. パネル下部の［保存］をクリックします。デフォルトでは、モデルは
「My Documents/FAROhd/articulated」に保存されます。

10. モデルを読み込んで再度使用するには、［モデル］タブの［モデルの読
み込み］コマンドをクリックし、結合されたモデルの保存場所を参照
します。

運動量
［Momentum Genius］ツールを使用して、衝突の運動量を詳細に解析でき

ます。このコマンドは、［解析］タブにあります。 

1. ［解析］タブの［運動量］コマンドをクリックします。
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2. ［プロパティ］パネルの［車両］タブで、［車両 1］および［車両 2］を

選択します

3. 車両フィールドをクリックして車両の名前を変更するか、そのまま残
します。車両名はレポートに表示されます。

4. 必要に応じて車両質量を調整します。

5. ［詳細］タブをクリックして、［衝突後］パネルにアクセスします。

6. ［スピン用に調整］チェックボックスを選択し、ブレーキの合計を 0 ～
100 のパーセンテージ（%）で入力します。ドラッグ係数は入力しな

いでください。

7. デフォルトの摩擦を、衝突後のサーフェスの 大摩擦に調整します。
ブレーキのパーセンテージ（%）にデフォルトの摩擦を掛け、軌道に

対する角度について調整します。数学的な説明および詳細について
は、［運動量］レポートを参照してください。
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8. 下図に示すように、運動量ベクトルおよびグリップを調整します。

9. ［車両 1 摩擦領域］をクリックして、正確な回転制御および、追加的な

摩擦領域のために、中間位置を設定および調整します。

10. パネル上部の車両タブを切り替えて、両方の車両について手順を繰り
返します。

11. フォーム上部の［追加］および［削除］ボタンを使用して、領域を追
加または削除します。

12. 領域を追加する場合、グリップ付きの車両の中間位置が表示され、目
的の位置に移動できます。新しい位置にも、適切な姿勢に調整するた
めの赤色の回転グリップがあります。

13. 必要に応じてグリップを調整します。グリップを動かすと、左側のパ
ネルで計算された衝突速度が変化します。

14.［再生］をクリックして、運動量の結果を 3D アニメーションとして表

示します。
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SAMI (Simulated Angular Momentum 
Interactive)
FARO HD のオプションパッケージである SAMI ツールは、［運動量］パネ

ルのタブとして表示されます。このツールを使用して、スピンアウトのシ
ミュレーションおよび、以下の 2 種類の解析を実行できます。

• ［シミュレートしたスピンアウトを使用］ - 適用すると、ユーザー指定

の衝突構成およびダメージ質量中心位置に基づいて、回転量および回
転子性がシミュレートされます。このツールの目的は、指定された車
両衝突構成に対する直接のフィードバックを得ることにあります。衝
撃構成に関する情報が不足または不十分な場合などに、ユーザー入力
をテストするために使用されます。

• ［ダメージシミュレーションの実行］ - 適用すると、運動量ベースの衝

突構成および結果に基づいて、ダメージの程度がシミュレートされま
す。このツールを適用する場合は、A および B スチフネス値が正しい

ことが重要です。詳細オプションの上のフィールドに表示される値は
デフォルト値であり、ユーザーが編集するまでは常に正しくない値で
す。

シミュレートしたスピンアウトを使用
以下の手順に従って、スピンをシミュレートします。

1. シーン上で運動量のアライメントを設定し、疑われる 初の接触点に
車両およびアライメントを割り当てます。

2. 左側のパネルの［SAMI］タブをクリックします。

3. チェックボックスを選択します。タイヤパスがシミュレートされ
ます。
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4. ダメージ質量中心および車両アライメントプロパティを調整して、異
なる結果を生成できます。

ダメージシミュレーションの実行
以下の手順に従って、ダメージをシミュレートします。

1. シーン上で運動量のアライメントを設定し、疑われる 初の接触点に
車両およびアライメントを割り当てます。

2. 左側のパネルの［SAMI］タブをクリックします。

3. A および B スチフネス値を確認し、FARO360.com/ resources のデータ

ベースなど、信頼できるソースを使用して適切な値に調整します。

注記: 各フィールドの横にある［i］をクリックすると、FARO360.com
のスチフネスデータベースが立ち上がります。

4. チェックボックスを選択します。

5. ダメージ質量中心および車両アライメントプロパティを調整して、異
なる結果を生成できます。

追加ヒント: 

シミュレートしたダメージが現実のダメージの近似となるには、良好
な運動量の結果が正確でなければなりません。考慮すべき疑問点:

• 運動量ベースのデルタ V は、CDR ダウンロードデータおよび

クラッシュベースの結果の近似となっているか?

• 車両は、ダメージ質量中心で同じ分離速度の 10% 以内に達し

ているかどうか?

SCMI (Simulated Collinear Momentum Interactive)
SCMI システムでは、正面衝突または同一方向（直線的に並んだ衝突）で

あると想定可能な車両衝突構成に関する、運動量保存解法を組み合わせ
ます。SCMI には、SMAC ダメージシミュレーションも含まれます。SCMI
は、他の運動量解析ツールとともに、［解析］タブにあります。［共線］ボ
タンをクリックして、シーン内に SCMI システムを配置します。

SCMI は、オリジナルの運動量ツールとほぼ同様に動作します。つまり、他

の FARO 運動量ツールと同様に、左側のパネルで車両を割り当て、シーン

上でベクトルを調整します。
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共線的運動量レポートを生成するには: 

1. ［解析］タブの［SCMI］コマンドをクリックします。

2. シーン内でクリックして、［SCMI］ツールを配置します。

3. 運動量ツールと同じ方法で操作します。

4. ［運動量］パネルの［レポートの印刷］リンクをクリックして、レポー
トを変更および印刷します。 

注記: SCMI に使用される数式の概要は、共線的運動量レポート内

の参照ページに記載されています。

血液飛沫解析

HD 血液飛沫解析（BSA）ツールを使用して、壁または床の血液飛沫の後

方軌道および可能性のある収束領域（ソース）を特定できます。

このツールは、以下のとおり、血液ドロップレット軌道のバックトラッキ
ングに関する公表されたガイドラインに従っています。
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• 画像の原点は、左下コーナーとして定義されます。Y は垂直方向、

X は水平方向右向きに延びます。

• 角度シータ（Θ）は、楕円の長軸の角度です。また、これは、サー

フェスを垂直方向から見た時に、ドロップレットがサーフェスに
ぶつかるまでの移動方向の角度でもあります。

• 角度パイ（Φ）は、衝突角度であり、移動方向とサーフェスの間の

角度です。

BSA ツールの使用
以下の手順に従って、開いたシーンに BSA 写真を挿入してセットアップ

します。

1. ［解析］タブをクリックし、［血液飛沫］コマンドを選択します。

2. BSA 写真を参照し、［開く］をクリックします。

注記: 

• 画像は、可能な限り垂直方向から撮影した、平らなサーフェ
スでなければなりません。平らでないサーフェス、または角
度を付けて撮影された画像は、ドロップレットの歪みにつな
52
第 4 章：クラッシュシミュ レーションおよび解析



FARO® HDバージョン 220
2015 年 5 月
がり、適切なドロップレットの長さ、幅および角度の特定が
困難になります。 

• レンズの歪みを押さえるため、写真は通常のレンスを使用し
て撮影してください。

3. ［ドロップレットエディター］が表示されます。画像に表示されている
領域の実世界での幅および高さを対応するテキストボックスに入力
し、画像に適切なスケールを指定します。

または 

画像の読み込み時にデフォルトで表示される［スケールツール］を使
用します。

4. 画像上の黄色のグリップをドラッグして、既知の距離と同じ長さの線
を描画します。

5. 実世界の既知の距離を［スケール長さ］テキストボックスに入力しま
す。入力内容に応じて、画像のサイズが自動的に決定されます。

6. 右マウスボタンを使用してパンし、マウスホイールを使用してズーム
して、解析対象のドロップレットのクローズアップ用に表示を調整し
ます。

7. パネルで、［楕円の描画］ボタンをクリックします。

8. 以下の手順で楕円を描画します。 

• 飛沫の方向から、楕円の近位端をクリックします。

• クリックして、飛沫の遠位端までの長さを記述します。

• 3 回目のクリックで、楕円の幅を決定します。
53
第 4 章：クラッシュシミュ レーションおよび解析



FARO® HDバージョン 220
2015 年 5 月
結果:楕円が描画されると、バックトラッキングされた軌道も青色

で表示されます。

9. 解析対象のドロップレットのプロパティを微調整するには、［選択］
ツールをクリックします。

• ［X］ および ［Y］ は、原点または画像の左下コーナーを基準とした

ドロップレットの楕円の中心を定義します。

• ［長さ］、［幅］および［角度］は手動で調整できます。単位は、環
境設定に応じてフィートまたはメートルとなります。角度の単位
は度です。

• ［楕円の色］では、エディターで描画された楕円の色を変更し
ます。

• ［軌道の長さ］は、後方軌道の長さであり、収束領域の計算中に使
用される 大距離でもあります。

• ［軌道の太さ］は、3D ビューでの描画時に後方軌道の太さを制御

します。

• ［軌道の色］は、3D ビューでの後方軌道の色を制御します。
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• ［可視］チェックボックスでは、軌道線のオン/オフ、および選択し

たドロップレットを収束の計算に含めるかどうかを切り替えま
す。

10. 画像は、デフォルトでは地面の方向に設定されます。ドロップレット
が壁または垂直サーフェス上にある場合に直立画像に切り替えるに
は、左側のパネルの［直立に切り替え］オプションをクリックします。

• 直立画像と地面画像の間で画像を変更すると、実世界空間で
の軌道の X、Y、Z 要素が変化するため、収束領域に大きな影

響が生じます。
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収束領域情報
プロパティパネルには、収束領域も表示されます。

• 領域（水平）の中心の中心 X および中心 Y。

• 大 Z（高さ）。

• 幅および長さ寸法（水平）。

• 現在、収束領域はワールド軸に整合されています。

• 収束閾値:

• この値が 0 より大きい場合、収束計算は、3D 空間で測定され

た互いの（X、Y）交点がこの距離以下の線に限定されます。

例:

上面図に、青色の交点を持つ軌道が表示されています:

同じ軌道の側面図:

垂直方向に沿ったこれらの交点間の距離に注目します。
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例:

閾値テストなしの収束領域。

収束閾値は 0.5 (m) に設定します。

収束領域（赤色の体積）は、以下のとおり決定されます。

• 以下の制約に従って、各軌道の交点が決定されます。

• X および Y のみが考慮されます。これは、ドロップレットの

軌道の垂直要素（Z）は、個別のドロップレットの速度、質量、

サイズ、重力、空気摩擦などを考慮に入れなければ、おそら
く決定できないためです。ただし、これらの考慮点は、一般
に軌道の X および Y 要素には影響しません。

• 軌道に沿った後方の交点のみが考慮されます。

• 交点は、軌道の長さの範囲内で考慮されます。長さの範囲外
で発生する交点は無視されます。

• これらすべての交点によって、すべての交点の 大 Z 高さを上限

とする長方形の収束領域が得られます。

• 収束領域の実際の高さは、この 大 Z よりも低くなります。

• 直立画像と地面画像の間で画像を変更すると、実世界空間で
の軌道の x、y、z 要素が変化するため、収束領域に大きな影響

が生じます。

• 画像を回転および移動すると、収束領域も更新されます。
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第 5 章： アニメーション

アニメーションの作成
アニメーションは HD の強力なツールです。デモンストレーションのため

に、シーン内でモデルを動かすことができます。 

1. モデルを挿入し、目的のアニメーションのパスに沿ってクリックします。

2. すべての点を配置したら、右クリックして、［描画モードの終了］を選
択します。

ヒント:モデルは、配置した順番にパスに沿って動きます。必ず、始点

から始めてください!

終端へのアニメーション位置の追加
以下の手順に従って、既存のアニメーションを簡単に延長できます。

1. パスの 後のセグメントをクリックします。

2. 右クリックして、［位置の追加］を選択します。

3. シーン内でクリックして、パスを延長します。

4. 右クリックして、［描画モードの終了］を選択します。

5. 必要に応じて手順を繰り返し、パス位置を追加します。

アニメーションパス位置の変更 
確立された位置の間にアニメーション位置を追加することはできません
が、マウスでドラッグして、確立された位置を変更できます。以下の手順
に従って、既存のパスを変更します。

1. 既存のアニメーションパスを選択します。
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2. 黄色の六角形グリップをドラッグし、アニメーションパスの開始およ
び終了位置を変更するか、緑色の正方形グリップをドラッグし、パス
の曲率を調整します。

3. 既存のパス位置をクリックしたまま、目的の位置にドラッグします。

［アニメーションパス］パネル
［アニメーションパス］パネルには、モデルのアニメーションパスを変更
するためのオプションがあります

• ［パスの色］:アニメーションパスの表示色を変更します。

• ［アニメーションの印刷］:このオプションを選択すると、シーンの印

刷時にアニメーションパスも印刷されます。

• ［即時回転を許可］:このオプションを選択すると、1 つのパスの終点で

のアニメーションの回転が、次のセグメントの始点とはまったく異な
ることを意味します。クリアすると、同じ回転平面状で連続的なパス
が自動的に設定されます。

• アニメーション HUD に表示］:このオプションを選択すると、アニ

メーション中に HUD にモデルの速度が表示されます。

• ［すべての位置を表示］:このオプションを選択すると、すべてのアニ

メーション位置が可視に設定されます。

アニメーションパスセグメントの編集
アニメーション速度およびモデルの姿勢を調整するには、パスセグメン
トを選択し、［アニメーションチャート］を開きます。ダイヤルインジケー
タを使用して、プロパティを変更します。
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詳細アニメーションのプロパティ
［詳細プロパティ］ダイアログボックスでは、アニメーションの可視性、車
両のタイヤ痕の追加など、詳細なアニメーションオプションを有効にし
ます。

地形に従う
飛行パス用のパスグリップおよび仰角グリップを表示するには、［地形に
従う］チェックボックスをクリアします。

注記: これにより、アニメーション化されたモデルパスをサーフェス

に固定する自動制御が解除されます。

アニメーションチャートの使用
アニメーションパスの選択時に画面の下部に表示される［アニメーショ
ンチャート］では、アニメーションの動きを制御できます。
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以下のような重要な注記およびオプションがあります。

• パスセグメントとは、2 つのアニメーション位置の間のパスです。

HD では、パスセグメントについて、加速、時刻、距離、初期速度

および 終速度を制御できます。

• HD には 2 つのアニメーション位置があり、それぞれの位置で、即

時回転を許可できます。1 つのパスセグメント回転の終点と、次の

セグメント回転の始点を個別に編集できます。

• 各パスセグメント（曲線）には、2 つのグリップがあり、パスの形

状を変更できます。

• 各パスセグメントグリップには、［詳細アニメーションのプロパ
ティ］ダイアログボックスで［地形に従う］が選択解除されてい
る場合に垂直軌道を制御する垂直グリップがあります。

• パスグリップをアクティブにするには、パスセグメントを選択す
る必要があります。 

• 各アニメーションパスについて、オンスクリーンのグリップを使
用するか、［詳細アニメーションのプロパティ］パネルの［姿勢］
のプロパティでヨー、ピッチおよび回転を編集できます。

• アニメーション化されたモデルのタイヤは、車両が回転する際に
タイヤが地面に現れるかどうかをデモンストレーションまたは
シミュレーションするために表示されます。

• アニメーションエンジンは、初期速度および 終速度に基づいて
加速を計算します。目標とする加速度は、アニメーションチャー
トの［加速］列に入力します。このとき、初期速度または 終速
度のいずれかを調整する必要があります。

• 曲線パス距離は、垂直および水平に正確に計算されます。

• 衝突同期点は 10 個に制限されますが、2 台の自動車が共通または

連続的な同期点を持つことはできません。

• 回転点は、すべてのセグメントベースの［回転］位置グリップを
ドラッグして設定できます。［回転］点を編集するには、パスでは
なく、アニメーション化されたオブジェクトを選択する必要があ
ります。

• 選択されたアニメーションパスは、画面下部のアニメーション表
で強調表示されます。

• オンスクリーンのグリップを使用するか、適切なフィールドの値
を調整して、位置および姿勢を調整します。
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• 画面状の車両を動かすと、アニメーション時刻、距離、加速値の
変化がリアルタイムで表示されます。

衝突アニメーションの作成 
以下の手順に従って、衝突アニメーションまたは同期された時点を必要
とするその他のイベントを作成します。

1. 衝突するモデルのアニメーションを個別に作成し、それらの位置が図
で正しい位置にあることを確認します。

2. ［アニメーションチャート］で、両方のモデルに同じ同期番号を設定し
ます。

注記: 同期は、アニメーションパスの終点ではなく、始点で発生し

ます。

3. 複数の車両が衝突する場合は、同じ手順を繰り返し、新しい同期番号
を使用して、追加の同期点を作成できます。たとえば、上のピクチャー
の黄色い車両が別の車両と衝突する場合、次のアニメーションパスは
同期番号「2」で開始され、衝突する別の車両には「2」が割り当てら

れます。

4. 同期点は制限なしに作成できますが、同じ車両同士は、1 回だけ、連

続的に同期できます。

中間またはゴースト位置の追加 
HD では、アニメーションパスセグメントの位置の間に、 大 10 個のゴー

スト位置を追加できます。ゴースト位置とは、アニメーションの軌跡上に
「凍結された」モデルのコピーです。

1. アニメーションパスを選択します。

2. ［アニメーションのプロパティ］パネルの［中間位置の編集］をクリッ
クします。

3. ［アニメーションフォーム］で設定を変更します。
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または 

オンスクリーンのグリップを使用して、姿勢および位置を編集し
ます

4。 ゴースト位置は、［アニメーションフォーム］の［削除］ボタンを
クリックして削除できます。

アニメーションカメラの使用 
アニメーションカメラを使用して、シーン内に配置されたカメラからア
ニメーションを記録できます。以下の手順に従って、カメラを配置し、カ
メラ位置からアニメーションを記録します。

1. ［アニメーション］タブで、［アニメーションカメラの追加コマンドを
クリックします。

［アニメーションカメラ］パネルが開きます。

2. ［視点］ドロップダウンメニューで［オブジェクト追従］を選択して、
移動カメラおよび移動/トラッキングカメラを配置します。

3. ［カメラ］パネルのをクリックします。
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4. カメラから記録するアニメーション化されたモデルをクリックしま
す（短時間強調表示されます）。

5. 車両に固定された値である、カメラの XYZ 値を調整します。 

例:アニメーションカメラが車両内に配置される場合、カメラが上

昇して、窓の外が見えるようになるまで Z 値を大きくします。

6. ［注視点］パネルで、［追従］を選択し、［ターゲット追従モデルの選択］
をクリックします。

7. トラッキングするモデルを選択します（これも短時間強調表示され
ます）。

8. ［アニメーションカメラの使用ボックスが選択されていることを確認
します。

9. ［VCR の再生］ボタンをクリックして、結果の検証を行います。

10. 追加のカメラを配置するには、［アニメーション化されたカメラ］コマ
ンドをクリックして、手順 3 ～ 10 に従います。

11.［アニメーションカメラ］パネルのカメラ番号フィールドで、カメラに
名前を付けます。

12.［アニメーション］タブのアニメーションカメラをクリックし、目的の
カメラで［選択］をクリックして編集します。

車両にダメージを加える
以下の手順に従って、衝撃点にあるモデルにダメージを加えます。

1. 車両を選択します。

2. 左側のパネルで、［ダメージ］を選択します。

3. ［ダメージのプロパティ］で、ダメージの［位置］を選択します。
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4. ［幅］および［オフセット］オプションで、クラッシュ全体の幅と奥行
きを入力します。

5. 必要に応じて操作を繰り返します。

6. ［ダメージのプレビュー］ボックスをクリックして変更の内容を確認
し、必要に応じて調整します。

注記: アニメーションについて、ダメージと関連付けられた衝突

同期番号と一致する同期 ID 番号を設定します。

時間距離スプレッドシートとしてアニメーションをエクス
ポートする 
1. 任意のアニメーションパスをクリックします。

2. ［プロパティ］パネルで、［アニメーションレポートを CSV としてエク

スポート］を選択します。

3. フォルダの場所を参照します。

4. ファイルに名前を付けます。

5. ［OK］をクリックします。

アニメーション効果
HD では、光、影、気象、炎および爆発をアニメーション化できます。 

その他の光オプション
1. ［表示］タブの［光］コマンドをクリックします。
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2. 光を選択し、［光の編集］パネルで編集します。

3. 選択した光を追加して操作します。

注記: FARO HD　では、パフォーマンスとリソースの使用状況のバラ

ンスを取るため、光の使用は 5 つに制限されます。同じ理由のため、

車両 1 台当たりヘッドライトを表す光は 1 つだけしか使用できませ

ん。

4. 現在の太陽角度にもとづいて影を表示するには、［影］をクリックしま
す。太陽角度は、［表示］タブの［スカイボックス］コマンドで設定で
きます。 

車両の光オプション 
1. 光オプションにアクセスするには、シーン内で車両モデルを選択し

ます。

2. 左側のパネルの［プロパティ］リストの下部までスクロールして、［光
の状態の編集］を選択します。
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3. ボックスを選択して、目的の光をアクティブにします。

4. パネルの外側をクリックして、パネルを閉じます。

注記: 光と影を使用すると、コンピュータのパフォーマンスが低下す

ることがあります。そのため、開発中ではなく、プロジェクトの 後
にそれらを追加します。

気象
1. シーン分析および表示では気象が重要な役割を果たすため、雨、霧お

よび雪を生成する機能が含まれています。［表示］タブの［気象］コマ
ンドをクリックします。

2. 目的の［霧］、［雨］および/または［雪］のチェックボックスを選択

します。
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3. スライダおよびダイヤルコントロールを使用して、または、大雨、中
程度の雨、小雨、大雪、中程度の雪、小雪のコマンドをクリックして、
プロパティを調整します。

4. 気象をアニメーション化するか、静的モードで表示するには、［アニ
メーション化効果を有効にする］チェックボックスを選択またはクリ
アします。

炎および爆発
炎および爆発を適用してシーン内で破壊のシミュレーションを行い、真
に迫った、説得力のあるシーンを作成します。これらの効果は、タイミン
グを指定し、タイムライン上で他のイベントと同期できます。以下の手順
に従って、シーンに炎または爆発を追加します。

1. ［モデル］タブをクリックします。

2. ［北矢印］コマンド、［炎］コマンドの順にクリックします。ダイアロ
グボックスに、［炎］および［爆発］ツールが表示されます。

3. 目的の効果を選択し、シーン内でクリックして配置します。標準の星
形グリップを使用して、必要に応じて効果の位置を変更できます。

4. ［プロパティ］パネルでプロパティを調整します。
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第 6 章： 人体モデル

ポーズ可能なモデル
HD には、ポーズ可能な人体ダミーが含まれます。20 以上の結合点を持つ

ダミーをシーン上に配置し、簡単に操作できます。

1. ［モデル］タブで［人体］カテゴリをクリックし、［男性］または［女
性］サブカテゴリを選択します。

2. ［ポーズ可能なダミー］のツールチップが表示されるダミーを選択し
ます。

3. シーン内でクリックして、ダミーを配置します。

4. 左側のパネルで、［ボタンをクリックします。ポーズ可能なモデルに、
赤色の結合点が表示されます。 

5. 関節をクリックして編集します。円形で紫色のグリップが表示されま
す。グリップを右クリックして、動きのコントロールを表示します。

6.  青色および黒色の矢印をクリックして、モデルの位置を決めます。

注記: 始めからやり直すには、左側のパネルの［アクション］>［そ

の他］ボタンをクリックして、［固定ポーズにリセット］をクリッ
クします。
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7. 完了したら、左側のパネルの［ポーズの停止］ボタンをクリックし
ます。

注記: 結合点が表示されている間にダミーの選択を解除した場合

は、いずれかの赤色の点を選択すると、モデルが再度選択され
ます。

詳細人体モデル
詳細人体モデル（AHM）は、ポーズ可能でレイヤー構造であり、解剖学的

に正確です。

AHM の挿入
以下の手順に従って、シーンに AHM を挿入します。

1. ［モデル］タブで、［人体］カテゴリをクリックします。 

［男性］または［女性］サブカテゴリのいずれかで、［詳細男性/女性モデル］

ツールチップの表示されるモデルを選択します。「人体モデル - ポーズ可

能なモデルを配置するには」の節を参照してください。

AHM レイヤー
詳細人体モデルには、8 種類の詳細レイヤーを選択できます。

• 骨格系

• 循環系

• 神経系

• 消化器系

• 呼吸器系

• 筋肉系

• 着衣ビュー
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• 脱衣ビュー

2.

サブアニメーション化されたモデルの使用
HD では、歩行、ランニング、ジョギング、はい歩き、スケートボードな

どの動きを表現するサブアニメーション化された人体ダミーモデルがい
くつか提供されます。以下の手順に従って、サブアニメーション化された
モデルを配置してアニメーション化します。

1. ［モデル］タブで、［人体］コマンドをクリックします。

2. ［サブアニメーション化］カテゴリコマンドをクリックします。

3. モデルを選択します。

4. シーン内でクリックして、モデルを配置します。

5. 左側のパネルの［衣服の編集］をクリックして、皮膚および衣服の色
および可視性を変更するか、右クリックして［使用可能な皮膚のテク
スチャ］を選択します。

6. 右クリックして［アニメーションパスの追加］を選択し、アニメーショ
ン化します。
73
第 6 章：人体モデル



FARO® HDバージョン 220
2015 年 5 月
7. クリックしてパスを描画し、右クリックして［描画モードの終了］を
選択し、描画を完了します。

8. ［アニメーションチャート］で動きのオプションを操作します。

9. アニメーションパスを選択して特定のアニメーション位置でサブア
ニメーションを停止し、［アニメーションチャート］の［サブアニメー
ション化］チェックボックスをクリアします。
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第 7 章： 測定

測定のインポート（データ点）
すべての測定は、HD にインポートできます。

1. ［測定］タブで、［インポート］コマンドをクリックします。

2. ［計測器またはファイルの選択］フィールドでファイルタイプを選択
します。

3. コンピュータまたはハンドヘルドデータコレクタ上の点ファイルを
参照します。サポートされるファイル:

• ハンドヘルドデータコレクタから直接（MapScenes、Pocket Zone、
MFX）。

• 点ファイル（.csv、.raw、.sdr、.rw5 など）。

4. ［開く］をクリックします。

測定のエクスポート
測定は、.CSV　ファイルとしてエクスポートして、他のアプリケーション

にインポートできます。以下の手順に従って、点ファイルを CSV として

エクスポートします。

1. エクスポートする測定セットを選択します。
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2. 左側のパネルで、［エクスポート］を選択します。

3. .csv ファイルを保存する場所を参照して選択します。

4. ［保存］をクリックします。

座標:手動測定の入力
以下の手順に従って、手動測定を入力します。

1. ［測定］タブをクリックします。

2. ［座標］オプションをクリックします。

3. シーン内でクリックして、座標点セット、ベースライン原点および回
転点表示をシーンに挿入します。デフォルトでは x 軸は 20 m となり

ます。
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4. 測定点を入力し、［測定ログ］パネルでの点の表示方法を選択します。
ログ内でクリックして、点を入力します。

注記: 

• シーン内に、任意のタイプの点セットを 大 21 個追加で

きます。

• シーン内で、必要な数だけベースライン測定セットを適
用します。

• すべての点は、HD ファイルの一部として保存されます。

三角測量:手動測定の入力
以下の手順に従って、三角測量の手動測定を入力します。

1. ［三角測量］コマンドをクリックして、三角測量ログを作成します。

2. シーン内でクリックして、［三角測量］ツールを配置します。

3. 測定データを［三角測量ログおよびチャート］に入力します。

• ［ベースライン x］フィールドで、2 つの三角測量参照点間の

距離を設定します。これは、フィールドで測定された、他の
点の測定基準となる 2 つの参照点間の距離です。

• ログに点を追加すると、新しい行が自動的に生成されます。

• 新しい点について、2 つの参照点からの距離を入力します。
77
第 7 章：測定



FARO® HDバージョン 220
2015 年 5 月
• 三角測量を使用する場合は、点がベースライン（2 つの参照点

を結んだ線）よりも上または下にある可能性があるため、ロ
グの右側にある［正］チェックボックスを使用して、点がベー
スラインのどちら側に表示されるか決定します。

4. 三角測量点セットがアクティブな場合に表示される青色のグリップ
および赤色で円形のグリップを使用して、点セットを移動または回転
させます。

測定セットのマージ
数学的マージは三次元であり、極めて正確です。以下の手順に従って、点
を数学的にマージします。

1. シーン内で、2 つ以上の座標点セットをインポートまたは作成しま

す。点を接続するチェックボックスは選択しないでください。

2. 初の点セットを選択します。

3. 左側のパネルで、［点セットのマージ］を選択します。

4. ［2 番目の点セットの削除］チェックボックスを選択します。

5. をクリックします。点のドロップダウンリストを使用して、共通の点

1 および 2 を選択します。

6. 必要に応じて点セットを追加します。
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第 8 章： 全地形
画像を 3D シーンに変換することによって、画像および調査データの 良

のフィーチャを組み合わせ、クリアで説得力のあるピクチャーを生成で
きます。

注記: 全地形は、HD CSI では利用できません。

画像のドレーピング
以下の手順に従って、画像のドレープをインポートします。

1. 基平面をダブルクリックして、［プロパティ］パネルを開きます。

2. ［Google Map のインポート］をクリックします。

3. 目的の場所の住所または座標を入力し、［検索］をクリックします（ま
たは、他の地形画像を選択します）。

4. ［OK］をクリックします。

5. 全地形から測定をインポートし、点と線を接続するチェックボックス
をクリアします。

6. 点セットを回転および移動させて、画像と整合させます。

注記: 高の結果を得るため、［2D］コマンドをクリックしてオル

ソビューに切り替え、遠近法の歪みを除去します。［ホーム］コマ
ンドをクリックして、整合後に［3D］ビューに戻ります。
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7. 画像をクリックして［GOOGLE MAP］パネルを開き、［3D 地形の作成］

をクリックします。

8. 必要に応じて［プロパティ］パネルでメッシュ密度を増やし、［3D 地
形の作成］を再度クリックします。

9. 必要な場合は、測定セットを選択し、［測定］パネルの［線の接続］を
クリックして、線を自動的に接続します。

10. プロジェクトを保存します。

注記: 

• 3D 地形に配置されたモデルは、自動的にサーフェスに取り付

けられます。

• オプションで、ポリラインを追加してシーンを拡張し、以下
の手順で地形システムに認識させます。

1. 新しいポリラインを描画します。

2. ［ポリライン］パネルで、［地形エッジとして使用］ボック
スを選択します。

3. パネルで公差を調整し、選択した公差距離内のポリライ
ンに沿った不可視の点を含めます。

4. ［3D 地形の作成］を再度クリックして、ポリラインを内包

する画像を表示します。

• または、［3D 地形のダウンロード］をクリックして、Google 地
形データを使用できます。 

全地形マッピングのためにシーンを測定する

マッピング戦略
HD で［全地形］ツールを使用する場合は、クラッシュ現場でのマッピン

グ戦略を考慮します。マッピングの開始前にフィールドスケッチを作成
し、測定対象を配置できるようにします。
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下図では、路肩が測定されています。全地形を使用する場合は、それが重
要です。

全地形では、点間に三角形を作成します。測定が不均一な場合は、セン
ターライン測定が道路の外にある点または作成しようとしている平面と
三角形を形成することがあり、サーフェスが不均一となります。HD では

モデルが地形に追従するよう設計されているため、これは、アニメーショ
ンの動作にも影響します。

仰角の変化が大きいほど、地形の適切なモデル化のために必要な撮影ま
たは測定が多くなります。マッピングの前にクラッシュ現場を配置し、道
路上の測定のためのエッジ位置をマークします。仰角に顕著な変化があ
る場合は、50 m 以内で測定する必要があります。道路、側溝、歩道または

その他の隣接するプロパティがおおむね同じ高さにある場合は、測定を

75 m まで離すことができます。 

下図に、HD で［全地形］とともに使用する、測定対象のシーンの配置お

よびマークの例を示します。

ぼやけた線に沿って 50 m 間隔で作成したピンク色のマークを含め、エビ

デンスがどのようにマップにマークされているか確認してください。舗
装道路のエッジ、ぼやけた線およびセンターラインに対応する測定の他、
50 m 間隔のピンク色のマークと一緒に、仰角を付けた側溝内の写真撮影

も行う必要があります。
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第 9 章： 印刷
HD には、図のスナップショットや完全なレポートなど、さまざまな印刷

オプションがあります。

印刷プレビュー
HD の［印刷］タブには、左から順に以下のような印刷オプションがあり

ます。

• ［図の印刷］:クリックして、シーンの印刷プレビューを表示します。印

刷サイズは、用紙サイズおよびシーン領域に基づいて自動的に計算さ
れます。

• ［領域の印刷］:クリックしてシーンの印刷領域を選択し、スケールを

設定します。黄色の星形グリップを使用して目的の位置を定義し、左
側のパネルでスケールを調整して印刷領域を増減します。

• ［現在の表示を画像として印刷］:クリックして、画面に表示されてい

るシーンのスナップショットを作成し、［印刷プレビュー］に送り
ます。

印刷プレビュー画面
［印刷プレビュー］画面には、印刷される図のサムネイルが表示されます。
また、さまざまなオプションを適用するためのコマンドリボンがあり
ます。

左側のパネルに［スケール］オプションも表示されます。

• ［ベストフィットの使用］: スケール処理を自動化し、図をページに

フィットさせます。
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• ［手動スケーリング］:［ベストフィットの使用］を選択解除し、1 cm
に対応するメートル値を選択して、目的のスケールを入力します。ク
リックするとプレビュー画面がアクティブになります。

印刷プレビューリボンコマンド
［印刷］コマンドの説明については、下表を参照してください。 

コマンド クリック時の動作

... レポートの内容をプリンタに出力し

ます。

...プリンタの出力先を変更します。

...用紙を変更します。

...PDF ファイルに印刷します。

... 印刷の向きを縦および横の間で切り

替えます。

注記: すべてのレポートテンプレー

トに横向きのバージョンがあるわ
けではありません。

...ラベルを追加します。

...印刷ジョブに北矢印を追加します。

... 印刷ジョブにタイトルブロックを追

加します。

... 印刷ジョブにテンプレートを適用し

ます。

表 9-1 印刷プレビューリボンコマンド
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ラベル
シーンにラベルを付ける方法には、印刷プレビューにラベルを付ける方
法、または［描画］ツールバーでテキストツールを使用する方法の 2 通り

があります。

テキストツールを使用してラベルを追加する
以下の手順に従って、シーンにラベルを追加します。 

1. メインの［描画］ツールバーをクリックします。 

2. ［テキスト］ツールをクリックします。

3. シーンでテキストを表示する位置をクリックします。

4. テキストフィールドをクリックすると、左側に［プロパティ］パネル
が開きます。 

5. パネル上部の［テキスト］ボックスに目的のテキストを入力します。

印刷プレビューでラベルを追加する
印刷プレビューで、2D オブジェクトおよびラベルをシーンに追加でき

ます。 

1. ［図の印刷］ボタンをクリックすると、［印刷プレビュー］パネルが表
示されます。

2. パネル上部の［ラベル］ツールをクリックします。

... 記入済みのテンプレートに名前を付

けて保存し、後で使用できるようにしま
す。

コマンド クリック時の動作

表 9-1 印刷プレビューリボンコマンド
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3. ラベルテキストを入力します。

4. シーンを印刷します。

レポート
HD では、いくつかの形式のプロフェッショナルレポートを生成でき

ます。

ロゴの挿入
以下の手順に従って、自社のロゴをレポートに自動的に挿入します。

1. 画面左上の HD ロゴをクリックします。

2. ［印刷］で、目的のロゴを参照して選択します。

測定ログレポート
以下の手順に従って、測定ログレポートを印刷します。 

1. ［測定］タブで、［座標ログ］コマンドをクリックします。

2. 図上の［測定レポート］ツールを選択します。
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3. レポートに含める項目のオプションを選択します。

4. レポートヘッダーをクリックし、必要に応じて編集します。 

5. 左および右矢印を使用して、レポート内を移動します。

6. ［印刷プレビュー］リボンの［印刷］コマンドをクリックします。

アニメーションレポート
以下の手順に従って、アニメーションレポートを印刷します。

1. レポート用のアニメーションパスをクリックします。

2. アニメーション化されたモデル毎に、手順を繰り返します。

3. ［アニメーションレポートの印刷］をクリックします。

4. レポートに含める項目のオプションを選択します。

5. レポートヘッダーをクリックし、必要に応じて編集します。 

6. 左および右矢印を使用して、レポート内を移動します。
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プレビュー画像およびスナップショットの保存およびコピー
HD では、現在のビューのスナップショット画像を保存したり、コピーコ

マンドを使用して、Word、Power Point、Outlook などのアプリケーション

に直接貼り付けることができます。［ミニメニュー］の［コピー］および
［スナップショット］ボタンを使用して画像をクリップボードにコピー
し、任意のプログラムに貼り付けます。
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テクニカルサポート
FARO Technologies, Inc. は、お客様に 良のテクニカルサポート   

をご提供できるよう努めております。当社のサービス規約につい
ては、本書の 付録 C：FARO 製品サービス規約 を参照してくださ    

い。万一当社の製品に問題が発生した場合には、以下の処置を
取ってから、当社のテクニカルサポートまでご連絡ください。

• 本書の関連項目をよくお読みになり、必要な事項を確認して
指示に従ってください。

• 当社ウェブサイト（www.faro.com）の FARO Customer Care（カ   

スタマーケア）エリアにアクセスし、当社のテクニカルサポー
トデータベースをご活用ください。データベース（英語）は、
毎日 24 時間、いつでもご利用になれます。 

• 発生している問題を記録してください。なるべく具体的に説
明します。情報量が多ければ多いほど、問題を解決しやすく
なります。 

• それでも問題が解決しない場合は、測定器のシリアルナン
バーをお手元にご用意の上お電話ください。

サポートの受け付け時間（月曜日～金曜日） 

北米：
午前 8 時～午後 7 時、東部標準時（EST）。 

ヨーロッパ：
午前 8 時～午後 5 時、中央ヨーロッパ標準時（CET）。 

アジア：
午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分、シンガポール標準時（SST）。 

日本：
午前 9～午後 5 時、日本標準時（JST）。 

中国：
午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分、中国標準時（CST）。 

インド：
午前 9 時 30 分～午後 5 時 30 分、インド標準時（IST）。 

また、電子メールや FAX でも毎日 24 時間、問題やご質問を    

受け付けております。
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電話番号 

北米：
800 736 2771、+1 407 333 3182（米国外）

メキシコ：
001-866-874-1154

ヨーロッパ：
+800 3276 7378、+49 7150 9797-400（ヨーロッパ外）

アジア：
1800 511 1360、+65 6511 1350（アジア外）

日本：
0120 922 927、+81 561 63 1411 （日本外）

中国：
400 677 6826、+86 21 6191 7600 （中国外）

インド：
1800 1028456、+91-1146465656 （インド外）

タイ：
+662 7441273-6 （タイ外）

韓国：
+82 51 662 3413 （韓国外）

Fax 

北米：
+1 407 562 5294

ヨーロッパ：
+800 3276 1737、+49 7150 9797-9400（ヨーロッパ外）

アジア：
65 65430111

日本：
+81 561 63 1412

中国：
+86 021 61917600 

インド：
+91-11-46465660
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タイ：
+662.7443178

韓国：
+82.51.941.8170

電子メール 

北米：
support@faro.com

ヨーロッパ：
support@faroeurope.com

アジア：
supportap@faro.com

日本：
supportjapan@faro.com

中国：
supportchina@faro.com

インド：
supportindia@faro.com

タイ：
supportthailand@faro.com

韓国：
supportkorea@faro.com

通常の営業時間外に電子メールまたは FAX を受け取った場合  

は、翌営業日の正午までに対応させていただきます。担当者が不
在の場合は、メッセージをお残しください。4 時間以内にこちらか 

ら折り返しお電話をおかけします。メッセージには、ご質問の内
容と、お客様のシリアル番号を必ずお残しください。また、お名
前、FAX 番号、電話番号および内線番号も忘れないでください。迅 

速な対応が可能になります。
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付録 A： ソフトウェアライセンス契約
本ソフトウェアのインストール、複製、ダウンロード、アクセス、
または使用の前に、以下の条項を注意してお読みください。本ソ
フトウェアをインストール、複製、ダウンロード、アクセス、ま
たは使用することは、本ソフトウェアライセンス契約を読み、理
解した上で、すべての条項を履行することに同意したということ
です。同意しない場合は、本ソフトウェアをインストール、複製、
ダウンロード、アクセス、または使用しないでください。 

FARO Technologies, Inc. 

ソフトウェアライセンス契約 

本ソフトウェアライセンス契約は、お客様（以下で定義）と FARO 
Technologies, Inc. (「FARO」) との間で交わされる法的合意です。こ   

の条項に同意しない場合：(a) 本ソフトウェアをインストール、複 

製、ダウンロード、アクセス、または使用せず（以下で定義）、(b) 未 

使用の完全な状態のソフトウェアとすべての付属品（印刷資料を
含む）を元通り梱包して、購入後 30 日以内に返送していただく  

と、引き換えに支払い済み金額の全額を返却しいたします。本ソ
フトウェアをインストール、複製、ダウンロード、アクセス、ま
たは使用することで、雇用者の代行者であることを表明し（こう
した雇用者のことを以後は「お客様」または「ライセンス保持者」
と呼びます）、その代行者として承認され、契約条項に同意した
ことになります。 

1. 定義 

1.1 契約。「契約書」とは、本ソフトウェアライセンス契約書 

のことです。

1.2 ライセンスソフトウェア。「ライセンスソフトウェア」と 

は、機械可読で、オブジェクトコード形式専用のコンピュー
タソフトウェアのことで、FARO が所有し、CD ROM、イン  

ターネット、またはその他の配布手段によって配布するもの
とします。場合によって本契約書に準じて FARO が提供する  

ライセンスソフトウェアに対するすべてのアップグレードも
対象とします。サードパーティソフトウェアは、FARO が提供 

する製品に組み込まれていても、ライセンスソフトウェアと
はみなされません。
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1.3 ライセンスソフトウェア資料。「ライセンスソフトウェア 

資料」とは、ライセンスソフトウェアとともに用いられるよ
うに、契約条項に従い、ライセンスソフトウェアに関連して

FARO が提供する資料のことです。

1.4 ソフトウェア。「ソフトウェア」とは、ライセンスソフト 

ウェアとライセンスソフトウェア資料のことです。

2. ライセンス付与 

2.1 ライセンス。本契約書の条項に準拠することを条件に、 

FARO が付与し、お客様が受諾する、専有的でなく、譲渡可能 

でない限定ライセンスであり、単一のコンピュータで 1 度に  

一人のユーザーのみという条件の下に国際ビジネスのために
本ソフトウェアを使えるようにします。

2.2 権利の保持。FARO は、本ソフトウェアとそのすべての修  

正、機能強化、および派生著作物における権利、名称、著作
権、営業秘密、特許、およびその他の所有権を、その起源を
問わずすべて保持するものとします。本ソフトウェアまたは
その派生著作物では本契約書に記載されているものを除い
て、明示的にも、暗黙的にも権利を獲得することは一切なく、
本ソフトウェアで明示的に付与されない権利は、すべて

FARO に帰属します。

2.3 複製。ライセンスソフトウェアを 1 部複製できますが、た   

だしこうした複製をお客様のみが保存の目的でのみ使用する
場合に限ります。本条項 II（ライセンス付与）に記載されてい 

る場合を除いて、お客様は本ソフトウェアの全体または一部
を使用、印刷、複製、翻訳、表示してはならないものとしま
す。FARO による書面での事前同意がない限り、ライセンスソ 

フトウェア資料を複製してはいけません。本ソフトウェアの
完全複製または一部複製では、FARO とそのライセンサ（存在 

する場合）の著作権、商標、サービスマーク、およびその他
の所有権表示はオリジナルの表示と同じ書式で、同じ場所に
配置し、決して削除しないでください。

2.4 修正。ライセンスソフトウェアの修正、改変、コード変換、 

リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、ま 

たはライセンスソフトウェアからのその他の手段による派生
著作物の作成、ライセンスソフトウェアのその他の手段によ
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る変更、そのソースコードの検出は、ご自身で行うことも、他
の人物に委ねることも決してしないでください。

2.5 関連法規の遵守。成文法、規正、ルール、標準、指示、ガ 

イドライン、司法上または行政上の決定、法的効力を持つ国
または地方の措置など、形式を問わず、常に国外法、国内法、
および条例をすべて遵守するものとします。

2.6 監査権。FARO は、本契約書の準拠状況を評価する目的で、  

業務時間における合理的な情報に基づいて、本ソフトウェア
の使用状況を監査する権利を有しているものとします。

2.7 測定器。本ライセンスソフトウェアには、使用状況を管理 

するための技術ベースの測定器および受動的制約が含まれる
場合があります。たとえば、本ライセンスソフトウェアは、使
用を同時使用ユーザーまたは指名されたユーザーのライセン
ス数に制限するライセンスファイルを含んでいる場合もあれ
ば、ライセンス料金または他の料金が全額支払われるまで、使
用を一時的に制限する場合もあります。お客様は、こうした
受動的制約および測定器がライセンス準拠を確認するための
合理的な手段であり、ライセンス料金と他の料金設定および
契約全体の要因になっていることを確認した上で、ライセン
スソフトウェアの使用を管理するこうした測定器および受動
的制約を絶対に変更しないこと、または無視しないことに同
意するものとします。

2.8 保守パッケージ。別注のライセンスソフトウェア用保守 

パッケージは、FARO から標準表示価格で購入できます（「保 

守パッケージ」）。保守パッケージを選択し、支払を済ませる
と、条項 3.1 の下の限定保証が拡張保障期間に延長されます  

（「拡張保証期間」）。その期間は、保守パッケージの有効期限
に基づいて満期となるか、保守パッケージに対する料金の支
払がなされないと、いつでも期限切れとなります。さらに本
ソフトウェア（ライセンスソフトウェアの新規バージョンを
含む）（そのつど「アップグレード」）の機能強化、アップグ
レード、または修正がリリースされた時点で現在の保守パッ
ケージが良好な状態である場合、お客様は追加料金なしで該
当アップグレードに登録されるものとします。現在の保守
パッケージがアップグレードのリリース時点で良好な状態で
ない場合、お客様は、該当アップグレードに登録されないこ
とを認めるものとします。 
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3. 限定保証 

3.1 ライセンスソフトウェアのパフォーマンス。FARO は、ラ  

イセンスソフトウェアの配送後、30 日間（「標準保証期間」） 

は、FARO で指定された動作環境で適切に使用していれば、ラ 

イセンスソフトウェアは、配送時の状態で実質的に FARO に  

よって提供されたライセンスソフトウェア資料に従って機能
することを保証します（「限定保証」）。

3.2 排他的救済手段。保証期間（または条項 2.8 で述べた保守   

パッケージが存在する場合は拡張保証期間）中に、限定保証
への非準拠の発生を FARO に通知した場合、FARO は単独の   

選択および判断で以下のようにします。(a) ライセンスソフト 

ウェアにおける検証可能な非準拠状態を訂正するために必要
なプログラミングサービスを提供するための経済的に合理的
な対応処置を講じます。(b) 非準拠のライセンスソフトウェア 

を交換します。(c) この契約の全体または一部を破棄して、非 

準拠ライセンスソフトウェアにお支払いただいた金額を返却
します（ただし拡張保証期間内に、 大返却金額が保守パッ
ケージに支払われた金額と等しくなっている場合）。FARO
は、結果を保証することも、エラーまたは欠陥がすべて訂正
されたことを表明または保証しません。前項では、本条項 III 

（限定保証）での限定保証の非準拠に関するお客様のみに適用
する排他的救済手段について述べました。

3.3 保証拒絶：条項 3.1（保守パッケージの購入者のための時  

間拡張）で述べた限定保証を除いて、FARO は、ソフトウェ 

アに関連したいずれか、またはすべての保証を明示的にも暗
黙にも、また書面または口頭で保証することを一切しません。
その中には商品性、相互互換性、特定目的適合性、法律上の
瑕疵担保責任、平穏享有権、商習慣または取引過程で生じる
ものの暗黙保証を含みますが、これに限定されません。FARO
ソフトウェアに欠陥がないことも、あるいはライセンスソフ
トウェアの使用が連続していることも、エラーがないことも
保証しません。前述の制限がなくても、FARO は、本ソフト 

ウェアが英語以外の言語でテキストを正しく表示されること
を保証しません。お客様の責任において、FARO が示したハー 

ドウェアおよびオペレーティングシステムの要件をお守りく
ださい。
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4. 料金と支払 

4.1 料金、請求、支払本ソフトウェアおよび選択した場合の保 

守パッケージの手数料および料金は、FARO による請求書発 

行後、30 日以内にお支払いただくことになります。これ以降 

にお支払いただいた手数料および料金は、すべて返却不能と
なります。期日過ぎの金額には、(a) 月 1.5% または (b) 法律で    

認められた 大利率のどちらか低いほうの利息が課せられま
す。

4.2 税金。本契約書の下での各種料金には、(a) FARO が提供す   

るサービス、(b) 本ソフトウェアまたはその使用、(c) 本契約書  

に従って付与されたライセンス、または (d) 本契約書に関連  

した、売上税、使用税、固定資産税、消費税、付加価値税、サー
ビス税、またはその他の適用税も、これ以降税務当局によっ
て課せられるこうした税金に対する罰金や利息も含まれてい
ません（総称的に「税」）。本契約書の下で義務付けられたそ
の他の支払に加えて、すべての税金を支払う義務があります。
FARO が税金を支払う必要がある場合（FARO の収入に課せ  

られる税を除く）、FARO は請求書にてお客様にこうした税金 

についてお知らせするので、お客様は条項 4.1（料金、請求、 

支払）に従って該当の請求に対してお支払をいただく必要が
あります。お客様の本契約書の履行義務違反が原因で FARO 
に課せられた自己負担費、利息、罰金に対して FARO を補償  

し、損害のないようにしていただくことに同意する必要があ
ります。

5. 期限と破棄 

5.1 破棄。 

5.1.1 FARO による.お客様が本契約書のいずれかの条項  

に違反した場合や、期日に手数料または料金をお支払い
ただけなかった場合、FARO は、ただちに本契約の打ち切 

りを書面により通告することがあります。FARO による 

本契約書の打ち切りでは、特に、本契約書の下で付与され
たすべてのライセンスが打ち切られることになります。 

5.1.2 お客様による。FARO が本契約書の資料関係条項を  

履行せず、FARO がお客様からの書面による通知（特に内 
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容が不履行と契約破棄に関わるもの）を受領してから 45 
日以内にこうした問題を解決しない場合、お客様は、
FARO への事前の書面による通知により本契約書を破棄 

することができます。

5.1.3 破棄の影響。本契約書の破棄から 15 日以内に、   

FARO から受け取ったしたソフトウェアのオリジナル、 

およびそのライセンスに基づいて作成したできる限りす
べての複製を FARO に返却したかまたは破棄したことを  

示す、書面による証明書を FARO に提供する必要があり  

ます。本契約書の破棄により、一方の当事者が利用可能な
他の救済手段を追求することを制限することもなけれ
ば、また破棄により、契約に基づいてお客様に課せられた
すべての手数料の支払義務が消滅することもありませ
ん。

6. 救済手段と義務の制限 

6.1 ソフトウェアの選択と使用。1) 意図した結果を達成する  

ためのソフトウェアの選択、2) ソフトウェアのインストール 

（FARO がインストールしない場合）、3) ソフトウェアの使用、  

4) ソフトウェアからの結果の取得とその結果の利用、5) デー  

タの消失または損傷とこうした消失または損傷を防止するた
めの手順と安全対策（通常のデータバックアップなど）の採
用に関する、お客様単独の責任を受け入れる必要があります。
本ソフトウェアとともに使用する他のプログラム、プログラ
ミング、装置、またはサービスの選択と使用、得られた結果
の利用に関するお客様単独の責任も受け入れる必要がありま
す。お客様自身による過失または義務不履行から直接または
間接的に発生するか、このことと何らかの関連性のある損失、
損害賠償責任、負債、または損害とその関連の経費および費
用に関するお客様単独の責任も受け入れる必要があります。

6.2 結果的損害に対する権利放棄。いかなる場合も、FARO は、  

間接的損害、結果的損害、偶発的損害、特別損害、または懲
罰的損害（制限なしに、使用の逸失、事業の中断、データま
たは利益の喪失から生じる損害を含むが、これに限定されな
い）について責任を一切負わないものとします。
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6.3 損害に関する制限。いかなる場合も、FARO は、契約不履  

行関連のソフトウェア品目に対してお客様が FARO に支  

払った超過金額について返済義務を負わないものとします。

6.4 契約条件。上記の制限は、FARO が起こりうる損害の可能  

性を予見していたとしても、契約、不法行為等に関係なく、本
契約書から直接的に生じたか、間接的に生じたあらゆる損害
賠償責任または損害に対してその訴訟方式に関係なく適用さ
れるものとします。お客様は、FARO が、本契約書で記述され 

ている損害の制限、結果的責任の権利放棄、および補償と損
害の免責に基づいて価格設定し、本契約書に記載しているこ
と、お客様と FARO との間で結ばれる取引にも同じ基本方針  

が取られることを認めるものとします。お客様は、条項 3.2（排 

他的救済手段）および 7.1（権利侵害の損害賠償請求）に記載 

した排他的救済手段が本来の目的を果たせないとしても、本
契約書における制限、除外、または免責が有効であり、適用
されることに同意するものとします。 

7. 知的所有権の侵害 

7.1 権利侵害に対する損害賠償請求。FARO は、訴訟または他  

の法的手段においてお客様を弁護し、FARO が本ソフトウェ 

アを発送した時点で米国特許権、著作権、または商標権に対
するソフトウェア権利侵害（それぞれ「損害賠償請求」）が
あったと主張する第三者からお客様に対して起こされた同様
の訴訟による不利な 終判決（または FARO が合意する調停  

案）から生じる金銭的負担を負うことに同意するものとしま
す。ただし以下のことを条件とします。(a) FARO に対してそ  

の損害賠償請求があった旨をただちに書面で通知する。(b) 損 

害賠償請求があった場合にその弁護と調停を完全に FARO 
の手に委ねる。(c) 損害賠償請求に対する弁護において完全な 

協力と助力を FARO に提供する。(d) 権利侵害の可能性のある   

ソフトウェアの使用を中止する際に、FARO の指示に完全に 

従う。上記に述べた義務に加えて、損害賠償請求に関わる情
報を FARO が受け取った場合、FARO は、義務の有無に関わ   

らず、自らの費用で以下のような追加措置を講じます。(a) 損 

害賠償請求に対処するために必要であれば、該当する特許権、
著作権、商標権、ライセンスをお客様のために取得する。(b) 本 
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ソフトウェアを交換または修正して、権利侵害のないものと
する。FARO が FARO 自らの判断では、権利侵害を指摘され   

たソフトウェアを引き続き使用するための権利を獲得できな
い場合、もしくはソフトウェアを交換または修正して、前記
のような権利侵害がないものとすることができない場合、
FARO は本契約のすべてまたは一部を打ち切り、権利侵害を 

指摘されたソフトウェアをただちに FARO に返還するよう  

に要請することがあります。かかる場合、該当する権利侵害
に対する FARO 単独での 大限の負担として、該当の権利侵  

害製品に対して FARO に支払われた金額を発効日から 5 年定    

額償却に基づいて計算された差引減価してお客様に返却する
ものとします。

7.2 制限。以下の事項に起因する損害賠償請求または権利侵害 

に関しては、本条項 VII（知的所有権の侵害）で述べられた義 

務は適用されず、FARO は義務を一切負わないものとします。 

(a) 本契約書および FARO が提供した適用可能文書または指   

示に厳密に従わない形でのソフトウェアの使用。(b) FARO が  

実行しない本ソフトウェアの改変、修正、または改訂。
(c) FARO による無料アップデートのお客様側での使用また  

は実装の誤り。(d) 第三者の利益を目的とした本ソフトウェア 

への配布、販売、または使用。(e) FARO が提供しない資料と  

の本ソフトウェアに組み合わせ。(f) お客様自ら提供したか、 

自らのための情報、資料、または仕様。FARO が前記の条項 7.1  
（権利侵害に対する損害賠償請求）に準じた訴訟または他の法
的手段に対して弁護する必要が生じ、かかる訴訟または他の
法的手段に FARO 以外の製品に関する申し立てが含まれて  

いる場合（制限なしに第三者資料を含む）、お客様は、自らの
負担で個別に弁護士を雇ってその申し立てに対処し、その申
し立てに対する弁護で FARO の負担となった弁護士費用全  

額を FARO に補償することに同意するものとします。さらに  

FARO およびその供給者は、かかる損害賠償請求のため該当 

ソフトウェアの使用中止の通知を FARO から受け取った後  

での、お客様自らのソフトウェアの製造、使用、販売、販売
申し出、情報、またはその他の譲渡または販売促進を起因と
する知的所有権侵害の損害賠償請求（制限なしにあらゆる損
害賠償請求を含む）に対しては一切負担を負わないものとし
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ます。FARO がこの通知を提供した後も権利侵害したとされ 

るソフトウェアを引き続き使用したためにこうむった損害、
諸経費（合理的弁護士費用を含む）に対しては、お客様が

FARO に補償するものとします。本条項 VII（知的所有権の侵  

害）は、知的所有権の侵害または不正利用を起因とするあら
ゆる損害賠償請求またはその他の申し立てに関して、FARO
側の全負担とお客様単独の排他的救済手段について述べたも
のです。

8. ソフトウェアの保護とセキュリティ 

8.1 守秘義務。お客様は、本ソフトウェアに含まれるか、契約 

に基づくサービスの提供により開示または配布されたアイデ
ア、方法、技術、および表現（集合的に「FARO 機密情報」と 

いう）は FARO に帰属する機密の専有情報を構成するもの  

で、その無許可の使用または開示は FARO に損害を与えると  

いうことを理解する必要があります。お客様は、本ソフトウェ
アおよび FARO の機密情報を も厳格な機密状態で維持し、  

本契約書で認められた目的にのみこうした情報を知り、利用
する必要のある貴社の従業員に対してのみ（請負業者は除く）
その情報を開示することに同意するものとします。お客様は、
指示、契約、またはその他の手段に基づいて合理的な予防策
のすべてを講じて、本契約書の下で作業を行うためにこうし
た情報へアクセスする必要のある従業員に対して、ソフト
ウェアおよび FARO 機密情報が FARO に帰属する機密の専    

有情報であることを通知し、こうした情報の無許可の使用ま
たは開示が行われないようにする責任があり、これに同意す
る必要があります。政府機関または裁判所により資料の開示
が要請された場合、その開示の前に要請の内容を書面により

FARO に提供して、FARO と連携して保護対策を講じられる  

ようになっている限り、お客様は前述の資料を開示できます。

8.2 廃棄。お客様は、ソフトウェアが保存されているメディア 

を廃棄する前に、その中に保存されているソフトウェアが消
去または破壊されていることを確認するものとします。

8.3 衡平法上の救済。本条項 VIII での契約不履行の場合に、損   

害に対する法的救済では FARO を十分には補償できないこ  

とを認識する必要があります。したがって、FARO は、実際の 
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損害を証明することなく、お客様に一時的な差し止めによる
救済を求める権利を有するものとします。この差し止めによ
る救済は、お客様による本条項の不履行の結果として FARO 
が利用できる他の救済手段を全く制限しないものとします。

9. その他 

9.1 通知。契約に従って当事者間で交わす必要があるか、交わ 

すことを許可された通知はすべて、以下の手段によって書面
で提供されるものとします。(1) 宅配便を利用。(2) ファクシミ  

リを利用（米国郵便サービスのファーストクラス書留郵便ま
たは配達証明付き郵便、郵便料金前払い、受領証の返送指定
で受領確認書を送付）。(3) 保税国際宅配業者または国承認翌 

日配達便業者を利用。(4) 米国郵便サービスのファーストクラ 

ス書留郵便または配達証明付き郵便、郵便料金前払い、受領
証の返送指定を利用。FARO に送付される通知は、すべて 

FARO カスタマサービス宛てとします。通知が受信されたと 

みなされるのは、契約での必要に応じて、宅配便の場合は朝
一番の配送、ファクシミリの場合は送信側装置から送信完了
の確認が送付された時点、保税国際宅配業者または翌日配達
便業者の場合は預かりの翌平日、米国郵便サービスの場合は
預かりの平日の 3 日後です。

9.2 契約書全体/解釈。本契約書とその添付先の引用文、さらに 

該当引用文に対する他の付属書類の適用可能条項を加えて、
FARO とお客様の間でその主題に関して交わされる契約の完 

全で排他的な記述が構成され、以前の表現、議論、および書
類には、すべて本契約書が取って代わります。ソフトウェア
に関する問題については、引用文に対する他の付属書類に矛
盾する条項が見られた場合に、本契約書がその条項に優先す
るものとします。本契約書の条項の変更、訂正、または修正
は、お客様と FARO が書面にして、署名しない限り有効とは  

なりません。本契約書の条項が裁判所により無効で、法的強
制力がないと判断された場合、該当条項は、その無効性また
は法的強制不可性が及ぶ範囲についてのみ効力を失い、残り
の条項を無効にするものではありません。お客様は、従来の
紙製文書の代用として本契約書を電子的に履行および受諾す
ることを確認し、同意するものとします。文書形式で作成、維
持される他の業務記録と同じ範囲および同じ条件であれば、
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本契約書が当事者間で許容できることに同意する必要があり
ます。 

9.3 不可抗力。当事者の合理的な管理の範囲を超えた行為、不 

作為、事件、原因、または条件（制限なしに、不可抗力、第
三者の不履行、サードパーティソフトウェアまたはハード
ウェアの障害、欠陥、およびエラー、政府事業体の行為、市
民の反対運動や暴動、ロックアウト、空輸禁止、当局または
軍当局の行為、テロ、火災、洪水、戦争、反乱等を含む）が
原因の本契約書のいずれかの条項の履行遅延または不履行

（契約書に基づく請求金額の支払対象外）は、本契約書の不履
行にはあたらず、損害賠償請求の対象とはならないとされ、該
当条項の履行時間が条件として存在すれば、合理的な時間（少
なくとも履行の妨害となる条件が継続している時間）延長可
能であるものとします。

9.4 権利放棄。本契約書の下での権利放棄はすべて、書面で本 

契約書に対する権利放棄が確認されると、有効になるものと
します。相手方当事者の契約不履行のために当事者が所有す
る権利の不行使または行使遅延はどれも、本契約書の不履行
または修正の権利放棄として機能せず、またこの契約書の下
で不履行のない当事者の権利行使を妨げないものとします。

9.5 存続。本契約書の満了または何らかの理由による破棄は、 

一方の当事者のここに記述された法的責任または義務を免除
するものではありません。その責任または義務は、(a) 当事者 

が満了または廃棄後にも存続すると明言しているものである
か、(b) 引き続き履行されるものであるか、(c) その性質上、満  

期または破棄後も適用を意図されたものです。

9.6 準拠法と裁判地。本契約書は、カリフォルニア州の法律に 

従って作成されています。当事者は、本契約書に関連して生
じるすべての法的措置または訴訟が州裁判所または連邦裁判
所（法律で許可され、当事者が連邦裁判所での提訴を選択し
た場合）で排他的に審理されることに同意するものとします。
裁判所所在地 ___________________。お客様が起こした訴訟 

および本契約書に関連して申し立てられた訴訟の審理はすべ
て、内容に関わらず、訴訟原因の発生日から 1 年以内に開始  

する必要があります。
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9.7 譲渡。FARO による書面での事前同意がない限り、お客様  

は本契約書または本ソフトウェアを譲渡したり、サブライセ
ンスを付与したりできません。契約書で記述された権利また
は義務のサブライセンスまたは譲渡は、FARO による書面で 

の事前同意がない限り、法的に無効です。

9.8 輸出制限。本ソフトウェアは、FARO が承認した特定の国  

で使用されるようにライセンス交付されます。FARO による 

書面での許可および利用可能国特有の料金の支払なしでは、
本ソフトウェアを別の国に輸出することはできません。米国
および本ソフトウェアの使用国のすべての関連輸出法規（「輸
出法」）を完全に遵守して、本ソフトウェアおよびその直接製
品が (a) 直接的にも間接的にも輸出法に違反して輸出されな  

いことのないように、また (b) 輸出法で禁止された目的で使  

用されることのないようにすることに同意する必要がありま
す。前述の制限なしでは、次を対象として本ソフトウェアを
輸出または再輸出することはできません。(a) 米国または EC  
が製品またはサービスの輸出を禁止または制限している国、
もしくは所属国に関係なく、ソフトウェアを当該国へ送信ま
たは輸送する意図のある国の国民。(b) 核兵器、化学兵器、ま 

たは生物兵器の設計、開発、生産で本ソフトウェアを活用す
ることが認識されているか、その根拠があるユーザー。(c) 米 

国または EU の連邦職員または政府職員によって輸出取引へ  

の関与が禁止されているユーザー。

9.9 米国政府限定権利本ソフトウェアは、48 CFR 2.101（1995   
年 10 月）で規定される「商用品目」であり、48 CFR 12.212    

（1995 年 9 月）で規定される「商用コンピュータソフトウェ   

ア」と「商用コンピュータソフトウェア文書」から構成され、
商用エンドアイテムとしてのみ米国政府に提供されていま
す。48 CFR 12.212 と 48 CFR 227.7202-1 から 227.7202-4    

（1995 年 6 月）に該当し、すべての米国政府エンドユーザは当   

該規定の権利でのみ本ソフトウェアを獲得します。
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付録 B： 購入条件 
FARO が提供する製品およびサービス（以下、「製品」）に対する 

すべての購入注文書（以下、「注文書」）には、購入者の同意の上
で、以下の条件を適用します。主な用語に関しては、後述の条項

8.00 定義  で定義します。

1.00 購入代金の支払い 

1.01 購入者は、購入価格の延納額、および延納購入額について 毎  

月 1.5% の利息（年率 18%）を FARO に対して支払うことをここ    

に約束します。

1.02 購入者は、注文書に応じて販売された製品の担保権を FARO  
に認めます。この担保権は、購入者の事業拠点に該当する地域で
記録され、国務省に登録される UCC-1 Financing Statements（融資   

報告書）によって完全化されます。また、この担保権は、購入料
金の全額、および延納金額に課される支払い義務のある利息がす
べて FARO に支払われるまで効力を持ち続けます。

1.03 購入者が注文書に記載された期間内に購入価格の支払いを 

行なわなかった場合は、FARO は、随意に以下の措置を取ること 

ができます。その場合、以下のいずれかの処置が取られるわけで
はなく、順にすべての処置が取られます。

a） FARO は、注文書を破棄し、購入者の構内から製品を撤収  

する権利を有します。その場合、支払い済の前金または手付
金は、罰金ではなく損害の弁済にあてられるため、返金しま
せん。さらに、製品の撤収費およびそれにかかわる運送費は、
FARO より書面にて通知の上、購入者が支払うものとします。

b） FARO は、ソフトウェア、製品の構成要素、または製品を  

使用できなくするために必要なその他の物品を撤収するため
に、購入者の構内に入る権利を有します。

c） FARO は、保証の第 4.00 保証と責任範囲 項の記述に従っ    

て、FARO に要求されたサービスをすべて差し控える権利を 

有します。

d） 締結されているソフトウェアライセンス契約を終了し 

ます。

e） その他の可能な措置を取ります。それには、購入価格の残 

高がある場合、それを要求する法的処置も含まれます。すな
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わち、購入価格の支払いを促進し、残高を全額即座に支払う
よう要求します。

f） ご注文の商品を返品される場合には、購入者が手数料とし 

て 20% を負担するものとします。商品は開梱せずに返送しな  

ければなりません。なお、返品期限は商品受け取り日から

10 日以内とさせていただきます。

1.04 購入者が、本注文書の条件に基づいた支払いを怠った場合、 

購入者の製品は、支払いが確認されるまで、使用不可能となり 
ます。

FARO の以上の条件下での権利放棄によって、これ以降購入者に 

よる契約不履行または債務不履行に対して、FARO が権利を放棄 

するということにはなりません。本注文書に応じて複数の製品が
購入されている場合、本条件に規定されていない限り、FARO が 

受け取る支払いは、1 つの製品の購入価格にあてられるのではな 

く、それぞれの製品に対し案分に適用されます。

2.00 引渡しと運送 

2.01 引渡し日は、あくまでも予定であり、そのときの状況によっ 

て異なるため、必ずその日に配達することを保証するものではあ
りません。

2.02 FARO は、製品の引渡しの遅れによる、直接的、間接的、結  

果的な、いかなる紛失または損傷に対しても一切の責任を負いま
せん。製品が引渡し予定日より 90 日以内に引渡されなかった場  

合、購入者は、その唯一の救済として、注文を取り消し、利息ま
たは罰金なしに、前金または手付金および購入者が支払った購入
価格を FARO から回収することができます。ただし、前述の購入  

者の注文を取り消す権利は、FARO が管理できる範囲を超えて配 

送の遅れが発生した場合を除きます。それには、行政機関、省庁、
管轄局の規則、命令、通達への準拠、不可抗力、購入者の行為ま
たは懈怠、民間または軍の行為、通商停止、戦争または暴動、ス
トライキなどの労務中断、運送の遅れ、および通常の供給源から
必要な労力、製造設備、または原料を確保することができないな
ど、FARO の能力を超えた要因が含まれますが、これに限定され 

ません。以上のような原因で遅れが起こる場合は、その遅れを考
慮した上で引渡し日を延期します。

2.03 製品の保管、運送、インストールにかかる経費および損害の 

おそれは、一切購入者の責任となります。製品が保管、運送、イ
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ンストールによって損傷したかどうかに関する意見の相違は、
FARO の技術アドバイザーの意見に従うものとします。その場 

合、妥当な行為の元に下された技術アドバイザーの判断が 終決
定とみなされます。

3.00 インストールと使用者のトレーニング 

3.01 製品のインストールは、購入者の責任となります。それには、 

構内の準備、製品の開梱、製品を操作できるようセットアップす
ることも含まれます。購入者は、FARO からこのサービスを購入 

することもできます。

4.00 保証と責任範囲 

4.01 FARO は、通常の条件下で使用、サービス、保守を行った場  

合、製品に欠陥がないことを保証します（条項 4.06 の対象）。FARO  
の保証に関しては、付録 C：FARO 製品サービス規約 にすべて記   

述されています。

4.02 FARO は、ソフトウェアが仕様に従って動作し、システムが  

通常の設計目的に従って動作することを保証します。

4.03 上記 4.01 項に記述された保証は、FARO の工場より出荷され    

た日付から 12 か月目の 後の日に終了します（「保守/保証期  

間」）。

4.04 購入者が、測定器 の使用において欠陥を発見した場合、保守  

/保証期間内に FARO に通知した場合に限り、保証が適用されま  

す。その場合、保証には 4.06 項に記述された制限が適用されます。  

正当に対処した 測定器 が FARO またはソフトウェアを欠陥品と    

みなし、その欠陥が FARO の不具合のある原料または製造過程に  

起因すると FARO が認めた場合、測定器 が必要であると判断した   

範囲内で FARO の修理または調整が行なうか、FARO の選択によ   

り、購入者に経費を請求することなく新しい 測定器 またはその  

パーツと交換します。

4.05 システムと 測定器 の欠陥についての保証範囲内でのクレー   

ムは、FARO に書面にて要求する必要があります。そのような通 

知を受けた場合、妥当な時間内で、FARO はシステムおよび 測定  

器 をサービス担当者に診断させ、本項の内容に応じて、FARO が  

そのシステムおよび 測定器 に欠陥があると診断した場合、無償  

で保証サービスを提供いたします。
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（FARO の妥当な見解の上で、システムおよび  測定器 に欠陥がな    

いと診断された場合、購入者は、FARO の保証対象外として評価 

を行なった場合に適用されるサービス費用をお支払いいただき
ます。）

4.06 保証は下記には適用されません。

a） FARO の妥当な見解の下で、測定器、ソフトウェア、また  

はシステムが適切に保管、インストール、操作、保守されて
いなかった場合、あるいは、購入者が、許可されていない改
造、追加、調整、修理のすべてまたはそのいずれかを、ハー
ドドライブの構造または内容、システムのその他の部分、ま
たはシステムに影響のある部分に実施することを認めた場合
のコンポーネントやシステムのあらゆる不具合、または、
FARO の制作上の技量や FARO が使用する原料以外の理由の   

結果生じた不具合や、それで必要となった修理による欠陥。こ
こで使われている「許可されていない」という表現は、FARO
が承認および許可していないことを意味します。

b） 消耗品の交換。これには、ヒューズ、ディスク、プリンタ 

用紙、プリンタのインク、印字ヘッド、ディスクのクリーニ
ングキット、または同様の物品が含まれますが、これに限定
されません。

c） 予防および修正のための保守。これには、ヒューズの交換、 

ディスクドライブヘッドのクリーニング、ファンフィルタの
クリーニング、システムクロック電池の交換などが含まれま
すが、これに限定されません。

d） FARO の書面による同意なしに、元の購入者以外の第三者  

に販売または譲渡された機器または部品。

4.07 工場での修理

a） システムが保証の対象となっている場合：購入者は、元の 

梱包パッケージで FARO に製品を配送することに同意しま  

す。FARO は、製品を修理または交換した上で返送します。必 

要なパーツまたは返送に対する運送費は、FARO が支払いま 

す。FARO は、製品の構成要素の製造元に修理を委託すること 

ができます。

b） システムがプレミアムサービスプランの対象となってい 

る場合：購入者システムや FARO の対応パーツが 測定器 工場    

で修理中の間、現実的で、入手できる場合、測定器 は購入者 
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に代替コンポーネントパーツまたは FARO を提供します (   
「一時的交換」)。パーツまたは 測定器 の「一時的交換」にか  

かわる運送費は、FARO が負担するものとします。

c） システムが保証対象外の場合：購入者は、交換するパーツ 

またはソフトウェアの費用、またその運送費を支払うものと
します。すべての費用は、修理を行う前に見積もりが計算さ
れ、前払いしていただくものとします。

d) 修理に使用する交換パーツは、新品の場合と修理調整し

た場合、または修理調整した資材が含まれる場合があります。

4.08 保守/保証期間が切れた場合、FARO は、いかなる製品のサー  

ビス、パーツ、修理に対する義務も一切負いません。

4.09 責任の制限

FARO は、いかなる場合においても、特殊、偶発的、結果的損傷 

に対して一切の責任を負いません。これには、使用者または他者
の怪我または死亡、システムの使用不能から起きた損失または損
傷、運転費用の増加、生産性の損失、予想営業利益の損失、不動
産への損傷、または契約、不法行為（過失を含む）、その他のあ
らゆる法律論によるその他の特殊、偶発的、結果的損傷が含まれ
ますが、それに限定されません。いかなる原因の場合も、そこか
ら発生する FARO の責任は、契約、不法行為（過失を含む）、そ  

の他のいかなる法律論に基づいているかどうかにかかわらず、本
項に前述された制限を条件とする、システムまたは 測定器 の欠  

陥部品を修理、交換する義務を唯一のものとします。

結果的な損傷に対するこの免責は、直接的または間接的に引き起
こされたかどうかにかかわらず、システムまたはいずれかの構成
要素によるテスト結果またはデータによって第三者がこうむる
そのような特殊、偶発的、結果的損傷にも適用されます。購入者
は、第三者が FARO に対して行なうそのような申し立てによって  

FARO に害が及ばないように保護することに同意します。

4.10 前述の責任が FARO の唯一の責任であり、システムに関する   

購入者の唯一の救済となります。

本保証の下で、FARO の唯一の責任は、ここに記述された条項の 

みとなり、FARO は、いかなる結果的、間接的、または偶発的損 

傷に対しても、クレームの対象が保証の不履行、過失またはその
他いかんにかかわらず、一切の責任を負いません。
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FARO は、ここに明示された保証以外に、市場性および適合性に 

ついて黙示の保証を含む、一切の保証を行ないません。

4.11 FARO は、製品に関して FARO の責任を引き受ける権限をい    

かなる者（個人または法人の如何を問わず）にも授与しません。
FARO の代理店または社員は、ここに明示的に規定されている以 

外に、FARO を代表することも約束をする権限を有さず、保証の 

条件または制限を変更することも認められていません。口頭の取
り決めは、FARO に対する拘束力を持ちません。

4.12 本保証は、下記の条件においてのみ、購入者に適用され、譲 

渡可能です。

• 測定器 が現在保守／保証期間中であること。

• 新しい所有者が認定ユーザーである、または認定ユー
ザーになる予定であること。

• もれなく記入された FARO 保証契約譲渡用紙がカスタ  

マーサービスに提出されること。

本保証の下でのすべてのクレームは、購入者、または次の所有者
が行う義務があります。購入者は、第三者が FARO に対して行な  

う保証の不履行についての申し立てから FARO を免責し、害が及  

ばないように保護しなければなりません。

4.13 FARO またはその営業担当者、役員、社員、代理店による口  

頭の取り決めは、システムに関して FARO を正しく代表している  

とはみなされません。正しい取り決めについては、この購入注文、
ここでの記述、および FARO が提供する文書を参照してくださ  

い。

4.14 購入者は、システムの使用方法について理解した上で本シス 

テムを購入したものとみなされます。FARO は、特定の目的に対 

して、または購入者が特定の目的に対して本システムを使用でき
ないことに対して、本システムの適合性に関する一切の保証も責
任も負いません。

5.00 設計の変更 

5.01 測定器、ソフトウェア、およびシステムは、注文日から実際 

に引渡されるまでの間に、設計、製造、およびプログラムが変更
されることがあります。FARO は、購入者の同意なしに、そのよ 

うな変更を実施する権利を有しますが、ここでの記述は、購入者
に提供される FARO、ソフトウェア、またはシステムにそのよう 
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な変更を実施する義務が 測定器 にあるという意味ではあり 

ません。

6.00 機密保持 

6.01 FARO の引渡し日またはそれ以降も、すべてのソフトウェア  

は 測定器 の知的所有物です。その中には、システムの一部として  

購入者に提供されたオペレーティングシステムプログラム、およ
び FARO の特定ユーザープログラムが含まれますが、これに限定  

されません。購入者は、ソフトウェアを複写または複製、逆アセ
ンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、販売、譲渡、
または委託譲渡したり、あるいは第三者にアクセスや使用を許可
したりすることはできません。購入者は、ソフトウェアに関して

FARO が要求する機密保持契約またはライセンス契約を直ちに 

遂行する義務があります。

7.00 完全なる合意／準拠法／雑則／保証 

7.01 これらの購入条件は、製品に関して、FARO と購入者との間  

の完全なる合意を構成します。本条件に含まれるものを除いて、
明示または黙示の如何を問わず、FARO による表明または保証は 

一切なく、本条件が FARO と購入者の間のいかなる事前の同意に  

も優先し、置き換えられます。

7.02 FARO の代表者は、ここに記述された条件を修正、変更、削  

除、追加することは一切認められていません。そのような修正は、
FARO により実際に授権された社員または代理人によって正し 

く実行された書面がない限り、一切認められません。

7.03 ここに記述された条件と条項は FARO および購入者を拘束   

するものであり、米国フロリダ州の法律にのっとって解釈される
ものとします。

7.04 FARO には、妥当な報酬および費用を要求する権利がありま  

す。それには、上告、破産、債権者の更生手続きを始めとする本
条件に基づきまたは関して起こる論争または訴訟に関して、
FARO が支払う妥当な弁護士報酬が含まれますが、それに限定さ 

れません。

7.05 これらの条件は、一方の当事者が前述の契約書を起草したた 

めに、他方に対しより厳しく解釈されるということはありませ
ん。
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8.00 定義 

8.01 “FARO” は FARO Technologies, Inc. を指します。

8.02 「購入者」は、製品を購入した当事者を指し、本条件に従っ 

て法的に義務を負う人を指します。

8.03 「ソフトウェア」とは、注文書に従って販売されたすべての 

コンピュータプログラム、ディスクドライブディレクトリの構成
と内容、さらにそのようなコンピュータプログラムとディスクド
ライブディレクトリの構成と内容を含むコンピュータ媒体を指
します。

8.04 「製品」とは、注文書に従って販売された 測定器、ソフトウェ  

ア、操作マニュアル、その他のすべての製品または商品を指しま
す。購入者が、測定器 のみ、またはソフトウェアのみを購入する 

場合、「製品」とは、注文書に従って購入された製品を指します。

8.05 「システム」とは、測定器、ソフトウェア、コンピュータ、測 

定器 に関連するオプションのパーツ、および付属部品を合わせた 

ものの総称です。

8.06 「承認されたユーザー」とは、FARO が実施する筆記試験を  

完了し、合格した人を指します。試験は、いつでも要請に応じて
受けることができます。

8.07 「購入注文書」とは、購入者から FARO に発行されたオリジ   

ナルの書類を指し、購入されるすべてのパーツ、サービス、およ
び合意された購入価格が記録されています。

8.08 「保守/保証契約譲渡用紙」とは、FARO 保守/保証契約の譲渡  

の際に記入、提出が必要な書類を指します。この書類は、FARO へ 

のご請求に応じてお送りします。
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付録 C： FARO 製品サービス規約
新しく製造された FARO 製ハードウェア製品には、1 年の保証/保   

守が付いています。拡張保証サービスのご購入は別料金となりま
す。詳細については、「付録 D：FARO サービス規約」を参照して  

ください。

FARO保証/保守対象のハードウェア
元の保証または拡張保証プランで提供されるサービスの概要は
以下のとおりです。

1。 FARO サービスセンターでの FARO 製ハードウェア製品の工   

場修理 

2。 工場での修理の完了予定は、欠陥品が FARO に到着した時点  

から、FaroArm の場合は 7 日以内、Laser Tracker および Laser    
Scanner の場合は 14 日以内、3D Imagers の場合は 10 以内を目    

安としてします（休日を除く）。FARO サービスセンターへの 

ハードウェアの返送はお客様の負担となります。元の梱包材
または専用のケースをご使用ください。

3。 修理されたハードウェアは、米国本土内なら、FARO より翌々 

日配送で返送いたします。米国本土外の地域の場合、FARO は 

通関業者に翌々日配送で機材を配送します。より迅速なサー
ビスも提供いたしますが、この場合はお客様にご負担いただ
きます。

4。 FARO 製ハードウェア製品の保証は、元の保証の有効期限が 

切れた時点で拡張保証プランをご購入いただくことができ、
年単位で更新できます。

5。 すべての拡張保証プランの更新時期は、その拡張プランまた
は保証をご購入いただいた月の末日から 12 か月後です。

6。 以下の条件を満たす場合、元の保証および拡張保証プランを
第三者に譲渡することができます。
• 測定器 の元の保証契約および拡張保証プランが現在有 

効であること。
• 新しい所有者が認定ユーザーである、または認定ユー

ザーになる予定であること。
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• 内容に記入もれがない FARO 元の保証契約の譲渡用紙が  

カスタマーサービスに提出されること。

7。 修理に使用する交換パーツは、新品の場合、修理調整する場
合、または修理調整した資材が含まれる場合があります。 

FARO保証/保守対象外のハードウェア
FARO が製造した製品の工場での評価と修理は以下の手順で行 

なわれます。

1。 FARO カスタマーサービス部門よりお客様用のサービス番号 

を発行します。

2。 補正と校を含むシステムの検査と評価のため、郵送ラベルに
サービス番号を記入の上、代金または法人購入注文書を添え
てパーツを FARO サービスセンター宛に返送していただき  

ます。

3。 お支払いいただいた金額は、初期費用を超えた分の合計修理
費の一部に充当させていただきます。修理に先立ち、修理費
の見積もりをお客様に提示いたします。修理費は全額前払い
となります。

4。 システムの検査と評価には 長で 30 日間かかる場合があり  

ます。FARO 製パーツの修理には 長で 60 日間かかる場合が   

あります。ただし、パーツが FARO サービスセンターに到着  

次第、そのパーツの修理期間が始まるものとします。

5。 お客様は、FARO までの往復の運送費（国外のお客様の場合は 

輸出入に関わる費用を含む）を支払うものとします。

6。 FARO は、材料とリソースが利用できる限り、FARO 製造の  

ハードウェア製品を修理します。 

7。 修理に使用する交換パーツは、新品の場合、修理調整する場
合、または修理調整した資材が含まれる場合があります。 

FARO ソフトウェア
FARO ソフトウェアのユーザーの方全員に、そのソフトウェア 

バージョンの有効期間が終了するまで保守リリースを提供いた
します。電子送信の場合は無料で提供、コンピュータの媒体を郵
送する場合は 低限必要な料金をいただくことになります。拡張
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および機能関連のアップグレードについては、リリースごとに購
入していただけます。

ハードウェアおよびソフトウェアの講習
FARO 講習プログラムは、お客様が購入された FARO ハードウェ   

アやソフトウェアについて、受講者がその操作を習得することを
目的としています。講習クラスは、貴重な実習経験が得られるよ
うに、各受講者に合わせて準備されます。この講習は、毎日のハー
ドウェアやソフトウェアの使用に役立つものです。また、受講者
が講習を終了すると、問題発生時にも、簡単に解決でき、また簡
単に応用できるようになると FARO では考えています。詳細は次  

のとおりです。

1。 講習クラスを完了した参加者には、認定書が授与されます（詳
細は、認定の条件のセクションをご覧ください）。

2。 上級講習コースの料金については、カスタマーサービスまた
は営業部門までお問い合わせください。

認定の条件
一般に、測定器 のユーザーは、予備知識として 3D の概念を理解   

していることが必要とされます。しかし、測定器 を使用してユー 

ザーが行う 3D 測定の精度は、後続の測定結果における精度およ  

び繰返し精度を確立するうえで非常に重要です。

測定器 オペレータの習熟度を高めるため、FARO では、測定器 に   

関する各オペレータの知識と理解を評価するためのオペレータ
認定プログラムを設けています。プログラムを修了したユーザー
には、認定 測定器 ユーザーであることを保証する認定書が授与  

されます。要件は次のとおりです。

1。 FARO 指定の施設またはお客様の会社で実施される FARO の   

講習に参加していただきます。

2。 講習を修了次第、認定書が授与されます。次いで、認定ユー
ザーは、ハードウェアおよびソフトウェアのサポートに登録
されます。

使 用 者 の 認 定 が 必 要 な 場 合 は、800.736.0234（北 米）、+1
407.333.9911（米国外から北米への電話）の FARO 講習部門まで、  

資料をご請求ください。
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測定器 の修理料金
（保証/保守対象外の所有者のみ） 

システムの検査と評価の料金 - 料金につきましては、お近くの  

FARO サービスセンターまでお問い合わせください。

システムの検査と評価はすべて有料です。これには、すべての 測 

定器 製品に対するシステムの診断、補正、校正あるいはそのすべ 

てが含まれます。ただし、この料金には、分解や修理が必要となっ
た場合の費用は含まれません。修理に先立ち、分解や修理の費用
の見積もりをお客様に提示いたします。分解や修理の料金は、実
際の作業に入る前に全額お支払いいただきます。修理の必要がな
い場合には、この料金はシステムの検査と評価の費用に適用され
ます。評価では、補正が必ず一回行われます。校正は必要に応じ
て行われます。

システムの検査と評価の料金につきましては、お近くの FARO 
サービスセンターまでお問い合わせください。 

修理所要日数
補正または校正あるいはその両方のみ - 完了まで 長 14 日間

分解および修理 - 完了まで 長 60 日間この期間はご購入された    

コンポーネントの供給状況によって変わります。

*補正と校正を含む
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元の保証契約の譲渡

____________________________________________________________________________
（譲渡人の法人、事業単位または個人名）は、以下の製品の保証契約におけるすべての権

利を放棄するものとします。

測定器シリアル番号 _______________________________________

追加の測定器シリアル番号 ______________________________
コンピュータサービスタグ番号 ________________________________________

製品購入日 _______________________（日日）.

____________________________________________________________________________
（譲受人の法人、事業単位または個人名）は、ハードウェア保証 /保守契約におけるすべて

の権利と責任を

 _____________________（譲渡日）より受諾するものとします。

この譲渡は、以下の条件が満たされた場合にのみ有効となります。 

1。測定器 が現在保証 / 保守期間中であること。 

2。新しい所有者が認定ユーザーである、または認定ユーザーになる予定であること。

3。もれなく記入した保守 / 保証譲渡用紙が FARO カスタマーサービスに提出すること。 

同同 

______________________________________ 

（譲渡人の法人、事業単位または個人名を活

字体でご記入ください） 

X_____________________________________

________________________________

（署名者の氏名を活字体でご記入ください）

______________________________________ 

（譲受人の法人、事業単位または個人名を活

字体でご記入ください） 

X_____________________________________

________________________________

（署名者の氏名を活字体でご記入ください）
FARO Technologies, Inc. 

承認者 X _____________________________________________

_______________________________________________

（署名者の氏名を活字体でご記入ください）

譲渡人連絡先: 

会社名_____________________________________________________

住所______________________________________________________

住所______________________________________________________

市区町村_____________________________________ 都道府県_____ 郵便番号___________

電話番号____________________________ 電子メール________________________





付録 D： FARO サービス規約 
本サービスプラン（以下、「プラン」）は、FARO Technologies, Inc.  
（以下、“FARO”）からお買い上げいただいた FARO 製造製品の操  

作マニュアルの一部です。本プランとすべてのオプション追加プ
ランは、付録 A、B、C の条件の対象となり、変更されることがあ  

ります。本付録は、販売広告の印刷物に記される FARO のサービ  

スプランであり、その印刷物に説明できない詳細を提供していま
す。 

1.00 FARO 製品を購入された場合に、本プランを購入できます。 

1.01 本プランは、FARO が独占的に作成または許可したシステム  

に適用されます。

1.02 本プランには FARO 製品のハードウェアのみが含まれ、シス   

テム全体を売却または譲渡しない限り、システムのいずれかの部
分を第三者に売却した場合でも、本プランの延長や譲渡はできま
せん。

1.03 誤使用された、または故意に損傷が与えられたハードウェア 

またはソフトウェアは、本プランの対象にはなりません。FARO
は、返送されたすべてのハードウェアまたはソフトウェアの状態
を判断する権利を有します。

1.04 FARO は、FARO が直接製造していないハードウェアに対し   

て、サービスの方法または修理やサービスの委託先を決定しま
す。外注の委託条件は FARO から入手可能です。また、本文書に  

も参考として記載されています。

1.05 修理に使用する交換パーツは、新品の場合と修理調整し

た場合、または修理調整した資材が含まれる場合があります。 

1.06 FARO は、FARO が作成していない、システムの操作を阻害す   

るソフトウェアに対する責任を一切負いません。さらに、いかな
るソフトウェアの再インストールも、本プランの対象には含まれ
ません。

1.07 ハードウェアおよびソフトウェアの設計、製造、プログラム 

は変更になることがあります。アップデートの条件は、以下のと
おりです。

a） ハードウェア －測定器、および関連するすべてのパーツ、  

コンピュータは、アップデートの対象となりません。
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b） ソフトウェア － FARO が作成したコンピュータ プログラ    

ムを、FARO から提供されたハードウェアと共に使用してい 

る場合は、購入者の現バージョンが有効である間アップデー
トいたします（保守アップデート）。拡張および機能関連の
アップグレードについては、ご購入いただく必要があります。

c） サード パーティソフトウェア － FARO が作成していない    

コンピュータプログラムは、本プランの下にアップデートさ
れることはありません。サードパーティソフトウェアのアッ
プデートと保証サービスの入手またはクレームは、すべて購
入者の責任となります。

1.08 FARO があらゆる製品または取り替え製品の交換を行った場  

合、FARO が交換した製品または製品の一部に関連する一切の権 

利、所有権は FARO が保持します。 

2.00 定義 

2.01 “FARO” は FARO Technologies, Inc. を指します。

2.02 「購入者」は、製品を購入した当事者を指し、本条件に従っ 

て法的に義務を負う人を指します。

2.03 「ソフトウェア」とは、注文書に従って販売されたすべての 

コンピュータプログラム、ディスクドライブディレクトリの構成
と内容、さらにそのようなコンピュータプログラムとディスクド
ライブディレクトリの構成と内容を含むディスクを指します。

2.04 「製品」とは、注文書に従って販売された 測定器、ソフトウェ  

ア、操作マニュアル、その他のすべての製品または商品を指しま
す。購入者が、測定器 のみ、またはソフトウェアのみを購入する 

場合、「製品」とは、注文書に従って購入された製品を指します。

2.05 「システム」とは、測定器、ソフトウェア、コンピュータ、測 

定器 に関連するオプションのパーツを組み合わせたものの総称 

です。

2.06 「ハードウェア」とは、測定器、それに関連するすべてのオ 

プションのパーツ、FARO が提供するコンピュータを指します。

2.07 「ソフトウェア」とは FARO によって作成されたすべてのコ   

ンピュータプログラムで、FARO が提供したハードウェアと共に 

使用されるものを指します。

以下に、一般的なプランの対象範囲の定義を記載します。
D-2



  

   
標準サービスプラン
以下の配送期間はすべて米国本土内が配送先である場合を想定
しています。米国本土外の地域の場合、FARO は通関業者に直接 

機材を配送します。

• 標準サービスプランは、ユニットの購入時、またはユニット
が FARO ハードウェアサービスプランの対象期間中はいつ  

でも契約できます（以下に、さらに詳しく説明します。）
• 標準サービスプランでは、測定器 およびコントローラーボッ 

クスがその保証対象となります。
• FARO から購入者へ配送する場合の運送費および保険料は、 

購入者が負担するものとします。返送にかかる運送費および
保険料は、FARO が負担するものとします。

• FARO は、FaroArm の場合は 7 営業日以内、Laser Tracker と    

Laser Scanner の場合は 14 営業日以内、また 3D Imager の場合    

は 10 営業日以内にサービス修理を行うように努めます。機器  

は、翌々日配達サービスを利用して返送されますが、サービ
ス修理にかかる全体の日数 は、配送先によって異なります。

• 測定器 は、FARO 以外の会社が作成した多くのソフトウェア  

とともに使用できるように設計されています。本サービスプ
ランは、FARO が作成した製品を対象とした場合にのみ購入 

できます。FARO 以外が作成した製品については、お客様ご自 

身の責任で個別の保証およびサービスを入手してください。

ハードウェアの対象範囲
測定器® 

対象範囲

• 付録 B に記載されているとおり、測定器 を通常の状態で使用   

した場合に起きた故障に対しては、すべてのパーツと工賃が
対象範囲になります。

• 年に 1 回の 測定器 の年間補正および校正。

対象外

• 誤使用
• 故意に起こした故障
D-3



• プローブ SMR、ターゲットツーリングおよびアダプタ、ボー 

ルバー、およびケーブル、レンチ、六角キー、ねじ回しなど
の補助ハードウェア製品の消耗や磨耗

コンピュータ 

対象範囲

• FARO は、本サービスの実施を 高 3 年間外注契約していま   

す。この場合の FARO と委託先との契約条件がここでも適用  

され、本文書にも参考として記載されています。
• 一般に、これらのサービスには、コンピュータ、メモリカー

ド、ビデオモニタの修理が含まれます。

対象外

• 参考として本文書に記載されている委託契約書に規定されて
いるすべての除外項目

• ソフトウェアのオペレーティングシステムのインストール
• 主要ソフトウェアまたはファイルをユーザーが故意に、また

は故意でなく削除した場合

ソフトウェアの対象範囲
対象範囲

• FARO は、ソフトウェアの保守アップデートを実施すること 

があります。このアップデートは製品のそのバージョンの有
効期間が終了するまでサポートの対象となります。拡張およ
び機能関連のアップグレードについては、次のフルバージョ
ンについて購入していただけます。

対象外

• FARO が作成したソフトウェア製品と共に使用する必要があ 

るサードパーティのソフトウェアおよびアップデートの入手
とインストールは、FARO がこれらのパッケージを認定再販 

店としてエンドユーザーに再販した場合を除き、エンドユー
ザーの責任となります。サードパーティ社製ソフトウェアと
は、DOS、Windows、AutoCAD、AutoSurf、SurfCAM などを指 

します。
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プレミアムサービスプラン
プレミアムサービスプランを購入いただいたお客様には、測定器

とコンピュータにサービスが必要な場合に、代替機を貸し出しま
す。機器の運送にかかるすべての費用は、出荷、返却ともに FARO 
が負担します。FARO は、測定器 の代替機に関しては、購入者か  

ら連絡を受けてから、24 時間以内に発送するように 大限の努力 

をします。さらに、FARO が弊社がサービスの必要性を確認する 

と、FARO は、購入者から連絡を受けてから 72 時間以内に代替の   

コンピュータを発送するように 大限の努力をします。
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