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機能範囲：

•	 拡張ナビゲーション（3D ビューと製品ツリー間の双方向接続）
•	 優れた測定機能
•	 幅広いセクショニング機能
•	 コンポーネントの読み込み / 読み込み解除
•	 追加情報の表示
•	 要素のミラーリング
•	 テキストと画像を含むユーザー定義の注釈
•	 確認機能
•	 確認結果のレポート
•	 すべてのドキュメントを含めた 3D データのエクスポート（例：注釈）
•	 QR スキャン
•	 統合されたマーカーライブラリ
•	 マーカー配置用の編集ツール
•	 様々なコンテキストでのマーカーセットの統合
•	 仮想マーカーと実際のマーカーのオーバーレイ
•	 トラッキング
•	 内部カメラからの画像のオーバーレイ
•	 外部カメラシステムからの画像のオーバーレイ（利用可能な場合）
•	 画像のエクスポート / インポート（現場にいなくても検査が可能）

FARO Technologies, Inc. Internal Control File Locations:
https://knowledge.faro.com/Software/Factory_Metrology/Visual_Inspect/User_Manuals_for_Visual_Inspect_Apps
Product number: Prdpub95_FARO_Visual_Inspect
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1. アプリ設定 iPad の一般的なアプリの［設定］には Visual Inspect 用のエリアが含まれて
います。ここでいくつかの設定を行うことができます。

1.インポート/エクスポート

［FTP 設定］の下で、 FTP ダウンロードサーバー（データインポート用）お
よび FTP アップロードサーバー（データエクスポート用）を定義することが
できます。

FTP サーバー、ポート、およびユーザーを入力します。［パスワード］フィール
ドは、サーバーにパスワードが定義されている場合のみ入力する必要があ
ります。

2.一般設定

［寸法単位］の下で、測定機能で使用する単位（ミリメートルまたはインチ）
を決定します。 

［注釈のテキスト］の下で、後で注釈の作成で使用するデフォルトのコメン
トを定義することができます。同じフレーズを繰り返し入力する代わりに、
素早く挿入できる、よく使用されるフレーズまたはコメントを割り当てます。
最高 10 個のフレーズを定義できます。

［機能確認］の下で、機能スイッチを右側にスライドさせて有効にします。
有効になった機能が機能の確認に使用され、無効になった機能は使用さ
れません。
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2. ローカルファイル 1. ファイルのエクスポート

［ローカルファイル］の下で、ツールバーの［エクスポート］コマンド        を
タップしてデータをエクスポートします。ファイル全体をエクスポートする
には、最上位レベルを選択します。ファイルのより深いレベルからエクスポー
トすることもできます。これは下位構造のみをエクスポートします。ツリービ
ュー内の任意のレベルからエクスポートすることもできます。

 → 21ページを参照
各インスタンスでポップオーバーが開き、そこでエクスポートの種類を選択
できます。

［ファイルの送信］をタップして、後で選択した転送方法でエクスポートし
ます。 

［ファイルを他のアプリに送信］をタップして、エクスポート形式をサポ
ートするデバイスにインストールされた別のアプリにエクスポートします	
（例：Excel シートをエクスポートする場合、Numbers アプリ）。

エクスポートタイプを選択した後、データ形式を選択するためのダイアログ
ボックスが表示されます。mwPak コマンドは常に利用可能であり、製品構
造、ジオメトリデータおよびすべての関連情報を含めた、.mwPak 全体を送
信します。

チェック可能な要素がファイル内にある場合、［ExcEl 確認］コマンドが利
用可能です。ここでは、ファイル内のすべてのチェック可能な機能の情報が
含まれる Excel リストがエクスポートされます。

 → 21ページを参照
評価に使用のプロパティを持つファイル内に注釈がある場合、ExcEl 注釈  
オプションが利用可能です。ここでは、すべての注釈の情報が含まれる 
Excel リストがエクスポートされます。

 → 21ページを参照
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 この後、様々なエクスポートオプションが含まれるビューが開きます。オプ
ションは、エクスポートタイプ、デバイス、インストールされたアプリ、およ
びユーザー設定に基づいて変わります。オプションの説明は以下の通り	
です：

Airdrop：
airdroP が有効な場合、選択したファイルを、Airdrop が有効になっている
デバイスに送信することもできます。
電子メール: 
新しい電子メールが開きます。選択したファイルが自動的に添付されます。
FTP：
FTP アップロードサーバーがアプリ設定の［インポート/ エクスポート］で
定義されている場合、サーバー接続が確立されます。プロセスは、FTP 経
由でのファイルのインポートと同様です。［エクスポート］コマンド       を選
択すると、ファイルが適切なレベルにアップロードされます。.
iTunes：
iTunes へのエクスポート後に iPad を接続すると、iTunes 内の Visual 
Inspect のファイル共有エリアにエクスポートされたファイルが表示されま
す。ここからファイルをコピーすることができます。
その他のアプリ：
エクスポートされたファイルは選択したアプリに送信され、そこから開くこ
とができます。エクスポートダイアログ内で利用可能なアプリは、インスト
ールされたアプリ、および選択したエクスポート形式をサポートしているア
プリによって異なります。.
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2. 注釈のコピー

［ローカルファイル］の下で、ツールバーの［注釈のコピー］コマンド         を
タップすることで、ユーザー定義の注釈を、1 つの製品から別の製品へコピ
ーすることができます。

 → 38ページを参照

要素を選択した場合、それは自動的にソース要素として使用されます。そ
うでない場合、まず、注釈が含まれるソース要素を選択します。
次の選択では、注釈を受け取るターゲット要素を定義します。
両方を選択したら、［完了］をタップしてコピープロセスを開始します。

すべての注釈が、ターゲット要素の製品構造内のそれぞれのノードにコピ
ーされます。
	→ 注釈を単一要素にコピーすることはできません。利用可能な製品構造
が存在する必要があります。

それぞれのノードが製品構造に見つからないために注釈の割り当てがで
きない場合、注釈は新しい［損失した注釈］ノードにまとめられます。このノ
ードは製品構造の最後に挿入されます。これらの注釈のアンカーポイント
を編集することで、製品構造で利用可能なノードに注釈を割り当てること
ができます。

 → 38ページを参照
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3. QR スキャン

  ローカルファイルエリアのツールバー上の QR コマンドをタップし
て、QR スキャン機能を起動します。この機能によって、3D ファイルの製品
名から生成した QR コードをスキャンすることができます。ソフトウェアは
QR コードを認識し、ローカルファイル内の対応する名前を持つ要素を検
索します。

完全な QR コードが含まれるカメラビューが開きます。ソフトウェアは、コ
ードの認識と解釈を即座に開始し、検索を開始します。

一致が見つかると、プレビューピクチャーと、検出された要素の名前が含
まれるビューが開きます。ここには以下のオプションがあります：

QR コマンドを再度タップして結果を破棄すると、スキャン用の新
しいウィンドウを開きます。

3D コマンドをタップして、検出されたファイルの 3D ビューを開き
ます。

［ツリー］コマンドをタップして、検出されたファイルのツリービュ
ーを開きます。

ツールバーの［キャンセル］をタップして、ローカルファイルエリア
に対するスキャンをキャンセルします。

一致がない場合、注記と共に同じビューが開きます。［QR］コマンド        を
選択して、スキャンプロセスを再度開始するか、または［キャンセル］をタッ
プしてスキャンモードを終了します。



9

ローカルファイルエリア内の上部ツールバーの［インポート］コマンド	
 をタップした後、いくつかのインポートオプションが含まれるポップオ

ーバーが開きます。最初のエントリは[新製品]です。タップして、デバイスで
利用可能なすべての要素から新しい製品構造を読み込みます。 

4. 新製品/読み込み

リストからエントリを選択した後、キーボードが開き、新製品の名前を定義
することができます。［完了］を選択した後、空の 3D ビューが開き、ツリービ
ューが自動的に開きます。

コンポーネントの名前をダブルタップすると、オプションのコンテキストメ
ニューが開きます。
 

［構造に読み込み］コマンドをタップすると、ポップオーバーが開
き、最上位レベルで利用可能なすべてのローカルファイルが表示さ
れます。

  
1 つのコンポーネントのサムネイルをダブルタップして、それを新しい構
造に挿入します。
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製品構造を持つコンポーネントのポップアップをダブルタップすると、選
択したコンポーネントの製品構造が含まれる
ポップオーバービューが開きます。
 

［開く］コマンドをタップして構造を展開します。

展開された製品構造のコンポーネントをダブルタップして、新製品の構造
に要素を挿入します。

最上位レベルの［閉じる］コマンドをタップして、製品構造を折り畳
み、利用可能なローカルデータに戻ります。

読み込みは、新製品構造すべてのレベルで何回でも実行可能です。
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ローカルファイルの上部ツールバーの［自分の画像］コマンドをタッ
プして、［自分の画像］ビューを変更します。Visual Inspect で生成さ
れたすべての画像が、サムネイル画像と共にここに表示されます。
各画像の下に、名前、撮影日およびファイルサイズが表示されます。

1. 一般機能

上部ツールバーの［戻る］コマンドをタップして、ローカルファイル
ビューに戻ります。
上部ツールバーの［追加］コマンドをタップして、画像をインポート
します。

 → 16ページを参照
上部ツールバーの［エクスポート］コマンドをタップして、画像をエ
クスポートします。

 → 17ページを参照
上部ツールバーの［カメラ］コマンドをタップすると、内部カメラが
開き、画像が生成されます。

 → 15ページを参照

画像をダブルタップすると、選択したファイルのプレビューが開きます。	
［完了］をタップして、［自分の画像］ビューに戻ります。

画像スタックを長押しすると、［削除］コマンドが表示されます。［削除］をタ
ップして、選択した画像を削除します。

ファイル名をダブルタップすると、カメラの名前、解像度、または画像で検
出されたマーカーなどの情報が含まれるポップオーバーが開きます。

［名前/日付］セグメントをタップして、名前またはキャプチャ日で画像を
ソートします。  

3. 自分の画像エリア 
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上部ツールバーの［マーカースキャナー］コマンドをタップして、カ
メラを起動します。12	 ビットマーカーにポイントすると、マーカータ
イプが小さい画像で表示されるため、12	ビットマーカーを簡単に識
別できます。［戻る］コマンド		 	 	 	 	をタップして、マーカースキャナーを
終了します。3D	ビューの上部ツールバーからマーカースキャナーを
起動することもできます。

上部ツールバーの［マーカーのリフレッシュ］コマンドをタップし
て、マーカーを再計算します。この後に選択したすべての画像は、	
［完了］をタップし、マーカー検出を再開することで再計算されま
す。これは通常、カメラ設定の変更後に使用されます。

上部ツールバーの［ごみ箱］コマンドをタップして、削除する画像の
複数選択を有効にします。この後に選択したすべての画像には、削
除ボタンのマークが付きます。上部ツールバーで、［完了］をタップし
てマークが付いた画像を削除するか、または［キャンセル］をタップ
して、削除せずにプロセスを終了します。
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上部ツールバーの［設定］コマンドをタップすると、
写真分析と AR 設定が含まれるポップオーバーが開きます。
AR 設定エントリの選択後、マーカーセットタイプを定義します。

［マーカーセットタイプ］をタップして、マーカーセットのオプションを選
択します。以下の 2 つのオプションがあります：

1.文字
これは、4 つのマーカータイプ、H、II、O および U を指します。4 つの
タイプをすべて使用する必要があります。

2.12bit
これは 12bit コーディングを指します。最高 16 種類のタイプを使用で
きます。これらはソフトウェア内で連番が付いています（1～16）。この
タイプでは、最低 4 つの異なるマーカーを使用する必要があります。
これらの様々なマーカータイプによって、物理的なマーカーの場所を
変更せずに、オーバーレイしながらモデルを回転させることができま
す。12bit マーカーの主なメリットは、オーバーレイの際に精度が向上
することです。

ここで選択したマーカーセットタイプは、新しいマーカーセットの作成時、
およびマーカー検出時にソフトウェアで使用されます。選択したマーカー
セットタイプが物理的なマーカーと一致していることを確認してください。

 

注意：

このマニュアルで示されているスクリーンショッ
トは、「文字」のマーカーセットタイプを示してい
ます。AR 設定で 12bit タイプを選択した場合、
それぞれのダイアログは自動的に調整されま
す。
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設定ポップオーバーの写真分析で［設定］エントリを選択した後、写真分析
とマーカー検出に関するいくつかの設定を定義します。

［画像ソース］セグメントをタップします：
1. 内部セグメントがアクティブな場合、内部カメラのオプションが変わり
ます。

2. 外部セグメントがアクティブな場合、外部カメラのオプションが変わり
ます。

色範囲スライダー：
検出する赤の範囲を定義します。標準の照明条件では、最適なの赤の範囲
は 340 ～ 17　です。赤の範囲を大きく定義するほど、より多くの赤のシェ
ードが認識されますが、プロセスの実行速度は遅くなります。
飽和状態スライダー： 
赤の値の希望の飽和状態を定義します。標準の照明条件では、最適な値
は 0.3 です。
勾配スライダー：
エッジグラデーションの希望の値を定義します。標準の照明条件では、最
適な値は 0.5 です。

［初期状態にリセット］をタップして、色範囲、飽和状態およびグラデーシ
ョン値をリセットします。
撮影範囲セグメント：
この要素は、画像ソースが外部である場合のみ利用可能です。範囲（0.6 m 
～ 1.5 m または 1.5 m ～ ∞）を選択して、画像の撮影時に物理的なモデ
ルと外部カメラ間の距離を定義します。選択した要素の下のスキームは、
外部カメラの設定方法を示しています。

上記の内部または外部オプションもまた、マーカー検出で使用されます。
注意：

原則として、デフォルト値が標準の照明条件で最適な結果をもたら
します。照明条件が非常に悪い場合（例：極短に明るい、または微
光）、これらの値を変更することで、結果が改善される可能性があ
ります。 
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2. 内部カメラでの画像の生成

上部ツールバーの［カメラ］コマンドをタップすると、iPad の内部カ
メラが開きます。画像を横方向または縦方向のフォーマットでキャプ
チャできます。シャッターリリースボタンをタップして、画像をキャプ
チャします。
［再撮影］をタップすることで新しい写真をキャプチャするか、または
［写真を使用］をタップして画像を保存します。画像処理とマーカー
検出が始まります。プロセスが終了すると、画像は［自分の画像］ビ
ューに表示され、対応するモデルで使用することができます。

 

3. 外部カメラでの画像の生成

内部カメラに加えて、外部カメラシステムを購入することができます。この
カメラシステムには、画像を iPad にワイヤレスで送信する WLAN トランス
ミッターが含まれています。
カメラとトランスミッターを起動すると、トランスミッターは WLAN ネットワ
ークをセットアップします。iPad の一般的な［アプリ設定］では、このネット
ワークはポイント WLAN に表示されます。.画像を転送するには、iPad を
このネットワークに接続する必要があります。

上部ツールバーの［FTP］コマンドをタップして、iPad を　FTP サ
ーバー経由でカメラに接続します。外部カメラによる画像は、横方
向または縦方向でキャプチャできます。シャッターリリースを押した
後、画像は iPad に転送され、処理されます。

処理後、画像は［自分の画像］ビューに表示され、対応するモデルで使用す
ることができます。
［FTP］コマンド            が           に変わります。タップしてサーバーを停止
すると、カメラへの接続が切断されます。［自分の画像］ビューを離れること
でも、サーバーが停止します。

注意：

アプリが画像を正しく処理するように、iPad に適合する校正ファイ
ルをインポートする必要があります。ファイルをインポートするに
は、mwpak ファイルのインポートに使用するものと同じインポート
機能を使用してください。

注意：

外部カメラで撮った画像を適切に使用するには、付属する校正ファイ
ルもインポートする必要があります。
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4. 画像のインポート

［インポート］コマンドをタップすると、様々なオプションが含まれ
るポップオーバーが開きます。ポップオーバーの［iTuNes からコピ
ー］をタップすると、iTunes のファイル共有エリアに以前追加した
画像のリストが表示されます。リスト内の画像をタップして、それを
インポートします。

ポップオーバーの［FTP サーバーからコピー］をタップして、FTP サーバー
に接続し、コンテンツのリストを確認します。

フォルダをダブルタップすると、コンテンツのフォルダが開きます。
上部ツールバーの［ダウンロード］コマンドをタップして、選択した
画像をダウンロードします。選択されていない場合、選択を要求さ
れます。
上部ツールバーの［アップ］コマンドをタップして、上位レベルに移
動します。
上部ツールバーの［戻る］コマンドをタップして、［自分の
画像］に戻ります。

電子メール / Airdrop
画像は、電子メールの添付ファイルとして、または Airdrop 経由でデバイス
に送信できます。ファイル形式と対応アプリが自動的に認識され、画像が
アプリに転送されます。

完了すると、成功の確認メッセージが表示されます。画像が承認されなか
った場合、エラーメッセージが表示されます。

これらの転送オプションはすべて、画像を［自分の画像］ビューに配置し	
ます。

 

注意：

画像に対してインポート / エクスポート機能を使用するための必要条
件は、画像をエクスポートするユーザーと、画像をインポートするユー
ザーが共に有効な校正ファイルを持っていることです。

インポート中、生成、処理、およびエクスポートされた画像のみがアプ
リによって受け入れられます。未知のカメラシステムから画像をインポ
ートすることはできません。
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5. 画像のエクスポート
［エクスポート］コマンドをタップして選択した画像をエクスポート
するか、または以前何も選択されていない場合は選択を要求され
ます。ポップオーバーが開き、そこでエクスポートタイプを選択する
ことができます。

［ファイルを送信］をタップして、後で選択した転送方法でエクスポートし
ます。

［ファイルを他をアプリに送信］をタップして、エクスポート形式をサポー
トするデバイスにインストールされた別のアプリにエクスポートします。エ
クスポートタイプを選択すると、選択した画像のサムネイル画像が表示さ
れます。［キャンセル］をタップしてプロセスを終了します。サムネイルをタッ
プして画像をエクスポートします。

Airdrop によるエクスポート：
選択した画像は、Airdrop 経由で選択したデバイスに送信されます。

電子メールによるエクスポート：
選択した画像は、電子メールの添付ファイルとして送信されます。電子メー
ルを編集するためのメールアプリが開き、添付ファイルが自動的に追加さ
れます。

FTP によるエクスポート：
このオプションは、アップロード FTP サーバーがアプリの［設定］で定義さ
れている場合にのみ利用可能です。このオプションを選択して接続を確立
すると、FTP サーバーのコンテンツが表示されます。画像の上部ツールバ
ーの［エクスポート］コマンド	 	をタップして、それをエクスポートします。

iTunes によるエクスポート：
選択した画像がエクスポートされ、iTunes のファイル共有エリアに配置さ
れます。

その他のアプリ：
エクスポートされたファイルは選択したアプリに送信され、そこから開くこ
とができます。リスト表示されたアプリは、iPad にインストールされ、選択し
たエクスポート形式をサポートしているアプリです。
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1. CAD システムからのデータ

製品構造には、コンバータのバージョンと元のデータの種類によって、対応
するコンポーネントとそのジオメトリに加えて、いくつかの機能を含めるこ
とができます。これらの機能は、データコンバータによって CAD システムか
ら抽出されます。

1 つのコンポーネントには、ジオメトリの一般的なフェイスを所有するジオ
ブロックが常に含まれています。 

4.ツリービュー
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また、コンポーネントには以下の機能が含まれていることもあります：

NC 機能（穴およびフェイス）
これらの機能は、一般的なフェイスと同様に、コンポーネントのジオブロッ
クの下にあります。これらはいくつかのサブグループに分かれます。

冷却機能（冷却穴、分離プレート、ストッパーおよびフロー）。冷却機能は、
コンポーネントの下の自身のノードにあります。これらは、いくつかの冷却
サイクル内と、サブグループとしてのサイクル内でソートされます。

結合機能（溶接点、結合シーム、溶接シーム、ボルト、クリンチ点、穿孔リベ
ット、ブラインドリベットおよび専用）。
これらの機能は、コンポーネントの自身のノードにまとまっています。単一
機能はいくつかのサブグループに分かれます。

注釈
注釈は、コンポーネントの下の自身のノードにあります。これらは、CAD シ
ステムの構造に従って、いくつかのセットに分かれます。

中心線
中心線もまた、コンポーネントの下の自身のノードにまとまっています。
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 NC 機能、冷却機能および結合機能などの様々な機能は、確認機能により
確認することができます。ツリービューで、チェック可能な機能はその状態
で色分けされており、簡単に認識することができます。 
チェック可能な機能がツリー構造で利用可能な場合、上部ツールバーの設
定ポップオーバーには、追加の[フィルター]エントリが含まれています。

このエントリを選ぶとポップオーバーが開き、様々な機能の状態がフィルタ
されます。
機能選択には、アプリの［設定］で選択され、モデルで利用可能なすべての
機能タイプが表示されます。ここで、フィルタリングの機能タイプを選択で
きます。

以下のようにセグメントの状態をタップします：
1.	 すべての状態の選択したタイプの機能をフィルター。 
2.	 状態が処理されていない、選択したタイプの機能をフィルター。
3.	 状態が	OK	の、選択したタイプの機能をフィルター。
4.	 状態が OK でない、選択したタイプの機能をフィルター。

フィルタリング後、ツリービューはリフレッシュされます。選択したタイプと
状態の機能のみが、その上位構造を含めて表示されます。

ポップオーバーの外側をタップして、ツリービューをリセットせずにダイア
ログボックスを閉じます。

ツリービューの機能選択で［選択なし］を選択してリセットします。
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2. 機能

コンポーネント/機能の名前をダブルタップすると、利用可能なオプション
のコンテキストメニューが開きます。

［情報］ボタンをタップすると、選択した要素の情報ビューが開き	
ます。

選択した要素によって、［情報］コマンドは、以下のような要素の様々な詳細
情報を表示します： 

1.	 コンポーネントでは、CAD システムから抽出されたパーツリスト情報
が表示されます。 

2. NC では、穴機能、位置、および各ステップの詳細情報が表示され	
ます。 

3.	 冷却機能では、フロー、冷却サイクルのすべての穴の全長、これら
の穴の有効な長さ、および両方の値のパーセンテージが表示され	
ます。
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コンテキストメニューの［エクスポート］コマンドをタップして、すべ
てのサブコンポーネントを含む選択したコンポーネントを、独立し
たファイルとしてエクスポートします。

 → 5ページを参照

コンテキストメニューの［注釈レポート］コマンドをタップすると、
注釈レポートが開きます。ツリー構造に、評価の使用プロパティを持
つユーザー定義の注釈が含まれている場合、コマンドは、そのよう
な注釈を含む構造のすべてのレベルで（より深いレベルでも）表示
されます。

 → 38ページを参照

1 つの注釈に関する情報が含まれるテーブルを示す新しいビューが開きま
す。情報には、番号、テキスト、アンカーポイントとヒットした機能（利用可能
な場合）、および画像が含まれます。
注釈を含むコンポーネントが、テーブルのそれぞれのセクションの見出し
に表示されます。

上部ツールバーの［レポートのエクスポート］コマンドをタップし
て、.xlsx 形式のテーブルをエクスポートします。デバイスにインスト
ールされたアプリとユーザー設定によって、ポップオーバーには、次の
ような様々なオプションがあります。メール：テーブルは添付ファイル
として電子メールにエクスポートされ、PC で編集できます。番号：テ
ーブルは Apple NumbErs アプリで開き、直接編集できます。
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コンテキストメニューの［レポートの確認]コマンドをタップすると、
機能レポートが開きます。ツリー構造にチェック可能な機能が含ま
れている場合、コマンドは、そのような機能を含む構造のすべてのレ
ベルで利用可能です。

1 つのチェック可能な機能情報テーブルを示す新しいビューが開きます。
単一要素は、グループおよびサブグループでソートされます。これらは、テー
ブルセクションのヘッダー内で、上位コンポーネントと共に表示されます。

それぞれのチェック可能な要素について、以下の情報が表示されます：
最初の列：名前
2 番目の列：状態
3 番目の列：要素を含むコンポーネントの名前。
4 番目の列：対応する注釈（利用可能な場合）。

       ［エクスポート］コマンドをタップして、レポートテーブルをエクスポー
トします。     

最上位レベルのルートコンテキストメニューにある［チェック可能
なリセット］コマンドをタップすると、すべてのチェック可能な機能
の確認状態がリセットされます。意図しない状態のリセットを避け
るために、［はい/いいえ］プロンプトが表示されます。確認後、製品
構造に含まれるチェック可能な機能がすべて未確認のデフォルト状
態にリセットされます。ツリービューにアクティブなフィルターがある
場合、これらもリセットされます。
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1. 概要機能

下部ツールバーの［ツリー］コマンドをタップすると、コンポーネン
トのツリービューが表示されます。

［チェック可能］コマンドをタップします。このコマンドは、チェック
可能な機能がアプリの［設定］で有効であり、開いているコンポーネ
ントにそのような機能が含まれている場合に利用可能です。チェッ
ク可能な機能のフィルタリングが開始します。

下部ツールバーの［測定］コマンドをタップすると、 
測定が開始します。

［セクショニング］コマンドをタップして、セクショ	
ニン
グを開始します。

［注釈］コマンドをタップして 
注釈を作成します。

下部ツールバーの［マーカー］コマンドをタップ	
して、マーカーを作成します。

［Ar］コマンドをタップして、拡張現実を 
開始します。

 → 26ページを参照

 → 29ページを参照

 → 31ページを参照

 → 36ページを参照

 → 38ページを参照

 → 41ページを参照

 → 48ページを参照

5.3D ビュー
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上部ツールバーの［マーカースキャナー］コマンドをタップして、マ
ーカースキャナーを起動します。

上部ツールバーの［スクリーンショット］コマンドをタップして、 
3D ビューのスクリーンショットを取り、iPad の PhoTos アプリに保
存します。そこから、注釈で画像を使用することができます。

上部ツールバーの［設定］コマンドをタップすると、3D ビューの設
定が開きます。ポップオーバーには、検索機能などの様々なオプショ
ンがあります。3D ビューの検索バーにより、ツリーの構造をフィルタ
できます。ツリーが開き、検索結果がグレーで強調表示され、必要に
応じてツリー構造を展開します。このポップオーバーから、ビューオ
プションを開くこともできます。

3D オブジェクトをタップすると、コンテキストメニューが開きます：

コンテキストメニューの［構造に読み込む］コマンドをタップする
と、タップしたオブジェクトが強調表示されたツリービューが開き
ます。

コンテキストメニューの［情報］コマンドをタップすると（利用可能
な場合）、オブジェクトに関する追加情報が表示されます。

 → 11ページを参照

 → 46ページを参照
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2. 3D のツリービュー

開いた製品構造のより深いレベルに属するコンポーネントの名前をダブ
ルタップすると、以下に説明するオプションが含まれるコンテキストメニュ
ーが表示されます。開いたレベルより上位のレベルに属するコンポーネン
トを選択した場合、3D コンテキストメニューのみが開きます。

コンテキストメニューの［3D］コマンドをタップすると、選択したコ
ンポーネントの 3D ビューが開きます。
コンテキストメニューの［非表示/表示］コマンドをタップして、選択
したコンポーネントの非表示/表示を切り替えます。製品構造のより
上位のレベルが開いた場合、この値が重視されます。
コンテキストメニューの［非表示/表示のリセット］コマンドをタップ
すると、非表示のコンポーネントがすべて表示されます。
コンテキストメニューの［情報］コマンドをタップすると、選択した
コンポーネントの情報ビューが開きます。
コンテキストメニューの［強調表示］コマンドをタップすると、3D ビ
ューで選択したコンポーネントが強調表示されます。
コンテキストメニューの［構造に読み込み］コマンドをタップして、
コンポーネントを製品構造に読み込みます。

 →    9 ページを参照
コンテキストメニューの［読み込みを解除］コマンドをタップして、
製品構造から選択した要素の読み込みを解除し、別のファイルとし
てそれをローカルデータに保存します。
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コンテキストメニューの［3D の読み込みを解除］コマンドをタップ
して、選択した要素から 3D データの読み込みを解除します。要素
の実際のジオメトリは 3D ビューにその後表示されません。表示用
の大量のデータがある場合にこのオプションを使用します。3D デー
タの読み込みを解除した場合、コマンドは          に変わります。
コマンドをタップすると、データが再度表示されます。

コンテキストメニューの［ごみ箱］コマンドをタップして、製品構造
から選択した要素を削除します。削除された要素は回復できませ
ん。

コンテキストメニューの［ミラー］コマンドをタップして、グローバ
ル軸システムに関連する選択した要素のミラーリングを行います。
このコマンドは、製品構造内の単一パーツまたは下位製品でのみ
表示されます。追加のポップオーバーが開き、そこでミラー平面を選
択することができます。選択によって、要素は XY、XZ、または YZ 平
面上でミラーリングされます。要素がミラーリングされた場合、［ミラ
ーごみ箱］コマンド	 	がアクティブになります。このコマンドをタ
ップすると、ミラーリング全体が削除されます。

［閉じる］コマンドをタップすると、ツリービューが閉じます。
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冷却機能には特殊機能があります。冷却サイクルのコンテキストメニュー
には、以下の追加機能があります：

             コンテキストメニューの［冷却穴の表示/非表示］コマンドを
タップして、名前の表示/非表示を切り替えると、穴タイプの表示/非
表示が切り替わります。

              コンテキストメニューの［冷却注釈の表示/非表示］をタップ
して、冷却セグメントの注釈の表示/非表示を切り替えます。

コンテキストメニューの上部の［セグメントの注釈］コマンドをタッ
プして、対応する穴の開始点に注釈を配置します。コマンドが	 	          
に変わります。
コンテキストメニューの［中央セグメントの注釈］コマンドをタップし
て、対応するセグメントの中央に注釈を配置します。コマンドが	 	
に戻ります。
コンテキストメニューの［注釈の表示/非表示］コマンドをタップし
て、冷却穴の開始点が表示されている場合のみ冷却注釈をレンダ
リングし、オブジェクトの回転により対応する穴が見えない場合は
注釈を非表示にします。コマンドが          に変わります。
コンテキストメニューの［注釈を常に表示］コマンドをタップする
と、冷却穴の表示/非表示に関係なく注釈が常に表示されます。コマ
ンドが            に戻ります。
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3. 3D ビューでの確認機能およびフィルタリング

アプリの［設定］で特定のチェック可能な機能をアクティブ化し、そのような
機能が 3D ビューで利用可能な場合、それらをここで 3 種類の状態に編集
することができます：

処理されていません 
OK
OK ではありません

3D ビューで機能（例：穴）をダブルタップすると、小さい画像と、チェックボ
ックスが含まれるウィンドウが開きます。 

チェックボックスで状態を選択する：
機能の状態が選択した状態に変わります。

［展開］コマンドをタップすると、小さいウィンドウが展開され、ス
ペースに関連するすべての機能が選択した機能と共に表示されま
す。これらの機能の状態はすべてここで編集できます。コマンドが      
に変わります。［折り畳み］コマンド	 	 をタップして、ウィンドウを
折り畳みます。

［閉じる］コマンドをタップして、ウィンドウを閉じます。選択した機
能のマーカー状態が消えます。

機能の状態もツリービューで変更することができます。3D ビューに表示さ
れるものと同じ確認ボタンがここで使用されます。機能の状態を変更する
と、ツリーのエントリの色が変わります。状態は、機能の位置に直接表示さ
れます。
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下部ツールバーの［機能タイプ］コマンドをタップすると、ポップオ
ーバーが開き、様々な機能の状態をフィルタすることができます。機
能選択には、アプリの［設定］で選択され、モデルで利用可能なすべ
ての機能タイプが表示されます。フィルタ用の機能タイプを選択し
ます。

［状態］コマンドをタップして、以下の状態の、選択したタイプの機能をフ
ィルタします：

すべての状態。
状態は未処理。 
ok の状態。
ok ではない状態。

フィルタリングを実行する際、それぞれの機能が、その状態によって色で示
されます（未処理は青、ok は緑、ok でないは赤）。明確化のために、残り
のジオメトリはグレーで表示されます。

［閉じる］コマンドをタップして、3D ビューをリセットせずにダイア
ログを閉じます。

3D ビューをリセットするには、機能で［選択なし］を選びます。元の色が復
元されます。
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4. 測定

［測定］コマンドをタップすると、［測定］ポップオーバーが開きま
す。このポップオーバーが開いたら、モデルのワイヤーフレームが表
示されます（利用可能な場合）。

ポップオーバーが開いた際、コンテキストメニューはありません。このた
め、ポップオーバーには［回転点］コマンド           が含まれています。タップ
すると、ソフトウェアは 3D モデル上のタップを待機し、新しい回転点を定
義します。測定プロセス中に［回転点］コマンドを使うこともできます。

アプリは測定用の要素が選択された時を認識し、［点］アイコンを表示しま
す：

終了点が選択されました。
線上の点が選択されました。 
フェイス上の点が選択されました。

測定では以下の機能が利用可能です：

絶対測定では［絶対］コマンドをタップします。次のタップでは、測定
するオブジェクトを選択します（例：点）。

フェイス上の点または終了点をタップすると、測定結果には、選択した点
の x、y、z 座標が表示されます。
線上の点をタップした場合、線の長さも表示されます。
測定プロセスが成功しなかった場合、警告が表示され、プロセスはキャン
セルされます。
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相対測定では［相対］コマンドをタップします。3D オブジェクト上の
次の 2 回のタップでは、中間の 2 つの測定点を定義します。

線 / フェイス上のポイントを最初に選択した場合、［無限］コマンドが           
          選択した点に表示されます。コマンドをタップしてそれを削除する
と、選択した点アイコンが青になります。次のタップが線 / フェイスである
場合、それは次のタップされた点まで無限に測定されます。

または

コマンドを選択せずに 2 回目のタップを行います。この場合、測定は無限
の線 / フェイスではなく、線 / フェイスで選択した点に対して行われます。

［無限］コマンドを最初のタップで選択せず、線 / フェイス上の点を選択し
た場合、それは 2 回目のタップで再度提供されます。タップすると、2 番目
の要素が、最初の要素まで無限に測定されます。

以下のような、様々な組み合わせが可能です：
1. フェイス上の 2 点間の測定。
2. 線上の点と無限フェイス間の測定。
3. 終了点と無限の線の間の測定。
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最初または 2　番目の測定選択で半径上（例：穴の上）の点をタップした場
合、半径の軸が赤で示され、［軸］コマンド       が選択した点の脇に表示さ
れます。
コマンドを選択した場合、それは消え、点アイコンが青に変わります。次のタ
ップは選択した半径の軸になり、2 番目の選択した要素まで無限に測定さ
れます。

以下のような、様々な組み合わせが可能です：
1. 穴の軸とエッジ間の測定。
2. 2 つの穴の軸の間の測定。

測定が成功した場合、測定結果には選択した 2 つのオブジェクト間の距離
が表示されます。測定が成功しなかった場合、警告が表示され、プロセスは
キャンセルされます。
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［半径の測定］コマンドをタップして、半径を測定します。次のタッ
プでは、測定する半径を含む要素を定義します。

例：
1. ラウンドコーナーの半径を測定します。
2. 穴の半径を測定します。

測定が成功した場合、測定結果が選択した点の隣に表示されます。測定が
成功しなかった場合、警告が表示され、プロセスはキャンセルされます。
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［角度の測定］コマンドをタップして、角度を測定します。3D オブジ
ェクト上の次の 2 回のタップでは、その中間を測定する 2 つの要素
を定義します。

フェイスまたは線上の点をタップすると、2 つの要素間の角度が表示され
ます。
円筒形状で選択を行った場合、円筒の中心線を使用して角度が測定され
ます。

以下のような、様々な組み合わせが可能です：

1. 2 つのフェイス間の角度。
2. 線と中心線の間の角度。
3. 2 本の中心線の間の角度。

測定した角度の点に、［反転］コマンド  が表示されます。コマンドをタ
ップすると、角度が反転し、結果が更新されます。測定が成功した場合、測
定ラベルが弧の中央に表示されます。測定された要素が平行である場合、
角度は 0 角度として示されます。

［閉じる］コマンドをタップして測定メニューを閉じると、既存の測
定要素がすべて削除されます。
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5. セクショニング 

［セクショニング］コマンドをタップすると、［セクショニング］ポッ
プオーバーが開きます。以下の機能が利用可能です：

［X] コマンドをタップすると、x 方向でセクショニングが実行され
ます。 

［Y] コマンドをタップすると、y 方向でセクショニングが実行され
ます。 

［Z］	コマンドをタップすると、z 方向でセクショニングが実行され
ます。

［フェイス］コマンドをタップしてからフェイスをタップして、ユーザ
ー定義の方向で使用します。

［エッジ］コマンドをタップしてからエッジをタップして、そのエッ
ジに対して垂直なユーザー定義の断面で使用します。断面の移動
はこのエッジに沿って実行されます。

［ステップサイズ］フィールドをタップして、断面のステップサイズの値を
入力します。

［位置］フィールドをタップして、選択した方向の断面の値を入力します。

       ［負/正］コマンドをタップして、オブジェクト全体で負/正の方向
で断面を進めます。
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断面図セグメントをタップします：
1. 塗りつぶされていない 3D 断面。
2. 塗りつぶされた 3D 断面。
3. 塗りつぶされていない 2D 断面。
4. 塗りつぶされた 2D 断面。

［平面の反転］コマンドをタップして、断面を反転させます。
 

［閉じる］コマンドをタップして、断面を削除せずにポップオーバー
を閉じます。

断面をタップすると、コンテキストメニューが開きます。
コンテキストメニューの［ごみ箱］コマンドをタップして、断面を削
除します。

コンテキストメニューの［回転］コマンドをタップして、断面の法線
へビューを回転させます。

コンテキストメニューの［ドラッグ］コマンド（断面が緑の場合にの
み利用可能）をタップして、選択した面を赤にします。これにより、モ
デル全体で指でドラッグすることができます。

コンテキストメニューの［リセット］コマンド（断面が赤の場合にの
み利用可能）をタップして、平面を標準操作用の緑にリセットしま
す。

コンテキストメニューの［平面の反転］コマンドをタップして、選択
した面を反転させます。
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6. ユーザー定義の注釈

［注釈］コマンドをタップすると、［注釈］ポップオーバーが開きます。
ポップオーバーが開いている間は、コンテキストメニューはありませ
ん。このため、ポップオーバーには［回転点］コマンド        が表示され
ます。それをタップすると、ソフトウェアは 3D モデル上のタップを待機
し、新しい回転点を定義します。このコマンドは注釈プロセス中にも
使用することができます（例：作成時）。

［追加］コマンドをタップして、新しい注釈を作成します。3D モデル
上での最初のタップによって、アンカーポイントが生成されます。ここ
で注釈がモデルに接続されます。アンカーポイントはオレンジ色の点
でマークされ、選択した要素は強調表示されます。

新しい注釈の投影平面は、常にビュー方向に対して垂直です。3D モデル上
での 2 番目の選択によりテキストフィールドの開始点が選択され、ダイアロ
グが開きます。キーボードも開き、必要なテキストを入力できます。

希望のスタイルをタップして、フォントサイズ、フォントの色、およびタイプフェ
イスを選択します。

［定義済みテキスト］をタップして、アプリ設定で定義されたデフォルトのフ
レーズリストからフレーズを選択します。

 → 4ページを参照

リストから選択したものをタップして、テキストフィールドに投入します。［保
存］をタップしてテキストを挿入するか、または［キャンセル］をタップしてテ
キストを削除し、ウィンドウを閉じます。

注記: 定義済みのテキストは、フレーズが以前定義されている場合のみ利用
可能です。そうでない場合、このコマンドは無効です。

 



39

［画像］コマンドをタップすると、アプリで利用可能な写真とビデオ
のウィンドウが開きます。希望のファイルを選択すると、それは［画
像/ビデオ］フィールドに表示され、後に 3D ビューで表示されます。
注記: ビデオは3D ビューでプレビューピクチャーを表示します。

［カメラ］コマンドをタップすると、カメラアプリが開きます。挿入用
の新しい写真またはビデオを撮ります。

複数の画像またはビデオを 1 つの注釈に追加できます。両方の混合も可
能です。いくつかの要素を選択した場合、［戻る/進む］コマンド      をタップ
して要素を参照します。3D ビューでは、選択した中の最初の要素が常に表
示されます。

［ごみ箱］コマンドをタップして、選択した画像とビデオを注釈から
削除します。

［拡大］コマンドをタップして、選択した画像とビデオを新しいビュ
ーで拡大します。ここでビデオを再生することができます。

［戻る］コマンドをタップして、拡大された画像ビューを閉じ、［注
釈］ダイアログボックスを復元します。

［評価用に使用］スイッチを右側にスライドさせると、注釈レポート内にフ
レーズが表示されます。これが無効になっている場合、フレーズはレポート
に表示されません。

 → 21ページを参照

［キャンセル］コマンドをタップして、注釈プロセスを中止します。

［保存］コマンドをタップして注釈を保存し、3D ビューとツリービュー内
の定義済みパラメータによってそれを生成します。

ツリービューアイコンは、注釈に画像またはビデオが含まれているかどう
かを示します：

画像またはビデオが存在します。 
画像もビデオも存在しません。
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［編集］コマンドをタップして注釈を編集します。注釈をタップして
ダイアログボックスを開きます。注釈の必要なパラメータを編集しま
す。

［位置の編集］コマンドをタップして注釈を配置してから、注釈を
タップしてそれを選択します。注釈フレームが赤になり、指を使って
新しい位置にそれをドラッグできます。

［アンカーポイントの編集］コマンドをタップして、注釈のアンカー
ポイントを変更してから、注釈をタップしてそれを選択します。注釈
の新しいアンカーポイントと開始点をタップすると、それを製品構造
内の他の要素に追加できます。

［ごみ箱］コマンドをタップして注釈を削除してから、注釈をタップ
して削除します。

［閉じる］コマンドをタップして注釈ポップオーバーを閉じ、保存さ
れていないプロセスを破棄します。

開いたポップオーバーのない注釈を 1 回タップすると、他の要素と同じ一
般機能に加えて、以下の機能が含まれるコンテキストメニューが表示され
ます。

コンテキストメニューの［情報］コマンドをタップすると、表示のみ
の注釈ダイアログボックスが開きます。

コンテキストメニューの［編集］、［位置の編集］、およ
び［ごみ箱］コマンドは、上記と同じ機能で利用可能で
す。
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7. 仮想マーカー

拡張現実機能を使用するには、マーカーを 3D モデルに配置する必要があ
り、マーカーセットを希望のコンテキストでまず作成する必要があります。
マーカーセットを生成し、それらをアクティブに設定すると、拡張現実の使
用が簡易化されます。.マーカーセットをコンポーネントの前面で作成し、
別のマーカーセットを背面で作成することができます。様々なセットをアク
ティブにすることで、3D ビューを位置づけるために使用するべきマーカー
に影響を及ぼします。

ツリービューの希望のレベルで［マーカーセットの追加］コマンド
をタップして、マーカーセットを作成します。新しいマーカーセット
が、選択したレベルの下に生成されます。マーカーセットには、各レ
ベルで連番が付きます。生成された最後のマーカーセットが自動的
にアクティブになります。

AR 設定で選択したタイプによって、文字または 12bit マーカーセットが作
成されます。

 → 46ページを参照

マーカーセットのコンテキストメニューには以下の機能があります：   
コンテキストメニューの［マーカーセットのアクティブ化］コマンド
をタップして、選択したマーカーセットをアクティブにします。アクテ
ィブなマーカーセットはカラーになり、別のマーカーセットはすべて
ツリービューと 3D モデルでグレースケールになります。新しく作成
したマーカーはアクティブなマーカーセットに挿入されます。.アクテ
ィブなマーカーセットは拡張現実に使用されます。

コンテキストメニューの［ごみ箱］コマンドをタップして、マーカーセ
ットを削除します。選択したセットと含まれるすべてのマーカーが、
ツリーと 3D モデルから削除されます。

アクティブなマーカーセットが利用可能な場合、マーカーを 3D ビューで作
成できます。
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各マーカーセットには、4 種類のマーカーシンボルが必要です。サイズと
アダプタは混合できます。すべてのシンボルを使用した場合（文字マーカ
ー：4 タイプ、12bit マーカー：16 タイプ）、それ以上のマーカーをアクティブ
なセットに追加することはできません。編集する時は、マーカーセットにま
だ存在しないタイプのみを使用できます。

［マーカー］コマンドをタップすると、［マーカー］ポップオーバーが
開きます。作業中、ヘルプテキストが上部ツールバーに表示されま
す。以下の機能が利用可能です：

［新しいマーカーの作成］コマンドをタップして、新しいマーカーを
挿入します。マーカータイプ、サイズおよびアダプタを選択します。
選択が完了したら、その行にはオレンジ色のマークが付き、点をタッ
プすることで、マーカーを 3D オブジェクトに配置することができま
す。このタップにより、新しいマーカーの中心点が定義されます。ス
ペース内のマーカーの方向は、タップしたフェイスの方向によって定
義されます。 

円筒形状をタップすると、［軸］および［選択した点を使用］コマンドが表示
されます。  

［軸］コマンドをタップして、円筒形の中心線を使ってマーカーを配
置します。アプリは、次のタップによる平面の選択を待機します。選
択した点は、円筒形の軸と選択した平面の間の交点です。 

［選択した点を使用］をタップして、最初に選択した点にマーカー
を配置します。 

点の選択は、アクティブなマーカーセットを含むコンポーネントの構造内
の要素でのみ可能です。より上位のレベルのコンポーネントは選択できま
せん。明確化のために、ポップオーバーが開いた時、選択できない要素は
薄いグレーで表示されます。

 

注意：

ここで示されているスクリーンショットは、「文字」のマーカーセット
タイプを示しています。AR 設定で「12bit」タイプを選択した場合、マ
ーカーの選択にはそれぞれの 12bit タイプが表示されます。
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［マーカーの編集］コマンドをタップして、マーカータイプを編集し
ます。マーカーをタップしてそれを選択し、ピッカーを有効にしてサ
イズ、アダプタおよびタイプを選択します。これは、すべてのタイプが
アクティブなマーカーセットで使用されていない場合に限ります。ま
たは、3D で直接 2 つのマーカーを選択し、このようにそのタイプを
切り替えます。

［マーカー位置の編集］コマンドをタップしてマーカー位置を編集
してから、マーカーをタップしてそれを選択します。小さいローカル
軸システムが、マーカーの中心点に表示されます。.

タイプセグメントをタップして以下を行います：
1.	 フェイス上の変換。選択したマーカーから新しい位置へ指をドラッグし
ます。変換されたフェイスに従って方向が定められます。x、y および z 
座標が、位置調整の支援として表示されます。

2.	 線に沿った変換。線をタップすると、線は赤で強調表示されます。マー
カーから新しい位置へ指をドラッグします。x、y、z 座標が、位置調整の
支援として表示されます。

3.	 絶対変換。メニューで、位置を定義するための方向とフィールドが部分
的にアクティブ化されています。

［方向］セグメントをタップし、指をドラッグして、または x/y/z フィー
ルドで値を定義して、マーカーを x/y/z 方向で変換します。

4.	 ローカル変換。メニューで、ステップを定義するための方向とフィール
ドがアクティブ化されています。

［方向］セグメントをタップし、指をドラッグして、または段階的に［ステ
ップサイズ］フィールドで値を定義し、増分セグメント                   をタップし
て、マーカーを u/v/w 方向で変換します。
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［軸上の位置マーカー］コマンドをタップして、マーカーを穴に配
置してから、3D ビューでマーカーをタップします。

円筒形状（例：穴）をタップします。選択が成功したら、円筒形状の軸
が赤で強調表示されます。選択が失敗した場合、エラーメッセージ
が表示され、選択を繰り返す必要があります。
平面をタップします。選択が成功した場合、選択した軸と選択した
平面に従ってマーカーが配置されます。選択が失敗した場合（たと
えば、軸と平面が同じ方向である）、エラーメッセージが表示され、
プロセスを繰り返す必要があります。

［マーカーの反転］コマンドをタップしてから、それが配置された
平面に従って、マーカーをタップして反転させます。または
マーカーを選択してから、［マーカーの反転］コマンドをタップして
反転させます。
または
ツリービューのコンテキストメニューからマーカーを反転させます。

［ごみ箱］コマンドをタップし、マーカーをタップして削除します。

注記: ポップオーバーが開いている時、コンテキストメニューはありません。
このため、ポップオーバーには［回転点］コマンド          が表示されます。
それをタップすると、ソフトウェアは 3D モデル上のタップを待機し、新しい
回転点を定義します。このコマンドはマーカープロセス中も使用されます	
（例：位置付けを行う時）。

［閉じる］コマンドをタップして、マーカーメニューを閉じます。
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8. 表示オプション

［エッジ］コマンド（冷却機能が開いたコンポーネントで利用可能
な場合のみ表示される）をタップして、3D オブジェクトのエッジビ
ューに含めます。含まれる冷却機能はすべて不透明です。このオプ
ションがアクティブな場合、［オパシティジオブロック］スイッチが無
効になります。

［注釈］セグメントのタップ：
1.	 注釈が利用可能である場合（CAD システムからエクスポートされた、
またはソフトウェア内で生成された）、画面に平行して表示されます。

2.	 利用可能な注釈が、ディスプレイ周囲にフレームスタイルで表示され
ます。
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9.AR と写真分析の設定

設定ポップオーバーで［Ar 設定］をタップして、ビューを変更し、マーカー
セットタイプや AR モードに関するいくつかの設定を定義します。

［マーカーセットタイプ］をタップして、マーカーセットのオプションを選
択します。以下の 2 つのオプションがあります：
1.	 文字
これは、4 つのマーカータイプ、H、II、O および U を指します。4 つのタイプ
をすべて使用する必要があります。

2.   12bit
これは 12bit コーディングを指します。最高 16 種類のタイプを使用できま
す。これらはソフトウェア内で連番が付いています（1～16）。このタイプで
は、最低 4 つの異なるマーカーを使用する必要があります。これらの様々
なマーカータイプによって、物理的なマーカーの場所を変更せずに、オー
バーレイしながらモデルを回転させることができます。12bit マーカーの主
なメリットは、オーバーレイの際に精度が向上することです。

ここで選択したマーカーセットタイプは、新しいマーカーセットの作成およ
びマーカー検出のためにソフトウェアで使用されます。選択したマーカー
セットタイプが物理的なマーカーと一致していることを確認してください。

注記: 別のマーカーセットがアクティブな時にマーカーセットを設定する
と、最初のマーカーセットが自動的に無効になります。これらはツリーと 
3D ビューでグレーで表示されます。マーカーセットタイプを元に戻し、元の
マーカーセットを再度アクティブにします。
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注意：

原則として、デフォルト値が標準の照明条件で最適な結果をもたら
します。照明条件が悪い場合（例： 極短に明るい、または微光）、こ
れらの値を変更することで、結果が改善される可能性があります。 

［品質］セグメントをタップした場合：
1.	 マーカー検出がリアルタイムで行われます。計算は、カメラが実行して
いる間、ランタイムで完了します。

2.	 マーカー検出が最高の解像度を持つ静止画像で実行され（高品質チ
ェック）、画像は画像内の様々なエリアで新しく露出できます。

［出力］セグメントをタップした場合：
1.	 元のカメラ画像が背景に表示されます。
2.	 エッジ検出の結果が背景に表示されます。

［マーカーシンボルの表示］スイッチがアクティブな場合、［マーカー］アイ
コンが、検出されたマーカーの中央に表示されます。スイッチが無効な場
合、アイコンは表示されません。

設定ポップオーバーの［設定ピクチャー解析］をタップして、画像分析とマ
ーカー検出のいくつかの設定を定義します。

色スライダーを移動させて範囲を定義します：
標準の照明条件では、最適なの赤の範囲は 340 ～ 17　です。 
赤の範囲を大きく定義するほど、より多くの赤のシェードが認識されます
が、プロセスの実行速度は遅くなります。

［飽和状態］スライダーを移動して飽和状態を定義します：
標準の照明条件では、最適な値は 0.3 です。

［グラデーション］スライダーを移動してエッジグラデーションを定義しま
す：
標準の照明条件では、最適な値は 0.5 です。

［デフォルトにリセット］コマンドをタップして、色、飽和状態、およびグラ
デーションをデフォルト値に戻します。

 → 48ページを参照



48

1. トラッキング

AR 機能は、AR 設定で選択したオプションによって異なります（リアルタイ
ムまたはHQc）。
現在のモードは右上隅に表示されます。使用しているモードによって、［オ
ートフォーカス］コマンドがあります。

 → 50ページを参照

リアルタイムを選択した場合、［Ar］コマンドをタップすると、カメ
ラ画像が 3D ビューの背景にフェードします。上部と下部のツール
バーがフェードアウトし、ビューが見やすくなります。

すべての条件が満たされた場合、ソフトウェアはカメラ画像の物理的なマ
ーカーを認識し、仮想モデル上の対応するマーカーでそれらをオーバーレ
イします。3D モデルは方向を調整され、物理的モデルをオーバーレイしま
す。デバイスを移動させると、オーバーレイは実行時にリフレッシュされま
す（トラッキング）。このモードでは、モデルはソフトウェアによって自動的に
方向調整されるため、指による 3D ビューの動きは無効になります。

ディスプレイをタップすると、AR コンテキストメニューが開きます。これに
はビューオプションおよび以下の機能が含まれています：

コンテキストメニューの［一時停止］コマンドをタップして、AR のド
ッキングを解除します。
トラッキングが一時停止し、3D ビューの標準操作と
ツールバーがリセットされます。カメラ画像は背景に表示されます
が、マーカー検出はありません。 
下部ツールバーの［再生］コマンドをタップすると、トラッキングが
再開します。
コンテキストメニューの［フリーズ］コマンドをタップすると、AR が
フリーズし、AR の詳細ビューが開始します。

 → 51ページを参照
コンテキストメニューの［停止］コマンドをタップして、AR を停止し
ます。背景のカメラビューが消え、ツールバーが3D ビュー内の標準
のナビゲーションで有効になります。

6.拡張現実 - オンライン

注意：

開始する前に、以下の条件を満たす必要があります：4 つのマーカ
ーが物理的モデル上に配置され、同じ 4 つのマーカーが仮想モデ
ル上でも同様に配置されている。物理的マーカーと仮想マーカー
の位置がより良く一致していると、オーバーレイもより適切に実行
されます。
4 つのマーカーもすべて、カメラの撮影エリアで完全に表示されて
いる必要があります。 
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AR 設定で HQC を選択した場合：
［Ar］コマンドをタップすると、カメラ画像が 3D ビューの背景に
フェードし、プレビュービデオが表示され、画像の希望のエリアを
見つけることができます。

下部ツールバーの［再生］コマンドをタップすると、HQC 検出が開
始します。下部ツールバーが消え、上部ツールバーが変わります。静
止画像が最高品質で撮られ、マーカー検出が開始し、モデルがオー
バーレイされます（可能な場合）。

マーカーが認識されない場合、画像内で最高 4 つのエリアを選択して露
出を改善します。これを行うには、上部ツールバーの［選択した点を使用］
コマンド	  をタップし、画像上の点を選択します。これは、1 つの画像で
マーカーが露出過度/露出不足である場合に役立ちます。一時的な四角形
がエリアの周囲に表示され、画像が再度キャプチャされます。計算が再開
します。4 つのマーカーがすべて認識された場合、オーバーレイが成功しま
す。

上部ツールバーの［選択を表示］コマンドをタップすると、選択した
すべてのエリアが表示されます。

［選択を非表示］コマンドをタップすると、選択したエリアが非表
示になります。
上部ツールバーの［メニューを非表示］コマンドをタップすると、ツ
ールバーが消えます。

［表示］メニューコマンドをタップして、上部ツールバーを復元しま
す。

画面をタップして、コンテキストメニューを切り替えます。

コンテキストメニューの［一時停止］コマンドをタップして、AR のド
ッキングを解除します。HQC モードで、プレビュービデオが再開し	
ます。

［再生］コマンドをタップして、HQC プロセスを再起動します。

注意：

「HQC」モードでは、デバイスはスタンドに固定し、プロセスの実行
中は移動させてはいけません。
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2. ステータス表示および［オートフォーカス］コマンド

拡張現実がアクティブな場合、2 種類のステータス表示が右上隅に現れま
す。

品質モードの表示
上部の表示には、アクティブな品質モードが示されます。

リアルタイムモードがアクティブです。 

HQc モードがアクティブです。

AR 状態の表示
2 番目の表示には、マーカー検出/オーバーレイの状態が示されます。マー
カー検出またはトラッキングがアクティブな場合にのみ、このディスプレイ
が表示されます。拡張現実のドッキングが解除されている場合は表示され
ません。

すべてのマーカーが認識され、オーバーレイが機能しています。

十分なマーカーが検出されませんでした。すべての物理的マーカー
が撮影エリアに表示されているかどうかを確認するか、または欠落
したマーカーを物理的モデル上に配置してください。

3D モデルとカメラシーンの公差が高すぎます。必要なすべてのマー
カーが認識されていますが、位置間の差が大きすぎるためオーバー
レイを実行できませんでした。仮想マーカーと物理マーカーの位置
が一致しているかどうかを確認してください。

［オートフォーカス］コマンド
ビデオをリアルタイムモードで実行する時、またはプレビュービデオを	
HQC モードで実行する時、［オートフォーカス］コマンドが常に表示されま
す。この コマンドをタップして、iPad カメラのフォーカスを自動/手動で行う
かを制御します。

オートフォーカスがアクティブです。タップして、AF を無効にします。

オートフォーカスが非アクティブです。タップして AF をアクティブ化
します。
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3. 詳細ビュー

［フリーズ］コマンドをタップして、トラッキングを停止します。ツー
ルバーが再度アクティブになり、カメラ画像がフリーズします。静止
画像が背景に表示され、3D モデルにしっかりと固定されます。静止
画像と 3D モデルを、指のピンチにより同時にズームします。この機
能により、画像内の詳細の認識が容易になります。

ツールバー機能は、測定またはセクショニングに対してアクティブなままに
なります。.

このモードではモデルの回転が無効になります。一般的な指の動きにより
モデルを変換します。

下部ツールバーの［再生］コマンドをタップして詳細ビューを閉じ、
トラッキングを再開します。カメラ画像が再生され、検出されたマー
カーに従ってモデルが方向調整されます。
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7. 拡張現実 - オフライン 自分の画像エリア内のすべての画像を静的オーバーレイに使用できます。
 → 11ページを参照

これを行うために、新しいカメラ位置要素が 3D モデルの構造に統合され
ます。各カメラ位置には 1 つの画像が含まれます。すべてのカメラ位置は、
カメラセットノードのグループにまとめられます。

1.カメラセットおよびカメラ位置
カメラ位置は、ツリー構造の各レベルで生成することができます。     

カメラセットがこのレベルで以前作成されていない、ツリービュー
の希望のレベルで［カメラ位置］コマンドをタップします。新しいカ
メラセットが選択したレベルで作成されます。ポップオーバーが開
き、新しいカメラ位置での画像の選択が可能になります。リスト内の
画像は日付でソートされます（新しい～古い順）。

リスト内の画像をタップして、それをカメラ位置に追加します。ツリー構造
で、これはカメラ位置の下に挿入され、mwPak に保存されます。

カメラセットのコンテキストメニューには以下のオプションが含まれていま
す：

コンテキストメニューで［カメラ位置］コマンドをタップして、新しい
カメラ位置を作成します。上述のように、ポップオーバーリストから
画像を選択して、それをツリー構造に挿入します。

コンテキストメニューの［ごみ箱］コマンドをタップして、カメラセッ
トを削除します。画像を含めた、下位のカメラ位置すべてが削除さ
れます。自分の画像内のソース画像は残り、別のカメラ位置で使用
できます。
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カメラ位置のコンテキストメニューには以下のオプションが含まれてい	
ます：

         コンテキストメニューの［非表示/表示］コマンドをタップして、
既存のオーバーレイの非表示/表示を変更します。

コンテキストメニューの［名前］コマンドをタップすると、テキストフ
ィールドとキーボードが開きます。カメラ位置の名前を入力し、［完
了］をタップします。

テキストフィールドの隣にある［キャンセル］コマンドをタップして、
名前を破棄し、テキストフィールドを閉じます。

既存のオーバーレイで利用可能な、コンテキストメニューの［強調
表示］コマンドをタップすると、3D ビューで 3D 要素が強調表示さ
れます。

［2D/3D］コマンドをタップして、2D/3D 登録を開始します。

 → 55ページを参照

既存のオーバーレイのコンテキストメニューで利用可能な［AR］コ
マンドをタップして、以前登録したオーバーレイを生成します。

コンテキストメニューの［ごみ箱］コマンドをタップして、カメラ位置
をツリー構造と3D ビュー（利用可能な場合）から削除します。
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カメラ写真のコンテキストメニューには以下のオプションが含まれていま
す：

コンテキストメニューの［情報］コマンドをタップすると、対応する
画像に関する情報が表示されます。

1. 画像の名前。
2. 画像の撮影日。
3. 写真撮影に使用するカメラのタイプ。
4. 画像撮影に使用する焦点距離。
5. 画像撮影に使用するセンサーサイズ。
6. 検出されたマーカーの下の画像内の各マーカーのピクセル値。

コンテキストメニューで［ビューの拡大］コマンドをタップすると、画
像の大きいプレビューが表示されます。［完了］をタップしてプレビュ
ーを閉じます。
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2.2D/3D の登録

各カメラ位置で、正確な手動オーバーレイを実行できます。
［3D/2D］コマンドをタップして、登録モードに入ります。このモード
では、画像は3D モデルの背景に読み込まれます。

上部ツールバーからポップオーバーが開きます。これは、画像上の 2D 点を
モデル上の 3D 点にリンクするための重要なツールです。

3D ビューの操作と下部ツールバーのコンテンツは、ポップオーバーのツ
ールバー内の 2D/3D セグメントの状態に起因します。

ポップオーバーのツールバーで 2D をアクティブ化する：
指のタッチを使って画像を操作し、ピンチジェスチャで画像をズームし、2 
本指の動作で画像を変換します。拡大すると、画像の該当部分がより良い
品質で再度読み込まれます。下部ツールバーの機能（段階的に拡大/縮小、
中心に合わせる）が画像で利用できます。

ポップオーバーのツールバーで 3D をアクティブ化する：
指のタッチを使用して、3D オブジェクトを操作します。下部ツールバーの機
能が 3D オブジェクトで利用できます。

コンテキストメニューの［折り畳み］コマンドをタップして、ツール
バーを消し、ポップオーバーを閉じます。

［展開］コマンドをタップすると、ツールバーが再度アクティブにな
り、ポップオーバーが開きます。

［戻る］コマンドをタップして登録モードを終了し、3D ビューに戻
ります。
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ポップオーバーの左側で 2D キーポイント（画像内で選択された点）を管理
します。

ポップオーバーの右側で 3D キーポイント（3D モデル内で選択された点）
を管理します。

マーカーの可用性によって、異なるオプションがポップオーバーに表示さ
れます。画像または 3D モデルでマーカーを利用できない場合、追加コマ
ンドのない 8 行が表示されます。この場合、キーポイントを手動で選択する
必要があります。

マーカーが利用可能な場合、キーポイントを手動で配置するか、あるいは
画像内に見つかった、または 3D モデルに配置されたマーカーの中心点を
使って配置できます。
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2D キーポイントを選択するには：

2D 行（行 1～8）の 2D キーポイントをタップすると、3D モデルが非表示
になり、すべての指のタッチと下部ツールバーの機能を使って画像を操作
できます。

［折り畳み］コマンドをタップすると、ポップオーバーが閉じ、ツー
ルバーが消えます。

選択要素が画面に表示され、点を精確に選択することができます。

［ズーム］コマンドをタップして、ビューを拡大します。押し続けてビ
ューを移動します。

［確認］コマンドをタップして、十字形ポインタの中心にある点を
選択します。

選択すると、ポップオーバーが表示されます。上部ツールバーの［キャンセ
ル］をタップしてプロセスを終了すると、点は選択されません。

画像でマーカーが検出された場合、2 つの追加ボタンが 2D 行に表示され
ます：

2D 行の［手動選択］コマンドをタップして、2D キーポイントの手動
選択を有効にします。
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2D 行の［マーカー］コマンドをタップして、中心点を選択し、2D キ
ーポイントを検出されたマーカーの中心に配置します。タイプ別に
すべてのマーカーを表示するポップオーバーが開きます。リスト内の
希望のマーカーをタップして、2D キーポイントをそれぞれの行の中
心点に配置します。一致するマーカーが 3D モデルにない場合、対
応する 3D キーポイントしてその中心点を使用できます。

次のメッセージが表示されます：2D/3D キーポイント ペアを生成し
ますか?

［点を使用]をタップして、3D マーカーの中心点を、それぞれの行
の 3D キーポイントとして指定します。または［キャンセル］を選択し
て 2D 点のみを設定します。

マーカーの中心点を画像に配置する時、画像検出が、同じタイプのマーカ
ーを複数検出する場合があります。この場合、アプリは追加メッセージを
表示し、このタイプに対して検出されたすべてのマーカーが表示されます。 

可能性のあるそれぞれのマーカーの場所に、［確認］コマンドが表
示されます。   これらのコマンドの 1 つをタップして、2D 点を選択
し、2D キーポイントとして使用します。

選択した 2D キーポイントが、    シンボルとその番号と共にその位置に表
示されます。

2D 行の［ごみ箱］コマンドをタップして、点を削除します。関連づけ
られた点が塗りつぶされている場合のみ、コマンドはアクティブに
なります。
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3D キーポイントを選択するには：

3D 行（行 1～8）をタップして、3D キーポイントを選択します。すべての指
のタッチと下部ツールバー機能を使って、3D モデルを操作できます。ポッ
プオーバーが閉じ、［折り畳み］コマンド  によってツールバーが消え、ビ
ューが見やすくなります。

3D モデルをタップして 3D キーポイントを設定します。測定と同様に、アプ
リは、点がフェイス/線の上にある、あるいはコーナー点であるかどうかを
認識します。.

円筒形状（例：穴）をタップすると、円筒形の軸と 2 つの追加コマンドが表
示されます。

［選択した点を使用］コマンドをタップして点を選択すると、軸はそ
の後非表示になります。

［軸］コマンドをタップすると、アプリは次のタップによる平面の選
択を待機します。選択した点は、円筒形の軸と選択した平面の間の
交点になります。

アクティブなマーカーセットを 3D モデルで塗りつぶした場合、3D 行に 2 
つの追加ボタンが表示されます：

3D 行の［手動選択］コマンドをタップして、3D キーポイントを選択
します。機能は上記と同じです。
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3D 行の［マーカー］コマンドをタップすると、タイプ別のすべてのア
クティブなマーカーが含まれるポップオーバーが開きます。リスト
内のマーカーをタップして、それぞれの行の中心点に 3D キーポイ
ントを設定します。

関連づけられたマーカーも画像で検出された場合、画像内のマーカーの
中心点もまた 2D キーポイントとして使用できます。

次のメッセージが表示されます：2D/3D キーポイントペアを生成します
か?

［点を使用］をタップすると、関連づけられたマーカーの中心点が対応す
る 2D 行で使用されます。

［キャンセル］をタップして、3D 点のみを設定します。

3D キーポイントが、    シンボルとその番号と共にその位置に表示
されます。

3D 行の［ごみ箱］コマンドをタップして、点を削除します。関連づけ
られた点が塗りつぶされている場合のみ、このコマンドはアクティ
ブになります。
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3. オーバーレイ

4 つのキーポイントペアを選択すると、アプリはオーバーレイが可能かど
うかを確認します。可能な場合、上部ツールバーの［一致なし］コマンド 
          が［ar］コマンド         に変わります。
注記: 5 つ以上のペアを選択できます。ペアが多いほど、オーバーレイはよ
り正確になります。

上部ツールバーの［AR］コマンドをタップして、選択したキーポイン
トペアを使って 3D モデルを画像でオーバーレイします。 

このモードでズームおよび変換を実行すると、画像と 3D モデルに
影響を与え、より詳細な結果が得られます。

下部ツールバーの［3D/2D］コマンドをタップして、登録に戻ります。

［停止］コマンドをタップしてオーバーレイを終了し、
通常の 3D ビューに戻ります。

オーバーレイ中、カメラ位置の 3D データが生成され、計算された位置に
表示されます。写真を撮影した位置から再現することができます。この写真
もここに表示されます。

3D ビューのカメラ位置をタップすると、コンテキストメニューが開
きます。3D 要素用の通常のコマンドに加えて、2 つの新しい コマン
ドが利用可能です：

［AR］コマンドをタップして、オーバーレイに入ります。 

［3D/2D］コマンドをタップして、登録モードに入ります。

登録モードで変更された点は、［AR］コマンドをタップすることで計
算されます。
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 4.オフライン AR

内部または外部カメラからの画像を、オフライン中にもオーバーレイする
ことができます。

3D	ビューの上部ツールバーの［設定］コマンドをタップすると、	
［設定］ポップオーバーが開きます。

［AR 設定］を選択すると、AR	モードを定義するためのツールが表
示されます。	

［画像ソース］の下で、［オフライン］と［自分の写真］を選択します。

3D	ビューの下部ツールバーの［AR］コマンドをタップして、画像を
選択します。AR	機能は、iPad	カメラの通常使用では開始せず、14	
ページで説明されているように、ディスプレイの下部エッジにある
スクロールバーでキャプチャしたすべての画像を表示することで開
始します。関連づけられたマーカーが利用可能な場合、画像の	1	つ
をタップして、オーバーレイを実行します。

［折り畳み］コマンドをタップすると画像バーが消え、ビューが見や
すくなります。

注記: デバイスの方向は画像の方向と一致している必要があります。縦方
向の画像をオーバーレイするには、デバイスを横方向にすることはできま
せん。

オーバーレイ状態で画面をタップすると、カメラ位置を作成するた
めの追加オプションが含まれる AR コンテキストメニューが開きま
す。 
［AR］コマンドをタップしてカメラ位置を作成し、それをツリー構
造に挿入します。そこから、［3D/2D コマンド］            をタップして
登録を開始します。オンライン Arの実行中に、カメラ位置をコンテ
キストメニューで生成することもできます。


	1. アプリ設定
	1.インポート/エクスポート
	2.一般設定

	2. ローカルファイル
	1. ファイルのエクスポート
	2. 注釈のコピー
	3. QR スキャン
	4. 新製品/読み込み

	3. 自分の画像エリア 
	1. 一般機能
	2. 内部カメラでの画像の生成
	3. 外部カメラでの画像の生成
	4. 画像のインポート
	5. 画像のエクスポート

	4.ツリービュー
	1. CAD システムからのデータ
	2. 機能

	5.3D ビュー
	1. 概要機能
	2. 3D のツリービュー
	3. 3D ビューでの確認機能およびフィルタリング
	4. 測定
	5. セクショニング	
	6. ユーザー定義の注釈
	7. 仮想マーカー
	8. 表示オプション
	9.AR と写真分析の設定

	6.拡張現実 - オンライン
	1. トラッキング
	2. ステータス表示および［オートフォーカス］コマンド
	3. 詳細ビュー

	7. 拡張現実 - オフライン
	1.カメラセットおよびカメラ位置
	2.2D/3D の登録
	3. オーバーレイ
	4.オフライン AR


