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1.

ご使用の前に

Hapimo:3D のご使用をはじめる前に、以下を必ずお読みください。
お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載してい
ます。ご使用の際には、必ず記載事項を守り、製品を正しくご使用ください。
オプション製品をお使いの場合は、オプション製品の使用説明書もあわせてご使用ください。
●表示の意味
！！！警告！！！
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

！！注意！！
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します

禁止行為を示します

必ず守って頂きたい事項を示します

！！！警告！！！
本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。
火災や感電、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社窓口にご依頼ください。分解・改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

故障や異常のまま、使用しないでください。
本製品に故障や異常がある場合は、必ず電源を切り、使用を中止してください。充電中に異常が発生した場合は、コンセントから AC ア
ダプタのプラグを抜き、充電を中止してください。そのまま使用または充電を続けると、火災・感電・故障の原因となります。

センサーを見つめないでください。
本製品はレーザー光を使用しています。センサー部分の赤い光点を見つめると、視力障害の原因になる可能性があります。

お子様や幼児の手の届くところで保管しないでください。
製品の落下による怪我などが発生する恐れがあります。

本製品を濡らしたり、水気の多い場所で使用しないでください。
風呂場、降雨降雪中の屋外、水辺等での使用は火災・感電・故障の原因となります。

アルコールやシンナーなど有機溶剤でお手入れしないでください。
お手入れの際は、乾いた布でふいてください。有機溶剤の使用は火災・感電・故障の原因となります。

本製品を充電する際は、以下にご注意ください。火災・感電の原因となります。
●本製品の充電には、必ず付属の AC アダプタをご使用ください。付属以外の AC アダプタを使用すると、故障の原因になることがあり
ます。
●本製品と AC アダプタの上にものをのせたり、かぶせたり、かさねたりしないでください。
●充電中は本製品および AC アダプタを保温・保湿性の高いもの（じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど）の上に
置かないでください。
●本製品付属の AC アダプタは、AC100V 専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。
●AC アダプタのケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、ケーブルを束ねたまま使
用しないでください。
●AC アダプタのプラグをコンセントから抜きさしするときは、必ずプラグ部分を持って行ってください。また、本体からプラグを抜き差
しする場合は、DC 端子部分を持って行ってください。ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災・感電・故障の原因となり
ます。
●濡れた手で AC アダプタを、コンセントまたは本体に接続したり抜いたりしないでください。感電の原因となります。
●充電中は、濡れた手で本体や AC アダプタに触らないでください。感電の原因となります。
●AC アダプタのプラグおよび DC 端子は、ほこりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込んでください。ほこりなどが
付着していると接触不良で火災の原因となります。
●充電中に本製品同士や他の機器を重ねないでください。高温になり、故障の原因となります。

心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm 以上離して使用してください。
内蔵の無線装置が発する電波により、ペースメーカーの動作に影響を与える恐れがあります。
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本製品を病院内で使用しないでください。
医療機器の誤動作の原因になることがあります。

本製品を飛行機の中で使用しないでください。
飛行機の計器などの誤動作の原因になります。飛行機の中では電源をお切りください。

煙がでたり変な臭いや音がしたら、電源を切り、すぐに使用を中止してください。
充電中の場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用または充電を続けた場合、火災・感電の原因となります。

充電が完了したら、コンセントから AC アダプタのプラグを抜き、続いて本体から DC 端子を抜いてください。
充電中に本体を使用することは、感電および故障の原因になる可能性があります。また、充電完了後に長時間にわたって放置すると、AC
アダプタや本体が高温になり、故障などの原因となります。

！！注意！！
本体を強い光源（晴天時の太陽など）に向けない。
撮影素子が損傷することがあります。

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。
●落としたり、衝撃を加えたり、無理な力を加えたりしない。
●本製品の上に水など液体や、クリップなどの小部品を置かない。
●重いものを上にのせない。
●本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない。
●液晶モニター部分に強い衝撃を与えない。液晶モニターが割れると、破片でけがをすることがあります。

本製品は以下のような場所（環境）で保管・使用しないでください。故障の原因となることがあります。
●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温湿度差の激しい場所 ●熱が発生する物の近く（ス
トーブ、ヒータなど） ●強い磁力・電波が発生する物の近く（磁石、スピーカ、ラジオ、無線機など） ●水気の多い場所（台所、浴室
など） ●傾いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中（ＣＩ２、Ｈ２Ｓ、ＮＨ3、ＳＯ２、ＮＯx など）●静電気の影響の強い場所 ●保温性・保
湿性の高い（じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど）場所●40 度を超える高温になる場所

パソコンから本製品にアクセス中にパソコンや本製品の電源を切ったり、リセットしないでください。
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

■本製品を使用する上で、以下の注意をご確認ください。
●以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。近くでは使用しないでください。
・ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等
・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内
無線局（免許を要する無線局）
・特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
上記の近くで本製品を使用すると、電波の干渉を発生する恐れがあります。そのため、通信ができなくなったり、速度が遅くなったり
する場合があります。
●携帯電話、PHS、テレビ、ラジオを、本製品の近くではできるだけ使用しないでください。携帯電話、PHS、テレビ、ラジオ等は、無
線 LAN とは異なる電波の周波数帯を使用しています。そのため、本製品の近くでこれらの機器を使用しても、本製品の通信およびこれ
らの機器の通信に影響はありません。ただし、これらの機器を本製品に近づけた場合、電磁波の影響によって、音声や映像にノイズが
発生する場合があります。
●電源を入れ直す場合は、電源を切った後、5 秒以上待ってから電源を入れてください。
●重要な撮影の前には、必ず事前に試し撮りをし、撮影後のデータが正常に保存されていることを確認してください。
●本製品で撮影したデータ（3D データ、画像データを指します）は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用
できませんのでご注意ください。興業や展示会などには、個人として楽しむ目的であっても撮影を制限している場合もありますのでご
注意ください。
●本製品の保証書は国内に限り有効です。海外でのご使用により不具合が生じた場合には、弊社はいかなる保証もいたしかねます。
●本製品は、長い時間お使いになっていると、本体の温度が高くなることがあります。
●本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。故障などに備えて定期的にバックアップを行うこ
とをお勧めします。
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2.

各部の名称とはたらき

①DC ジャック

③センサー部

②ステータス LED
充電状態 LED
バッテリーLED①
バッテリーLED②
起動状態 LED

表面

④電源ボタン
⑤非常用電源オフスイッチ

⑥操作パネル

裏面

名称
①DC ジャック

主な働き
充電時、AC アダプタと接続します。

②ステータス LED

バッテリー残量や起動状態を表します。

③センサー部

深度センサーおよび画像センサー用の開口部です。

④電源ボタン

長押しで本体を起動します。起動後は、単押しで操作パネルを消灯/点灯し
ます。
強制的に本体の電源をオフします。

⑤非常用電源オフ
スイッチ

※本スイッチを使用すると本体が故障する場合がありますので、通常のご使用時には本スイッ
チを押さないようご注意してください。

⑥操作パネル

操作用のタッチ式液晶パネルです。
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3.

充電する

以下の場合、手順に従って充電を行ってください。
●初めてお使いになる場合 ●長時間ご使用にならなかった場合

●バッテリー残量低下メッセージが表示された場合

※充電を行う前に必ず本体の電源をお切りください。
※本製品の充電には、必ず付属の AC アダプタをご使用ください。付属以外の AC アダプタを使用すると、
故障の原因になることがあります。
※バッテリーの劣化防止のため、1 か月に 1 度を目安に充電を行ってください。
●本体起動中（ステータス LED の起動状態 LED が点灯中）は、充電をしないでください。
充電を開始する前に、ステータス LED が以下の状態であることを確認してください。
充電状態 LED：消灯
バッテリーLED①：消灯
バッテリーLED②：消灯
起動状態 LED：消灯

充電時の手順
1. 本体部の DC ジャックに DC プラグを差し込み、
AC アダプタの電源コードプラグをコンセント
に差し込みます。

2. ステータス LED をご確認ください。充電状態 L
ED が赤色点灯し、充電がはじまるとバッテリー
LED②が橙色点滅します。充電の進行に従い、
橙色点滅→橙色点灯へ移行します。

充電状態 LED：赤色点灯
バッテリーLED①：消灯
バッテリーLED②：橙色点滅
起動状態 LED：消灯

3. バッテリーLED②に続き、バッテリーLED①が
橙色点灯するまでお待ちください。フル充電の

充電状態 LED：赤色点灯

ための所要時間は約 8 時間です。（フル充電完

バッテリーLED①：橙色点灯

了後、Hapimo:3D の連続使用可能時間はおよそ

バッテリーLED②：橙色点灯

1 時間です）

起動状態 LED：消灯

4. DC プラグを抜き、コンセントから電源コード
充電状態 LED：消灯

のプラグを抜いてください。

バッテリーLED①：消灯
バッテリーLED②：消灯
起動状態 LED：消灯

●充電が完了するまで、電源ボタンに触れたり、操作を開始したりしないでください。
●充電完了後は、本体と AC アダプタをつないだままにしないでください。
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4.

起動する

本体を起動する前に、ステータス LED が以下の状態であることを確認してください。
充電状態 LED：消灯
バッテリーLED①：消灯
バッテリーLED②：消灯
起動状態 LED：消灯

起動時の手順
1. 電源ボタンをしっかりと押し下げます（目安：
約１秒間）。操作パネルが点灯したら指を離し
てください。（操作パネルが点灯しない場合は
５秒ほど押し下げてください）。

2. 電源ボタンを押下後、ホーム画面（右図：上）
が表示されます。カメラが使用できる状態にな
るまで 70 秒ほどかかります。
カメラ準備中は撮影ボタンがグレースケールに
なり、画面右上メニューに「カメラを準備して
います…」メッセージ*が表示されます。
カメラの準備中のあいだも、閲覧・設定などの
操作は可能です。
*「カメラを準備しています…」メッセージをタ
ップすると、準備状況を表すプログレスバーが
表示されます。（右図：下）プログレスバーは
準備完了後、自動的に消えます。

3. 撮影ボタンのグレースケールが外れると、カメ
ラが使用可能状態となります。

4. ステータス LED をご確認ください。

充電状態 LED：消灯
バッテリーLED①：橙色点灯/点滅/消灯
バッテリーLED②：橙色点灯/点滅/消灯
起動状態 LED：緑色点灯
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5.

基本的な操作方法

Hapimo:3D の基本となる操作方法についてご説明します。

5-1

操作パネルでの基本的な方法

タップする
操作パネルに軽く触れます。
☆こんなときに使います
・ボタンを押すとき
・データを選択するとき

スライドする
操作パネルに指を置き、そのまま移動します。
☆こんなときに使います
・データ（3D 点群データ）を回転するとき
・メニューから項目を選択するとき
・閲覧画面でスクロールしたいとき

2 点タップする
操作パネル上の 2 点に軽く触れます。
☆こんなときに使います
・撮影画面で、撮影範囲（水平、垂直方向）を指定したいとき

ピンチアウトする
操作パネル上の 2 点に指を置き、そのまま外側に広げま
す。
☆こんなときに使います
・データ（3D 点群データ）を拡大するとき

ピンチインする
操作パネル上の 2 点に指を置き、そのまま内側に縮めま
す。
☆こんなときに使います
・データ（3D 点群データ）を縮小するとき
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その他の操作
●ロングタップ→スライド：操作パネルに指を一定時間（0.5 秒程）置き、その後スライドします。
☆こんなときに使います
・データ（3D 点群データ）を移動するとき
●ダブルタップ→上下スライド：タップを素早く 2 回行い、その後上下にスライドします。
☆こんなときに使います
・指一本でデータ（3D 点群データ）の拡大 / 縮小をするとき

5-2

操作バーについて

各画面には、上部に操作バーが表示されています。操作バーには、最左端に「＜戻る」ボタン、最右端に「メニュー」
ボタンが配置されています。
＜戻る

操作バー

メニュー

「＜戻る」ボタン
ホーム画面および撮影後のデータの確認画面を除くすべての画面には、画面上部の操作バー最左端に「戻る」ボタン
が表示されています。（ホーム画面には、「戻る」の代わりに Hapimo:3D ロゴが表示されています。）
「戻る」ボタンにタップすると、直前の画面に戻ります。
※ホーム画面は、Hapimo:3D の基本となる画面です。ホーム画面についての詳細は、次項を参照してください。

「メニュー」ボタン
メニュー項目を表示したいときは、「メニュー」ボタンをタップしてください。

注）各画面に固有の機能等についての説明は、次項以降を参照してください。
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6.

ホーム画面

ホーム画面は、Hapimo:3D の基本となる画面です。ホーム画面では、Hapimo:3D の操作を選択します。

ホーム画面



撮影

撮影画面に遷移します

閲覧

閲覧画面に遷移します

設定画面

設定画面に遷移します

終了

電源を OFF します

メニュー

Hapimo:3D 使用中にホーム画面に戻る場合は、ホーム画面が表示されるまで「戻る」ボタンにタップします。

本体を終了するときは、必ずホーム画面から終了を選択してください。

■メニュー項目
困ったときには…エラー時の復旧方法などが表示されます。
アップデート…アップデート時に使用します。
バージョン…タップするとバージョン情報が表示されます。
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7.

撮影する

撮影画面での、さまざまな撮影方法、データ確認方法についてご説明します。

撮影画面
＜戻る

プレビュー画面

閲覧画面

設定画面

メニュー

情報表示①：
データ解像度
情報表示②：

撮影

データ分解能
情報表示③：
連続撮影有無

奥行き設定
情報表示④：

最小-最大

撮影枚数

確認画面
視点初期化

データ表示画面

保存
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削除

メニュー

7-1

データを確認しながら撮影する
手順

1. 撮影したい対象をプレビュー画面におさめ、撮影ボタンをタップします。
本体からの距離が、0.6ｍ以上 3.5ｍ以下の範囲が撮影対象となります。この範囲外にあるものは、プ
レビュー画面に映っていても撮影対象にならないのでご注意ください。（→撮影範囲（Ｚ方向）を指
定して撮影する）
2. 撮影が完了すると、自動的に確認画面に遷移します。（連続撮影が無効の場合）
3. データを確認してください。
回転…スライド
拡大…ピンチアウト または ダブルタップ後に下方向にスライド※
縮小…ピンチイン または ダブルタップ後に上方向にスライド※
移動…ロングタップ後にスライド※
初期表示に戻す…「視点初期化」ボタンをタップ
※ロング/ダブルタップと拡縮/移動の割り付けについては、設定画面から変更できます。詳細は『閲覧
に関する設定』をご参照ください。
4. 対象物が黒っぽく、確認がしづらい場合は「メニュー」で背景色、点群の色を変更できます。
背景色の変更…「背景色の変更」をタップするたびに背景色が白または黒に変わります。
点群の色の変更…点群をカラー表示または白色で表示します。メニューには「点群をカラーに変更」
「点群を白に変更」がトグルで表示されます。
5. データを保存する場合は「保存」ボタン、削除する場合は「削除」ボタンをタップしてください。確
認画面が閉じて、撮影画面に戻ります。
（削除の場合は確認メッセージが表示されますので、「はい」または「いいえ」を選んでください）

7-2

撮影範囲（水平・垂直方向）を指定して撮影する
手順

1. 撮影したい対象をプレビュー画面におさめ、撮影したい領域の上
辺の隅と下辺の隅を 2 点タップします。

2. 矩形が赤枠で表示されます。撮影ボタンをタップすると、この枠
内が撮影されます。
注）ここで設定する撮影範囲は水平垂直方向（XY 方向）になりま
す。撮影範囲の奥行き（Z 方向）を設定する場合は、次項を参照し
てください）
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3. 赤枠の示す撮影範囲を修正する場合は、再度 2 点タップして矩形を描きなおしてください。赤枠を消
去する場合は「メニュー」ボタンを押すと表示される「枠の解除」をタップするか、赤枠を 2 回タッ
プしてください。（タップすると緑枠に変わり、もう一度タップすると枠を消去します）

7-3

撮影範囲（奥行き方向）を指定して撮影する
手順

1. 奥行設定（メートルの単位）の最小値、最大値を、各数値の左右にある「－」ボタン、「＋」ボタン
をタップして調整します。
2. 「撮影」ボタンをタップして撮影します。設定した奥行きの範囲が撮影されます。
注）最小値、最大値の初期値は、設定画面で設定できます。詳しくは「設定する」を参照してくださ
い。

7-4

連続で撮影する
手順

1. 「設定画面」ボタンをタップし、設定画面を表示します。
2. 「連続撮影を有効にする」をタップしてチェックを有効にします。
3. 「戻る」ボタンをタップして撮影画面に戻ります。
4. 「撮影」ボタンをタップして撮影します。撮影完了後、確認画面へ移行せず、次の撮影を連続して行
うことができます。
注）撮影データは全て保存されます。データの確認、削除は閲覧画面で行ってください。
連続撮影を無効にするには、設定画面で「連続撮影の有効」をタップしてチェックを外します。

7-5

精細な解像度で撮影する
手順

1. 「設定画面」ボタンをタップし、設定画面を表示します。
2. 「データ解像度」をタップします。
3. 「精細:640x480」をタップして選択します。
4. 「戻る」ボタンをタップして撮影画面に戻ります。（情報表示エリア上段に「精細:640x480」と表示
されます）
5. 「撮影」ボタンをタップして撮影します。
注）データ解像度を精細にすると、プレビュー画面の更新速度が遅くなり、撮影後のデータ生成の時
間が長くなります（約 10 秒）。また、撮影データのサイズが大きくなるため、閲覧時やパソコンへの
保存時に時間がかかる場合があります。
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7-6

メッシュつきで撮影する
手順

1. 「設定画面」ボタンをタップし、設定画面を表示します。
2. 「メッシュを生成する」をタップします。
3. 「戻る」ボタンをタップして撮影画面に戻ります。
4. 「撮影」ボタンをタップして撮影します。メッシュつきで撮影されます。
5. メッシュ⇔点群の表示切り替えは、確認画面のメニューからおこないます。メニューをタップし、「メ
ッシュを表示」または「点群を表示」をタップします。
注）メニューの「メッシュを表示」「点群を表示」は、メッシュつきで撮影したデータの確認時のみ
表示されます。

7-7

テクスチャつきで撮影する
手順

1. 「設定画面」ボタンをタップし、設定画面を表示します。
2. 「テクスチャを生成する」をタップします。
注）この機能は、メッシュ生成が有効な場合のみ設定可能です。
3. 「戻る」ボタンをタップして撮影画面に戻ります。
4. 「撮影」ボタンをタップして撮影します。テクスチャつきで撮影されます。
テクスチャは JPEG 形式の画像ファイルです。
5. テクスチャの表示/非表示切り替えは、確認画面のメニューからおこないます。メニューをタップし、
「テクスチャを表示」または「テクスチャを非表示」をタップします。
注）「テクスチャを表示」が選択されたとき、点群が表示されていた場合はメッシュ表示に切り替え
ます。

7-8

測量モードで長さを測る
手順

1. 撮影後の確認画面で、メニューをタップし、「測量モードに変更」をタップします。
2. 測量用の矢印と、測量値(単位：メートル)が表示されます。
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3. 測量用の矢印の両端は、スライドして移動できます。矢印部分を、それぞれ測りたい地点までスライ
ドしてください。測量値はスライド中にも更新されます。
例）石膏像の幅を測量

距離：0.335ｍ

4. 測量モードを設定すると、その後の撮影時の確認画面および閲覧時の詳細画面で、常に測量モードが
設定された状態になります。測量モードを終了するには、メニューをタップし、「通常モードに変更」
をタップしてください。

7-9

別の画面へ移行する
手順

1. 撮影画面の上部右端のボタンをタップすると、各画面に遷移します。
「閲覧画面」ボタン…閲覧画面に遷移します。
「設定画面」ボタン…設定画面に遷移します。
2. 「＜戻る」ボタンにタップすると、ホーム画面に戻ります。
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8.

閲覧する

閲覧画面での操作方法についてご説明します。

閲覧画面（サムネイル表示）
データを 2D 画像の一覧として表示します
＜戻る

サムネイル

リスト

モード

データ数／データ上限数

メニュー

データ
スライドバー

閲覧画面（リスト表示）
データを 2D 画像+情報のリストとして表示します

データ
スライドバー
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詳細画面
データ画面

＜戻る

削除

視点初期化

フルスクリーン

メニュー

2D 画像

情報表示

詳細画面（フルスクリーン）
＜戻る

データ画面

メニュー

視点初期化
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8-1

表示形式を切り替える
手順

1. 操作バーの「サムネイル」ボタンをタップすると、「データ」の 2D 画像が一覧として表示されます。
（閲覧画面の基本の表示形式はサムネイルになっています）
2. 操作バーの「リスト」ボタンをタップすると、「データ」の 2D 画像と撮影情報（撮影日時/データ解
像度/撮影範囲/総点数/ファイルサイズ）がリスト形式で表示されます。

8-2

閲覧画面でデータを確認する（サムネイル/リスト共通）
手順

1. サムネイルもしくはリストで表示される「データ」を長押しタップすると、撮影時の 2D 画像が拡大表
示されます。画像以外をタップするともとの画面に戻ります。
2. 全てのデータを確認するには、サムネイルまたはリストのデータ上を、上下にスライドしてください。
または、スライドバーを上下に移動させてください。
3. 「データ」をタップすると、詳細画面へ遷移します。（プレビューモードの場合）

8-3

閲覧画面でデータを削除する（サムネイル/リスト共通）
手順

1. 閲覧画面上部の「複数選択モード」ボタンをタップします。
2. 複数選択モードでは「未選択／選択:N」ボタン（データが未選択の場合は「未選択」、データが選択
されている場合は選択されたデータの数が「選択：データ数」で表示されます）、「ALL」ボタン、「削
除」ボタン（ごみ箱アイコン）が表示されます。

ALL
削除

未選択／選択:N

3. 削除したいデータをタップして選択します。選択
されたデータは青色で反転表示されます。選択さ
れたデータをタップすることで選択を解除でき
ます。
全てのデータを選択するには、「ALL」ボタンを
タップします。
選択：N ボタンをタップすると、選択中のデータ
をすべて選択解除します。全データを選択中に、
「ALL」ボタンをタップすると、全データを選択
解除します。（右図：サムネイル表示で５つのデ
ータを選択状態にした例）
4. 「削除」ボタン（ごみ箱アイコン）をタップすると削除確認メッセージが表示されます。「はい」を
押すと選択したデータを削除します。
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5. 「プレビューモード」ボタンをタップすると、プレビューモード（「データ」をタップすることで詳
細画面を開くモード）に戻ります。

8-4

閲覧画面でデータを並べ替える（サムネイル/リスト共通）
手順

1. メニューをタップし、「並べ替え」をタップします。
2. 「新しい順」または「古い順」をタップすると、撮影日時を基準に、データを「新しい順」または「古
い順」で並べ替えます。

8-5

閲覧画面で再読み込みを行う（サムネイル/リスト共通）
手順

1. メニューをタップし、「再読み込み」をタップします。
2. データが最新の状態に更新されます。PC 側(HapimoLink)から削除されたデータなどが、閲覧画面から
も削除されます。

8-6

詳細画面でデータを確認する
手順

1. 詳細画面では、次の内容が確認できます。
データ（3D 点群データ）…撮影した 3D 点群データです。
2D 画像データ…データを撮影した時点での 2D 画像です。長押しで拡大表示します。
撮影日時…撮影の日時を、年月日時分秒で表示します。（ファイル名）
解像度…撮影時の解像度を表示します。
復元エリア設定（XY/Zmin～Zmax）…撮影時の範囲指定（水平垂直方向）の有無／奥行き方向の
最小値～最大値を表示します。
総点数…点群データの総点数を表示します。
ファイルサイズ…データファイルのサイズを表示します。
2. データを確認するには
回転…パネル上の 1 点をタッチしてスライド
拡大…ピンチアウト または ダブルタップ後に下方向にスライド※
縮小…ピンチイン または ダブルタップ後に上方向にスライド※
移動…ロングタップ後にスライド※
初期表示に戻す…「視点初期化」ボタンをタップ
※ロング/ダブルタップと拡縮/移動の割り付けについては、設定画面から設定できます。詳細は『閲覧
に関する設定』をご参照ください。
3. 詳細画面上部の「フルスクリーン」ボタンをタップすると、データを画面全体に拡大表示します。「＜
戻る」ボタンをタップすると元の画面に戻ります。
4. データに暗い部分が多い、対象物が黒っぽいなど見にくい場合は、「メニュー」から背景色、点群の
色を変更できます。
背景色の変更…「背景色の変更」をタップするたびに背景色が白または黒に変わります。
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点群の色の変更…点群をカラー表示または白色で表示します。メニューは「点群をカラーに変更」「点
群を白に変更」がトグルします。
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8-7

詳細画面でデータを削除する
手順

1. 詳細画面上部の「削除」ボタンをタップします。
2. 削除確認メッセージが表示されますので、「はい」をタップしてください。
3. 「データ」が削除され、閲覧画面に戻ります。

8-8

詳細画面でメッシュを確認する
手順

1. メニューをタップし、「メッシュを表示」をタップします。メッシュが確認できます。
注）この機能は、メッシュつきで撮影されたデータにのみ設定可能です。
2. 表示をメッシュから点群に戻すには、メニューをタップし、「点群を表示」をタップします。

8-9

詳細画面でテクスチャを確認する
手順

1. メニューをタップし、「テクスチャを表示」をタップします。テクスチャが確認できます。
注）この機能は、メッシュとテクスチャつきで撮影されたデータにのみ設定可能です。
2. テクスチャを非表示にするには、メニューをタップし、「テクスチャを非表示」をタップします。
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設定する

9.

設定画面での操作方法についてご説明します。

設定画面
＜戻る

9-1

メニュー

撮影に関する設定
手順

1. 連続撮影を有効にする…

連続撮影の有効/無効を設定します。

詳細は『連続で撮影する』を参照してください。
2. データ解像度…

撮影データの解像度を設定します。

詳細は『精細な解像度で撮影する』を参照してください。
3. 分解能…

撮影データの分解能を設定します。「通常：1mm」 または「精細：100 ㎛」が設定できま

す。
注）分解能を 1mm に設定した場合は、点群の持つ座標値が 1 ミリ単位となります。分解能が 100 ㎛
の場合は 0.1 ミリ単位となります。
4. 3D 復元範囲の奥行き設定…

撮影範囲の奥行きの最少/最大値の初期値を設定します。

「奥行き最小値（m）」と「奥行き最大値（m）」をタップします。
奥行きの最大値および最小値をメートル単位で入力してください。
5. メッシュを生成する…

メッシュ生成の有効/無効を設定します。

この機能を有効にすると、点群に三角メッシュ(右手座標系)が生成されます。詳細は後述の『メッシュ
および補間の有効距離（mm）』および『メッシュつきで撮影する』を参照してください。
6. テクスチャを生成する…

テクスチャ生成の有効/無効を設定します。

この機能は、メッシュ生成を有効にした場合にのみ設定可能です。詳細は『テクスチャつきで撮影す
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る』を参照してください。
7. データを補間する…

撮影時に欠けてしまったデータを自動で補間する機能の有効/無効を設定しま

す。この機能を有効にすると、有効距離の範囲内(次項参照)で、データの欠損部分に自動的に点群デー
タを補間します。
8. メッシュおよび補間の有効距離（mm）…

メッシュ生成またはデータ補完を行う際の点間の最大距離

を設定します。点間の距離がここで設定した値を超える箇所については、メッシュ生成/データの補間
は行いません。
例）椅子の座面を横から撮影した場合(写真左)、補間の有効距離を 25mm に設定した場合はメッシュ
に空きが生じますが(写真中央)、200mm に設定した場合はメッシュが空きなく生成されます(写真右)。

9. 不要なデータを削減する…

この機能を有効にすると、撮影できた部分のみをデータ化します。無効

にした場合は、撮影できなかった部分にも情報が納まります。
注）３D モデリングソフトウェアの種類によっては、不要なデータを削減していないデータは読み込
みできません。一方、不要なデータを削減すると、一部の３D モデリングソフトウェア上でのデータ
処理に適さなくなる場合があります。

9-2

閲覧に関する設定
手順

1. 並び替え…

閲覧画面（サムネイル/リスト共通）でのデータの並び順を設定します。

「並び替え」をタップし、「古い順」または「新しい順」をタップして選択してください。
2. タップ操作…

確認・閲覧時のデータ操作の際、移動/拡縮をロングタップ/ダブルタップのどちらに割

り付けるかを設定できます。
「ロングタップ：移動／ダブルタップ：拡縮」または「ロングタップ：拡縮／ダブルタップ：移動」
が設定できます。
3. 選択状態…

選択状態を「保持する」に設定すると、閲覧画面から遷移しても以前の選択状態が保持

されるようになります。
「選択状態」をタップし、「保持する」または「保持しない」を選択します。
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システムに関する設定（オートシャットダウン時間設定・画面の明るさ設定）
手順

1. オートシャットダウン時間設定…

指定した時間内に何も操作が行われなかった場合、
自動的に Hapimo:3D を終了します。

「オートシャットダウン時間設定」をタップします。
以下のいずれかの設定をタップして選択してください。
「1 分」「3 分」「5 分」「10 分」…
「なし」…

指定時間操作がない場合、Hapimo:3D を終了します。

自動的に Hapimo:3D を終了しなくなります。

2. 画面の明るさ設定…

画面の明るさを設定します。

「画面の明るさ設定」をタップします。
スライドバーを左右にスライドして好みの明るさに設定してください。
※画面を明るく設定すると、消費電力が増すため Hapimo:3D の連続使用可能時間（フル充電後およそ
1 時間）が短くなります。
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10. パソコンへ保存する（HapimoLink を使う場合）
Hapimo:3D で撮影したデータをパソコンへ保存するためのソフト HapimoLink の使い方についてご説明します。

HapimoLink 画面
タイトルバー

最小化／最大化／閉じる

ツールバー

2D 画像データ

撮影年月日時分
(ファイル名)

データ表示画面

★ツールバーアイコン詳細

初めにご確認ください
HapimoLink が正常に動作するためには、以下の環境が必要です。インストールを始める前にご確認ください。
●OS : Microsoft Windows 7 以降
●CPU: Intel Core i3 以上推奨
●メモリ: 4GB 以上推奨
●HDD: 4GB 以上の空きスペース
●Wi-Fi アダプターがついていること
●NET Framework 4/4.5 のいずれかがインストールされていること
（Microsoft .NET Framework 4 インストーラー は以下のサイトから取得できます http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.
aspx?id=17718）

●Microsoft Visual C++ 2010 SP1 再頒布可能パッケージ (x86/x64)がインストールされていること
（Microsoft Visual C++ 2010 SP1 再頒布可能パッケージ (x86)は以下のサイトから取得できます http://www.microsoft.com/ja-jp/d
ownload/details.aspx?id=8328）
（Microsoft Visual C++ 2010 SP1 再頒布可能パッケージ (x64)は以下のサイトから取得できます http://www.microsoft.com/ja-jp/d
ownload/details.aspx?id=13523）

HapimoLink ソフトウェアは、Windows７以降の OS 上で動作します。Mac、Linux 等の OS が搭載された
パソコンにはインストールできませんのでご注意ください。

26 / 48

10-1

ソフトウェアをパソコンへインストールする

はじめに Hapimo:3D を起動し、数枚撮影を行います。閲覧画面でデータが保存されていることをご確認ください。
HapimoLink をお使いの前には、Hapimo:3D を起動してください。Hapimo:3D が起動していないと、
HapimoLink を使用できません。

手順
1. アプリケーション CD をパソコンにセットし、HapimoLink インストーラーをダブルクリックします。
（32bit 用:HapimoLink_(x86)_X.X.X_installer.exe、64bit 用:HapimoLink_(x64)_X.X.X_installer.exe）
※X.X.X はバージョンによって異なります。

2. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示され、許可を求められますので、「はい」をクリック
してください。（UAC が有効の場合）
※Microsoft Visual C++ 2010 SP1 再頒布可能パッケージのインストールが表示されたらインストーラーに従ってインストー
ルしてください。
※Microsoft .NET Framework 4 のインストーラーが表示されたらインストーラーに従ってインストールしてください。

3. 使用許諾の画面が表示されますので、内容をご確認ください。「同意する」を選択し、「次へ」をク
リックし、「インストール」をクリックしてください。
インストールが始まります。インストールが終わりましたら「完了」をクリックしてください。
※インストールには管理者ユーザーが必要です。

4. Windows の「スタート」ボタンをクリックし、スタートメニューから、「HapimoLink(x64)」または
「HapimoLink(x86)」をクリックします。
※スタートメニューで HapimoLink が見つからない場合は、以下の手順で選択できます。
1.「スタート」ボタンをクリックします。
2.「すべてのプログラム」にポインタを合わせて数秒ほど待ちます
3. すべてのプログラムより「KKNOA」を探してクリックします。
4. 「HapimoLink(x64/x86)」をクリックします。
※起動には管理者ユーザーが必要です。

5. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示され、許可を求められますので、「はい」をクリック
してください。（UAC が有効の場合）
6. 初回起動時のみ「IP アドレスが設定できませんでした…」のメッセージが表示されますが、このまま[O
K]を選択します。
7. HapimoLink 画面が開き、設定ダイアログが表示されますので、ここで必要な設定を行います。
Wi-Fi アダプター… 入力枠横の下向き▼をクリックすると、お使いの PC に装着されている Wi-Fi
アダプターの名称が表示されますので、使用する Wi-Fi アダプター選択してください。
※何も表示されない場合、お使いの PC に装着されている Wi-Fi アダプターが正常に動作しているか確認してください。
※Wi-Fi アダプター（無線 LAN アダプター）が装着されていない PC では HpimoLink は使用できません。

シリアル番号…

Hapimo:3D 本体底面のシールに印刷されたシリアル番号の末尾 5 桁を入力してく

ださい。（例：シールの記載が「SN:001-01-99990」の場合、99990 と入力します）
ファームウェア更新…

Hapimo:3D 本体のアップデート用です。今回はチェックを外したままにし

てください。
8. 設定完了後、「OK」をクリックします。設定の反映まで数秒お待ちください。
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9. HapimoLink 画面上に、Hapimo:3D で撮影したデータが表示されます。
データが表示されない場合は、ツールバーの「更新」をクリックしてください。
※『接続できませんでした。』と表示された場合、以下の項目を確認してください。
・Hapimo:3D の電源が入っていますか？
・Hapimo:3D が起動途中（「カメラを準備しています…」の状態）ではありませんか？
・Hapimo:3D がオートシャットダウンによって電源が落ちていませんか？
・シリアル番号を間違えて入力していませんか？
・Wi-Fi アダプターが接続されていますか？
以上を確認のうえ、「データ表示画面」で右クリックして表示される「設定」をクリックし、再度 OK をクリックします。
上記を確認しても繋がらないときは、Hapimo:3D 本体をお使いの PC の近くに置いて、再度お試しください。

以上の手順が完了したら、アプリケーション CD を取出してください。
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パソコン上でデータを確認する（2D 画像データ）
手順

1. 2D 画像データの並びの方向は、「縦並び／横並び」を指定できます。「データ表示画面」で右クリッ
クし、表示されるメニューの中から「表示方向」をポイントして選択してください。
2. 2D 画像データの表示サイズは、「最大／大／中／小／最小」の 5 種類を指定できます。「データ表示
画面」で右クリックし、表示されるメニューの中から「サイズ」をポイントして選択してください。
3. 2D 画像データの並び順は、「昇順／降順」を指定できます。「データ表示画面」で右クリックし、表
示されるメニューの中から「並べ替え」をポイントして選択してください。（「昇順」を指定すると、
撮影日時の古い順から並び、「降順」で新しい順に並びます）
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パソコン上でデータを確認する（3D 点群データ）
手順

1. 2D 画像データを右クリックして「プレビュー」を選択、または 2D 画像データをダブルクリックする
と、HapimoViewer が立ち上がり 3D 点群データが表示されます。メッシュつきで撮影されたデータは、
メッシュがついた状態で表示されます。
2. HapimoViewer による 3D 点群データは以下の操作が可能です。
回転…

ドラッグ、CTRL キーを押しながらドラッグ

拡大/縮小…
移動…

マウスホイールボタンを回転、右ドラッグ（上下）

マウスホイールボタンを押下してマウスを移動、SHIFT キーを押しながらドラッグ

点の拡大…

キーボードの“＋”キーを押下。

点の縮小…

キーボードの“－”キーを押下。

表示の初期化…
終了…

キーボードの“R”キーを押下。

キーボードの Alt キー+“F4”キーを押下。
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パソコン上にデータを保存する（一括保存）
手順

1. データを全て保存するには、ツールバーのアイコン「全て保存」をクリックします。
2. 保存先のフォルダを選択するダイアログが表示されます。任意のフォルダを選択し、ファイル形式※
を指定して「保存」をクリックしてください。OBJ Wavefront Files 以外は、点群の色情報が保存さ
れます。
※ファイル形式
3D Files(*.ply *.obj)…テクスチャありの場合は OBJ 形式、それ以外は PLY 形式で保存します。
PLY Binaly Files(*.ply)…PLY 形式・バイナリで保存します。
PLY Ascii Files(*.ply)…PLY 形式・アスキーで保存します。
OBJ Wavefront Files(*.obj)…OBJ 形式(色なし)で保存します。点群の色情報は保存されません。
OBJ Wavefront Color Files(*.obj)…OBJ 形式で保存します。
3. 保存が開始されます。データの数、大きさにより時間がかかる場合があります。画面下部のステータ
スバーに進捗状況が表示されます。
※保存を中断したい場合は、ツールバーの「中断」をクリックしてください。

4. 保存が完了したら、2 で指定したフォルダを開き、データが保存されていることをご確認ください。
データは拡張子が.ply の PLY 形式（3D 座標情報+色情報）のファイルと拡張子が.png の 2D 画像にな
ります。また、OBJ 形式で保存したデータは.上記 ply ファイルの代わりに、拡張子が.obj の座標情報
ファイルと、拡張子が.mtl のマテリアル情報ファイルが保存されます。
テクスチャつきで撮影したデータは、上記に加えて拡張子.jpg の 2D 画像が保存されます。
★ファイル名について
Hapimo:3D で撮影されたデータは、本体のシリアル番号下 5 桁と、日時を表す 14 桁の数字がファイル名となり
ます。（HapimoLink 上では見やすいよう年月日を付して表示しています） パソコンへ保存後、ファイル名は 14
桁数字+拡張子(ply, png, obj,mtl)となります。
例）シリアル番号が 99990 で 2014 年 02 月 18 日 10 時 08 分 01 秒の撮影データ→99990_20140218100801.ply
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パソコン上にデータを保存する（任意データの保存）
手順

1. データ表示画面上で、保存したいデータを選択します。ドラッグで任意の複数のデータを選択できま
す。Ctrl キー+クリックで、追加選択できます。選択データは青色枠で囲まれます。
2. ツールバーのアイコン「保存」をクリックします。
3. 保存先のフォルダを選択するダイアログが表示されます。任意のフォルダを選択し、ファイル形式※
を指定して「保存」をクリックしてください。OBJ Wavefront Files 以外は、点群の色情報が保存さ
れます。
※ファイル形式
3D Files(*.ply *.obj)…テクスチャありの場合は OBJ 形式、それ以外は PLY 形式で保存します。
PLY Binaly Files(*.ply)…PLY 形式・バイナリで保存します。
PLY Ascii Files(*.ply)…PLY 形式・アスキーで保存します。
OBJ Wavefront Files(*.obj)…OBJ 形式で保存します。点群の色情報は保存されません。
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OBJ Wavefront Color Files(*.obj)…OBJ 形式で保存します。
4. 保存が開始されます。データの数、大きさにより時間がかかる場合があります。画面下部のステータ
スバーに進捗状況が表示されます。
※保存を中断したい場合は、ツールバーの「中断」をクリックしてください。
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データを削除する
削除を実行すると、Hapimo:3D 本体から撮影データ（2D 画像データおよび 3D 点群データ）が削除されます。
削除したデータの復帰はできませんのでご注意ください。

手順
1. データ表示画面上で、削除したいデータを選択します。クリック、ドラッグで任意の複数のデータを
選択できます。Ctrl キー+クリックで、追加選択できます。選択データは青色枠で囲まれます。
2. ツールバーのアイコン「削除」をクリックします。
3. 削除確認のメッセージが表示されますので、「OK」をクリックしてください。Hapimo:3D 本体からデ
ータが削除され、HapimoLink 画面上からも該当データが消去されます。
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最新の情報に更新する
手順

1. Hapimo:3D 本体の最新の撮影データを HapimoLink 上で表示するには、ツールバーの「更新」ボタン
をクリックします。
※HapimoLink を起動後、Hapimo:3D 内のデータが読み込まれない場合は「更新」をクリックして再読み込みを行ってください。

2. データの再読み込みが行われ、最新のデータが表示されます。
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11. パソコンへ保存する（Wi-Fi メディアライターを使う場合）
Hapimo:3D で撮影したデータを、WiFi メディアライターを介してパソコンへ保存する方法についてご説明します。
Hapimo:3D 本体の電源を入れて起動し、WiFi メディアライターをご準備ください。
Wi-Fi メディアライター使用前の準備
①SD カードスロットに SD カード
をセットします

②切り替えスイッチを Wi-Fi に
セットします。（上図参照）

③microUSB ポートに USB ケーブルを
差し込みます

④USB ケーブルをパソコンに
差し込みます

11-1

⑤Wi-Fi の青色 LED が点滅をはじめたら
保存の準備完了です。

詳細表示画面から保存する場合
手順

1. Hapimo:3D の閲覧画面で、パソコンに保存したいデータをタップします。詳細表示画面に遷移します。
2. 詳細表示画面の保存ボタン（右図参照）をタッ
プします。
注）。お求めの機種が Hapimo:3D Basic plus(W
iFi メディアライター標準装備)の場合のみ、右図
の保存ボタンが表示されます。
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3. 保存形式指定のためのダイアログが開きます。「自動選択」「PLY 形式」「OBJ 形式」「OBJ 形式（色
なし）」が指定できます。OBJ 形式（色なし）以外は、すべて点群が色情報を持っています。
自動選択…テクスチャありの場合は OBJ 形式、それ以外は PLY 形式で保存します。
PLY 形式…PLY 形式で保存します。
OBJ 形式…OBJ 形式で保存します。
OBJ 形式（色なし）…OBJ 形式で保存します。点群に色情報はありません。
4. WiFi メディアライターにデータ保存が完了すると、メッセージが表示されます。WiFi
メディアライターの切り替えスイッチを OFF 側にセットします。

5. Wi-Fi メディアライターがパソコンのリムーバブルディスクとして認識され、SD カードに保存したデ
ータを読み込めるようになります。
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閲覧画面(サムネイル/リスト共通)から保存する場合
手順

1. Hapimo:3D の閲覧画面上部の「複数選択モード」ボタンをタップします。
2. 「未選択／選択:N」ボタン（データが未選択の場合は「未選択」、データが選択されている場合は選
択されたデータの数が「選択：データ数」で表示されます）、「ALL」ボタン、「保存」ボタンが表示
されます。

ALL
保存

未選択／選択:N

3. 保存したいデータをタップして選択します。
選択されたデータは青色で反転表示されま
す。選択されたデータをタップすることで選
択を解除できます。
全てのデータを選択するには、「ALL」ボタ
ンをタップします。
選択：N ボタンをタップすると、選択中のデ
ータをすべて選択解除します。全データを選
択中に、「ALL」ボタンをタップすると、全
データを選択解除します。（右図：サムネイ
ル表示で５つのデータを選択状態にした例）
4. 「保存」ボタンをタップします。
5. 保存形式指定のためのダイアログが開きます。「自動選択」「PLY 形式」「OBJ 形式」「OBJ 形式（色
なし）」が指定できます。OBJ 形式（色なし）以外は、すべて点群が色情報を持っています。
自動選択…テクスチャありの場合は OBJ 形式、それ以外は PLY 形式で保存します。
PLY 形式…PLY 形式で保存します。
OBJ 形式…OBJ 形式で保存します。
OBJ 形式(色なし)…OBJ 形式で保存します。点群に色情報はありません。
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※HapimoLink を使用してパソコンへデータを保存する場合は『10.パソコンへ保存する（HapimoLink を使う場合）』をご
参照下さい。
（保存ボタン

は Wi-Fi メディアライターへの保存用ですので HapimoLink での保存時には使用できません）

※Wi-Fi メディアライターの充電について
ご使用前に、内蔵バッテリーへの充電が必要です。以下のいずれかの方法で充電を行ってください。
●パソコンの USB ポートへ接続
●市販の USB 充電器（DC SV/1A 以下の USB 出力電源）へ接続
※メディアの優先度について
SD カードのほか、USB メモリーもご使用いただけます。SD カードと USB メモリーを同時にセットした場合は、SD
カードのみが有効になります。USB メモリーをご使用になりたい場合は、USB メモリーのみをセットしてお使いください
（SD カードおよび USB メモリーは付属しておりません）
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12. 終了する
Hapimo:3D の終了方法についてご説明します

終了時の手順
1. 各画面の「戻る」ボタンをタップして、ホーム
画面まで戻り、「終了」ボタンをタップします。
シャットダウン処理が開始され、処理中メッセ
ージが表示されます（シャットダウン完了まで
の目安時間：30 秒）。
※この間、画面にタッチしたり、ボタンを押すなどの操作
はしないでください。

2. 「画面が消えるまでこのままお待ちください。」
のメッセージ表示後に、操作パネルが消灯しま

充電状態 LED：消灯

す。

バッテリーLED①：消灯

ステータス LED の状態をご確認ください。

バッテリーLED②：消灯
起動状態 LED：消灯
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13. HapimoLink からアップデートする
Hapimo:3D 本体のファームウェア及び HapimoLink をアップデートする手順についてご説明します。

13-1

HapimoLink のインストーラーをダウンロードする
手順

1. 弊社の Web サイト内にある Hapimo:3D ページにアクセスしてください。
URL：http://www.kknoa.co.jp/hapimo3D.html
2. 画面のメニューにある「ダウンロード」をクリックしてください。
ダウンロードの項目にジャンプします。
3. 「HapimoLink 最新版（Version XX.XX）64 ビット版(または 32 ビット版)」をクリックします。
4. ダイアログが表示されたら「保存」を選択し、保存先を任意のディレクトリに設定してください。
5. 指定したディレクトリに HapimoLink インストーラー（ファイル名：HapimoLink_(x64)_X.X.X_install
er.exe (32 ビット版の場合は HapimoLink_(x86)_X.X.X_installer.exe)）が保存されていることを確認し
てください。

13-2

HapimoLink でアップデートする
手順

1. Hapimo:3D 本体を起動します。
2. HapimoLink インストーラーをダブルクリックします。
（32bit 用:HapimoLink_(x86)_X.X.X_installer.exe、64bit 用:HapimoLink_(x64)_X.X.X_installer.exe）
※X.X.X はバージョンによって異なります。

3. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示され、許可を求められますので、「はい」をクリック
してください。（このダイアログは、UAC が有効の場合に表示されます。）
※Microsoft Visual C++ 2010 SP1 再頒布可能パッケージのインストールが表示されたらインストーラーに従ってインストー
ルしてください。
※Microsoft .NET Framework 4 のインストーラーが表示されたらインストーラーに従ってインストールしてください。。

4. 使用許諾の画面が表示されますので、内容をご確認のうえ、「同意する」を選択し、「次へ」をクリ
ックしてください。（インストール先を指定する画面が表示された場合は「次へ」、既存のフォルダ
ーへのインストール確認が表示された場合は「はい」をクリックします。プログラムアイコンの指定
画面が表示された場合はそのまま「次へ」をクリックしてください）
5. 「インストール」をクリックしてください。インストールが始まります。
インストールが終わりましたら「完了」をクリックしてください。
※インストールには管理者ユーザーが必要です。

6. Windows の「スタート」ボタンをクリックし、スタートメニューから、「HapimoLink(x64)」または
「HapimoLink(x86)」をクリックします。
※スタートメニューで HapimoLink が見つからない場合は、以下の手順で選択できます。
1.「スタート」ボタンをクリックします。
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2.「すべてのプログラム」にポインタを合わせて数秒ほど待ちます
3. すべてのプログラムより「KKNOA」を探してクリックします。
4. 「HapimoLink(x64/x86)」をクリックします。
※起動には管理者ユーザーが必要です。

7. 『ファームウェアをアップデートしても良いですか？』のメッセージが表示されたら「はい」をクリックしてく
ださい。Hapimo:3D とパソコンが Wi-Fi 接続されたのち、アップデートが開始されます。HapimoLink

によるファームウェアの送信が完了すると『ファームウェアアップデートを完了させるためには Hapi
mo:3D の再起動が必要です』と表示されますので「OK」をクリックします。
8. ここからは、Hapimo:3D 本体側での操作です。7 の手順から約 1 分くらいで Hapimo:3D の画面に『ソ
フトウェアの更新』ダイアログが表示されます。
ダイアログのタイトルを確認してください。『HapimoHome ソフトウェアの更新』の場合は、9 以降
の手順になります。『Hapimo:3D ソフトウェアの更新』の場合は 12 の手順へ進んでください。
9. 『HapimoHome ソフトウェアの更新』ダイ
アログの内容を確認の上、「OK」をタップ
してください。

10. HapimoHome のインストーラーが起動しますので、「インスト
ール」をタップしてください。

11. 『アプリをインストールしました』メッセージが表示されましたら、
画面最下段のホームボタン(右図)をタップしてください。
※アップデートが HapimoHome のみの場合、アップデート手順は以
上で終了です。

12. 『Hapimo:3D ソフトウェアの更新：新しいソフトウ
ェアが見つかりました。ソフトウェアを更新します
か？』が表示されますので、「OK」をタップしてく
ださい。
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13. 『ソフトウェア更新の手順に
ついて』が表示されますので
内容を確認のうえ、「OK」を
タップしてください。

14. Hapimo:3D のインストーラーが起動しますので、「次へ」
または「インストール」をタップしてください。（アップ
デート内容によって、「次へ」をタップし、のちに「イン
ストール」をタップする手順になる場合があります）

15. インストールが終わると、『ソフトウェア更新の手
順について：ソフトウェアの更新を完了するには、
システムを終了し電源を投入しなおす必要があり
ます。システムを終了してもよろしいですか？』が
表示されますので、「OK」をタップします。電源
が自動的に OFF されますのでしばらくお待ちくだ
さい。
16. 本体の電源ボタンを押して Hapimo:3D を起動します。起動が完了しましたらホーム画面の左上にある
Hapimo:3D ロゴをタップして、バージョンを確認してください。
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14. Wi-Fi メディアライター経由でアップデートする(Hapimo:3D Basic plus)
Wi-Fi メディアライターを使ってファームウェアをアップデートする手順についてご説明します。

14-1

ファームウェアをダウンロードする
手順

1. 弊社の Web サイト内にある Hapimo:3D ページにアクセスしてください。
URL：http://www.kknoa.co.jp/hapimo3D.html
2. 画面のメニューにある「ダウンロード」をクリックしてください。
ダウンロード専用のページへジャンプします。
3. 「ファームウェア最新版（Version XX.XX）をダウンロード」をクリックします。
4. ダイアログが表示されたら「保存」を選択し、保存先を任意のディレクトリに設定してください。
5. 指定したディレクトリに hpm3dfw.zip が保存されていることを確認してください。

14-2

Wi-Fi メディアライターでアップデートする
手順

1. Wi-Fi メディアライターのスイッチを OFF にセットして、Wi-Fi メディアライターを PC に USB ケー
ブル（microUSB）で接続します。
2. PC から Wi-Fi メディアライターのドライブ（リムーバブル ディスク）に、12-3 の手順でダウンロー
ドした hpm3dfw.zip をコピーします。
3. PC の USB デバイスの取り外しで USB2.0-CRW を選択して、Wi-Fi メディアライターを PC から取り
外します。
4. Wi-Fi メディアライターのスイッチを Wi-Fi マークにセットします。
5. Hapimo:3D 本体を起動します。
6. Wi-Fi メディアライターの Wi-Fi マークの LED（青 LED）が点滅していることを確認します。
7. Hapimo:3D 本体のホーム画面の右上メニューより「アップデート」をタップします。『WiFi メディア
ライターによるアップデート』画面が表示されますので、内容を確認の上「OK」をタップしてくださ
い。
8. Hapimo:3D の画面に『ソフトウェアの更新』ダイアログが表示されます。
ダイアログのタイトルを確認してください。『HapimoHome ソフトウェアの更新』の場合は、9 以降
の手順になります。『Hapimo:3D ソフトウェアの更新』の場合は 12 の手順へ進んでください。
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9. 『HapimoHome ソフトウェアの更新』ダイ
アログの内容を確認の上、「OK」をタップ
してください。

10. HapimoHome のインストーラーが起動しますので、「インスト
ール」をタップしてください。

11. 『アプリをインストールしました』メッセージが表示されましたら、
画面最下段のホームボタン(右図)をタップしてください。
※アップデートが HapimoHome のみの場合、アップデート手順は以
上で終了です。

12. 『Hapimo:3D ソフトウェアの更新：新しいソフトウ
ェアが見つかりました。ソフトウェアを更新します
か？』が表示されますので、「OK」をタップしてく
ださい。

13. 『ソフトウェア更新の手順に
ついて』が表示されますので
内容を確認のうえ、「OK」を
タップしてください。
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14. Hapimo:3D のインストーラーが起動しますので、「次へ」
または「インストール」をタップしてください。（アップ
デート内容によって、「次へ」をタップし、のちに「イン
ストール」をタップする手順になる場合があります）

15. インストールが終わると、『ソフトウェア更新の手
順について：ソフトウェアの更新を完了するには、
システムを終了し電源を投入しなおす必要があり
ます。システムを終了してもよろしいですか？』が
表示されますので、「OK」をタップします。電源
が自動的に OFF されますのでしばらくお待ちくだ
さい。
16. 本体の電源ボタンを押して Hapimo:3D を起動します。起動が完了しましたらホーム画面の左上にある
Hapimo:3D ロゴをタップして、バージョンを確認してください。
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15. エラーメッセージが表示されたら
Hapimo:3D をご使用中にエラーメッセージが表示されたときは、以下の手順をお試しください。

1.

.本体側面の橙と緑色のランプを確認してください。
[緑ランプが点灯していない]
→電源ボタンを一度押し画面を OFF にしてから、再度電源ボタンを押してください。
[橙ランプが点灯していない]
→電源ボタンを一度押し画面を OFF にしてから、充電を開始します。橙ランプが 1 つ以上点灯するまで
充電してから電源ボタンを押してください。

2.

上記 1 の点灯パターンに当てはまらない場合、または 1 の手順を行っても復帰できない場合は、電源ボタンを長押し
し、画面に表示される「電源を切る」をタップします。
その後画面が OFF になるのを待ってから充電を開始します。
10 分程充電してから本体側面の緑ランプが消灯していることを確認（緑ランプが消灯していない場合は、このタイ
ミングで強制シャットダウンボタンを押します）し、電源ボタンを長押しします。

上記 1,2 の手順を行っても復帰できない場合は、お手数ですが下記の連絡先にご連絡ください。
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16. 困ったときには
16-1

本体で『HapimoLink で撮影データが表示されない』を解決する
手順

1. Hapimo:3D のホーム画面の右上メニューの「困
ったときは」をタップします。

2. 『該当する問題を選択してください』が表示さ
れますので、「HapimoLink で撮影データが表示
されない」をタップしてください。

3. 本体の状態により異なる画面が表示されます。

3-1

■3-1 の画面が表示された場合
①内容を確認の上、「OK」をタップして下さい。
②FTPServer の画面が表示されます
「Stop FTP service」をタップし、次いで
「Close GUI」をタップしてください。

OK をタップ↓
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3-2

■3-2 の画面が表示された場合

内容を確認の上、「OK」をタップしてください。
Hapimo:3D のアプリケーションが再起動します
ので、数秒お待ち下さい。

4. HapimoLink を再起動して、撮影データが表示されるか確認してください。表示されない場合は、Hapi
mo:3D の電源ボタンを 3 秒ほど押すと表示される「電源を切る」をタップします。画面が真っ暗にな
りましたら、電源ボタンを 5 秒ほど押して起動し、本手順を 1 から 4 まで行います。

16-2

日付と時刻を変更する
手順

1. Hapimo:3D のホーム画面の右上メニューの「困ったときは」をタップします。（図 16-2-1）
2. 『該当する問題を選択してください』が表示されますので、「日付と時刻を変更したい」をタップし
てください。
3. 変更確認のダイアログが表示されますので、「OK」をタップします。
4. 日付と時刻の変更画面に移動しますので、「日付と時刻の自動設定」にタップしてチェックを外し、
日付と時刻を変更してください。変更が完了したら、戻るまたはホームボタン（下図参照）で Hapimo:
3D のホーム画面に戻ってください。
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16-3

困ったときの対処方法

故障かな？と思う現象がでたときは、下表の対処法をお試しください。

現象

対処法
・Wi-Fi アダプターが接続されているか確認してください。
・Hapimo:3D が起動済みか確認してください。
・シリアル番号を確認してください。
・Hapimo:3D を Wi-Fi アダプターの近くに置いてください。

HapimoLink で Hapimo:3D に繋がら
ない。

・USB の小型 Wi-Fi モジュールでは電波強度が弱く正常に通信
できないことがあります。
・Hapimo:3D は 2.4GHz 帯域の Wi-Fi を使用して動作していま
す。周辺に Bluetooth など 2.4GHz 帯域の電波が混在すると、
干渉を引き起こし、正常に動作しなくなる場合があります。Bl
uetooth 機器などと離してご利用ください。
・Hapimo:3D の閲覧画面でデータが存在するか確認してくださ
い。
・HapimoLink の設定から OK をクリックして Wi-Fi を再接続し
てください。

HapimoLink で撮影データが表示され
ない。

・Hapimo:3D を Wi-Fi アダプターの近くに置いてください。
・USB の小型 Wi-Fi モジュールでは電波強度が弱く正常に通信
できないことがあります。
・Hapimo:3D は 2.4GHz 帯域の Wi-Fi を使用して動作していま
す。周辺に Bluetooth など 2.4GHz 帯域の電波が混在すると、
干渉を引き起こし、正常に動作しなくなる場合があります。
Bluetooth 機器などと離してご利用ください。
・Hapimo:3D を Wi-Fi アダプターの近くに置いてください。
・USB の小型 Wi-Fi モジュールでは電波強度が弱く正常に通信

HapimoLink でデータの保存中にタイ
ムアウトする。

できないことがあります。
・Hapimo:3D は 2.4GHz 帯域の Wi-Fi を使用して動作していま
す。周辺に Bluetooth など 2.4GHz 帯域の電波が混在すると、
干渉を引き起こし、正常に動作しなくなる場合があります。Bl
uetooth 機器などと離してご利用ください。

HapimoLink でデータの保存中に Hapi

・Hapimo:3D の設定画面のオートシャットダウン時間設定を

mo:3D が終了してしまう。

「なし」に設定してください。

Hapimo:3D が終了処理中のまま終了
しない。

・5 分ほど放置して緑 LED が消灯したら電源ボタンを押して、
ホーム画面のシステムの終了から終了させてください。
・放置しても緑 LED が消えない場合は緊急電源 OFF スイッチ
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を押してください。

・撮影画面の 2D プレビューが真っ暗ならホーム画面に戻って
から再度撮影画面に遷移してください。
Hapimo:3D で撮影しても 3D 点群デ
ータが撮れない。

・赤枠が表示されている場合は赤枠を 2 回タップして消去して
ください。
・撮影対象との距離と撮影画面右下の奥行きの距離が一致して
いるか確認してください。奥行き設定は設定画面で設定した範
囲内でしか変更できません。
・Hapimo:3D の UI を再起動してください。UI の再起動手順は、
まず電源ボタンを軽く押して画面を表示させます。次に電源ボ

Hapimo:3D で UI の切り替わりが非常

タンを 2 秒以上押して「電源を切る」を表示させます。「電源

に遅い。

を切る」をタップし、OK をタップします。UI のシャットダウ
ンが行われ画面が真っ暗になりましたら、電源ボタンを 5 秒ほ
ど押して起動します。UI が表示されましたら完了となります。
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17. 付録
17-1

仕様
Hapimo:3D Basic

Hapimo:3D Basic plus

動作環境温度

5 ℃ - 35 ℃

5 ℃ - 35 ℃

動作距離

0.8 m - 3.5 m

0.8 m - 3.5 m

58°H, 45゜V, 70゜D

58°H, 45゜V, 70゜D

深度画像サイズ（高分解能モード）

640 pixel x 480 pixel （VGA）

640 pixel x 480 pixel （VGA）

深度画像サイズ（低分解能モード）

320 pixel x 240 pixel （QVGA）

320 pixel x 240 pixel （QVGA）

空間（X,Y）分解能@ 0.8 m

1.4 mm ※1

1.4 mm ※1

深さ（Z） 分解能 @ 0.8 m

2.2 mm ※1

2.2 mm ※1

空間（X,Y）分解能@ 2 m

3.4 mm ※1

3.4 mm ※1

深さ（Z） 分解能 @ 2 m

12.0 mm ※1

12.0 mm ※1

260 mm × 180 mm × 55 mm

260 mm × 180 mm × 55 mm

装置重量

1.4 kg

1.4 kg

無線 LAN

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Wi-Fi 802.11 b/g/n

7 インチタッチパネル

7 インチタッチパネル

×

○

視野角 （Horizontal, Vertical, Diagonal）

装置サイズ

ディスプレイ
WiFi メディアライター

17-2

ライセンスについて

本製品には GPL/LGPL/BSD/Artistic/Apache などのライセンスが含まれている OSS（オープンソースソフトウェア）を
使用しています。これら OSS のソースコードの入手方法は、下記にてご案内しています。ご希望のお客様は、以下の窓口
までご連絡お願い致します。
株式会社ノア Hapimo:3D「OSS ソースコード」お問い合わせ窓口 まで
メールアドレス：info@kknoa.co.jp

17-3

修理について

クイックスタートガイドおよびユーザーマニュアルに従った正常な使用状態で、保証期間中に本製品が故障した場合は、
製品と同梱の Hapimo:3D 保証書を添付のうえ、弊社までご持参あるいはお送り頂ければ、無料で修理または弊社の判断
により同等品と交換いたします。保証内容についての詳細は、Hapimo:3D 保証書をお読みください。
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◆修理をご依頼になる前にお確かめください
① ユーザーマニュアルの「困ったときには」をご覧いただき、同様の症状があった場合は対処法をお試しください。
② 「困ったときには」で解決できない場合は、弊社ホームページの「Hapimo:3D」のページをご覧ください。過去にサ
ポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。また、ファームウェア・ソフトウェアのアップデートに
ついてのお知らせも掲載しています。アップデートを行うことで症状が解決できる場合がありますので、お試しくだ
さい。
③ ①②を行っても解決できない場合は、修理をご依頼いただく前にまず下記までお問い合わせください。
お問い合わせ時は、事前に以下の事項をご用意ください。
1. 本体のシリアル番号
2. ご使用のパソコンの OS およびバージョン
3. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、Hapimo:3D の状態（画面の状態やエラーメッセージなど）

受付時間：AM10:00 ~PM5:00 （土日祝日を除きます）
※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には
利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三
者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

◆修理品の依頼
上記のお問合せを行っても問題が解決せず、本製品の修理が決まりましたら、以下を行ってください。
① シリアル番号をメモするか、Hapimo:3D 保証書の表面をコピーしてお手元においてください。
② これらを用意してください
・Hapimo:3D 保証書 ※ただし、保証期間がすでに終了している場合は、必要ありません。
・下記の内容を書いたもの
返送先［住所/氏名/（あれば）FAX 番号］、日中に連絡可能な電話番号、故障状況（どうなったか）
③ 修理品を、上記で用意した物と一緒に梱包してください。
輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。
④ 修理をご依頼ください
修理は、下記の送付先までお送りいただくか、お持ち込みください。送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便（精
密機器扱い）でお送りいただき、送り状の控えは必ずお手元に置いてください。

お送り先：〒305-0044 茨城県つくば市並木 3 丁目 17-6 ロイヤルシティ並木１F
株式会社ノア Hapimo:3D お客様窓口 宛て

◆修理について
本製品の修理に際しては、以下の事項をご確認ください。
1. 内部のデータについて
検査、修理の際には、内部のデータが全て消去される場合があります。（厳密な検査を行うためです。ご了承ください）
※データに関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。バックアップできる場合は、修理にお出しになる前にバック
アップしてください。弊社では、データの修復は承っておりません。
2. 修理金額について

保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、Hapimo:3D 保証書の「保証内容」の「保証範囲外」の内容に該
当する場合は、有料となります。詳細は「保証内容」をご覧ください。

保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。（※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた場合は、修
理のご対応ができなくなる場合があります。）

お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ修理金額をご案内いたしますので、修理するかどうかご検討くだ
さい。

修理時において、弊社の判断により同一機種または同程度の仕様の製品へ本体交換を実施させて頂く場合がありま
す。その場合、旧機種でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合もございますのでご了承願います。
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3.

その他
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、お客様が本製品に貼られたシールなどは失われますので、
ご了承ください。

17-4

本製品の廃棄について

本製品を廃棄される際には、弊社までお送り頂ければ無償で処分いたします。廃棄をご依頼の際には事前にご連絡いた
だいた上で、弊社まで本製品をお送りいただくか、お持ちこみください。

お送り先：〒305-0044 茨城県つくば市並木 3 丁目 17-6 ロイヤルシティ並木１F
株式会社ノア Hapimo:3D お客様窓口 宛て
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