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ご注意 

注意：落下による破損を防ぐため、平らな面以外に置かないでください。 

注意：Feature スプレーを吹き付ける場合被写体の目立たない箇所で確認の上、ご使用ください。 

注意：本体は分解等しないでください。 

注意：Feature スプレーは誤飲などしないようご注意ください。万が一誤飲した場合はすぐに水で口をすすぎ、 

応急処置後、医師の診察を受けてください。 

注意：Feature スプレーが目に入った場合は、すぐに流水（水またはぬるま湯）で十分に洗い流してください。 

目はこすらずに、違和感がある場合すぐに医師の診察を受けてください。 

警告：正常な動作を確保するため、付属されている電源アダプタをご使用ください。 

警告：お子様の手の届かない場所で保管してください。 
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概要説明 

同梱物一覧 

 

FacTrans Basic 本体 ターンテーブル（mini/normal） 

  

三脚 AC アダプタ 

 

 

LEGO ブロック（治具） 収納ポーチ 
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仕様 

基本仕様 

項目 内容 備考 

モデル名 FacTrans Basic  

型番   

手法 Photogrammetry Reality Capture 使用 

テクスチャ フルカラー  

カメラ 1/2.5 インチ 1600 万画素 AF 付  

最大スキャンサイズ 177 x 177 x 177mm 

7 x 7 x7 inch 

オプションにより拡張可能です。 

最小スキャンサイズ 40 x 40 x 40mm 対象により 

スキャンが出来ない場合がございます。 

出力形式 obj, ply, glb, stl, 3mf など Reality Capture の仕様に準じます。 

スキャン時間 5 分 3 回撮影時 

モデリング時間 10~15 分 PC スペックに依存しますので、 

参考値になります。※ 

インターフェース Ethernet 1000BASE-T 

Wi-Fi IEEE 802.11a 

 

装置サイズ 本体：95 x 95 x 34mm 

ターンテーブル：87 x 87 x 42mm 

3 脚含まず 

重量 本体：200g 

ターンテーブル：135g 

3 脚含まず 

※テスト環境 PC スペック 

OS: Windows11 Home 64bit 

CPU: Core i7 12700 

GPU: GeForce RTX3070 8GB 

メモリ: 32GB 
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アクセサリー 

品番 名称 内容 備考 

 FacTrans Starter kit スプレーボトル 

電子天秤 

FeatureINK 50ml 

確認用 UVLED ライト 

FeatureINK は水で 10

倍に希釈して使用しま

す。 

 FacTrans 詰替え INK FeatureINK 50ml  

 

オプション 

品番 名称 内容 備考 

 標準スキャンブース 布カバー、フレーム、ジョイント  

 300mm 撮影対応 

スキャンブース 

布カバー、フレーム、ジョイント 

Large テーブル、延長ケーブル 
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特長的な機能 

FEATURE LED 

紫外線光源（UV）下において発光する特殊なスプレーを対象物に吹きかけることで特徴点を付与します。 

この機能により、黒や透明な部分や、特徴点の少ない対象物のフルカラースキャンが可能になります。 

本機能を使わないスキャンも可能ですが、使用することを推奨しております。 

 

フォーカスシフト撮影 

同一位置からフォーカスをシフトさせ撮影を行い、ピントの合っている部分を合成することで 

被写界深度の深い画像を得ることができます。 

小さい被写体に対してカメラとの距離を近づけて撮影するような条件で効果を発揮します。 

 

自動背景除去 

FeatureLED 機能を使用しない撮影において、撮影対象の背景を AI による自動判定で除去します。 

背景が除去された撮影データを使うことでアライメント性能が向上し、短時間で 3D データ化することができます。 

 

全自動 3D 生成 

3D データ生成処理は完全に自動化され、撮影データ同士の位置合わせやスケール調整などは不要です。フォト

グラメトリによるデータ作成を経験したことがない方でも簡単に 3D データを作成することができます。 
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システム構成 

動作条件 

① Reality Capture のインストールが必要になります。 

② FacTrans Basic を使用されるうえで必要な PC スペックになります。 

本スペックは Reality Capture の仕様に依存します。 

OS Windows 7/8.1/10/11 64bit 

グラフィックボード NVIDIA グラフィックカード CUDA 対応 VRAM1GB 以上 

メモリ 8GB 以上（推奨 16GB） 

CPU 4 コア以上(SSE4.2 以上対応のもの) 

ネットワーク Ethernet 2 ポート(スキャナー接続用・インターネット接続用) 

1000BASE-T 推奨 *USB による増設でも問題ありません。 

Wi-Fi 接続する場合は IEEE 802.11a に対応した LAN アダプタが必要です。 

インターネット環境 Reality Capture を使用する上で必要となります。 

 

*Reality Capture は Epic Games 社の商標または登録商標です。 

 https://www.capturingreality.com/realitycapture 
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ワークフロー 

 

 

 

  

組立

• 手順に従いケーブル類を接続して下さい。

• スキャンブースオプションをご利用の場合はカバーを組み立ててください。

ソフトウェア
インストール

• Reality Captureのアカウントを取得し、Reality Captureのインストールを行ってください。

• FacTrans App Basicをインストールしてください。

起動

• FacTrans App Basicを起動し、FacTrans Basic本体との接続を確認してください。

スキャン
準備

• スキャン対象にスプレーを吹き付けます。

• スキャン対象をターンテーブルに配置します。

スキャン
実行

• 対象物の向きを変え、2～3回撮影を行います。

データ
生成

• Reality Captureにより3Dデータが生成されます。

データ
出力

• 正常にスキャンが出来ていることを確認し、データ出力を行い完了します。
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ご使用前の準備 

組み立て方法 

① FacTrans Basic 本体に三脚を取り付けます。 

 

② FacTrans Basic 本体とターンテーブルを接続します。 

OPT の延長ケーブルを使用されている場合は延長ケーブルを間に接続してください。 

 

③ FacTrans Basic の本体側面に AC アダプタを接続します。 

AC アダプタをコンセントに繋ぐと FeatureLED が点灯します。起動するまで 1 分ほどお待ち下さい。 

なお、電源を OFF する場合は AC アダプタをコンセントから外します。 
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④ FacTrans Basic を有線で使用する場合は、本体側面に Ethernet ケーブルを接続し、パソコンと接続します。 

※パソコン側の IP 取得方法は自動にしておく必要がございます。 

 

Wi-Fi 接続する場合は、電源を入れてしばらくすると FacTransAP_***の SSID が表示されるので、接続ボタン

を押し、セキュリティキーに「factrans」と入力して接続します。 

 

⑤ スキャンブースオプションを使用される場合は、カバーオプションの説明書に従い、カバーを組み立ててくださ

い。 
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インク希釈方法 

① 蓋を外したスプレーボトルを電子天秤に置き、電子天秤の電源を入れます。 

※秤の表示がゼロになっていることをご確認下さい。 

 

② スプレーボトルに 180cc の水を入れます。 

※水は水道水ではなく、ミネラルウォーターをお勧めします。 

③ FeatureINK のスポイトでインクを 20cc 入れます。 

※FeatureINK は約 10 倍に希釈して使います。継ぎ足しする場合は、入れる量を適宜調整して下さい。 

 

④ スプレーボトルの蓋を戻して、ボトルをよく振って下さい。 
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周囲環境 

オプションのスキャンブースを使用しない場合は、 

暗室など光が入らない場所に FacTransBasic 本体を設置して下さい。 

オプションケースを使用する場合はケース内に設置して下さい。 

ソフトウェアのインストール 

① FacTransAppBasic のインストーラを実行し、ウィザードに従ってインストールして下さい。 

 

② デスクトップとスタートメニューにショートカットが作成されるので、FacTransAppBasic が正常起動することをご

確認下さい。※初回起動時は時間がかかる場合がございます。 

 

Reality Capture が未インストール、もしくはデフォルトのインストール場所（C:¥Program Files¥Capturing 

Reality¥RealityCapture）以外の場合に以下のダイアログが表示されます。 

RealityCapture をインストールしてある場合は OK ボタンを押した後に表示されるブラウズメニューで

RealityCapture.exe のインストール場所を指定して下さい。 

 

Reality Capture が起動して以下の表示が出た場合は「OK」、「Restart now」を選択して下さい。 
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③ FacTransAppBasic はネットワークを使用しますので、ファイアウォール設定の表示が出た場合は許可をして

下さい。 

 

スキャン方法 

① FacTransAppBasic を起動し FacTransBasic 本体と接続します。 

 

  

このボタンが緑になっているときは

FacTransBasic 本体とソフトが未接続です。

ボタンを押して接続を開始して下さい。 

このボタンがグレーアウトしている場合は、

FacTransBasic 本体の電源が入っていない

か、ネットワーク接続ができていない可能性

があります。トラブルシューティングをご確認

下さい。 
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正常起動中は以下のようにカメラからの映像が表示されます。 

 

② スキャン対象に FeatureINK をスプレーします。以下点に注意して下さい。 

・対象から 50~60cm ほど離して、できるだけ細かいミストが付着するようにします。 

・対象の裏表など、全体をスプレーします。 

・付属の UVLED キーホルダーで吹付け具合を確認し、吹付け過ぎた場合は水で濡らした布で拭き取り、 

やり直して下さい。 

・スプレー後は少し時間を置くか、ドライヤーなどで軽く温めて水分を飛ばします。 

・スプレーが手などに付着した場合は石鹸と水で洗い流して下さい。 

 

吹き付けすぎ 適正 

このウィンドウがアクティブ状態のとき、キーボ

ードの左右矢印キーを押すとテーブルを回転

させることができます。 
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③ スキャン対象をテーブルに置きます。 

テーブルは大きさ別に mini、normal、large（オプション品）の 3 種類ありますので、スキャン対象の大きさに合

わせて、テーブルを変更して下さい。テーブルとスキャン対象のサイズ目安は以下の通りです。 

mini：80mm 以下 normal：80~200mm  large：200~300mm 

 

④ カメラの画角とフォーカスを調整します。 

付属の３脚はカメラの角度と高さが調整できるので、スキャン対象とテーブルのマーカーが画角に入る位置に

調整します。mini サイズのテーブルは距離を離し過ぎるとマーカーを検出できません、画角の手前 1/3 程度に

収まるように調整して下さい。 

 

    

  

mini normal 

適正 近すぎる 遠すぎる 
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フォーカスは画面上部にあるスライダで調整できます。スライダの左にあるボタンはオートフォーカスボタンで

す。Peeking を ON にするとフォーカスの合っている場所が強調表示されるので、微調整の目安にして下さい。 

 

⑤ カメラのパラメータを調整します。 

歯車アイコンのボタンを押すと設定ウィンドウが表示されます。 

スライダを動かすことでそれぞれのパラメータを調整することができます。調整が必要なパラメータは主に

ShutterSpeed です。ここでの設定が 3D モデルのテクスチャや 3D データ品質に影響するので、カメラの写り

を確認しながら適切に設定して下さい。設定ウィンドウのスイッチを切り替えると光源を切り替えた際のパラメー

タが設定できます。 

  

 

 

 

 

   

   

暗すぎる 適正 明るすぎる 

通常 1~5 の範囲で設定します。 

ShutterSpeed を最大にしても 

明るさが足りない場合に使用します。 

大きくしすぎると画像のノイズが増えます。 

ホワイトバランスの調整ができます。 

オートホワイトバランスを実⾏する際は 

⽩い紙などを写した状態で実⾏して 

下さい。 
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調整後に設定ウィンドウを閉じると、設定の適用確認のダイアログが表示されます。 

設定を適用する場合は OK を選択して下さい。 

 

⑥ データを保存する場所を選択します。 

ボタンを押すとブラウズ画面が開くので、任意の保存場所を選択します。スキャン対象毎に 1 つ新規のフォル

ダを作成し、データを保存するようにして下さい。 

フォルダパスに 2byte 文字（日本語）が含まれないようにご注意下さい。正常に動作をしません。 

 

 

 

選択したフォルダ内の撮影データが 

ここに表示されます。 

選択したフォルダ内の 

RealityCapture プロジェクトデータが 

ここに表示されます。 
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⑦ 撮影ボタンを押すと撮影が開始されます。 

 

撮影が完了するとデータがリストに追加されます。Align が 32/32 になっているかを確認して下さい。 

capture_error や Align が 0/32 等の表記が出る場合はトラブルシューティングを参照して下さい。 

   

⑧ スキャン対象の姿勢を変えて、再度撮影をします。 

姿勢を変えた撮影を 2~3 回行います。姿勢の変え方は各姿勢同士が 90°以上変化するような置き方を目安

として下さい。 

 

  

3 種類の撮影モード選択が選択できます。 

各モードの特徴については p23 を参照して下さい。 

撮影枚数を設定します。通常は 32 を使用し、 

テスト撮影する場合は 1 を選択します。 

フォーカスシフトを使った撮影については p24 を参照して下さい。 

選択したデータを削除します 

複数選択可能です 

選択したデータフォルダを 

エクスプローラで開きます 

選択したデータを画像ビューワーで開きます。 

ビューワーの使い方は p24 を参照して下さい。 

選択したデータのアライメント状態を 

Reality Capture を開いて確認します。 



 

 21 / 29 

平なものや長細い形状で姿勢が安定しないものは、 

付属の LEGO ブロックを使って立てかけることを推奨します。 

 

⑨ 撮影データを Reality Capture 処理へ追加します。 

撮影したデータをすべて選択し、タスク追加のボタンを押します。 

 

Reality Capture 処理の設定ウィンドウが表示されるので、設定を確認して OK を押します。 

 

項目はマウスでドラッグするか 

shift キーや Ctrl キーを押しながら 

選択すると複数選択できます。 

生成されるモデルの姿勢を 

選択できます。 

使用しているテーブルの 

種類を選択して下さい。 

3D モデルの品質を 

選択して下さい。 

normal を推奨します。 

テクスチャが不要な場合は 

OFF にして下さい。 

スムージングの強さを 

指定して下さい。 

ポリゴン数の指定がある場合は 

整数値で設定して下さい。 
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⑩ Reality Capture 処理リストにデータが登録されたことを確認し、処理開始ボタンを押します。 

リストにあるデータは上から順に 3D データ化処理が実行されていきます。 

処理の停止や順番の変更等は右に並んだボタン操作で行うことができます。 

 

Reality Capture 処理実行中は撮影ができません。また、バックグラウンドで実行されている Reality Capture

処理の途中経過を確認した場合は、タスクバーにある Reality Capture アイコンをクリックし、Show App を押

すと見ることができます。 

 

 

⑪ Reality Capture 処理が完了すると保存フォルダ内にプロジェクトファイルが作成されます。 

プロジェクトファイルの項目を選択して以下のボタンを押すと作成した 3D データを確認できます。 

 

PIN コードの入力が求められるので Reality Capture アカウントで設定した PIN コードを入力して下さい。 

 

処理を中断します。 

選択したデータの順番を

入れ替えます。 

選択したデータをリストか

ら削除します。 

選択したデータの 3D モデルを obj か

た stl 形式でエクスポートします。 

PPI ライセンスの場合、インターネット

接続が必要となり、エクスポートには

別途 Reality Capture の PPI クレ

ジットが必要となります 
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便利な機能 

撮影モードとそれぞれの特徴 

相違点/モード Standard Normal UV 

Feature インクの塗布 必要 不要 必要 

光源切り替え 通常->UV 通常のみ UV のみ 

モデル品質 Feature インクに依存 スキャン対象に依存 Feature インクに依存 

カラーテクスチャ あり あり なし 

モデルスケーリング 有効 有効 無効 

背景除去 なし あり なし 

1 回の撮影時間 約 1 分半 約 40 秒 約 40 秒 

 

Normal モード選択時は自動背景除去機能が ON になります。このモードでは緑色のラインがプレビュー

に表示され、キーボードの上下矢印キーで移動させることができます。以下の写真のようにテーブルのマ

ーカーより上の位置にラインをセットすることでスキャン対象の背景を削除することができます。 

 

 

 

 

ラインの設定をしなかった場合

は、テーブルを含んだ状態で背

景が除去されます。 
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フォーカスシフト撮影 

Enable Focus stack を ON にすることでフォーカスシフト撮影が有効になります。 

フォーカスシフト撮影は小さいものをカメラに近づけて撮影する場合にお使い下さい。 

フォーカスシフト撮影は対象の手前から、奥に向かって Step で設定した分のフォーカスを Num of stack

の回数分移動しながら撮影します。フォーカスシフト撮影は通常撮影よりも時間がかかります。 

 

 

画像ビューワーの使い方 

左のリストから見たい画像を選択するか、キーボードに上下矢印キーを押すとコマ送りで確認することがで

きます。左に表示される画像がテクスチャ生成に使用され、右に表示される画像が形状生成に使用されま

す。 

また、LEGO ブロック等に立てかけて撮影したデータは、LEGO ブロック自体がテクスチャとして写り込ん

でしまう場合があるため、このビューワーでテクスチャ生成処理から除外設定をすることができます。 

1 枚ずつ画像を確認して disable texture source にチェックを入れるか、リスト下にあるボタンで一括設定

することができます。（チェックボックスはキーボードの左右矢印キーでも切り替えることができます） 
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カメラ設定 

カメラ設定は default 設定以外に任意の名前をつけて保存しておくことができます。 

保存した設定はドロップダウンメニューから選択できるようになります。 

 

 

トラブルシューティング 

電源を入れても UVLED が点灯しない 

AC アダプタに電源が供給されているかご確認下さい。 

DC プラグがきちんと本体に差し込まれているかご確認下さい。 

 

FacTrans App Basic の電源ボタンが緑色にならない 

PC のネットワーク設定で IP の取得が自動になっているかご確認下さい。 

有線接続の場合は Ethernet ケーブルがしっかりと接続されているがご確認下さい。 

無線接続の場合は接続先が間違っていないかご確認下さい。 

また、PC のファイアウォール設定で、5008～5010 のポートがブロックされていないかご確認下さい。 
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LINKERROR のメッセージが表示される 

FacTransBasic は Ethernet と Wi-Fi にそれぞれ固定 IP として「192.168.88.1」、「192.168.42.1」を割り当て

てあります。利用中の他のネットワークにこれらの IP が存在する場合、正常に動作しないことがございます。

問題が発生する場合はこれらの IP から分離された環境でお使い下さい。 

電源ボタンが青のままカメラの映像が表示されない 

電源ボタンを押して表示されるダイアログの LinkOFF ボタンを押して下さい。 

一度 FacTransAppBasic を再起動し、緑色になった電源ボタンを再度押して下さい。 

 

 

FacTrans App Basic の操作ができない（フリーズした） 

ソフトウェアがフリーズした場合は Crtl+Shift+Esc キーでタスクマネージャーを開き、FacTransApp のタスクを

終了して下さい。 

 

FacTransAP_**の SSID が表示されない 

お使いの Wi-Fi デバイスが IEEE 802.11a 規格（5GHz）に対応したものかご確認下さい。 

改善しない場合は FacTransBasic の電源を切った後、入れ直してみて下さい。 

撮影データに capture_error が表示される 

無線接続で通信が途切れてしまった場合などに発生します。撮影をやり直して下さい。 

症状が頻発する場合は Ethernet 接続をお試し下さい。 
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撮影データの Align 表示が 32/32 にならない 

撮影データのアライメント状態をご確認下さい。正常な場合、以下のようにカメラ位置が円形に並んだ状態が表

示されます。円形に並んでいるうちの数カ所が抜けている程度であれば問題ありません。 

  

以下のように円形から大きく崩れた状態になる場合はアライメント処理がうまくできていませんので、撮影条件

を見直して再撮影する必要があります。 

 

以下のポイントをご確認下さい。 

カメラの画角に対して小さいものを撮影した場合や、コインなどの平たい形状のものを撮影した場合、アライメ

ント処理に失敗する可能性がございます。できるだけカメラの画角に対して、被写体が大きく写るように、置き方

を調整して下さい。 

また特徴点が少ない場合にも同様の現象が発生します。Feature インクをスプレーしなおすか、カメラ設定から

画像の明るさの調整をお試し下さい。 

  

選択したデータのアライメント状態を 

Reality Capture を開いて確認します。 
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スキャンデータにゴミがついてくる 

テーブルの一部がモデル化し、スキャン対象とくっついてしまう場合があります。カメラ設定で写りを暗めに調整

し、テーブルが黒に近い状態にすると改善します。また、Gain 設定を高くしている場合は数値を下げることで改

善することがあります。 

 

また、Reality Capture の手動操作でも取り除くことができます。 

一番右にある TOOLS タブの Lasso を選択します。 

 

不要な部分を左クリックしながらマウスを操作して囲みます。Ctrl キーを押すと複数箇所選択できます。 

 

TOOLS タブの Filter Selection を押すと、選択した部分を消すことができます。 
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消したままの状態ではモデルに穴が空いている状態なので、一番左にある TOOLS から、Clean Model を実

行します。 

 

MESH MODEL タブにある Texture を実行してテクスチャを作り直します。 

手動操作が完了したらプロジェクトを上書き保存（Ctrl+s）します。 

 

 

その他のトラブル 

具体的な症状を記載の上 info@arcana-mfg.com へご連絡下さい。 
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Address: 389-0501 長野県東御市新張 1259-1 TEL: 050-3559-1024 
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