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第４章 基本操作

第１節 インストール方法 
（1）　CD－ROMをドライブに挿入し本ソフトウエアのインストーラを起動します。 「CD（本

画面ではE）ドライブ/3DTemplate(Version名)/3DTemplate Installer/Setup.exe 」

これをダブル・クリック
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（2）“Setup.exe”ファイルをダブルクリックすると、以下のウインドウが開き、インストー
ル先の選択ができます。

“次へ”をクリック
すると

インストール先を
変えたい場合は“
参照”をクリック

前の画面に戻るときは
“戻る”をクリック

現状でよければ“次へ”を
クリック

インストール先のデフォルト設定は “C ¥ Program Files ¥ 3DTemplate” です。今後
のプログラム・アップデートのことを考えた場合、インストール先はこのフォルダにし
ておくことを推奨します。
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（３）“次へ”をクリックすると以下の画面が開き、インストールが完了します。インストー
ル完了後、端末を再起動します。

第２節 アンインストール方法 
（1）“コントロールパネル/プログラムの追加と削除”をダブルクリックします。



５２

（3）下記ウインドウが開き、“削除”にチェックを入れ、“次へ”をクリックすると、「フ
ァイル削除の確認」ウインドウが開くので、“OK”をクリックします。

（2）「プログラムの追加と削除」ウインドウが開くので、そこから3Dテンプレートを選択し
、“変更と削除”をクリックします。
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（4）以下のウインドウが開き、ソフトウエアの削除が始まります。

削除中以下のウインドウが開くことがあるので、適宜“はい”“いいえ”を選択します。

アンインストール完了後、以下のウインドウが開き、ソフトウエアの削除は完了となり
ます。
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ただし、アンインストール完了後、“C ¥ Program Files”に3DTemplateのフォルダが残
ることがあります。

上記フォルダの中には、以下のようなlogファイルなどが含まれています。これらは
3DTemplateフォルダごと、Windowsのゴミ箱で削除する必要があります。

フォルダごとゴミ箱へ

それぞれの中身
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第３節 ソフトウエアの起動

 3Dテンプレートをインストール後、下図のように「スタート/プログラム」メニュー内
とデスクトップ上にアイコンが作成されます。
 本ソフトウエアは次の2通りで起動出来ます。
 （1）デスクトップ上のアイコンを“ダブルクリック”する。
 （2）「スタート/プログラム/3Dテンプレート」を選択（クリック）する。

３Dテンプレートを選択する
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起動後は以下の画面が表示されます。
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第４節 3Dテンプレート画面説明

本ソフトウエア起動後以下の画面が表示されます。

① メニュー
 3Dテンプレート使用時の各種コマンドを格納しています。

② アイコン（ツールバー）
 　上記①メニューの内容をアイコン化したものです。各アイコンの表示/非表示設定が
　可能です。
③ ウインドウ
 　本ソフトウエア起動後、3個のウインドウが表示されます。各ウインドウは正面ビュ
　ー、側面ビュー、断面ビューになっています。。

① ②

③

④

正面ビュー 側面ビュー

断面ビュー

各ビューには断面線が表示されていま
す。
“正面”ビュー：赤、青の断面線　 
“側面”ビュー：緑、青の断面線　 
“断面”ビュー：赤、緑の断面線

④コメント
 　各種コマンドの説明、および各種コマンド実行時の次作業を指示するコメントが表示
　されます。
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第５節 マウス、ESCキーの使用
 （1）マウスの使用

①左ボタン

②スクロールボタン

③右ボタン

①左ボタン
 左ボタンをクリックすることで、各種コマンドの選択等の決定、断面線やオブジェ
クトの移動、回転等を行います。

②スクロールボタン
 スクロールボタンを回すことで、ビューの拡大/縮小を行います。

③右ボタン
 右ボタンをドラッグすることで、ビューの移動を行います。

（2）　ESCキーの使用 各種コマンドの解除や選択ミスを解除する際はキーボードにある“ESC
キー”を押します。

第６節 ビューの移動、縮小/拡大
 ビューの移動、縮小/拡大は下図の通り、“ビュー”メニュー内からコマンドを選択す
るか、アイコンを選択することで行います。 また、マウス操作でも行うことができま
す。 矩形拡大

縮小/拡大

移動
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（1）ビューの移動 
　　“平行移動”コマンドは、本ソフトウエア起動後常に選択された状態です。 ビューの移動は、 “

平行移動”コマンドを選択し、対象となるビューが存在するビュー上でマウスの右ボタンをドラ
ッグすることにより行います。ビューの移動方向は、マウスの移動と同じ方向です。なお、マウ
スの右ボタンをドラッグしている間、カーソルは“手”の形に変更されます。

マウスを上向きに動かすと ビューはマウスを動かした方向（上向き）
に移動する。

注）：ビューの回転は、各ビューに表示されている断面線を回転させることで行います。回転
は、2本の断面線交点を中心として回転します。詳細は、後ほど説明します。

（2）ビューの縮小/拡大
 ビューの縮小/拡大は次の2通りで行います。
 ①縮小/拡大
 “縮小/拡大”コマンドを選択し、対象となるビューが存在するビュー上でマウスの右ボタンを
ドラッグします。ビューの縮小はマウスを上向きに、拡大はマウスを下向きに動かします。な
お、“縮小/拡大”コマンド選択時にマウスの右ボタンをドラッグしている間、カーソルは“虫
眼鏡”の形に変更されます。また、マウスのスクロールボタンを使用する際は、対象となるビ
ューが存在するビューを一旦クリック（マウスのボタンはどれでも良い）しアクティブな状態
にした後、マウスのスクロールボタンを回すことで行います。ビューの縮小はスクロールボタ
ンを上向きに回し、拡大は下向きに回します。
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②矩形拡大
“矩形拡大”コマンドを選択し、下図のように拡大したい範囲を指定します。

矩形拡大開始位置①でマウスの右ボタンをドラッグ開始、矩形拡大終了位置②で
マウスの右ボタンを離す

①

②

第７節 元に戻す/やり直し
“編集/元に戻す”メニュー、または“元に戻す”アイコンを選択することで、前作業を
棄却する（Undo）ことができます。“元に戻す”作業は10回まで可能です。 また、元に
戻しすぎた場合は“編集/やり直し”メニュー、または“やり直し”アイコンを選択する
ことで、1回分の“元に戻す”作業を棄却する（Redo）ことができます。

元に戻す やり直し
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第８節 ウインドウの設定
ウインドウの表示方法を選択できます。
“ウインドウ”メニューまたは下記アイコンから表示方法を選択します。本ソフトウエ
ア起動時のウインドウ表示状態は、“並べて表示”の状態になっています。

重ねて表示重ねて表示

並べて表示 上下に並べて表示

左右に並べて表示

重ねて表示 並べて表示

上下に並べて表示 左右に並べて表示
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注）ウインドウの表示方法を任意に設定したい場合
●ウインドウのサイズを変更する場合

ウインドウのエッジ部分（ウインドウの4編および4角）にカーソルを移動させる
と、カーソルが“⇔”に変わります。その状態でマウスの左ボタンをドラッグす
ることにより、ウインドウのサイズを変更できます。

ウィンドウ・サイズの変更

●ウインドウを移動させる場合
ウインドウのタイトルバーにカーソルを移動させると、カーソルが“　”に変わ
る。その状態でマウスの左ボタンをドラッグすることにより、ウインドウの位置
を変更できます。

ウィンドウの移動

●不要なウインドウを最小化/必要なウインドウを最大化
正面および側面ウインドウにはコントロールボックスがあり、これら画面を最小化
/最大化することができます。 ただし、ウインドウを閉じることはできません。
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第９節 ツールバーの設定
本ソフトウエア起動後、各コマンドのアイコンが表示されています。これらアイコンの
表示/非表示を設定できます。
“ツール/ツールバー”メニューまたは“ツールバー”アイコンを選択すると、「ツール
バー」ウインドウが表示されます。

例えば、“ファイル”メニューのアイコンを画面上から非表示にする場合は、「ツール
バー」ウインドウの“ファイル”に入っているチェックを外し、“適用”または“OK”
をクリックすると、“ファイル”メニューのアイコンが非表示になります。

再度チェックを入れ、“適用”または“OK”をクリックすると、“ファイル”メニュー
のアイコンが表示されます。すべてのアイコンを表示/非表示する場合は、“全選択”
をクリックすると、すべてのチェックを入れるもしくは外すことができます。
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また、ツールバーの位置を任意に設定できます。下図で示した箇所をマウスの右ボタン
でドラッグし、設置したい場所でボタンを離すとツールバーの位置を動かすことができ
ます。

第１０節 断面線の移動/回転
 本ソフトウエアは、骨およびインプラントの3次元データを所有していますが、表示は3
軸方向の2次元（断面像）となっています。各方向の断面表示は任意に選ぶことができま
す。骨およびインプラントの任意の断面を表示させるには、断面線を移動/回転します。 
移動/回転したい断面線をマウスの左ボタンでクリックし、移動/回転中はマウスを動か
すのみ（ボタンをクリックしておく必要はありません）でよく、位置が決まったら再度
マウスの左ボタンをクリックします。
断面線の移動/回転は、次の2種類の方法が選択できます。
 　1）マウスによる移動/回転
 　2）数値入力による移動/回転

１）マウスによる断面線の移動
（1）“オブジェクト/オブジェクト指示”メニューまたは“オブジェクト指示”アイコ

ンをクリックします。
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（2）移動させたい断面線上またはその近傍にカーソルを置くと、以下の図のように断面
線がハイライトし、断面線端部にハンドル（黄色い矢印）が表示されます。

ハイライトさせた移動させたい断面線をマウスの左ボタンでクリックし、マウスを動か
すと断面線がそれに合わせて移動します。

断面線を希望の位置まで移動させ、そこで再度マウスの左ボタンをクリックすると、断
面線の位置が固定されます。

もとの図では断面線が再
構成画像上になかったた
め、断面が表示されてい
なかったが、再構成画像
上に断面線を移動させた
ことで、断面が表示され
ています。

移動後の断面線



６６

２)数値入力による断面線の移動
（1）“オブジェクト/移動”メニューまたは“移動”アイコンをクリックします。

（2）動かしたい断面線をマウスの左ボタンでクリックすると、「移動」ウインドウが開
きます。
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（3）移動量を入力します（例えば正面ビューの水平断面線を選択し、100mm上方に移動
させる）。この状態で“OK”をクリックすると、下図のようになります。

もとの図では断面線が再
構成画像上になかったた
め、断面が表示されてい
なかったが、再構成画像
上に断面線を移動させた
ことで、断面が表示され
ています。

「移動」ウインドウの“新規で作成する”にチェックを入れると、下図のように、新た
な断面線（ピンク色）が作成されます。
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“ビュー/ビュー視点切り替え/オブジェクト”メニューもしくは“オブジェクト”アイ
コンをクリックした後、作成した断面線をクリックすると、作成された平面での断面像
が、ウィンドウが追加されて表示されます。

作成した断面線が不要になった場合は、“オブジェクト/削除”メニューまたは“削除”
アイコンを選択し、不要となった線を選択することで、断面線データを削除することが
できます。
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また、作成した断面線を画面上から消去したい（後に表示させることがあるのでデータ
としては残しておきたい）場合は、“オブジェクト/非表示”メニューまたは“非表示”
コマンドを選択し、不要となった断面線を選択することで、断面線データを消去（非表
示）することができます。

３）マウスによる断面線の回転
（1）“オブジェクト/オブジェクト指示”メニューまたは“オブジェクト指示”アイコ

ンをクリックします。
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（2）回転させたい断面線上またはその近傍にカーソルを置くと、以下の図のよう断面線
がハイライトし、断面線端部にハンドル（黄色い矢印）が表示されます。

ハイライトさせた、回転させたい断面線のハンドル（黄色い矢印）をマウスの左ボ
タンでクリックし、マウスを動かすと断面線がそれに合わせて回転します。回転中
心は断面線2本の交点です。

断面線を希望の位置まで回転させ、そこで再度マウスの左ボタンをクリックする
と、一旦断面線が固定されます。その後すぐに、断面線が画面に対し水平/垂直に
なり、それにあわせて再構成画像が回転します。
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４）数値入力による断面線の回転
（1）“オブジェクト/回転”メニューまたは“回転”アイコンをクリックします。

（2）回転させたい断面線をマウスの左ボタンでクリックすると、「回転」ウインドウが
開きます。
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（3）回転量を入力します（例えば正面ビューの断面線を選択し反時計廻りに45deg回転
させる）。入力後“OK”をクリックすると、下図のようになります。

「回転」ウインドウの“新規で作成する”にチェックを入れると、下図のように新
たな断面線（ピンク色）が作成されます。

作成された平面での断面を表示することができます（“ビュー/ビュー視点切り替え
/オブジェクト”メニューもしくは“オブジェクト”ボタンクリック後、作成した断
面線をクリックする）。

作成された平面での断面
像が、ウインドウが追加
されて表示されます。
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作成した断面線が不要になった場合は、“オブジェクト/削除”メニューまたは“削除”
コマンドを選択し、不要となった断面線を選択することで、断面線データを削除するこ
とができます。

また、作成した断面線を画面上から消去したい（後に表示させることがあるのでデータ
としては残しておきたい）場合は、“オブジェクト/非表示”メニューまたは“非表示”
コマンドを選択し、不要となった断面線を選択することで、断面線データを消去（非表
示）することができます。
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