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BIM/CIM セミナー：3dsMax 土木編 全 4 回 

点群から既存構造物のモデリング、 
点群とモデルを利用したハイブリットレンダリング  

第 1回 モデリング編  

モディファイアとサブ要素を使用したモデリング 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
点群を参照し、既存構造物のモデリングを行います。モデリングした構造物は InfraWorks
への出力も可能です。 
また、未取得部分が多い点群でも、3dsMax で足りない部分をモデリングすれば、点群と一
体化した画像や動画を作成することが出来ます。 
このセミナーでは、モデリング、マテリアル、ライティング、レンダリング、アニメーショ
ンの基本操作を学びながら、点群を活用した魅力のあるパースや動画を作成します。  
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Autodesk 3dsMaxとは？ 

モデリングもレンダリングもアニメーションも制作できる統合型 CGソフトウェア 
 
 
 
 
 
 
3DCGのワークフロー 
 
 
 
 
 
  

CAD/3DCAD 
・AutoCAD 
・Revit 
・Inventor 
・Infraworks 
・Navisworks 
・その他 

CAD/CG 

（FBX、obj） 

VR/MR/ゲーム開発 

・Unity, Unreal engine4 

BIM/CIM ソフト 

・Infraworks （.dae） 

・Infraworks 
・Navisworks 



BIM/CIMセミナー：3dsMax 土木編 第 1 回 モデリング編  
モディファイアとサブ要素を使用したモデリング 

©TOKU PCM Co.,LTD.            p. 4 
 

3DSMAX のインターフェース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①メニューバー 
 各機能にアクセスすることができます。 
②メインツールバー 
 「元に戻す」や「やり直し」「移動」など使用頻度が高い機能のアイコンが配置してあり
ます。 
③リボン 
 「モデリング」「フリーフォーム」や人物の配置等を行うメニューがあります。 
④シーンエクスプローラー 
 オブジェクトの名前の変更や、表示/非表示の切り替え、オブジェクトの階層の切り替え
などを行うことができます。 
⑤ビューポート 
 シーンを様々な角度・大きさで表示することができます。ビューポートの数や配置はカス
タマイズすることが可能です。 
⑥コマンドパネル 
ジオメトリの作成・修正や、ライト、カメラの制御、アニメーションの制御など使用頻度の
高い機能にアクセスすることができます。 

② 
③ 

⑥ 

⑦ 

⑧ ⑩ 

① 

④ 

⑨ 

⑤ 
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⑦タイムスライダ 
アニメーションを作成する場合に、キーフレームの設定・移動等を行うことができます。 
⑧ステータスバー 
 操作に関する情報の表示や、座標の入力等ができます。 
⑨アニメーションコントロール 
 アニメーションを作成する際に、再生や、前後のフレームに移動するなどしてアニメーシ
ョンを確認できます。 
⑩ビューポートナビゲーション 
 ビューポートの中でオブジェクトの回転や拡大、ビューを最大化するなどの機能があり
ます。 
 

3dsMax基礎操作 

3dsMax2022の起動 
初回起動時の場合は、Windowsメニューから「3dsMax2022-japanese」を起動します。 
（日本語環境設定のため） 
2 回目以降の起動はデスクトップにあるアイコンから起動しても大丈夫です。 

 

 
単位設定 
単位をメートル単位に設定します。 
画面上部のメニューバー＞カスタマイズ＞[単位設定] 

 
  



BIM/CIMセミナー：3dsMax 土木編 第 1 回 モデリング編  
モディファイアとサブ要素を使用したモデリング 

©TOKU PCM Co.,LTD.            p. 6 
 

 
ディスプレイ単位系とシステム単位系をそれぞれ[メートル]にして[OK]を選択します。 

 
OKを選択したら、3dsMax を再起動します。 
 
 

Tips 単位系設定 
ディスプレイ単位系はコントロールパネルに表示され、寸法などのパラメータ入力に用い
る単位です。システム単位系はファイルの単位系になります。 
設定を反映させるために単位系を設定したら、3dsMax を再起動します。 
 
 
ビューポート操作 
初期画面は下図のように、トップ、フロント、レフト、パースビューの構成になっています。 
クリックしたビューがアクティブになります。 

 

Top Front 

Left パース 
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キーボードの[Alt]キーと[W]キーでビューポートの最大化、最小化を切り替えます。 
（※キーボード入力は半角英数字入力で行います。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ティーポッド作成 
パースビューを最大化します。 
作成パネル＞作成＞標準プリミティブ＞[ティーポッド]を選択し、 
ビューポートで、1点目をドラッグします。カーソルを動かすと大きさが変わります。 
任意の大きさでドロップし、確定します。 

 
 
 
修正パネルを選択すると、パラメータを修正できます。任意の値を入れてみましょう。 
入力値の横にある矢印（スピナ）をドラッグすると、値を変えやすいです。 

 

Alt+W 

ドラッグすると、数値を変えやすい 

右クリックで入力値のキャンセル 

最大化 
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画面の空いているスペースでクリックすると、選択が外れ大きさが確定します。 
もう一度選択すると、編集できます。 
 
マウス操作 
 
◆オービット（画面回転） 
「 Alt 」キー + マウス中ボタンドラッグ  
 

Tips 回転中心 
オブジェクトを選択した状態だと、オブジェクトが回転中心になり、 
選択が外れていると、画面の中心が回転中心になります。 
 
 
◆パン移動 
マウス中ボタンドラッグ  
 
 
 
 
◆ズームイン / ズームアウト 
マウスホイールのスクロール  
 
 
◆ショートカットキー 
[Z]キーでオブジェクトが画面全体にズームされます。 
オブジェクトを選択している場合は、そのオブジェクトがズームされ、 
選択していない場合は、すべてのオブジェクトが画面内にズームされます。 
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Tips ショートカットキー（ビュー操作） 

◆[Alt]キー + [W]  ビューポート最大化切り替え 
◆[Z]キー   範囲ズーム 
◆[Ctrl] + [Shift] + [Z]キー 全ビューポート範囲ズーム 
◆[F3]キー   ワイヤーフレーム/シェーディング表示切替 
◆[F4]キー   エッジ表示切替 
（※ オブジェクトを選択したまま、右クリックでビューを選択すると、オブジェクトを選
択した状態でビューを切り替えれます。） 
 
◆[T]キー   Top ビュー 
◆[F]キー   Top ビュー 
◆[L]キー   Top ビュー 
◆[U]キー   正投影ビュー 
◆[G]キー   グリッド ON/OFF 
 
 
 
マテリアル 
キーボードの[M]キーを押してマテリアルエディタを起動します。 
マテリアルマップブラウザ＞マテリアル＞一般＞[フィジカルマテリアル]を真ん中のビュ
ー（アクティブビュー）へドラッグします。 

 
*  
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パースビューを最大化します。 
 
バーの部分をドラッグし、ティーポッドが見えるようにマテリアルエディタをずらします。 
ティーポッドを選択し、マテリアルのノード（Material#2の文字の部分）をダブルクック。 
[マテリアルを選択へ割り当て]を選択します。 
ティーポッドへマテリアルが割り当たり、色が変わります。 

 
 
 
マテリアルエディタ＞基本パラメータ＞[ベースカラー]を選択、任意の色を選択して[OKJ]
を選択します。ティーポッドの色が変わります。 

 
[M]キーでマテルエディタを閉じます。  
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