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Civil3D で作成した計画予定地サーフェス、コリドーサーフェスを 3dsMaxへ取り込み、 
Revit で作成したモデルも 3dsMaxへ取り込みます。さらに、既存点群の取り込みや、3dsMax
でのオブジェクト作成をして、3dsMax 内で統合モデルのシーンを作成することで、 
効率的できれいなオブジェクトを作成して、Infraworks へ出力します。 
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このテキストで使用しているソフトのバージョンは以下の通りです。 
3dsMax 2022.3Update 

 
Infraworks 2022.1.1.30 

 
 
 
概要 
下図の Infraworks統合モデルは 
1. Revitで作成した構造物（家）に形状追加・修正、マテリアル修正 
2. Civil３D で作成した計画予定地サーフェス、コリドーサーフェスにマテリアル割り当
て 
3. 3dsMax で作成したオブジェクト（小屋） 
4. 点群から参照して作成した既存橋梁 
が含まれており、一つの 3dsMaxシーンから出力した FBXになります。 
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・対外説明用の統合モデル作成の場合、3dsMax でモデリングをして、マテリアルを素早く
割り当てることで、効率的に見た目が良いものを作れます。 
 
Civil3D から出力した imx を Infraworks へ読み込み、カバレッジエリアを設定。 
Revit から Navisworks 経由で出力した FBX。 

 
 
3dsMaxでコリドーサーフェス、計画予定地サーフェスへマテリアルを割り当て。 
Revit データを読み込み、形状追加、マテリアル修正。 

 
 
2 つの画像を比べると、3dsMax から出力した FBX のほうが、見た目が良いのが分かりま
す。マテリアルの作成、割り当てや、形状追加や修正も直感的な操作で行えます。 
 
注意点として、3dsMax は CG ソフトなのでソリッドではなくメッシュ、ポリゴン形式のデ
ータになるので、体積測定や ifc出力、xml出力などはできません。 
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オリジナルデータが求められる成果品としての統合モデルとしては不向きかもしれません
が、対外説明用の統合モデル、概略設計時の統合モデルなどにおいては、3dsMax 内でシー
ンを作りこみ、FBX 出力するのが見た目も良く、効率的です。 
今回は、各ソフトのデータ連携、位置合わせ方法、モデリング、マテリアルの割り当て方法
を学習します。 
 
 

大まかな流れ 

・ Revitと Civil3Dの位置情報をリンクさせる（Shared Reference Point 等） 
・ Civil3Dでコリドー作成、計画予定地のグレーディング作成、Revit から出力された dwg
を挿入（※手順省略） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1. Civil3D のデータを 3dsMax へインポート、点群インポート 
2. 画層整理、位置合わせ用オブジェクトの作成、グループ化、3dsMax原点へ移動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SharedReferencePoint で座標取
得した Revit ファイル 

Revit から出力したDwgを読み込み、グレーデ
ィング、コリドーを作成した Civil3Dファイル 
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3. Revit データのインポート、計画地へ位置合わせ、Revit オブジェクトの修正、形状追加 

 
 
4. Civil3D で作成したコリドー、計画予定地サーフェスへのマテリアル割り当て 

・ 既存点群からの構造物作成（※第 1回テキスト参照、手順省略） 
5. 3dsMaxで小屋の作成 

 

 
6. 元の位置へ戻して FBX 出力、Infraworks 読み込み 

 
 
 
・3dsMax でのモデリングは原点位置付近で行う（バグ回避） 
・位置合わせ用のオブジェクトを作成しておき、出力時は元の位置に戻す 
という流れです。 
あとは 3dsMax の機能を使い、直感的なモデリングや、オリジナルのマテリアルを使うこと
で見た目の良いオブジェクトが効率よく作成できます。  
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1.  Civil3Dのデータを 3dsMaxへインポート、点群インポート 

単位の確認 
Civil3D オブジェクトを扱うので、単位をメートルにします。 
カスタマイズ＞[単位設定]からシステム単位とディスプレイ単位をメートルにします。設定
後は 3dsMax を再起動します。 

 

 
 
ファイルの読み込み 
ファイル＞読み込み＞[読み込み] 

 
 
Dataset＞dwg>[Civil3D_計画予定地.dwg]を開きます。 
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メッセージが表示されたら、[OK]を選択し、読みこみオプションもそのまま[OK]を選択し
ます。Civil3D オブジェクトが読み込まれます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※同一バージョンの Civil3D、3dsMax をインストールすると ObjectEnabler が自動的にイ
ンストールされ、Civil3D オブジェクト（コリドーや Tin サーフェス）を読み込むことが出
来ます。Civil３Dのバージョンが違う場合は、ObjectEnabler が適用されずにコリドーやサ
ーフェスが表示されない場合があります。 
例）3dsMax が 2022、Civil3D が 2021 の場合など 
その場合は、Civil3D のバージョンに合わせた ObjectEnabler をダウンロードする必要があ
ります。ダウンロード方法は knowledge にあります。 
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-
explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Download-Object-Enablers.html  

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Download-Object-Enablers.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Download-Object-Enablers.html
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点群データの読み込み 
Dataset>3dsMax> 01_01_点群読み込み.max を開きます。 
作成パネル＞作成＞PointCoudObjects>PointCloud>[ポイントクラウドをロード]を選択
し、Dataset>Texture>[PointCloud.rcs]を開きます。 

 

 

 
ビューの空いている個所をクリックします。 

 
 
シーンエクスプローラー＞「0」レイヤー＞[PointCloud001]が選択された状態で、移動ツー
ルを右クリック。絶対値：ワールド＞[X,Y,Z：0,0,0]を入力します。 
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点群データが表示されます。サーフェスと点群データが重なり、位置があっている
ことが確認できます。 

 
（点群データの基点座標値は XYZ：0,0,0 なので、ビューポートの空いているところをクリ
ックして配置をした状態では表示されません。） 
 
 
 
画層整理 
Civil3D の dwgファイルを読み込むと、画層情報をそのまま読み込みます。 
作業しやすいように画層を整理します。 
 
Dataset>3dsMax> 02_画層整理.max を開きます。 
点群データのリンクが切れているため、メッセージが表示されます。 
[参照]を選択します。 
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