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Civil 3D と 3ds Max のワークフロー解説



 各種 Autodesk Industry Collection に同梱されている3D CG アニ
メーション ソフトウエア

 映画、GAME、CM/PV、TV コンテンツ用 CG 映像の製作ツールで
多くの実績を持つハイエンド CG ツール

 フォトリアリスティックなCG画像や動画製作、シミュレーション映
像を作成できます。

 建築、製造分野でのビジュアライゼーション ツールとしての長年の
実績。非常に多くの事例あり。

3ds Max とは



データ互換性

 Autodesk 設計ツールとのデータ互換性が強力
 主要な設計データセット を広範囲でサポート



データ互換性

 AutoCAD Civil 3Dとの連携では、VSP3D形式でのデータ取り込み
をお勧めします。
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とは？



 3ds Max 内に標準機能として実装されているアプリケーションです。

 土木技師および輸送インフラ計画担当者向けの視覚化ツールです。

 Civil 3Dで作られた土木データを安全に3ds Max 内に取り込み、さまざまな
ビジュアライズ用要素を加えることができます。

 中間ファイルとして「VSP3D」形式を用います。

 設計の変更が発生した場合に、ほとんどすぐに視覚化モデルが更新されます。

Autodesk Civil View



多機能な 3ds Maxの操作は、いろんなコマンドがあって、複雑でよくわからん！

必要な機能だけに絞って、操作を行いたい！

DWG経由で、地形データを読み込むとObject Enablerの設定が複雑でよくわからな
い！

設計変更が頻繁に起こり、その都度ビジュアライズ用のセットアップを作り直さなく
てはいけない！

Autodesk Civil View for 3ds Max の目的

シンプルな操作で、初心者でも扱いやすく



グレーディング計画線
すべてのグレーディング計画線は 3ds Max シェイプ オブジェクトとして書き出されます。

コリドー基線
コリドー基線は、1 つのスプラインを含んだ 3ds Max シェイプ オブジェクトとして書き出されます。

コリドー計画線
すべてのコリドー計画線は 3ds Max シェイプ オブジェクトとして書き出されます。

コリドー サーフェス
AutoCAD Civil 3D モデルの未処理コンテンツに基づいた自身のコリドー サーフェス メッシュを生成

サーフェス
AutoCAD Civil 3D に適用されているサーフェス スタイルに関わらず、常に、編集可能メッシュ オブジェクトとして 3ds Max
書き出し

ポイントグループ
Civil View のポイント システムは標準の 3ds Max パーティクルシステムで利用できます。

VSP3Dファイルでサポートされているデータ



AutoCAD Civil 3ＤからVSP3Dファイルの書き出し

Civil 3D での作業
VSP3Dへの出力

[出力]タブ [書き出し]パネル [3ds Max 用に Civil View に書き出す]をクリッ
ク

[3ds Max 用に Civil View に書き出す]を使用して、[コリドー オプション]と
[マテリアル オプション]を書き出し、設定するために、データを選択

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-civil-3d/learn-
explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/JPN/Civil3D-
UserGuide/files/GUID-1ED77F03-1536-4F9E-8158-814F14A239B1-
htm.html

http://docs.autodesk.com/CIV3D/2013/JPN/index.html?url=filesCUG/GUID-4D538A84-5034-4348-87AD-87B6C8AB605C.htm,topicNumber=CUGd30e326137


3ds Maxで、VSP3Dファイルを読み込む

3ds Maxでの作業

 Civil View メニューから[Civil Viewを初期化] を起動。

 インストール後、最初の起動時に初期化設定を行う。

 システム単位、国別リソースキット、開始モードを選択。

 [OK]をクリックして、3ds Max を再起動します。



3ds Maxで、VSP3Dファイルを読み込む

 再起動をかけた後に、Civil View メニューから
[Civil Viewを初期化] を選択しアプリケーション
を起動。

 使用する単位系や2回目以降の初期設定の方法な
どを設定します。

 Civil Viewメニューから、各種ファンクションに
アクセスが可能になります。



3ds Max で、VSP3Dファイルを読み込む

 VSP3Dデータの読み込み
 [ジオメトリの読み込み] > [Civil 3D (VSP3D)
ファイル…]を選択し、保存したVSP3Dデータを
読み込み

 取り込むデータセットを任意に選択

 [適用]もしくは[OK]を選択



3ds Maxで、VSP3Dファイルを読み込む

 取り込みが完了。

 [Civil] メニュー＞[Civil View エクスプ
ローラ]を起動。

 シーン内のデータセットへのアクセス
は[Civil View エクスプローラ]からアク
セスが可能です。



3ds Maxで、VSP3Dファイルを読み込む



 オブジェクト配置スタイル エディタ

親シェイプのパスに合わせて、オブジェクトをさらに配置できます。

 スイープ オブジェクト スタイル エディタ

パラメトリック スイープ オブジェクトを作成できます。

 道路標示スタイル エディタ

道路に道路標示を適用できます。

 レール オブジェクト スタイル エディタ
レール オブジェクトを作成します。

 建物オブジェクト スタイル エディタ
2D の平面図シェイプから 3D の建造物を作成します。

Civil View でオブジェクトを作成
Civil View オブジェクトを作成するには、Civil View エディタを使用します。



オブジェクト配置スタイル エディタ

 車両、家具、樹木・植栽、標識、カメラ、
プリミティブの6種類のカテゴリからオブ
ジェクトを選択し、配置及びアニメー
ション設定することが可能です。

 各オブジェクトライブラリは[リソース
キットマネージャ]によって編集、カスタ
マイズ、保存、再利用することができま
す。

Civil View でオブジェクトを作成



スイープ オブジェクト スタイル エディタ

 パラメトリック スイープ オブジェクトを
作成

 橋、トンネル、土手、溝など、道路や線路
に似たオブジェクトの作成に使用

Civil View でオブジェクトを作成



道路標示スタイル エディタ

 道路に道路標示（車線）を適用

 既存の親シェイプのジオメトリに基づく
線形道路標示（車線）

 既存の閉じた親シェイプのジオメトリに
基づく塗り潰し領域道路標示（車線）

Civil View でオブジェクトを作成



レール オブジェクト スタイル エディタ

 主要なコンポーネント 3 つ(親柱、ブ
レース、1 ～ 2 本のレール)で構成

 レールのタイプを一連のシェイプ ラベ
ル マスクに関連付け

Civil View でオブジェクトを作成



建物オブジェクト スタイル エディタ

 2D の平面図シェイプから 3D の建
造物を作成

 建物オブジェクト スタイル エディ
タでは、建物タイプを一連のシェイ
プ ラベル マスクに関連付けること
により、建物の指定範囲にマッピン
グを適用

Civil View でオブジェクトを作成
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