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説明 
このクラスでは設計データをビジュアライズするための方法を、3ds Max を使いながらご紹介していき

ます。 
 ビジュアライザーションといっても様々なものがありますが、ここでご紹介するのはカタログや web に

掲載するための高品質な製品画像、動画の制作方法です。 
 3ds Max を始めたばかりの方、これから始めようと思っている方でもわかりやすいように、設計データ

を読み込むところから、画像、動画を書き出すところまで、一連の流れに沿ってご紹介します。 
 
※本クラスの内容には AREA JAPA のコラム「製造業界向けビジュアライゼーション」の内容が含まれます。よろし

ければコラムのほうもご確認ください。（2021 年 8 月現在、第一回を公開、随時更新予定） 
 
 
スピーカーについて 

吉田 将宏 
オートデスク株式会社 
技術営業本部 テクニカル セールス スペシャリスト M&E 
 
北海道の離島、利尻島で生まれ、幼少期は山と海に囲まれた環境で育つ。 
成人後、絵描きを目指し上京。20 代中盤のころ、当時の勤務先で 3ds Max
と出会い、その魅力にのめり込む。 
パース制作、動画制作、VR 制作などのビジュアライゼーション業界での経

験を経て、2018 年オートデスクに入社。 3ds Max のテクニカル セールスを

担当。 
 
 
 
 

学習の目的 
• 3ds Max を使用して、製造 CAD で作られた設計データをリアルな画像や動画に書き出

すことができるようになる。 
• 製造ビジュアライゼーションに関する基礎的なノウハウやナレッジを得る。 
• 機械的なアニメーション制作方法の初歩を理解する。 

https://area.autodesk.jp/column/tutorial/manufacturing-viz/
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製造業界におけるビジュアライゼーションの現状 

製造業界のお客様からの 3ds Max やビジュアライゼーションに関するお問い合わせは、この１年増加

の傾向にあります。 

 

コロナウイルスの流行により「店舗、工場、ショールームなどを利用した、対面での販促活動が困難に

なった。」ことや、デジタル ツイン、デジタル トランスフォーメーション（DX）といった、人やモノや情報な

どのあらゆるものをデジタル化する動きが社会全体で活発になってきていることが理由としてあげられ

ます。 

 

 
 

私のほうに寄せられるお問い合わせ内容の多くは「Web カタログ用に写真のような画像を作りたい。」

「機械がどのように動くのか分かりやすくクライアントに説明するための動画を作りたい。」といった内容

です。 

 

こういったお問い合わせを多くいただいていると、フィジカルでのプロモーション機会が減った分、デジタ

ル媒体での宣伝活動を今までより積極的に行いたいという、製造業界全体の流れのようなものを強く

感じます。 

 

このように現在、製造業界では多くの企業様がビジュアライゼーションに関心を寄せています。 

このクラスが、これからビジュアライゼーションに取り組もうとされている製造業界の皆様の一助になれ

ば幸いです。 
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本クラスの目標 
本クラスでは、ビジュアライゼーションの一通りの流れを概要として把握していただくことを目標としてい

ます。 

 

設計データを読み込むところから、画像、映像を書き出すまでの内容を、要点を絞って解説します。 

 

より深くツールや機能について理解したいという方は、事前に 3ds Max の基礎的な内容をご確認いた

だくのがいいかもしれません。 

初心者向けの 3ds Max トレーニングのリンクをいくつか共有させていただきますので、興味のある方は

以下よりアクセスしてみてください。 
 
 やさしい 3ds Max -はじめての建築ＣＧ- （AREA JAPAN より） 
 Start@Max〜3ds Max で 3DCG をはじめよう〜 （AREA JAPAN より） 

 

 

全体のワークフロー 
分野に関わらず、3ds Max で画像や動画を制作するワークフローは、人によって様々です。 

ですが、最低限行う作業としては以下のような共通するものがあります。 

 

・モデリング 

 … 3D の形状を用意する。1 から作ることもあれば、設計データを流用して用意することもある。 

・マテリアル 

 … 色味や質感を設定する。 

・ライティング 

 … シーンの明るさや環境を設定する。 

・カメラ 

 … シーンにカメラを設定する。 

・アニメーション 

 … 動きをつける。主に動画を作るときに行う作業。 

・レンダリング 

 … シーン内の光線などを計算して画像や動画を書き出す。 

 

 

お勧めの読み込みフォーマット 
まず最初はモデリングの工程です。 

モデリングは通常、1 から 3D モデルを作っていくことを指しますが、昨今、建築や製造の業界では設計

段階で 3D モデルが作成されている場合が多くなってますので、今回はモデルを 1 から作ることはせ

ず、設計データを読み込んでビジュアライズしていこうと思います。 

 

https://area.autodesk.jp/movie/3ds-max-architecture/
https://area.autodesk.jp/movie/3ds-max-architecture/
https://area.autodesk.jp/movie/start-at-max/
https://area.autodesk.jp/movie/start-at-max/
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異なるソフトウェア間でファイルのやり

取りをする場合、それぞれのツールで

書き出せる/読み込めるファイル フォー

マットが一致せず、連携に支障をきたす

ことは業種を問わずよくあることかと思

います。 

しかし、3ds Max は CAD との連携が柔

軟で、約 30 種類のファイル フォーマッ

トを読み込むことができますので、そう

いった支障が起こりづらいツールとなっ

てます。 

 

例えば、製造業でもよく使用されている Inventor、Solidworks、Catia などはネイティブ フォーマットを読

み込むことができますし、中間フォーマットも主要なものは大体対応してます。 

 

製造業向けの CAD であれば、大体の製品が IGES や STEP ファイルの書き出しに対応しているかと

思いますので、そういった汎用性の高い中間フォーマットを使用することもお勧めします。 

 

本クラスでは IGES ファイルを読み込んで作業を続けたいと思います。 

3ds Max の IGES ファイル読み込みダイアログの内容と説明は以下の画像をご確認ください。 

 

 
 

 

https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2022/JPN/?guid=GUID-566E59EE-8221-4AC6-824B-5062C5AE0B32
https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2022/JPN/?guid=GUID-566E59EE-8221-4AC6-824B-5062C5AE0B32
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簡単＆リアルなマテリアル設定方法 
マテリアルはモデルの色味や質感を表現する要素です。 

3ds Max には色々な種類のマテリアルがありますが、今回はフィジカル マテリアルを使用します。 

 

フィジカル マテリアルは、3ds Max のデフォルト マテリアルです。 

詳しい話は省きますが、汎用性が高く、日本語表記に対応していて、初心者でも扱いやすいマテリアル

です。 

 

フィジカル マテリアルにはプリセットが用意されていて、マテリアルに関する知識があまりなくても、素

早くリアルなマテリアルを作成することができます。 

 

 
 

「マテリアルに関する知識があまりなくても」といいましたが、基本的なことだけでも知っておくと、プリ

セットを流用してマテリアルを展開したりもできますので便利です。 

フィジカルマテリアルに関する簡単な説明は、こちらのコラムの「マテリアル設定」項目で確認すること

ができます。 

 

 

https://area.autodesk.jp/column/tutorial/3ds-max-visualization/03-light-camera-material/
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自然を意識したライティング＆カメラ設定 
他の工程でもいえることですが、リアルな 3D コンテンツを作成するうえで「自然」を意識することは非常

に重要です。 

「自然を意識した＝ 実世界と同じような」というふうにとらえていただければと思います。 

 

被写体が建築の場合、太陽光などを加味したライティング＆カメラ設定を行ったりしますが、製造業界

向けのビジュアライゼーションの場合はスタジオ撮影を想定したライティング＆カメラ設定が主となって

きます。 

 

設定方法は人によってやり方が色々とありますが、今回はメインのライティングを環境マップで行い、足

りない部分をライトオブジェクトで補います。 

 

少し表現に語弊があるかもしれませんが、イメージとしては環境マップを使用して、3D の周りに仮想の

スタジオを展開するような感じです。 

環境マップにフォトスタジオの 360 度 HDR 画像を使用することにより、スタジオ内の風景が 3D モデル

に映り込んだりして、まるでスタジオで撮影したかのような見た目になります。 

 

ちなみに、今回使用している HDR 画像は、Poly Haven から商用利用可能な無料の HDRI 画像をダウ

ンロードして使用しています。 

 

ただ、この場合ライティングは画像で行っているので、ライト（照明機器）の位置などを自由に動かした

りはできません。 

なので、細かいライティングを調整するためにライトオブジェクトを補助的に配置します。 

 

どのように配置するかは、シーンの状態にもよりますが、例えば、輪郭を強調したい場合は後ろからの

ライティングを増やしたり、メタル部分の光沢などを強調したい場合は、メインライト側の横方向からの

ライトを増やしたりします。 

また、下に落ちている影が足りないと感じた場合はトップからのライトを増やしたり、メインライトの反対

側の影が強すぎる場合は正面からのライトを増やしたりします。 

 

 

https://polyhaven.com/
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自分の好みのライティングが見つかるまで、色々と試してみていただければと思います。 

 

カメラはフィジカル カメラを使用します。 

フィジカル カメラは、実世界のカメラと同じような設定ができるカメラです。 

今回は以下の項目を調整していきたいと思います。 

 

・シャッタースピード 

 ・・・動画制作を想定したモーションブラーの設定 

・露出 

 ・・・明るさ 

・パース制御 

 ・・・パース感の調整 

 

シャッタースピードで表現するモーションブラーは、物が動いてるときに発生するボケ具合のことです。 

これが入ることで、動画内で動いているものが滑らかに動いて見えます。 

 

露出ではカメラが取り込む光の量（明るさ）を決めます。 

上げれば上げるほど暗くなっていきます。 

どのくらいの明るさがいいのか困ったときは、気持ち暗めに設定してあげるといいかと思います。

（後々、画像編集ソフトなどで明るさを調整することになった際に、明るすぎて白飛びしてる画像より、

少し暗い画像のほうが調整しやすいので。） 

 

パース制御では、言葉通りパース感の調整を行います。 

パース感を調整することによって、プロダクト全体の見た目が分かりやすい画像を作ることができます。 

 

 

覚えておきたいアニメーション設定の下準備 
ここからは動画制作の場面で必要になってくるアニメーション（動き）設定のお話です。 

アニメーションは基本的にはキーフレームにキーを打つことで設定していきますが、実際にキーを打つ

前にアニメーション設定をしやすくするための下準備を行う場合があります。 

 

今回は、コンストレイントと IK、スキニングを使用します。 
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例えば、ロボットアームやピストンなど、特定のパーツが動いたときに連動して他のパーツも動くような

プロダクトに対しては、その後の作業を効率的にするためにも、これらのような下準備作業が重要にな

ります。 

 

コンストレイントは拘束を意味します。 

製造系の CAD でもよく出てくる言葉なので、聞きなれた方も多いかもしれません。 

特定のパーツとパーツを親子関係でリンクしたり、パーツの移動や回転方向を制限したりすることがで

きます。 

 

 
↑紫のボックスと黄色のボックスは親子関係でリンクされているので、紫のボックスを回転させると黄色のボックスも連動して回転する。 
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IK は、構造を制御する方法の一つです。 

例えばロボットアームなどを動かすとき、1 つの動きを作るのに各アームそれぞれにキーフレームを打

つことでも動きが作れますが、IK を設定しておけば、ロボットアームの先端にあるコントローラを動かす

だけで、各アームが連動して動いてくれるようになります。 

 

 
↑二の腕の付け根（肩）から手首部分までに IK を設定した様子。手首部分のコントローラを動かすと、二の腕、一の腕が連動して動く。 

 

スキニングはキャラクター アニメーションを制御するときに使用されますが、製造業界向けのビジュア

ライゼーションでも、鉄板を曲げる表現を作るときや、関節の多い機器を制御する際に使用されます。 

ボーン（骨）やダミーオブジェクトと、該当するモデルの頂点をリンクさせて、ボーンを曲げるとモデルも

曲がるような設定を行うことができます。 

 

 
↑右のボックスに対してスキニングを設定した様子。左のボーンを動かすと、右のボックスもそれに伴って変形しているのが分かる。 
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これらの仕組みを利用してアニメーションつけていき、最終的に動画をレンダリングしていきます。 

ちなみに、今回のレンダリング設定ではノイズをとる作業を簡単に行ってます。 

設定方法としてはこちらのコラムをご参照いただけると分かりやすいかと思います。 

 

 
↑今回のクラス内容に基づいて作成された動画の一部分。 

 

 

まとめ 

 

https://area.autodesk.jp/column/tutorial/3ds-max-visualization/04-rendering/
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簡単にはなりますが、こちらのクラスの内容は以上となります。 

ビジュアライゼーションにおける全体の流れや、各工程のポイントはご確認いただけたでしょうか？ 

 

今回のクラスをきっかけに少しでもビジュアライゼーションに興味を持っていただければ幸いです。 

 

もっとビジュアライゼーションについて知りたい。3ds Max について知りたい。という方は、お気軽に私の

ほうに一度ご連絡いただければと思います。 

 

ご一読ありがとうございました。 
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セクションの見出し 
［役立つヒント：学習の目的ごとに見出しを作成することをお勧めします。］  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 
 

AU のサブ見出し 1 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 
 

AU のサブ見出し 2 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum. 

 
キャプションを挿入します。 

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 
 
 
 



 

 

13 ページ 

クラスの説明 
概要 
誰向けの話か 
製造業の方 
自社でプロモーションコンテンツを作成したい方 
設計ファイルを流用して効率よくコンテンツを作成したい方 
3ds Max でビジュアライゼーションをしたい 

高品質なビジュアライゼーションを実現したい 
ビジュアライゼーションで他社と差をつけたい 

といった方々の最初の第一歩 
どんなものができるのか 
画像 
映像 
フローティング ビューポート 

 
全体のワークフロー 
 
工程ごとのポイント 

読み込み拡張子 
種類が豊富 
拡張子ごとにできることが違う 
中間フォーマットは IGS や STEP が多くの製造 CAD の書き出しに対応してるからおすす

め。ツールによっては OBJ などもお勧め。 
 

マテリアル プリセット 
テストレンダリング用のシーン設定 

HDRI 画像を使って、簡単ライティング 
環境の OSL マップ 

フィジカルカメラ 
位置調整と露出程度 

Arnold render view 
インタラクティブ レンダリング 

フィジカル マテリアル 
知識が無くても 
スピーディに 
リアルな質感を 
マテリアルの基礎を学んでおくことで拡張性ももてる 

 
「自然」を意識したライティング・カメラ設定 
いかに自然に見せるかにフォーカス 
環境マップを使用したライティング（HDRI HEAVEN） 
画像に頼る分、それぞれのライトの調節が困難 
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不足分を補う 
メイン・フィルイン・アクセントライト 
 

レンダリング設定の基礎はリンクを参照 
とりあえず設定だけ 
詳しく知りたい場合はこちらを～的な 
 

覚えておきたいアニメーションの設定方法３選 
キーフレーム アニメーションの基礎 
覚えておきたいその① コンストレイント（リンク含む） 
覚えておきたいその② スキニング 
覚えておきたいその③ IK 
例を挙げて実際に作ってみる 
動画がこちらです。 
 

おまけ フローティング ビューポートを使ったリアルタイムフロー 
素早く仕上がりを確認することができる 
品質が高いのでプレゼンにも使用できる 
透明、内観が苦手なので建築では弱いけど、プロダクトデザインには最適 
Max はリアルタイムが主のツールではない点だけあらかじめご了承 

 
まとめ 
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