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説明 

エンターテインメント業界向けに、Fusion 360を使用したハードサーフェスモデリングの方

法をご紹介いたします。 

 

時代はよりハイエンドなモデルを短時間で作ることを求めています。 

 

有機物を効率的にモデリングするのに Mudboxや ZBrush等の専門ツールが使われています。

一方で無機物（工業製品など、いわゆるハードサーフェス）をモデリングするのには依然とし

て Mayaや Maxが用いられます。 

 

またハードサーフェスは有機物と違い、ジオメトリのキャプチャをすることが難しく、手動で

作成する必要があるため、製作効率を上げづらいデータでもあります。 

学習の目的 

• ゲーム・映像業界でのハードサーフェスモデリングの現状を確認します。 

• Fusion 360のモデリング方法、Maya/Maxといった一般的な DCCツールとの違い

をご紹介します。 

• ソリッドモデリングとポリゴンの違いや、有効なモデリングアプローチについて

ご紹介します。 

• Fusion 360のモデルをMayaで使用する方法をご紹介します。 
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ところが、ハードサーフェス製作の専用ソフトを使用することで、状況は劇的に変化します。 

 

Fusion 360を使用することで、従来のポリゴンモデリングよりも高速で遥かに精度の高いモ

デリングを行えます。短時間で AAAタイトルや映画に使用できるクオリティのモデルを作成で

きますので、モデリングパイプラインの一部として Fusion 360のテクノロジを導入すること

は、モデリングのワークフローに大きなインパクトを与えます。 

 

Fusion 360はアーティストが使うのに適した CADソフトです。実際にエンターテインメント

向けのデータを作る様子をご紹介いたしますので、今日から Fusion 360を制作ツールに入れ

て、使い始めてみませんか？ 

 

これまでにないクオリティのデータを素早く作成できることを実感していただけます。 

 

 

 

スピーカーについて 

学生の頃に今は懐かしい O2や Indigo2で琴の音色を聞きながら Mayaを学んだ後、2002年

から 10年間ゲーム制作に携わりました。 2012年秋からはオートデスクのソフトウェアエン

ジニアとして、ゲーム業界全体のバックアップを行っております。モデリングからアニメー

ション、レンダリング、カットシーン等様々なアートワーク作成及びテクニカルアーティスト

として Mel、Python、APIを使用したツール製作まで幅広く開発に関わってきました。 

 

スピーカーとして 2009年に SIGGRAPH ASIAで社員教育について、2012年にオートデスク

と Unity共同セミナーで「3DCGツールと Unityによるゲーム開発実践セミナー」を行いまし

た。オートデスクでは大手企業向けにトレーニングを行っております。 
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Autodesk Area Japan連載コラム 

https://area.autodesk.jp/column/tutorial/maya_atoz/ 

 

 

 

https://area.autodesk.jp/column/tutorial/maya_atoz/
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ハードサーフェスモデリングとは何か？  

 

ハードサーフェスモデリングとはどういうものか、まずは実際の作品でみてみましょう。 

 

次のようにグーグル検索で「hardsurface modeling」と実行すると、無機物である機械やロ

ボット、小物の画像が見つかります。 

 

https://www.google.com/search?q=hardsurface+modeling 

 

 

ハードサーフェスモデリングはそれだけではありません。Vehicleと追加して検索すると車な

どの乗り物が表示されます。 

 

https://www.google.com/search?q=hardsurface+modeling+vehicle 

 

 

environmentとキーワードをつけて検索すれば、SFの背景美術や、様々な背景画像が表示さ

れます。 

 

https://www.google.com/search?q=hardsurface+modeling+environment 

 

このように、ハードサーフェスは無機物、工業製品、硬いものであり、それをモデリングする

ことがハードサーフェスモデリングと呼ばれます。 

 

バリエーションは多岐にわたり、小道具、背景に使われるもの、乗り物などあります。皆さん

の身の回りの多くのものがハードサーフェスにあたります。 

 

https://www.google.com/search?q=hardsurface+modeling&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjauae2-9XrAhVIG6YKHdrYADsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1920&bih=938
https://www.google.com/search?q=hardsurface+modeling+vehicletbm=isch&ved=2ahUKEwioxrG3-9XrAhUPvJQKHRPgAiwQ2-cCegQIABAA&oq=hardsurface+modeling+vehicle&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQHjoECAAQE1C14ApYqqsLYLGsC2gHcAB4AIABXYgB_AmSAQIxNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=c5ZVX-hAj_jSBJPAi-AC&bih=938&biw=1920
https://www.google.com/search?q=hardsurface+modeling+environment
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ハードサーフェスのオブジェクトは、エッジがきれいに処理されているため、きれいにハイラ

イトが入ります。面の数が多く、美しい曲面で処理されるため、見た目にリッチです。さら

に、構造上様々なパーツを組み合わせたり、機能面で強度を持たせたりするために様々な形状

が加えられます。結果として、自然な形でディテールが追加されます。 

 

 
図 1：ハードサーフェスモデルの例 

 

物理シェーダー・レンダリングとも相性が良く、昨今のフォトリアルな見た目、高解像度の画

面に情報を埋め尽くすために必須なものとなってきています。つまりハイエンドな結果を得ら

れやすいのが、ハードサーフェスモデルです。 

 

ところが現在のモデリングの主流はポリゴンモデリングです。ポリゴンモデリングはもともと

有機的なものを作るための物であり、ハードサーフェスモデリングとは本来相性がよくありま

せん。 
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これまでのエンターテインメント業界でのモデリングの遷移を振り返ってみましょう。 

 

 

モデリング手法の遷移 

ここでは学術的に正確な歴史ではなく、大まかな振り返りとなります。元々3DCGを映画や

ゲームで使い始めた当時、市販ソフトというものが無く、各スタジオで独自に 3DCGソフト

ウェアを開発することかは始まりました。デジタイザでは実物に書いたガイドをペンで読み取

り 3D化することで 3Dデータを作成していました。これは今のフォトグラメトリに代表され

る、3Dスキャンの初期時代です。 

 

1980年代ではミニチュアを使った特殊効果が使われ、80年代後半では映画で 3DCGが登場し

ます。その頃も特注のソフトウェアでデータ作成とレンダリングを行うため、一般化したデー

タや手法があまりない時代です。 

 

映画の解像度を満たす、ハイクオリティなジオメトリデータとして使われたのは NURBSサー

フェスです。NURBSサーフェスは車など、曲面を多く扱うデザイン性の高い工業製品をモデ

リングする際に用いられており、エンターテインメント業界でも使用されるようになります。 

 

AliasWavefront社の PowerAnimatorに代表される NURBSサーフェスモデリングは、レンダ

リング時にポリゴンに分割するため全体としてはメモリの消費が少なく、かつ綺麗に曲面を表

現できるため、映画品質を達成するために重要なモデリング手法でした。ただし NURBSでの

モデリングはモデラーにかなりのスキルを要求するため、特に有機的なモデルの表現ではトッ

プモデラーでしか映画クオリティを達成できませんでした。 

 

一方ゲームではリアルタイム性を求めるため、ポリゴンによるモデリングが主流になります。

（主流というよりも一択） 
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1990年代のゲーム業界では低ポリゴンのモデルに、カラーのテクスチャを書き込むことで見

た目のクオリティを向上させていました。それからシェーダーの改良により、陰影や光沢が追

加されてよりリアリティのある見た目になります。 

 

その後ハードウェアの進化により、次第に扱えるポリゴン数が増えていくことで、映画のよう

な高解像度に耐えるモデルが作成可能になります。（サブディビジョンサーフェス、メッシュ

の細分化、ディスプレイスマップなど様々なポリゴン分割の方法も編み出されました。） 

 

大量のポリゴンが扱えることで、次第に映画のモデリングもポリゴンモデリングへ移行し、現

在に至ります。 

 

今やゲームのリアルタイムレンダリングは 4Kのレンダリングを非圧縮で行うようになり、映

画の解像度に匹敵するレベルになってきています。 

 

 

CAD ソフトのエンターテインメント向けの挑戦 

業界全体としての動きではありませんが、1990年代でも CADモデリングをゲームで使おうと

いう試みは何度かユーザにより行われておりました。ただし高精細なモデルが出来ても、ゲー

ムで動く量のポリゴンに減らす手間が常にありました。ポリゴン数が多く出ない時代では、ポ

リゴンを減らすよりも、直接低ポリゴンのモデルを作る方が良いモデルを早く作れるため、

CADでのモデリングのメリットは見出しにくい状況でした。 

 

また、当時の CADソフトは数値入力を主体としていたため、DCCツールユーザにとってはな

じみにくいものであったことも、CADソフトを有効に使えなかった原因でしょう。 

 

つまり CADソフトを使う上で次の技術的な二点が大きく影響していました。 

• モデリング精度は良いが、ポリゴンが多すぎてリアルタイム描画に使えない。 
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• CADソフトの使用方法が難しい。 

 

2000年あたりで法線マップが登場します。これにより、ポリゴン数を気にせずに詳細の豊か

なモデルを作成して、その後低ポリゴンのモデルにベイクするワークフローが誕生します。主

にスカルプティングによる有機物のモデリングで法線マップが活用され始めます。 

 

2010年代では背景オブジェクトを含め、様々なものに法線マップなどの追加マップがシェー

ダーに施され、より潤沢なレンダリングを行うようになっております。これまでのポリゴンモ

デリング主流のスタイルの延長線上に業界があるため、CADソフトを再考するタイミングがあ

りませんでした。今こそ再考するタイミングとなっています。 

 

まず先ほどの二点の技術的な問題について、解決されています。 

• モデリング精度は良いが、ポリゴンが多すぎてリアルタイム描画に使えない。 

→ 法線マップなどにベイクできる。リダクションもある程度自動的に行えるように

なっている。 

• CADソフトの使用方法が難しい。 

→ 直感的に操作できる UI、DCCユーザのみならず、ホビーユーザでも使用できる操

作方法。 

 

そして次の利点が際立ってきています。 

• 本物と同じような精巧なモデルの作成が必要。 

→ ポリゴンでは曲面などの表現が難しいまま。CADソフトでは実際の製品を作るた

めに使用されているため、本物同様の精巧なモデルを作成可能。 

• 本物のモデルを作るうえで最適なツールがある。 

→ ポリゴンモデリングではブーリアンやベベルがトポロジに依存するため、クオリ

ティが上がりにくく、編集に手間がかかります。ソリッドモデリングではブーリアンや

ベベルが非常に簡単に精度よく行えます。 
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こういった理由から、今こそモデリング手法の転換が求められています。 

 

専用ソフトを使うととても効率が良くなり、品質も最高の結果を得られます。（CADソフトで

実際の製品をデザインしていますので、線や曲面の精度は製品レベルです。） 

 

Fusion 360はホビーユーザでも使用実績があるとおり、DCCツールのユーザであればどなた

でもすぐに始められる、親しみやすい UIを備えています。 

さらに、Fusion 360は製品作成にも使われますので、品質面でもゲームや映画に耐えうるク

オリティの物を作成可能です。 

 

 

 

 

ハードサーフェス専用のツール（Autodesk Fusion 360）のご紹介 

最高品質のモデルを最速で作るには、ハードサーフェス専用のツールを使うことが近道です。

Autodesk Fusion 360はまさにエンターテインメント業界向けに最適なハードサーフェスツー

ルです。 

Fusion 360は次の点で通常の DCCツールの機能を補えます。 

• 高度な作図機能 

線の中間へのスナップ、線同士のコンストレイン、数値入力など、作図に必要な機能が

そろっています。 

• ソリッドモデリング 

物を削る、足す方法でモデリングするため、ポリゴンモデリングで作りにくい形状を簡

単に作成できます。サーフェス（パッチ）やスカルプト（Tスプライン）といった、他

の CADモデリングの方法も利用可能です。 
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• パラメトリックモデリング 

Mayaでいう作業履歴、3dsMaxでいうモディファイアの様に、履歴を保ってモデリン

グ出来ます。うまく履歴を組み合わせることで、見た目の調整を素早く行えるようにな

ります。 

• 高いデータ精度 

ソリッドなどの CADのジオメトリは、数式により求められます。これは画像でいうベ

クター画像に似ています。一方ポリゴンは直線で構築されるため、ラスター画像に似て

います。CADのジオメトリは必要なポリゴン数にいつでも分割可能です。 

 

 

 

 

モデリング中はポリゴン数を気にせずモデリング出来ますので、よりアーティストはデザイン

に集中してモデリング出来ます。 

実機やレンダリング用に落とし込む際にポリゴン数を決めます。 
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後でポリゴン数を決められることにより、Fusion 360で作成したデータは正真正銘のマス

ターデータとして、今後いつでも再利用できる高品質なモデルとして資産になります。 

 

 

 

ソリッド、パラメトリックモデリングの利点 

ポリゴンモデリングは面を張ってモデルを作ります。一つの面を削除すると中身が空洞です。

曲面は法線を保管してシェーディングとして表示しますので滑らかに見えますが、実際にはフ

ラットシェーディングをした時の形状が、本当のジオメトリ形状です。 

 

一方ソリッドモデリングは中身の詰まったモデルとして扱われます。モデリングのアプローチ

もポリゴンモデリングとかなり異なります。ポリゴンでは一枚一枚ポリゴンを張ることでもモ

デリング出来ますが、ソリッドは図面をもとに押し出しや回転で形状を作成し、そこから他の

形状を作って削る、足すといった方法でモデリングを行います。 

 

ブーリアンなどを使った後は、交差するエッジの情報を保ちますので、簡単に交差するエッジ

を選択して、フィレットや面取りを実行できます。面取りはポリゴンモデリングでいうところ

のベベルで、フィレットは丸いベベルです。 
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ポリゴンはどのような形状も、面を張ることで表現できますが、ソリッドでは作れない形状も

存在します。また、モデリングのやり方によっては思ったような形状を得られないこともあり

ますので、場合によってはスキルが問われます。一方で、潤沢なジオメトリ情報を駆使し、ポ

リゴンモデリングよりも簡単な選択で、より良い結果を得られることも多くあります。特に

ハードサーフェスモデリングでは恩恵を得られる場合が多いです。 

 

パラメトリックモデリングは、ブーリアンや押し出しといった操作を履歴として扱います。あ

とから数値を変更することで修正を行えます。 

ポリゴンモデリングはトポロジに大きく影響します。あとからベベル幅を変えてエッジの数が

変わる、または細分化の数を増やしてポリゴン数が増える、といったコンポーネント数の変化

が起きると、大抵の場合は履歴が破綻します。 

ソリッドでのパラメトリックモデリングは、ポリゴンのようなトポロジ依存が無いため、かな

り変更に融通が利きます。そのため、デザインを比べることがとても容易に行えます。 

 

キットバッシュモデリングとの組み合わせ 

Fusion 360でモデリングして、すべてを完結させることもできますが、操作に慣れないうち

は、徐々に学習に時間がかかるようになり、効率が上がりにくくなることもあります。 

 

すべてを Fusion 360で作ることをせず、パーツのみ作成して、Mayaでモデルの仕上げや配

置を行うという方法もあります。 

 

このアイディアをキットバッシュモデリングの手法でより効果的に発揮できます 

 

 

「キットバッシュモデリング ウェビナー with Autodesk 3ds Max+V-Ray Next+Nuke」 

https://area.autodesk.jp/event/webinar/kitbash-modeling/ 
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Fusion 360 と Maya の連携 

Fusion 360からポリゴンとして書き出す方法と、CAD形式で書き出す方法があります。 

 

ポリゴン形式で書き出す 

「ファイル＞エクスポート」を選ぶと、タイプから FBXや OBJを選べます。これらを選ぶ

と、クラウドで変換処理を行います。 

 

Fusion 360内でポリゴンにテッセレーションしながら STLファイルで書き出す方法もありま

す。ブラウザでボディを右クリックし「STL形式で保存」を選びます。 

オプション設定で「メッシュをプレビュー」を有効にすると、リアルタイムにポリゴン分割の

結果を確認しながら書き出すポリゴン数をコントロールできます。 

 

Mayaでは FBXと STLでそれぞれインポートする前にプラグインのロードが必要です。 

FBXであれば「fbxmaya.mll」、STLであれば「stlTranslator.mll」を読み込みます。 

 

OBJや STLで書き出すと、そのまま 3Dプリントのデータとしても扱えますので便利です。 

 

CAD 形式で書き出す 

CAD形式で書き出す場合はいくつかのフォーマットの選択肢があります。 

Fusion 360で「ファイル＞エクスポート」を選びます。IGESや STEPといったフォーマット

が主流です。（Mayaでは日本語の CADを読み込もうとするとエラーになります。英数字で

ファイル名を付けます。） 

 

Mayaで CAD形式を読み込むにはプラグインをロードします。「ATFPlugin.mll」をロードし

てからインポートします。 
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インポートする際にファイルダイアログでファイルタイプを IGES_ATFにします。「ファイル

タイプ特有のオプション」でテッセレーションの品質を選べます。 

 

Tessellate objectsが Noneであればサーフェスとして読み込まれます。あとから「修正＞変

換＞NURBSをポリゴンに(Modify > Convert > NURBS to Polygons)」でポリゴンにテッセ

レーションできます。ただしこのテッセレーションではサーフェス同士の端がバラバラにテッ

セレーションされるため、頂点がつながりません。あとでリダクションや編集する際に問題が

起きますので、通常使用しません。レンダリング目的で、サーフェスのままレンダリングする

場合は品質を高く保てますので便利です。 

 

Tessellate objectsが Aruba Tessellationであれば、旧式の方法で読み込みます。 

最新の方式は ATF Tessellationですので、こちらを選びます。 

 

Normal Toleranceはジオメトリ上の法線の差をどこまで許容するかです。指定した角度以上

になる場合は分割します。15.0では 15度以上になるときにポリゴンが分割されます。小さい

値にすると、細かいポリゴンになります。 

 

その他オプション設定については製品のヘルプドキュメントをご参照ください。 

 

 

Fusion 360 と共に磨くモデラーとしてのキャリア 

法線マップの登場と時を同じくして、キャラクタモデラーは Mayaのみならず、スカルプト

ツールを習得することでモデラーとしてのキャリアをステップアップしました。 

 

一方で大多数のモデラーはキャラクタを作成していません。小道具や背景、武器や乗り物な

ど、ハードサーフェスを含むモデルの作成をしていることが多いです。 



 

 

15 ページ 

 

そういったモデルもハイエンド化が必要となり、法線マップなどの潤沢なマップが必要とされ

ています。Fusion 360を習得することは、キャラクタモデラーがスカルプトツールを習得す

るのと同じように、これからキャリアアップのために重要なスキルとなります。 

 

Fusion 360で作るハードサーフェスモデルの精度、品質については、CADソフトウェアであ

る以上 DCCツール以上のものとなります。つまり Fusion 360を使いこなせるということは、

モデラーとして重要なスキルとツールを手に入れることになります。 

 

何よりも Fusion 360でのモデリングは、モデラーとしての喜びを再確認させてくれます。モ

デルを精巧に作る楽しさを体験していただけます。ぜひこの機会に Fusion 360に触れてみて

ください。 

 

 

 

ご参考サイト 

（こちらのサイトは Fusion 360でご紹介しています。Autodesk Inventorでも機能は似たも

のがありますので、参考にしていただけます。） 

https://area.autodesk.jp/column/tutorial/maya_atoz/hard-surface-modeling/ 

 

https://area.autodesk.jp/column/tutorial/maya_atoz/hard-surface-modeling/

