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強力な 3Dアニメーション ソフトウェアで 
エンターテインメント コンテンツを制作
最先端の 3Dアニメーション パイプラインを形成するために設計された各種アニメーション ツール 
アーティスト、アニメーター、モデラーが高品質のエンターテインメント コンテンツを制作できるようにサポート



強力なパフォーマンス
Maya では、インタラクティブ再生とリグ操作が
非常に高速で、かつキャラクターの複雑さが増し
てもアニメーションの生産性を効率化させる驚異
的なパフォーマンスが得られます。

また、評価ツールキットの検査ツールとデバッグ 
ツールを用いて、シーンの正確性とパフォーマン
スの問題を診断できます。

3D モデリング
Maya には、3D キャラクター モデリング、スカ
ルプティング、環境モデリング向けの定評のある
ツールが用意されています。ポリゴン、NURBS、
サブディビジョン サーフェスのモデリング ツー
ルセットを使用して、有機体モデルやハード サー
フェス モデルを構築できます。高性能な UV 編集
機能やペインティング機能も提供しています。

膨大な実績を誇るハイエンドな 3D アニメーション ソフトウェア
多くの映画制作、ゲーム開発での採用実績を誇る Autodesk® Maya®は、 
アーティストに定評のある包括的なクリエイティブ機能ツールを提供することにより、 
モデリング、アニメーション、ライティング、VFX のビジョンを実現させる制作環境を可能にします。

ダイナミクスとエフェクト
Maya のツールを使ってシーンに命を吹き込み
ましょう。ヘア、ファー、羽毛、布、液体、流体、パー
ティクル、リジッドおよびソフト ボディをシミュ
レート、レンダリングできます。

3D レンダリング
Maya 2017 では、定評のある Arnold レンダ
ラーが統合されました。ビジュアル エフェク
トやアニメーション業界で活躍する一流のクリ
エーターたちは、このレンダラーを使用して非
常に複雑なレンダリングの問題を解決していま
す。Arnold レンダラーは、素晴らしいイメージ
をすばやく効率的にレンダリングできるように
します。

Maya に付属のレンダラー
• Arnold for Maya レンダラー：

Arnold は、高品質のイメージを細かい設定な 
しにすぐにレンダリングでき、複雑なプロジェ 
クトで必要となる処理能力に対応します。

3D アニメーション
3D アニメーション制作ソフトウェアの Maya に
は、キャラクター作成や 3D 編集だけでなく、キー
フレーム アニメーション、プロシージャル アニ
メーション、スクリプト アニメーションの作成
に特化した多彩なツールが用意されています。こ
れらのツールを使用すれば、オブジェクトのどん
なアトリビュートも自由にアニメートでき、時間
の経過に伴うジョイント、ボーン、IK ハンドル、
モデルを制御して適切に変換できます。

モーション グラフィックス
強力なモーション グラフィックス ツールを 
Maya のクリエイティブ ツールと組み合わせる
ことにより、先進的な UI デザイン、複雑なモー
ション グラフィックス、表現力豊かなテキスト、
有機的なアニメーションやエフェクトなど、洗練
された独自の 3D モーション グラフィックスを
簡単に作成できます。3D モーション デザイナー
や Photoshop ユーザーなども、直感的に使用
できる MASH 機能により、複雑なアニメーショ
ンとエフェクトが簡単に作成できます。
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• Maya ソフトウェア レンダラー：
最高画質のイメージを生成し、最も洗練された
レンダリングを可能にします。

• Maya ハードウェア レンダラー：
コンピューターのビデオ カードとそのドライ
バを使って、ディスク上でイメージをレンダー
します。

• Maya ベクター レンダラー：
アニメ、色調 /ライン アート、隠線などを、イ
メージ フォーマット （IFF、TIFF など）、また
は 2D ベクトル フォーマットで作成できます。

パイプラインの統合
高度なカスタマイズと拡張をサポートした Maya 
なら、複数の方法でパイプラインを統合できます。
カスタム スクリプトやプラグインを作成したり、
合理化されたワークフローを使用したり、専用
ツールでデータ セットを管理しましょう。

2D と 3D の統合
レンダー レイヤーを使用すると、1 つのシーン
にある複数のパスを管理して、指定のコンポジタ
に書き出したり、Adobe Photoshop （PSD） の
ファイルを書き出せるようになります。シーン
内のレンダー レイヤーに基づいて、合成ツリー

を生成して更新します。Apple Final Cut Pro 
の EDL 形式や、XML 形式、AAF 形式のファ
イルを読み込み、カメラ シーケンサーでショッ
ト タイミングを変更してから再び書き出せます。
Adobe Illustrator の元のファイルを更新可能
な状態にしたまま、そのファイルにベベルを追加
したり、編集することができます。

Autodesk Stingray ゲーム エンジン
Maya は、Autodesk Stingray ゲーム エンジ
ンとの強力な連携により、アートワークからエン
ジンまでの制作ワークフローが簡略化されます。
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3D モデリング
3D でのモデリング作業は、粘土でカタチを作る
ことに似ています。シーン内にオブジェクトを作
成するために使用できるモデリング手法は、何通
りもあります。たとえば、ゲームに取り込むモデ
ルを作成する場合は、ポリゴン編集モデリング
でしょう。建築のプレゼンテーションや映画で極
めて精密なモデルを作成する場合にも、この手法
が同じように役立ちます。3ds Max の各種モデ
リング ツールを使用すれば、オブジェクトを 2D 
および 3D で表現することができます。

3D アニメーション
3ds Max では、さまざまな方法でアニメーショ
ンを作成できます。また、アニメーションを管理
および編集するための豊富なツールも用意されて
います。

3ds Max を使用すると、さまざまな 3D アニ
メーションを作成できます。ゲーム用にキャラク
ターや車に動きを加え、映画や TV 用のエフェク
トを作り出すことができます。他の用途として、
法廷で提出される法医学的な医学図解や TV 報道
番組でのシーン再現など、3ds Max はさまざま
な業界の需要に応えることができます。

3D レンダリング
強力な 3D レンダリング機能により、驚異的な 
クオリティの画像をより短時間で達成できます。

3ds Max に付属のレンダラー
• ART レンダラー：

Autodesk Raytracer （ART） レンダラーは、
建築設計、製品設計、工業設計のレンダリング
とアニメーションに最適な、高速で、CPU の
みを使用する物理ベース レンダラーです。

• NVIDIA® mental ray® レンダラー：
ライト効果を物理的に正しくシミュレーション
することができる汎用レンダラーです。

• NVIDIA® iray® レンダラー：
GPU を使用して物理的に正確なレンダリング
を作成します。他のレンダラーと比較して設定
が少なくて済みます。

• A360 レンダリング：
オートデスク クラウドのリソースを使用した物
理レンダラーです。レンダリングの詳細設定や
パノラマ画像への変換、立体視画像の生成など
あらゆるデバイスからコントロールできます。

• スキャンライン レンダラー：
消費メモリー効率の良い高速なレンダラーで
す。設定によってさまざまなイメージを作り上
げることができます。

• Quicksilver ハードウェア レンダラー：
グラフィックス ハードウェアを使用した超高
速レンダラーです。

3D モデリング、アニメーション、レンダリング ソフトウェア
さまざまな業界のアーティストが日々の業務に Autodesk® 3ds Max®を使用しています。 
高機能で多彩なツールセットを搭載しており、効率的にかつクリエイティブに作業ができます。 
アーティストに感動的な作品を作り出すために必要な最新の 3D ツールを提供し、 
あらゆる業界の需要に応えることができます。
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パイプラインとワークフロー
作業方法に合わせて設定可能なユーザー インタ
フェース、生産性の向上したワークフロー、パイ
プラインにおけるデータの連携することで、優れ
た 3D コンテンツをすばやく作成できます。

データ転送とパイプラインの統合
3ds Max は、さまざまなソースからデータを読
み込むことができ、ファイル反復、異なるアプリ
ケーション、異なるユーザー、異なる場所におけ
るデータ転送をスムーズに行えます。

※ 豊富なモデル データ I/O
読み込み：Autodesk FBX/3DS/OBJ/DAE/SHP/ACIS 
SAT, Revit RVT, Inventor IPT/IAM, Alias WIRE, 
AutoCAD DWG/DXF, Alembic, Illustrator AI, Catia 
V4/V5, SolidWorks, ProE, JT, SketchUp SKP, UG-
NX, STEP, IGES, STL, VRML, Land XML/DEM/DDF, 
TRC, HTR, Flight Studio FLT

書き出し：Autodesk FBX/3DS/OBJ/DAE/DWF/ACIS 
SAT, AutoCAD DWG/DXF, Alembic ABC, Illustrator 
AI, FlightStudio FLT, HTR, IGES, PhysX, APEX, 
STL, LMV SVF, VRML97, ASCII ASE

Autodesk Stingray ゲーム エンジン
3ds Max と Stingray エンジン間のライブ リン
クを活用すると、Stingray にコンテンツを簡単
に取り込めるので、効率的なゲーム制作、建築設
計データを自由自在にウォークスルーすることが
できます。

3ds Max Asset Library
3ds Max 2016 以降のユーザーに無償で提供さ
れる 3ds Max Asset Library により、シーン 
ファイルやモデル データなどの各種アセット ラ
イブラリへのアクセスおよび読み込みが容易で
す。ユーザーはすばやい検索機能を使い、アセッ
トをシーン内へ短時間に配置できます。

Creative Market
Creative Market は、高品質な 3D および 2D 
アセットを扱うオンライン マーケットです。ク
リエーターはそこでアセットのライセンスを購入
して、自分のプロジェクトに使用できます。また、
自分の店舗を設定してオリジナルのコンテンツを
販売することで副収入を得ることもできます。

3D プリント
3ds Max からワンクリックで Print Studio を
起動し、デザイン アセットやモデリング作品を 
3D プリントできます。

全世界で展開する 
巨大なユーザー コミュニティ
3ds Max はさまざまな業界 /ジャンルで多くの
ユーザーにご愛用頂いています。数多くあるユー
ザー コミュニティー サイトでは、ノウハウやカ
スタム ツールの交換など、盛んに交流が行われ
ています。有償 /無償にかかわらず、機能拡張を
目的とした豊富なプラグイン ソフトウェアやス
クリプト ツールを業務内容に合わせて入手し活
用することができるため、低コストで高品質な作
品を制作できます。
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デザイン用デジタル プロトタイプ、バーチャル映
像の作成などに広く使用されています。Mudbox 
では、他の 3D モデリング アプリケーションで作
成して読み込んだポリゴン モデルを使用できます。

ペインティング
Mudbox のペイント ツールを使用して、高解像
度の 3D モデルにデジタル ペイントを適用する
ことができます。Mudbox では、ペイント レイ
ヤーを Adobe Photoshop ファイルとして書き

スカルプティング
Mudbox では、粘土やその他のモデリング マテ
リアルで作成した現実の 3D オブジェクトのスカ
ルプトと同様に、仮想 3D サーフェスのスカルプ
トを行うことができます。仮想 3D サーフェスは、
粘土を使用する代わりに、ポリゴンを使用して構
築されます。

ポリゴンは、映画やテレビ ゲームのアニメーショ
ンやエフェクト用の 3D コンテンツ制作、工業 

AUTODESK MUDBOX

デジタル ペインティング スカルプティング  
ソフトウェア
Autodesk® Mudbox® は、コスト効率の高いデジタル スカルプティング 
およびペインティング ソリューションです。Mudbox は 3D アーティストに、 
高品質な 3D ジオメトリやテクスチャを作成、修正するための 
直感的かつ操作性に優れたツールセットを提供します。

出すことができます。.psd 形式のファイルは、
Photoshop 内で編集するか、またはリファレン
ス レイヤーとして使用可能で、保存してから再読
み込みして、Mudbox 内の元のペイント レイヤー
を更新することもできます。

リアルタイム エンジン
リアルタイム 3D エンジンが搭載された、業界最
速のアニメーション ツールの 1 つです。

生産性を重視したワークフロー
優れたワークフロー機能により、要求の高い大規
模なプロジェクトに取り組むことができます。

• 非破壊かつノンリニアの統一的な編集環境
• ライブ デバイスのサポートおよびディスクへ
のライブ データ記録

• アニメーションのリターゲットが可能な、フ
ルボディ インバース キネマティクス キャラク
ター テクノロジー

• Linuxにも対応

AUTODESK MOTIONBUILDER

リアルタイム 3D キャラクター アニメーション  
ソフトウェア
Autodesk® MotionBuilder® は、エンターテインメント業界で成功を収めている 
いくつものスタジオで採用されています。高い信頼性と精密さでデータを取得、集約、
微調整し、反応の良いインタラクティブな環境で複雑なキャラクター アニメーションを 
作成、編集、再生できます。また、アニメーターと監督の要件が異なっていても最適化
した表示環境で作業ができます。これらの機能を備えた MotionBuilder は、ゲーム
開発、アニメーション、ビジュアライゼーション、プリビズ、バーチャル シネマトグラ
フィー、長編映画に最適です。

モーション キャプチャの編集
実績のあるモーション キャプチャ ツールセット 
で、よりリアルで本物そっくりのキャラクター  
アニメーションを作成します。



AUTODESK MAYA LT

コスト効率の高いゲーム開発者用ソフトウェア
Maya LT ™ は、プロフェッショナルなモバイル ゲーム制作者用に開発された  
3D モデリングおよびアニメーション ツールです。モバイル ゲーム開発者が 
アイデアを形にできるよう支援することを目的として設計され、パワフルな 
クリエイティブ ツールとワークフローを手頃な価格で提供します。

Media & Entertainment Collection

含まれるソフトウェア

Maya
モデリング、アニメーション、ビジュアル エフェクト、レンダリングに関して制作現場で実績のあるツールを使用して、3D アニメーション
を作成できます。

3ds Max
制作現場で実績のある 3D モデリング、アニメーション、エフェクト、レンダリング用パッケージで、自由に創造性を発揮できます。

MotionBuilder
リアルタイムの 3D キャラクター アニメーション再生能力は、一人あたりの生産性を向上させ、高品質なアニメーション作成を可能にします。

Mudbox
スカルプト、テクスチャリング、およびペインティング用の直観的なツールを使用して、非常に緻密で有機的なモデルが簡単に作成できます。

Media & Entertainment Collection に含まれるその他の製品・サービス
・Character Generator （英語）　　・A360 レンダリング　　・ReCap 360 Pro （英語）　　・クラウド ストレージ （25 GB）

AUTODESK MEDIA & ENTERTAINMENT COLLECTION

エンターテインメント制作用の 
クリエイティブ ツールを網羅したコレクション
映画、テレビ、ゲーム制作者向けのデジタル コンテンツ制作ツールです。 
アーティスト、アニメーター、モデラーが高品質のエンターテインメント  
コンテンツを制作できるよう支援します。

3D モデリング
Maya LT は、世界中のゲーム制作現場で開発者
たちが使用している、定評のあるツールに基づい
て設計されたソフトウェアです。3D モデリング 
ツールをモバイル ゲームでのキャラクターや環
境のモデルの作成を可能にします。

3D アニメーション
Maya LT のアニメーション ツールは、モバイ
ル ゲーム開発者がリアリティにあふれるキャラ
クターや環境を作り上げ、生き生きとしてダイナ
ミックなゲーム制作を可能にします。

ワークフロー
モバイル ゲーム開発者のワークフローのニーズ
に適合するように設計されています。作成された 
3D キャラクターと環境のモデルは、さまざまな
ゲーム エンジンや開発ツールで使用できます。

Autodesk Stingray ゲーム エンジン 
（サブスクリプションメンバーが利用可能）
Maya LT は、ゲーム エンジンとの優れたワーク
フローが可能になるよう設計されています。また、
Maya LT のサブスクリプションメンバーは、3D 
ゲーム エンジンである Autodesk® Stingray を
利用できます。

Stingray ゲーム エンジンは、モバイル ゲー
ム開発者や小規模なスタジオにとって理想的
なゲーム制作環境を提供します。Maya LT と 
Stingray 間の連携により、Stingray で使用す
る 3D アセットの作成が簡単になり、アートワー
クからエンジンまでの強力な制作ワークフローが
実現します。



購入方法
購入については、オートデスク認定販売パートナーにお問い合わせください。 
お近くのオートデスク認定販売パートナーは、 
www.autodesk.co.jp/resellersで検索できます。

Autodesk Maya 製品Webサイト
www.autodesk.co.jp/maya
Autodesk 3ds Max 製品Webサイト
www.autodesk.co.jp/3dsmax
Autodesk Media & Entertainment Collection製品Webサイト
www.autodesk.co.jp/collections
AREA JAPANユーザーコミュニティWebサイト
area.autodesk.jp

オートデスク認定販売パートナーオートデスク株式会社　 www.autodesk.co.jp
〒104-6024 東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 24F
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー3F

Autodesk、Autodeskロゴ、Maya、MotionBuilder、Mudbox、3ds Maxは、米国および／またはその他の国々における、
Autodesk, Inc.、その子会社、関連会社の登録商標または商標です。irayおよびmental rayは独 NVIDIA ARC GmbH
の登録商標で、Autodesk, Inc.はその使用許可を得ています。その他のすべてのブランド名、製品名、または商標は、 
それぞれの所有者に帰属します。該当製品およびサービスの提供、機能および価格は、予告なく変更される可能性がありま

すので予めご了承ください。また、本書には誤植または図表の誤りを含む可能性がありますが、これに対して当社では責任

を負いませんので予めご了承ください。© 2016 Autodesk, Inc. All rights reserved.

動作環境
Maya 3ds Max

OS • Microsoft® Windows® 7 （SP1） および  
Windows® 10 Professional

• Apple® Mac OS®X 10.10.5 および 10.11.x
• Red Hat® Enterprise Linux® 6.5 および 7.2 WS
• CentOS 6.5 および 7.2 Linux

• Microsoft® Windows® 7 (SP1)、Windows® 8、 
Windows® 8.1および Windows® 10 Professional

CPU 64 ビット Intel® または AMD® マルチコア プロセッサ

グラフィックス 
ハードウェア

推奨ハードウェアおよびグラフィックス カードに関する詳細は、 
Autodesk Knowledge Networkページ （https://knowledge.autodesk.com/ja/） より各製品の推奨ハードウェアを参照ください。

RAM • 最小：8 GBの RAM
• 推奨：16 GB

• 最小：4 GBの RAM
• 推奨：8 GB

ディスク容量 インストール用に 4 GBのディスク空き容量 インストール用に 6 GBのディスク空き容量

* Media & Entertainment Collectionについては、各製品の動作環境を参照ください。

AUTODESK STINGRAY

ゲームおよびデザイン ビジュアライゼーション向け 
エンジン
3D ゲーム制作ツール、デザイン ビジュアライゼーション、リアルタイム 3D レンダリング、
VR （バーチャル リアリティ） のサポートといった、Stingray エンジンの多彩な機能。
Autodesk® 3ds Max®、Autodesk® Maya®、Autodesk® Maya LT ™ アニメーション 
ソフトウェアとの連携機能を備えているため、アートワークからエンジンまでの 
制作ワークフローが簡略化されます。

ゲーム
Stingray は、先進のデータ駆動型コア アーキテ
クチャを採用した 3D ゲーム エンジンです。魅
力的なビジュアルのゲームを制作ができ、大規模
なゲーム プロジェクトにも対応可能です。オー
トデスクの 3D アニメーション ソフトウェアと
連携する Stingray なら、アーティストと開発者
の双方にとって効率的なゲーム制作プロセスを実
現するワークフローが可能になります。

デザイン ビジュアライゼーション
Stingray が実装しているリアルタイム レンダリ
ング エンジンによって進行中のプロジェクトを
視覚化させ、設計データの意図を第三者に対して
明確に伝えることが可能です。

オートデスクの DCC ツールとダイナミックに連
動する機能を使い、アセット修正のリアルタイム
な確認や、取り込んだアニメーションの編集が
可能です。さらに最新のグローバル イルミネー
ション機能を実装しているため、フォトリアリス
ティックなリアルタイム コンテンツを作成でき、
さらにそれらのインタラクティブな操作を可能に
します。

簡単なワークフローで CAD・BIM データから
インタラクティブ環境を作成
Stingray エンジンを使用すれば、実際に建設す
る前に設計データをインタラクティブに確認で
き、仕様変更にも対応しています。

VR （バーチャル リアリティ） を体験する
魅力的な視覚効果を持つインタラクティブなバー
チャル リアリティ （VR） 体験を実現できます。
Stingray では、Oculus Rift、HTC VIVE といっ
た VR プラットフォームに対するサポートを強化
しています。


