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本ドキュメントは、Twinmotion 2022.2を元に作成しています。



こんなお悩みありませんか？

Twinmotionでできること・・・

✓直感的なアイコンベースのインターフェースで

短時間で習得

✓パストレーサー機能によりフォトリアルなCGパース

✓没入型VRで設計者が自身のモデルを1/1で設計チェック

✓ Twinmotion Cloudにてプロジェクトを共有。パソコン

だけでなく、タブレット、スマートフォンで閲覧

✓サポートするCADソフトが続々と追加。複数のCADから

1つのTwinmotionプロジェクトへ同期が可能

✓ 3Dスキャナなどで取得した点群データをインポートでき

手軽に点群データをビューイング

✓ TwinmotionファイルをUnreal Engineへ

インポートしてブラッシュアップ

Twinmotionは、CG初心者からUnreal Engine

使いの上級者までご活用いただけます。

CGパースの品質には
こだわりたい。

設計者自身でデザイン
チェックしたい。

デバイスの制約なく、
意匠計画を共有したい。

こんなお悩みありませんか？



静止画 動画 パノラマ ウォーク

スルー
VR

オブジェクト、マテリアルのダウンロード

Quixel Megascans ／ Sketchfab ／

空・背景のHDRIアセット ／ アセットの定期配信

位置、周辺環境のダウンロード

Open Street Map
インポート可能形式

Datasmithエクスポーター

対応アプリ

SketchUp Pro（2019-2022）

Revit（2018-2023）

Archicad（23-26）

Rhinoceros（6-7）
*Datasmithダイレクトリンク / .udatasmith

エクスポート

3ds Max（2016-2023）

Navisworks（2019-2023）

SOLIDWORKS（2020-2022）

*.udatasmith エクスポートのみ

プロジェクト共有

Unreal Engine

.tm
プロジェクトの

ブラッシュアップ

- 3Dデータ

.udatasmith／.gltf／.glb／

.skp／.fbx／.obj／.c4d 他

- 点群データ

.e57(Winのみ)／.las／.laz／

.xyz／.txt／.pts

出力コンテンツ

TWINMOTION

Twinmotionの構成

ブラウザで

プロジェクト閲覧

（最大64K） （最大16K）

パノラマセット プレゼンテーション



■アセットライブラリ サンプル

アセットライブラリには、シーンをリアルに表現するPBRマテリアル（物理ベースレンダリン

グマテリアル）や、植栽、人物、車などCADが苦手なオブジェクト、ライトやデカールな

どシーンをランクアップするツールが準備されており、ドラッグ&ドロップにて配置やマテリア

ルの適用が可能です。

高品質なフォトグラメトリーアセットライブラリ Quixel Megascans のマテリアルや

オブジェクトもお使いいただけます。

3Dコンテンツの共有、公開を目的としたWebサービス Sketchfab が

Twinmotionに統合され、お使いいただけるようになりました。

※Quixel Megascans、Sketchfabのご使用にはインターネット接続が必要です。

オブジェクトやマテリアルはライブラリから

ドラッグ&ドロップして使用します。

上図はマテリアルを適用しています。

準備されたライブラリ

<Quixel Megascans>

<Sketchfab>



Twinotionには次の2つのレンダリング方法があります。

- リアルタイムレンダリング：

Twinmotionのデフォルトのレンダリング方法。その場ですぐにレンダリング

結果が得られるので、最終結果を確認しながらプロジェクトを編集する

ことができます。

- パストレーサー：

物理的なシミュレートによるレンダリング方法。比較的少ない設定で

リアルタイムレンダリングよりも高品質な結果を得ることができ、静止画や

パノラマ制作に最適です。

※パストレーサー動作要件

パストレーサーはTwinmotionの最小要件を満たしたマシンでも動作しない場合が
あります。
お使いいただくには次の環境が必要です。
・OSがWindows 10であること。（Macではご使用いただけません。）
・DXR（DirectXレイトレーシング）対応でVRAM8GB以上を搭載したGPUが
必要です。

上記はパストレーサーのみを対象とした動作要件です。Twinmotionの動作環境については、

「動作環境」をご確認ください。

パストレーサーでレンダリングした静止画

２つのレンダリング方法



アセットライブラリに準備された 空のHDRI を使用し、より写実的で説得力の

ある空の表現が可能です。パストレーサーとの併用でより高品質な結果を得る

ことができます。ご自身で用意したHDRIをお使いいただくことも可能です。

※本機能にはインターネット接続が必要です。

背景のHDRI（屋内、屋外、スタジオ）が追加され、背景としてHDRIを
使用することができるようになりました

空のHDRIはメディア毎に設定することができるので、同じ画角で空だけ異なるコンテンツを作成
することができます。

上段：空のHDRIアセット使用 下段：左図：カスタムHDRI使用 右図：Twinmotionデフォルトの空

写実的な空・背景の表現

■アセットライブラリ サンプル

上段：左図：空（時間帯／天候別に準備されています）
右図：屋内

下段：左図：屋外 右図：スタジオ 背景のHDRIを使用した静止画



スライダーをドラッグするだけで、時刻、天候、季節 を簡単に

変更、リアルタイムレンダリングなので、その場で結果を確認

することが可能です。

これらの設定はエクスポートするメディア毎に設定することが

できるので、環境の異なるメディアを簡単に作成できます。

上段：時刻（8時、12時、20時） 中段：天候（晴れ、曇り、雨） 下段：季節（春、秋、冬）

環境をシミュレート



3Dスキャナーやドローンで取得した点群データをインポーすることができます。

対応形式は、.e57（Windowsのみ）、.las、.laz、.xyz、.txt、.ptsです。

点群データの編集機能はなく、また座標の情報は保持しません。点群データを

ウォークスルーやVR没入にてビューイングするのに最適です。

Twinmotionアセットで

点群データをデザイン

点群データのサポート

※点群データは直接Twinmotionのインポート機能で取り込む必要があります。
CADにインポートした点群データをダイレクトリンク経由で取り込むことはできません。

点群データを編集することはできませんが、プロパティで見た目を変更することは可能です。

上段：点群データのプロパティ

下段：左図：高度による色分け 右図：エリアによる色分け



アセットライブラリには オムニ、スポット、ネオン、エリア、IESのライトオブジェ

クトが用意され、これらを配置して簡単に照明によるライティングが可能、

またIESファイルを読み込むこともできます。発光するマテリアルを使用すれば

ダウンライトや門灯の表現も簡単です。

Datasmth経由で、CAD（Revit、Archicad、Rhino、3ds Max）の

ライトをTwinmotionのライトに変換して取り込めるようになりました。

グロー（発光）マテリアル
を使用して発光サインを
作成できます。

応用としてエリアライトを利用して間接照明の表現が可能です。

照明の設定



アセットライブラリにある植栽（樹木、芝生、低木など）は、葉を風になびかせたり、季節に

より葉色が変えられるだけでなく、サイズを変更をすることも可能です。プロパティに樹齢や

サイズ、時間の経過に伴い成長する設定があり、コンテンツ上で季節や経年を表現する

ことができます。

Quixel Megascans の3D 観葉植物 も植栽（主に草花）の

アセットです。１つの植栽に複数のバリエーションが用意されています。

（下図赤色枠内）

※本機能にはインターネット接続が必要です。

樹木のプロパティには季節も含まれ、葉の色により季節感を表現できます。

同じ樹木でも葉や幹の色合いを調整し、周囲とは印象の違う表現をす

ることも可能です。

植栽の配置、設定



■アニメーションパス ■植栽の配置

面上をクリックしてパスを描き、人、自動車、自転車のアニメーションパスを

作成できます。速度や密度などを調整し、街中や高速道路の自動車、

コンコースや建物の中の人の流れを表現します。

植栽を一括配置するツール（植栽ペイント／植栽分散）が準備されて

おり、公園や自然林が簡単に出来上がります。

植栽ペイント：配置する範囲をペンで描くようにドラッグして配置します。

植栽分散 ：オブジェクトをクリックしその上に植栽を配置します。

黄色の半球体の部分がアニメーションパスです。奥に人物パス、手前に自動車パスを描いて

います。画面下方にあるのは自動車パスのプロパティ（設定）です。

植栽分散の例です。配置する植栽をアセットライブラリから画面下方の黄色枠部分にドラッ

グ&ドロップして選択し、配置したいオブジェクトをクリックすると、まとめて植栽が配置されます。

簡単な操作でシーンを編集



アセットライブラリの人物や自動車パス、人物パスによるアニメーションだけでなく、

Twinmotionに取り込んだモデルに アニメーターオブジェクト で回転（ローテー

ター）、移動（トランスレーター）の動きをつけることができます。

エクスポート動画やウォークスルーにて、ファンや人が近づくと開くドアなどを表現する

ことが可能です。

アセットライブラリには、既に回転、移動の動きが付いた開き戸、引き戸のオブジェクト

も用意されています。モデルの開口部を自動的に認識（紫部分）し、そのサイズで

簡単に配置することできます。

上図：ローテーター

右図：トランスレーター

オブジェクトを動かす



■プランの比較 ■プロジェクトの4D表現

シーン はオブジェクトの表示／非表示の状態を登録して、例えば、改修

やリフォーム前後の状態、外構の施工案など状態を比較する表現に使

用します。作成したシーンはメディアに割り当てることができます。

フェーズグループ は時系列にオブジェクトの表示／非表示を設定し、

施工ステップや環境の変化によって変わってゆくプロジェクトの状況を段階

的に表現する機能です。作成したフェーズグループは動画への割り当て

や、プレゼンテーション上での再生が可能です。

左上図：オブジェクトの表示状態（赤枠内）をシーンとして登録（黄色枠内）
右上図：家具の配置案をシーンとして登録し、それを割り当てた静止画

上図は構造部分が組み上がっていく状況をフェーズにしています。画面下方のフェーズの編集

（黄色枠内）では、動画編集ソフトのタイムラインのように時系列にフェーズを追加し、それぞ

れのフェーズで表示するオブジェクトをシーングラフで選択（赤枠内）します。フェーズ毎の期間

は任意で設定することができます。

プランの比較／4D表現



1つのプロジェクトから高品質な 静止画、パノラマ、動画 を簡単に制作できます。それぞれの

メディア毎に独自の環境設定、カメラ設定が可能なので、天候や季節、視覚効果で変化を

つけると同じ画角でも環境や表現の異なるメディアを制作することができます。制作したメディア

は一括してエクスポートすることができます。

メディア毎にオブジェクトの表示／非表示を設定することができます。

上図は玄関前のライトを昼は非表示、夜は表示したものです。

アニメーターやアセットの開き戸や引き戸は、カメラ（視点）や、

人物、自動車のアニメーションパスのオブジェクトが近づくと開く

設定が可能です。

メディア設定

上段：静止画：季節、天候の変化

中段：静止画：視覚効果（色調、フィルター）による変化

下段：動画：時刻、季節、樹木の変化

メディアの制作



Twinmotionにはプロジェクトを共有するための Twinmotion Cloud が用意されて

います。Twinmotion Cloud上では、次の2つのタイプのコンテンツをお使いのブラウザ上

で共有、閲覧いただけます。

- プレゼンテーション：

プロジェクトの中を自由にウォークスルーや特定の視点に移動、フェーズの再現など

が可能

- パノラマセット：

パノラマ画像を組み合わせ、パノラマ間（ホットスポット間）の移動が可能

※本機能にはインターネット接続が必要です。

Twinmotion Cloud にコンテンツをアップロードすると、閲

覧するためのアクセス情報（URL、パスワード／QRコード）

が生成されます。アクセス情報を共有すると、関係者はブラウ

ザからそのコンテンツにアクセスすることができます。

また、コンテンツの埋め込みコードも自動生成されるので、

例えば自社サイトにコンテンツを掲載し、一般の方に閲覧

いただくことも可能です。

埋め込みコードによるコンテンツ掲載のサンプル

- 閲覧に使用可能なデバイス：

パソコン、タブレット、スマートフォン

- Twinmtionではヘッドマウントディスプレイを使用してVR没

入が可能ですが、クラウドではご使用いただけません。

- プレゼンテーションでパス トレーサーは実行いただけません。

- 点群データはクラウドにアップロードできません。

■プレゼンテーション

■パノラマセット ：ホットスポット

プロジェクトの共有

https://download.alphacox.com/twinmotion/ps/sample.html


6DoF対応のVRデバイスを使用し、プロジェクトに没入することができます。VR内

ではプロジェクト内をコントローラーで移動するほか、特定の視点への移動が可能

です。また時間や天候、マテリアルを変更することができます。

＜対応デバイス＞

HTC Vive、HTC Vive Pro、HTC Vive Cosmos、HTC Vive Cosmos Elite、Oculus 

Rift、Oculus Rift S、Oculus Quest（※）、Oculus Quest2 （※） 、

Windows Mixed Reality、Valve Index

※ Oculus Linkを使用して接続。

VRの主なメニュー（上から）

-メインメニュー

-マテリアルの変更

-時刻、天候の変更

-特定の視点への移動

– コントローラーによる移動

コントローラ―のトリガーを引くと、水色の線の先に移動します。

６DoFデバイスによるVR没入



■周辺環境のダウンロード ■レビュー結果等の共有

Open Street Map の地図情報より、周辺環境（道路、建物、緑

地、樹木）のオブジェクトをダウンロードして配置します。

※本機能にはインターネット接続が必要です。

ノート はプロジェクト内にコメントを追加するためのツールで、プロジェクトの

レビューの記録などが可能です。

ノートを BCF（BIM Collaboration Format）ファイルにエクスポート、

インポート可能なBIMソフトやコラボレーションツール等で参照することが可

能なため、関係者間の情報共有にご活用いただけます。

画面下方の地図で範囲を選択すると、Open Street Mapに登録された情報を元に、

選択した範囲の情報をダウンロードします。

（オブジェクトは高度０に配置され、勾配の表現はできません。）

BIMソフトへの連携例：

左図：ノートオブジェクトにレビュー結果を記録。

右図：TwinmotionよりエクスポートしたBCFファイルをBIMソフト（Archicad／案件マネー

ジャ）にインポートしたもの。

その他の機能



グラフィックカードの性能が重要です。

Twinmotionを効果的にお使いいただくには、パソコン、特にグラフィックカード（GPU）の性能が重要になります。

パストレーサー機能については、さらにGPUの性能が必要になりますので、次ページ「パストレーサー動作要件」をご確認ください。

Windows Mac

最
小
要
件

使用例 小規模から平均的なプロジェクト（1GB未満のジオメトリデータ）

リアルタイム 3Dプレゼンテーション、 HDモードでの動画、 4Kまでのすべての画像エクスポートに適しています。

VR / 4K動画エクスポート / 360パノラマ動画エクスポートには適していません。

OS Windows10 64bit (*1)、Windows11 64bit Mac OS X 10.14.6 以降 (*2)

CPU ベンチマークスコア 2,000以上 (*3) ベンチマークスコア 2,000以上 (*3) (*4)

メモリ 16GB 32GB

GPU ベンチマークスコアが10,000以上 最新のドライバ 6 GB専用メモリ (*3) ベンチマークスコアが10,000以上 6 GB専用メモリ (*3)

ストレージ 30GBの空きディスク 30GBの空ディスク

推
奨
要
件

使用例 大型プロジェクト、空港、大型ビル、都市、大型ランドスケープ（ 1GBを超えるジオメトリデータ）
リアルタイム 3Dプレゼンテーション、 8Kまでの解像度での動画、 360パノラマ動画、すべての画像エクスポート、VRプレゼンテーションに適しています。

OS Windows10 64bit (*1) 、Windows11 64bit Mac OS X 10.14.6 以降 (*2)

CPU ベンチマークスコア 2,500以上 (*3) ベンチマークスコア 2,500以上 (*3) (*4)

メモリ 64GB 64GB

GPU ベンチマークスコアが15,000以上 最新のドライバ 12 GB専用メモリ (*3) ベンチマークスコアが16,000以上12GB専用メモリ (*3)

ストレージ 30GBの空きディスク(*5) 30GBの空ディスク(*5)

インターネット接続が必要な機能が増えています。(*6)

ネットワークセキュリティが厳しい、またはプロキシサーバーをご使用の環境では、これらの機能をご使用いただけない可能性が高いです。

必ず体験版にてご使用の可否をご確認ください。

動作環境



パストレーサー動作要件

以下の動作要件が必要です。

- OSがWindowsであること。

- GPUがDXR（DirectX レイトレーシング）対応で、かつVRAM（ビデオカードメモリ）を8GB以上搭載していること。

その他

✓ マウスは3Dボタンスクロールマウスをご使用ください。

✓ Windows "N" または "KN" editionsでは、メディアのエクスポートに使用する Microsoftの Media Feature Packが プレインストールされていませんので、インストールが必要になり

ます。

✓ VRヘッドマウントディスプレイの対応機種は、 HTC Vive(*)・Pro・Vive Cosmos・Cosmos Elite(*) / Oculus Rift(*)・Rift S・Quest・Quest2 / Windows MR / Valve 

Index(*)です。(*)は開発元でのテスト未実施機種です。

✓ Twinmotionを お使いいただくには、 Epicアカウントの作成、 Epic Games Launcher のインストールが必要です。

✓ 仮想マシンでのご使用はサポート対象外です。

(*1) Twinmotionは 64-bitの Windows 7および 8.1でも動作する可能性がありますが、マイクロソフト社がこれらの OSのサポートを終了したため、公式にはサポートしておりません。

(*2) - スクリーンスペースグローバルイルミネーション（SSGI）は Catarina 10.15.6で以降のバージョンでのみ動作します。

- Twinmotionは以前のバージョンの Mac OSで実行できますが、正式にはサポートいたしません。

(*3) ベンチマークスコアは、以下のサイトをご参照ください。

CPU：https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html GPU：https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html

(*4) Apple M1、 Apple M1 Pro、 Apple M1 Max、M2にはまだ対応しておりません。

(*5) 非常に大規模なプロジェクトで作業する場合には、 SSD（ソリッドステートドライブ）や HDD（ハードディスクドライブ）などのハードドライブについても検討する必要があります。

プロジェクトを SSDに保存すると、プロジェクトの読み込みと保存が速くなります。

(*6) インターネット接続が必要な機能：

・Epic Games Launcher（Twinmotionを起動する画面）

・Epic Games アカウントのサインイン／サインアウト、登録内容確認

・アセットライブラリ／配信アセットのダウンロード

・空、背景のHDRIのダウンロード

・Quixel Megascans、Sketchfabからのダウンロード

・Open Street Map（周辺環境／都市、設定／地域設定）からの情報取得

・Twinmotion Cloud へのアップロード、閲覧

・ヘルプ（Twinmotionサイト、コミュニティ、YouTubeチャンネル）

動作環境

https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
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