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ようこそ 

このクイック スタート ガイドは CityEngine ビギナーを対象にしています。CityEngine を構成

する主なコンポーネントを紹介し、3D 都市モデルの生成を行うために必要な基本事項を理解する

ことができます。一般的な概要の紹介の後、ユーザー インターフェイスに焦点を当てます。続い

て CityEngine を使用したモデリングのワークフローを解説します。そしてルール ベース モデリ

ングの基本、最後に作成したモデルをエクスポートする方法を紹介します。 
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CityEngine の概要 

このページは CityEngine の 3D コンテンツ作成についてのイントロダクションです。

CityEngine の主な機能、モデリングの流れ、そして都市や建物のプロシージャルによるモデリン

グの一般的な考え方を解説します。 

CityEngine の特徴 

 

プロシージャル モデリング 

CityEngine のメイン コンセプトは、「プロシージャル」アプローチによる効率的なモデリングで

す。コンピューターにコードベースの「プロシージャー」つまりコマンドの集合（この場合は幾何

学的なモデリング コマンド）を適用して実行します。ユーザーがモデルやモデルの 3D ジオメト

リを手動で操作する「古典的介在」に対して、ルール ファイルによる「抽象的介在」と表現され

ます。 

CityEngine の CGA スクリプトで提供されるコマンドは、例えば「Extrude（押し出し）」、

「Split（分割）」、「Texture（テクスチャの貼り付け）」など、多くの 3D アプリケーションで

広く知られたコマンドであり、どのようなユーザーも容易に適応し、短時間で複雑な建築物モデル

を作成することができます。 

プロシージャル モデリングの詳細は、「ルールベースのモデリング」を参照してください。 

 

プロシージャル モデリング   
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ダイナミック シティ レイアウト 

ダイナミック シティ レイアウトは、リアルタイムに自動更新されるインタラクティブな道路ネッ

トワークを構築するための強力なツールです。都市を構成する道路、歩道およびブロック全体がユ

ーザーの入力に対して動的に応答し、直感的に都市全体のレイアウトをデザインすることができま

す。 

もちろん、ダイナミック シティ レイアウトで制御されたレイアウトに関連するすべてのジオメト

リもリアルタイムで更新されます。道路の幅を編集するとそれに隣接する建物が再構築される様子

を是非ご覧ください。 

 

カスタマイズ可能な ユーザー インターフェイス 

CityEngine のユーザー インターフェイスは、どのような手動での作業にも対応しています。ルー

ル作成、道路ネットワークの作業、リアルタイムにフィードバックされる属性編集、現在の都市開

発の統計レポートの研究といったことがすべて可能です。 

ダイナミック シティ レイアウト      

ユーザー インターフェイスのカスタマイズ 
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繰り返しのタスクを制御したい、定型のレポートを特定のファイル フォーマットで作成したい、

何らかの操作を自動化したい、といったユーザーには、CityEngine のワークフローをさらに定型

化・自動化する Python によるスクリプティング機能が用意されています。 

データの相互利用 

CityEngine は業界で標準的に使用されているフォーマットのインポートおよびエクスポートをサ

ポートしています。ユーザーはライン データやシェープ データ（フットプリント）または 3D 

ジオメトリを CityEngine へ取り込んだり出力したりすることが可能です。都市計画、建築、エン

ターテイメント、シミュレーションなど分野にかかわらずデータを流通する手段を提供します。 

CityEngine によるモデリングの流れ 

CityEngine による 3D 都市のモデリングは、次の図中のパイプラインの各ステージで表されま

す。パイプラインは、大規模な都市レイアウトを生成するためのいくつかのプロシージャル モデ

リング ツールからなります。詳細な建物モデルを作成する CGA ルールの適用も行われます。 

 

CityEngine モデリング パイプラインの概要です。黒いボックスはデータ タイプ（レイヤー）、白いボックスはそれらを作成

するための操作を表しています。典型的な使用法では、最初のステップで道路ネットワークが構築され、それによりできた

領域が区画に分割されます。最後に、CGA ルールに基づいて建物の 3D モデルが生成されます。CityEngine のアウト

プットはポリゴンで構成された建物モデルです。 
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CityEngine シーンは各ステージごとに異なるデータ タイプのレイヤーとして保存されます。パイ

プラインは柔軟で、別のステージに入れ込むこともできます。例えば、.obj ファイル形式の街の区

画や建物のポリゴン データをインポートし、この後の処理に使用することができます。 

大規模な都市レイアウトの作成 

CityEngine はいくつかのプロシージャル機能と、道路ネットワークのレイアウトや区画の配置、

分割を行う対話的なツールからなります。道路を様々なパターンで生成し、対話的に編集すること

ができます。例えば、道路の交差点を移動したり、道路を削除したり、選択したり、選択したもの

に道路成長ウィザードを再度適用することも可能です。一方、地形に沿って建物を配置するといっ

た区画の形状を編集するツールも利用可能です。これらのツールは通常、3D ビュー ウィンドウ

で選択されたものやビューポートやレイヤー全体に作用します。 

 

CityEngine は都市レイアウトを効率的かつ対話的に作成するためのツール群で構成されています。 

CityEngine シーンはレイヤー構造になっており、巨大なデータセットを実用的かつ組織的にハン

ドリングできます。例えば、編集する前にはレイヤーを複製しておき、異なるバージョンのレイヤ

ーを作成することができます。もちろん、各レイヤーの表示／非表示の切り替えも可能です。 
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スクリプトベースのモデリング 

「スクリプトベース」または「プロシージャル」モデリングは広い適用範囲を持っていますが、多

くの場合、ある特定の標準化されたルールに従って数多くのデザイン上の操作を行ったり、大量の

オブジェクトを作成する必要がある場合に使用されます。モデリングの自動化がゴールであり、ス

クリプトの記述の全体的なクオリティが、生成されるモデルのクオリティや詳細度に反映されま

す。一方、固有のオブジェクト（例えばランドマーク的な建物）のモデリングは手作業で行う方が

最善であり、プロシージャル アプローチは通常必要ありません。そのようなオブジェクトのモデ

リング作業はおよそ自動化され得ないためです。 

ルールセットの構築は初期の段階ではある程度の作業が必要となりますが、その一方でモデル生成

自体は従来のマニュアル モデリングに比べて非常に短時間でできます。次の図は両方の方法を比

較したものですが、特定の量以上のモデルが作成される場合には、スクリプトベースのモデリング

の適用がより有効になることがわかります。 

 

CGA 

CityEngine の CGA シェープ スクリプトは、建築物の 3D コンテンツの作成に特化した独自の

プログラミング言語です。CGA という言葉は Computer Generated Architecture を意味してい

ます。スクリプトベース モデリングは、CityEngine の中でルールまたは CGA ルールを定義す

るというもので、段階的に細部を作り込むことにより、対話的にデザインを洗練していくことがで

きます。形状に対して適用したルールは、個々に座標軸を持つ境界線ボックス（スコープと呼ばれ
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ます）の中にジオメトリを構築します。下図では、処理の過程をルールにより生成した建物で表し

ています。左端は初期形状（シェープ）、右端は結果の建物モデルを表しています。 

 

CGA シェープ スクリプトによる建物ジオメトリの生成は以下のように行われます。 

1. 最初の建物区画シェープは、上で説明したツールを使って CityEngine 内で作成するかインポ

ートします。インポートする場合は、既存の立体モデル（建物の外観）もルールの開始地点

（スタート ルール）にすることができます。 

2. これらの区画シェープにどのルール ファイル（.cga）を適用するかを選択します。すべての建

物に 1 つのルールを適用、あるいは建物ごとにルール セットを適用することができます。 

3. 続いて、選択した区画にルールを適用します。その区画のスタート ルールがルール ファイル

に含まれていることが重要です。これがない場合はルールを呼び出すことができません。生成

されたモデルは CityEngine の 3D ビューアーで表示・確認することができます。非常に大

きなモデルの場合は、CityEngine ですべてを生成することはメモリの制約により推奨できま

せん。 

4. 生成された 3D モデルを編集する手段はいくつか考えられます。（1）ルールを編集する、

（2）建物ごとにルールのパラメーターを変更する、（3）確率論的ルール（ランダム パラメ

ーターを使用しているルール）を使用している場合は、すべてまたは個々の建物のランダムシ

ードを変更することもできます。 

5. 最終的なデザインが確定したら、選択した建物や道路をハードディスクに（テクスチャ付き

で）エクスポートすることができます。エクスポート モードにおいては、メモリの制約はあ

りません。 
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ユーザー インターフェイス 

このページでは CityEngine ユーザー インターフェイスの全体像を簡単に説明します。まずメイ

ンのウィンドウについて解説し、プロジェクト管理やナビゲーションのような基本機能を簡単に説

明します。 

CityEngine メイン ウィンドウ 

ユーザー インターフェイスは、メイン ウィンドウを中心にこれを取り巻くいくつかのサブウィン

ドウから構成されています。次のスクリーンショットは典型的な CityEngine モデリング セッシ

ョンの様子を示しています。 

 

CityEngine のメイン ウィンドウ 

1. Scene Editor（シーン エディター）：シーン、レイヤー、オブジェクトおよびシナリオの管理 

2. CGA Rule Editor（CGA ルール エディター）：GCA ルールの編集 

3. Navigator（ナビゲーター）：ワークスペース内のファイルの管理とプレビュー 

4. 3D View（3D ビュー）：単一または複数のパースペクティブ カメラおよびシナリオの表示 

5. 直上からのビュー 

6. Inspector（インスペクター）：選択したオブジェクトまたはシナリオの詳細情報の表示と編集 

7. コンソール：CGAや Pythonのテキスト出力の表示と対話的な Pythonセッションで使用 

8. CityEngine メッセージ ログ。Problems：CGAコンパイラーが検出したエラーや警告、Progress：時間のかかる

CityEngine操作の進捗レポート 

個々のサブ ウィンドウは [Window] メニューから表示することができます。 各ウィンドウは複

数のタブを持ちドラッグ＆ドロップで自由に配置することができます。タブを別のウィンドウの中
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にドラッグすると、そのタブはそこに単体のウィンドウとして移動します。 ほとんどのウィンド

ウ（エディタ以外）は分離することもできます。ウィンドウ レイアウトの構成（パースペクティ

ブ）は、[Windows] → [Layout] から保存および読み出すことができます。例えば、スクリプト

を編集するためには、デフォルトのパースペクティブが推奨されます。 

以下では各サブ ウィンドウとその主要機能について紹介します。 

Navigator ウィンドウ 

Navigator ウィンドウは、プロジェクトやシーンを管理するために使用する作業場所です。従っ

て、このウィンドウにはワークスペースに存在するかリンクされているプロジェクトが表示されて

います。新しい CityEngine プロジェクトは、[File] → [New] → [CityEngine] → [CityEngine 

project] から作成することができます。 

標準的な CityEngine プロジェクトには以下のフォルダーが含まれています。 

 [assets] : 3D モデルを構築する際の CGA スクリプトにより適用されるアセット（素材）が格

納されます。アセットは.obj（場合により.mtlを伴う）や各種フォーマットのテクスチャ等で

す。 

 [data] : このフォルダーには任意の追加データが含まれます。例えば、土地区画や立体モデル

（グループ化された.obj）がこのフォルダーに格納されます。これらは CityEngine に CGA 

スクリプトの適用先であるシェープ レイヤーとしてインポートされます。 

 [images] : 3D View のスナップショットなど追加の画像がここに格納されます。 

 [maps] : マップ レイヤーとして使用される画像マップ（例えば、地形データや水域マップ）

がここに格納されます。 

 [models] : エクスポートされた 3D モデル（.fbx, .dae, .obj, 等）の格納場所です。 

 [rules] : このフォルダーには CGA スクリプトのルール ファイル（.cga）が格納されます。 

 [scenes] : CityEngine シーン（.cej）が格納されます。 

このウィンドウで行われるプロジェクト管理以外の主要機能としては、ダブルクリックによるシー

ンの表示、選択したシェープへの CGA スクリプト ルールのマウス右ボタンによる適用、左クリ

ックによるアセットの確認（プレビュー ウィンドウに表示されます）、[F5] キーによるリフレッ

シュ（アセットが変更されていたり、プロジェクトが共有されていてシーン等が追加／変更される

ような場合に有効）等があります。 
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Scene Editor ウィンドウ 

このウィンドウはシーンを管理する中心的な機能です。CityEngine シーンはレイヤーとして管理

されています。 

 マップ レイヤー は、不特定のマップ（画像）を含み、オブジェクト属性をグローバルに制御

するために使用することができます。 

 グラフ（ライン）レイヤー は、道路ネットワークおよびブロック、動的に生成されるシェー

プ、生成されたモデルなどを含みます。 

 シェープ レイヤー は、静的なシェープ、CGA モデルの生成に使用される建物区画が最も典

型的な例です。 
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Scene Editor ウィンドウに環境、道路ネットワークおよびシェープ レイヤーがリストされている状態。 

レイヤー ツリーでは、レイヤーやそのオブジェクトのナビゲート、削除、コピーを行うことがで

きます。また、検索フィールドでツリーから検索したオブジェクトの表示／非表示の切り替えを行

うことも可能です。3D View の各レイヤーの表示／非表示切り替えは、レイヤー名の左にある目

のマークをクリックします。 

建物区画や立体モデルが外部のプログラムによってすでに作成されている場合は、これらをシェー

プ レイヤーとしてインポートすることができます。まずシェープをグループ化された .obj ファイ

ル（各グループは 1 つのシェープに対応）に変換する必要があります。その後、それを自分のプ

ロジェクトの data フォルダーにコピーし、[File] → [Import] → [CityEngine Layers] → [OBJ 

Import] を選択、または Navigator ウィンドウ上で .obj ファイルを右クリックしてインポート

します。このようにしてインポートされたメッシュに対して CGA ルールを通常通りに適用しま

す。 

CGA Rule Editor 

Navigator ウィンドウ上で .cga ファイルをダブルクリックすると、それが CGA Rule Editor ウ

ィンドウに開きます。 選択オブジェクトにすでにルールが割り当てられており、その .cga ファ

イルを編集したい場合は、Inspector ウィンドウ中で Rule File をクリックします。CGA Rule 

Editor での典型的かつ効率的なワークフローは以下のようになります。 

1. Navigator 上または 3D View 上での右クリックメニューか、[Shapes] → [Assign Rule 

File...] より、選択したオブジェクトにルールを割り当てます。なお、後者の 2 つの方法では

開いたダイアログでルールを選択する必要があります。 

2. CGA Rule Editor ウィンドウにルールを開き、編集します。 

3. キーボードの [Ctrl-S] でルール ファイルを保存します。 

4. キーボードの [Ctrl-G] でモデルを生成します。 

CGA Rule Editor ウィンドウには、シンタックス強調機能とシンタックス エラー表示機能があり

ます。（後者については、CGA プログラム ウィンドウの項目に詳しく説明されています。）さら

に、タイピングの際には [Ctrl-Space] によりコマンド補完が行われます。 
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3D View ウィンドウ 

3D View ウィンドウは 3D シーンを対話的に操作するメインの表示ウィンドウです。必要な個数

の 3D View（通常は別の視点や別のレンダリングモードで）を開くことができます。3D シーン

は、ワイヤーフレーム、陰影付き、テクスチャ付き、ライティング付きで描画することができま

す。 デフォルトの状態では以下のような操作でナビゲートします。 

 [Alt-左マウスボタン]：対象点の周りで視点（カメラ）を回転させることができます。 

 [Alt-中マウスボタン]：視点（カメラ）を対象点を通る面に対して平行に移動（パン）させる

ことができます。 

 [Alt-右マウスボタン]：対象点に対して視点（カメラ）を接近または遠ざけます。 

 [F]：選択オブジェクトがフレームに入るようにズームします。カメラの対象点は選択オブジェ

クトの中心になり、距離はそれに伴って自動的調整されます。 

典型的なナビゲーション方法としては、マウスの左クリックまたはドラッグでオブジェクトを選択

し、[F] キーを押してフレームに収めます。その後、選択オブジェクトに対してカメラを回転、平

行移動、ズームします。 

他の便利な機能としては、選択オブジェクトのみの表示にする機能（切り替えショートカットキー 

[I] ）、すべてのコンテンツをフレームに収める機能（ [A] ）、 情報ディスプレイを画面表示す

る機能（[D] の後にもう一度 [D]）、カメラ位置を保存しておくブックマーク機能があります。新

しいブックマークは、[Bookmarks]  アイコンをクリックするだけで簡単に作成できます。 

さらに、3D View の [Perspectives]  ドロップダウン アイコンにて、カメラのプリファレン

スで設定するかいくつかのプリセットから直接選択することによりズームする（焦点距離の変更）

ことができます。 

Note：CityEngine プリファレンス（[Preferences] → [Navigation Devices] → [Mouse]）で

は、マウス ナビゲーションの方式を他の 3D アプリケーションと同様の方式に変更すること

ができます。また、Linux ユーザーは、ウィンドウ マネージャーが [ALT] キーを使うことが

ありますので、ナビゲーションのモディファイア（コマンド修飾子）を [CTRL] に変更すると

良いでしょう。 
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Inspector ウィンドウ 

Inspector ウィンドウは、CityEngine のオブジェクトを表示・編集する際のメイン ツールです。 

Inspector ウィンドウにより、選択オブジェクトのタイプによってオブジェクトのすべての属性に

アクセスするユーザー インターフェイスが割り当てられます。Inspector ウィンドウはメイン メ

ニューの [Window] → [Inspector] または [ALT+I] をクリックすることにより起動します。 

シェープのような CityEngine レイヤー オブジェクトに対し、Inspector ウィンドウはすべての

オブジェクトの属性とパラメーターを表示します。もしオブジェクトがルール ファイルに関連付

けられている場合は、ルール ファイルが読み込まれ、すべてのルール パラメーターが 変更可能

になります。 

 

Inspector ウィンドウにシェープに関連する属性やパラメーターが表示されている状態。 
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モデル生成が開始されるスタート ルールは、[Start Rule] フィールドに入力されます。この値が

ルール ファイル中のルールに適合しない場合、モデル生成は行われません。 

Inspector ウィンドウは 1 つのオブジェクトだけでなく、複数のオブジェクトの集合の編集にも

対応しています。すべてのオブジェクトについて固有の属性はそのまま表示されます。オブジェク

トの集合において異なる値を持つ属性がある場合は、その属性は固有でないとしてマークされ

「？」記号が付与されます。属性値が固有であるか否かによらず、値を変更すると集合の全オブジ

ェクトにその値が適用されます。これにより、多数のオブジェクトの集合の編集が容易になりま

す。 

さらに、Inspector ウィンドウは自動的にオブジェクトの集合をタイプによってグループ化し、不

均質な集合に対しても複数編集が可能になります。 
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CityEngine のワークフロー 

このガイドでは、CityEngine における基本的なモデリングのワークフローの手順を実践します。

このページは実際に CityEngine を使用する際と同様のステップで記述されています。ステップご

との説明を個別に呼び出すこともできます。 

新規 CityEngine シーンの作成 

CityEngine プロジェクトを 1 つ作成したら、最初のステップは新規シーンの作成です。これは

メイン メニューの [File] → [New...] → [CityEngine] → [CityEngine scene] から可能です。 

シーンの名前を入力し、[Finish] をクリックすると新規プロジェクトが作成されます。 

都市レイアウトの作成 

道路やブロック、区画で構成されるシティ レイアウトを作成する最も簡単な方法は、メイン メニ

ュー → [Graph] → [Grow Streets...] から [Grow Streets] ウィザードを呼び出すことです。こ

のウィザードでは、作成したい道路の本数や分布のパターンのようないくつかの成長パラメーター

を選択することができます。ウィザードが完了すると、グラフィック ネットワーク、ブロック、

道路や区画のシェープを含んだ新規道路ネットワーク レイヤー が生成されます（または既存の道

路レイヤーが選択されていればそれを延長します）。出力されたシェープは、この後でスクリプト

ベース モデリングのスタート地点として使用されることになります。 

 

 

道路ネットワークとブロックが表示された 3D ビューポート 
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道路と区画のシェープが表示された 3D ビューポート 

道路ネットワークはグラフ編集ツールや変形ツールにより手作業で編集することができます。 ま

た、選択した道路を削除するには [DELETE] キーを使用します。Inspector ウィンドウを使用し

て選択されている道路の幅のような属性を編集することもできます。 

 

道路ネットワークやシェープの編集を行うツール群 

さらに、道路ネットワークは Autodesk 社の AutoCAD のような外部のアプリケーションでデザ

インして CityEngine にインポートすることも可能です。これは、[File] → [Import…] からイン

ポート ウィザードを呼び出すことにより可能です。例えば .dxf ファイルの場合は、[File] → 

選択 

選択モードメニュー

（ｑ） 

移動と変形 

移動（w）拡縮（e）回転（r） 

 

道路編集 

フリーハンド ポリライン 編集 整形   地形に整列 

フレーム  パン 回転 ズーム    見回す 

視点の操作 

ワールド オブジェクト 固定 

座標系選択 

ポリゴン       矩形    テクスチャ   整形  地形に整列 

シェープ編集 

ルールの割り当て  生成  シードの更新  調査  シードの調査 

モデル 

環境 

数値入力 

距離      面積 
計測 
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[Import...] → [CityEngine Layers] → [DXF Import] を使用します。また、CityEngine は 

OpenStreetMap からエクスポートしたデータもサポートしています。 

同様に、任意のポリゴンメッシュを Esri 社の ArcGIS や Autodesk 社の Mayaのような外部の

アプリケーションで作成して CityEngine にインポートすることも可能です。これは、[File] メニ

ューのインポート ウィザードを呼び出すことにより可能です。例えば .obj ファイルの場合は、 

[File] → [Import...] → [CityEngine Layers] → [OBJ Import]（シェープ ファイルの場合は同様

に [Shapefile Import] ）を使用します。インポートしたシェープは CityEngine で生成したもの

と同じように使用することができます。つまり、これを編集したり、建物モデルを生成するために 

CGA ルールファイルを適用したりすることができます。 

City Wizard の使用 

City Wizard は、初めての都市構築を行う上で最も簡単な方法です。上記のステップ、つまり、 1 

つのユーザー インターフェイスのステップと、特定のアルゴリズム用に予め用意されたパラメー

ター セットを使用し、道路ネットワークや道路および区画のシェープの生成もしてくれます。ま

たここでは選択したルール ファイルを出力シェープに適用しています。作成された都市は 

CityEngine シーン ファイルに保存され、表示したり、変更したり、さらに拡張したりすることが

できます。 

City Wizard は、[File] → [New] → [CityEngine] を選択することにより、既存のワークスペー

スからいつでも呼び出すことができます。この後、[City Wizard] を選択し、[Next] を押してウィ

ザードページの説明に従って設定を行います。 
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いくつかの異なるタイプの都市生成をガイドしてくれる City Wizard のページ 
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図式的な都市 

 

SF 的な都市 

 

テクスチャ付けされた都市 
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ルールベースのモデリング 

CityEngineでは、建物モデルは CGA ルールとして記述されます。1 つの CGA ルール ファイ

ルは、実際の建物形状がどのように作成されるかを定義するいくつかのルールからなります。シェ

ープに CGA ルール ファイルが適用されると、このシェープをスタート地点とする建物モデルの

生成が開始されます。このチュートリアルでは、極めて基本的なルールを含む CGA ルール ファ

イルを作成します。 

新規ルール ファイルの作成と記述 

新規 CGA シェープ スクリプト ルール ファイルを作成するには以下をクリックします。 

 [File] → [New...] → [CityEngine] → [CGA Rule File] 

新しいファイルがプロジェクトの rules/ ディレクトリの中に作成され、CGA Rule Editor ウィン

ドウが起動します。 

CGA Rule Editor ウィンドウでは、建物パラメーターの定義によるスクリプトの記述が開始でき

る状態になっています。この中では、建物の高さの最小／最大値がいわゆる ルール属性 により定

義されています。個別の建物に対するこれらの値は、後で Inspector ウィンドウの中で容易に変

更することができます。 

attr minheight = 10 

attr maxheight = 30 

すべてのシェープ（区画や道路）は特定のスタート ルールを持っており、これがルール ファイル

からルールをトリガーします。例えば、CityEngine で生成された区画はデフォルトでは Lot と

いうスタート ルールを持ちます。1 つの区画を選択し、Inspector ウィンドウを見ると、この区

画のスタートルールが分かります。 

 

シェープ選択時の Inspector ウィンドウの状態 
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[Start Rule] はルール セットからトリガーされる最初のルールを定義します。ここでは、建物を

作成するためのスタート ルールとして以下のように記述します。 

Lot --> extrude ( rand ( minheight, maxheight )) Envelope 

区画は minheight と maxheight の間でランダムに変化する高さまで押し出されます。 

なお、CGA Rule Editor ウィンドウの中で [Ctrl-Space] を押すことにより、コード補完機能が作

動します。使用できるコマンドやそのパラメーターが候補としてリストされるため、コマンド リ

ファレンスを参照することなく容易に CGA のコーディングを行うことができます。 

ルールの適用とモデル生成 

次のステップでは、新規に作成されたルール ファイルを対応するシェープ（上記の場合では区

画）に適用します。 

 Scene Editor ウィンドウにて区画レイヤーである Lots を選択します。 

 [Shapes] → [Assign Rule File ...] をクリックします。 

 rules ディレクトリより、CGA ファイルを選択し、[Open] をクリックします。これで、選択

された区画にルール ファイルが適用されたことになります。 

 3D View ウィンドウ上でいくつかの区画を選択し、ツールバーの [Generate] ボタンを押すと

建物が生成されます。下図は CGA ファイルに記述された単純な押し出しルールにより建物が

生成された状態です。 

 

区画からの押し出しにより生成されたモデル 
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モデルのエクスポート 

CityEngine ではグラフィック（道路ネットワーク）、シェープ（区画や道路のシェープ）、モデ

ル（建物等）をエクスポートすることができます。このページではモデル（例えば建物形状や道路

形状）を Wavefront OBJ フォーマットにエクスポートするための ワークフローを順を追って説

明します。 

CityEngine は以下のようなフォーマットにエクスポートすることが可能です。 

3D 3D GIS ArcGIS Online Customize 

Wavefront OBJ Esri FileGDB Esri Scene Layer Package SLPK  Python 

e-on Vue VOB KMZ/KML  CityEngine Web Scene 3WS  

Collada DAE  

 

360 VR Experience 3VR  

Autodesk FBX    

Alembic ABC    

Renderman RIB    

 

注意 

ライセンスレベルによりサポートされるフォーマットが異なります。たとえば、Basic ライセ

ンスでは、File GDB や Alembic、FBX のような専門家向け 3D フォーマットはサポートして

いません 

モデルの Wavefront OBJ フォーマットへのエクスポート 

1. シーンを 1 つ（例えばどれかのチュートリアルのシーン）開き、シェープ レイヤーの中でク

リックするか 左マウスボタンで左から右へドラッグすることによりいくつかのシェープを選

択します。次の図のスクリーンショットのハイライトされた部分は、同じルールファイルとス

タートルールを持ったシェープが 2 つ選択されていることを示しています。左側のシェープ

に対してはすでにモデルが生成されています。 

http://cehelp.esri.com/help/topic/com.procedural.cityengine.help/html/manual/export/export_formats_obj.html
http://cehelp.esri.com/help/topic/com.procedural.cityengine.help/html/manual/export/export_formats_fgdb.html
http://cehelp.esri.com/help/topic/com.procedural.cityengine.help/html/manual/export/export_formats_i3s.html
http://cehelp.esri.com/help/topic/com.procedural.cityengine.help/html/manual/export/export_formats_scriptbased.html
http://cehelp.esri.com/help/topic/com.procedural.cityengine.help/html/manual/export/export_formats_vob.html
http://cehelp.esri.com/help/topic/com.procedural.cityengine.help/html/manual/export/export_formats_kml.html
http://cehelp.esri.com/help/topic/com.procedural.cityengine.help/html/manual/export/export_formats_3ws.html
http://cehelp.esri.com/help/topic/com.procedural.cityengine.help/html/manual/export/export_formats_dae.html
http://cehelp.esri.com/help/topic/com.procedural.cityengine.help/html/manual/export/vr360/export_formats_3vr.html
http://cehelp.esri.com/help/topic/com.procedural.cityengine.help/html/manual/export/export_formats_fbx.html
http://cehelp.esri.com/help/topic/com.procedural.cityengine.help/html/manual/export/export_formats_abc.html
http://cehelp.esri.com/help/topic/com.procedural.cityengine.help/html/manual/export/export_formats_rib.html
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2. [File] → [Export...] を選択してバッチ エクスポート ウィザードを起動します。ウィザード

の 3 つのページのうちの最初のページにモデルのバッチ エクスポートが示されます。

[CityEngine] → [Export Models of Selected Shapes and Terrain Layers] の項目を選択し、

[Next] をクリックします。 
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3. 2 番目のページではファイル フォーマットを選択します。ここでは [Wavefront OBJ] を選

択します。 
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4. 3 番目のページではフォーマット特有のオプションを設定します。最も重要なオプションはエ

クスポート先の場所とファイルのベース名です（次の図でハイライトされた部分）。 

 

モデル エクスポート ウィザード： Wavefront OBJ の出力設定 

5. [Finish] をクリックしてバッチ エクスポートを開始します。 

6. 出力先として指定した場所に obj ファイル、テクスチャ、およびエクスポート時のログファイ

ルが書き出されます。この場合は  

＜プロジェクト フォルダー＞¥models¥Examples_Philadelphia_Redevelopment_0.obj とな

ります。 
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