


過去のおさらい+



スカルプトで
モデリングしてみよう



スカルプトモード （T-Splineモデル）



スカルプトモード （T-Splineモデル）

ツールが紫になる



スカルプトツール

直方体を作成

平面を作成

円柱を作成

球体を作成

ドーナツ形状を作成

4面分割の球体を作成

スケッチカーブにそってパイプ形状を作成

新しく面を作成 （穴埋めなどに使用）

スケッチカーブから押し出し面を作成

スケッチプロファイルと指定した軸に合わせて回転体を作成

スケッチプロファイルを、スケッチパスカーブにそって押し出し

複数のスケッチプロファイルを通る形状を作成 例：4角形から5角形、円から4角形など

単一オブジェクトを中心線でミラー化

単一オブジェクトを軸方向にミラー化

平面を基準にオブジェクトを複製ミラー化

軸方向を基準にオブジェクトを複製ミラー化

ミラー状態をクリア

対称除外面を選択表示



形状をダイレクト編集

面に分割エッジを追加

分割エッジをスライド移動

追加エッジを基準エッジから双方向に追加

エッジ上に任意に頂点を追加

分離している2つ以上のエッジを結合

面を複数面に分割

頂点と頂点を結合

単一エッジを2つに分離

エッジや頂点を折る

折れたエッジや頂点をスムース化

複数頂点を平坦化（オプションで、平均値、面にフィット、面に平行）

複数頂点を、メッシュにフィット

頂点をサーフェス位置にまたはサーフェスを頂点位置に移動

離れたエッジを指定数の面で橋渡し的につなぐ

T-スプライン面に厚み付け

穴の開いている箇所を新規面を作成して埋める

エッジやスケッチに対してT-スプラインエッジをフィット

T-スプライン面をフリーズ化（凍結）して固定

フリーズ状態を解除

クアッドメッシュをT-スプライン化するなどの変換が可能

T-スプライン面を均一化、シワや寄れを解除

スターポイントやTポイントエラーを修復

表示モード切替

表示パフォーマンス切り替え



直方体から始めよう





大事な3つの要素



面

頂点エッジ

動かせる３つの要素



動かせる３つの要素 面

頂点エッジ



3つの要素を編集して
形を変える



１．
T-Splineボディの面、線、点のいずれかを選
択

２．
マウス右クリックでマーキングメニューを表示して右上の
「フォームを編集」を選択

オブジェクトの編集



Ｚ

Ｙ

Ｘ

マニピュレータの軸方向と
編集の種類

移動

回転 スケール



編集の種類

Ｙのみ

Ｘのみ

ＹとＸ

全体を均一
にスケール

スケール

Ｙのみ

Ｘのみ

Ｙと
Ｘを兼ねる

移動

Zのみ

Ｙと
Ｚを兼ねる

Ｘと
Ｚを兼ねる

回転

Ｘ軸回転

Ｙ軸回転

Ｚ軸回転Ｚ

Ｙ

Ｘ



表示モード



ポリゴン？

頂点１

頂点２

頂点４

頂点３

面



ポリゴン？

頂点１

頂点２

頂点４

頂点３

面

面



T-Splineの表示モード 表示を切り替えることで、データがどの様な状態か判断しやすくなります。

Alt+1
Option+1

またはControl+Option+1

Alt+2
Option+2

またはControl+Option+2

Alt+3
Option+3

またはControl+Option+3

Win

Mac

ボックス表示 コントロールフレーム表示 スムース表示



ピボットポイント



回転中心位置



中心点の位置が変わると、移動後の位置も変わる



回転編集時の注意点



回転編集時の注意点



回転軸の中心位置

中心位置の違いで結果が異なる

回転編集時の注意点



色々な選択方法



面、線、点の選択方法

面、または線をダブルクリック。線はループ状であれば全選択。
途切れている場合はそこまで選択

A～B点地点までの面、線、点を選択するには、
Aを選択したあと、Shiftを押しながらB面/線/点をダブルクリック

全選択部分選択

A

B

A

B

線はループ

面は全面



面の数を増やす
押し出しツール



移動+セグメントの追加

マニピュレータで通常通り押し出す

押し出す際にAltキーを押しながら作業を行うことで、
セグメントを追加しながらの押し出しができる
MacはOptionキーまたは、コントロールキー

面を選択して、右クリック→「フォームを編集」



自己交差に注意
ボディの一部が自身の一部にめり込むのはNG

ソリッド化する際にエラーが表示さ
れた状態

ボックス表示は重なっているように見える
が、ジオメトリは交差していないので、ソ
リッド化可能

○ ×



様々なツール



分割線の追加

次々に任意の場所に分割線を作成。
オプションボックスのOKまたはEnterキーで決定
注：結果として３角面ができる場合があるので
要注意基本は４角面がベスト

線に平行に分割線を追加

自由に分割線を追加

選んだ線に平行な分割線を作成
位置は0⇔1の間の値で決定

修正
↓

エッジを挿入

修正
↓

挿入点



ミラー状態での操作

オブジェクトを複製して、オブジェクト間でミラー動作
複製したいオブジェクトを選択して、ミラー基準面を選択

オブジェクト内でミラー動作。ミラーにしたい
２面を選択すると、間にミラー線が作成される。



複数ボディの接続

修正
↓

ブリッジ

修正
↓

頂点を溶接

面と面、またはエッジとエッジを接続する

エッジとエッジの間に指定数のセグメントを
追加する形で、自動的に接続。
対になる頂点と、方向をきちんと相対させてあげないと
捻じれができてしまうことがある

点と点を接続していく方法
一つ一つ指定するので、捻じれが発生しない
先に選んだ方が、次に選択する点に飛んで接続



アセンブリって？







アセンブリとは？

世の中の製品のほとんどは複数のパーツにより構成
されています。

このように複数のパーツを組み合わせたオブジェクト、
また組み合わせる行為をアセンブリと呼びます。





アセンブリの手順



モーションリンク



アセンブリの活用 自動分解



▪ 分解図の取り込み

アセンブリの活用



アセンブリを
学ぼう



ボディ

アセンブリの仕組み

アセンブリを使用するためには、「ボディ」と「コンポーネント」の違いについて
理解する必要があります。

一言で言うならば形状。

作製した形が一つ一つ
のボディとなります。

コンポーネント

パーツと言い換えても
いい、独自の原点など
も持つ独立したボディ
グループ



コンポーネント

アセンブリの仕組み
コンポーネントを組み合わせることで
アセンブリグループを作成することができます。
註：アセンブリを行うためには、最低片方はコンポーネントである必要があります

ボディを独立させてコン
ポーネント化したもの。

+ ＝
コンポーネント

アセンブリ
コンポーネントを組み合わせ
ることを「アセンブルする」と
言い、組み合わさったものを
アセンブリと言います。

ボディを独立させてコン
ポーネント化したもの。

コンポーネント

コンポーネ
ント



ジョイントで関係を決める

パーツ（コンポーネント）に
「ジョイント」を適用すること
で、お互いの位置や接し
方に規則を持たせる（状態
を拘束する）ことで、アセン
ブリとして挙動や交差をシ
ミュレートすることができま
す。

コンポーネント#1 コンポーネント#2 コンポーネント#3



なぜアセンブリを使うのか・・・

このまま作っていってもいいのですが・・・大きな問題点が！！！

最初に何も指定せずにオブジェ
クトを作成すると、ボディが作成
されます。 履歴が長すぎる

編集したい時にどのフィーチャー（ツール）かわからない



アセンブリの仕組み

そこで！！！コンポーネントのもう一つの特徴を利用します！

コンポーネントは、
各コンポーネントごとに
履歴を持つことができます。

コンポーネント

アセンブリ

履歴＃１

コンポーネント

履歴＃２

コンポーネント

履歴＃３

コンポーネント

履歴＃４

コンポーネント



アセンブリの仕組み
より大型のアセンブリ、例えば自動車やロケット、船などは、アセンブリするコンポーネント（パーツ）数が膨大なの
で、より機能やパーツごとに分かれたサブアセンブリという単位で個々のアセンブリグループを作成して、
より大きなアセンブリグループを作ります。



アセンブリの仕組み
より大型のアセンブリ、例えば自動車やロケット、船などは、アセンブリするコンポーネント（パーツ）数が膨大なの
で、より機能やパーツごとに分かれたサブアセンブリという単位で個々のアセンブリグループを作成して、
より大きなアセンブリグループを作ります。

サブアセンブリ
（アセンブリ） + ＝サブアセンブリ

（アセンブリ） 大規模アセンブリ

コンポーネ
ント

コンポーネ
ント

コンポーネ
ント

コンポーネ
ント

コンポーネ
ント

コンポーネ
ント

コンポーネ
ント

コンポーネ
ント



アセンブリとサブアセンブリの構成

アセンブリには複数のアセンブリグループを一つのシーンに埋め込むことができます。

サブアセンブリ

アセンブリ



コンポーネントを作成する



コンポーネントの作成方法 その１

ツールバーのアセンブリから
新規コンポーネント ツールをクリック

右クリック

ブラウザの一番上の階層を右クリックして
「新規コンポーネント」でボディの受け皿を作成します。



既にボディとして作成したオブジェクト、
または読み込んだデータを
コンポーネント化する場合

１．ボディを右クリック

２．

ボディからコンポーネ
ントを作成 を選択

コンポーネントの作成方法 その２



アセンブリを作成する



アセンブリを作ってみよう！



コンポーネントの作成方法 その１

ブラウザの一番上の階層を右クリックして
「新規コンポーネント」を選択します

右クリック



アセンブリの準備

スケッチのスロット→中心合わせスロット
を活用して、リンク機構のパーツを一つ
作製します。

スロットを描いた後に、円を使って回転
軸となる穴開けようのスケッチも追加し
ます。



アセンブリの準備

押し出しを使ってボディオブジェクトを作
成します。

この時点で、最初に作成したコンポーネ
ント内で作業していますので、出来上
がったボディオブジェクトは自動的にコン
ポーネントという単位となります。



コンポーネントのアクティブ化について

今自分がどのコンポーネントについて作
業をしているかを切り替えることができま
す。この「アクティブ化」を行うことで、基本
的にはそのコンポーネントにたいして付随
する履歴を参照することができます。

クリックすることで
各コンポーネントを
アクティブ化
（この場合作業レイヤーの切り替えのような意味）



アセンブリの準備

コンポーネントがアクティブ 全体がアクティブ

このパーツに関係する履歴だけが表
示される

全体で起こっている全てのアクショ
ンが表示される



アセンブリの準備

コンポーネントをコピー＆ペーストして複製。２つ以上のコンポーネントがシーンにありますので、
これでアセンブリをするための準備が整いました。



コンポーネントは３D空間（宇宙の様なところ）に置いてあると仮定してください。つまり空間上で一つのコンポーネント

を、どこかに固定してあげないと、動きを適用することができません。それは地面がないところでジャンプしてください
と言っていることに近しいです。

コンポーネントの固定

固定したい方（空間上で動いてほしくない方）
のコンポーネントを右クリックし、「固定」を適用します。

固定されたコンポーネント
には、ピンのアイコンが表示
されます



コンポーネント間に、拘束条件をつけてみよう！

アセンブリはツールバーの中にあります。



アセンブリツールの種類

• コンポーネント間に拘束条件をつけます

• 読み込んだデータの位置を動かさず、そのままの位置でアセンブリを組んでいきます
（外部ソフトで作成されたアセンブリデータなどに、Fusion 360内で再度拘束条件を付けていく際に便利です

• 拘束条件を付ける位置（点）を任意の場所に作成します

• 固有の拘束条件をつけずに、そのままのレイアウトで位置を固定します

• 拘束条件で与えた数値（角度など）を変更します
（拘束条件アイコンダブルクリックと同様）

• Aが動く際にBが動くといった挙動を再現できます。例：Aギヤが5回転中、Bギヤが10回転

• 実際に各コポーネントが空間で触れ合った際に、それをFusion 360が認識することで、
自己交差などを防いだり、ギアが触れたときだけ回るといった動きを検証できます

• 空間にある全てのコンポーネントの接触判断を有効にします。
（場合により、とても処理が重くなります）

• 拘束条件に動きを定義し、時間軸と合わせてアニメーションを付けることができます

• 新規コンポーネントを作成します



ジョイントを設定する



アセンブリを組む際のイメージ

アセンブリは３段階の考えで進めます！
まずは、どことどこの面が・・・



アセンブリを組む際のイメージ

どことどこを基準に・・・



アセンブリを組む際のイメージ

どの様な関係を持ってほしいのか！で決まります。

今回の場合は、
１．内側の面同士がくっついた状態で、
２．空けられた穴を軸に
３．回転してほしい
となるわけです。



アセンブリを組む際のイメージ

これをできるだけ少ない手順で成すためには、面だけではなく、エッジも活用していきます。
内側のエッジ同士であれば、ある意味「面」の選択と、「基準」の選択が同時に行えるわけです。



アセンブリを組む際のイメージ

今回、片方は固定されている！

つまりこちらは動けないため、もう一方の上に
移動することはできません。

となるとこちらが受けとめる方ということで、後
で選択することになります。

それでは実際にやってみましょう！
基本的には、先に選択した方が、後で選択する方に向かって移動します。

先ほどコピペした状態では、どこが内側のエッジになるか分かりづらいですが、ひとまず移動はせずに、そのまま
の位置で、片方の下面の穴のエッジと、もう一方は上側のエッジを選択しましょう。ここで忘れてはいけないのが、
片方は「固定」されている点です。



モーションタイプ

「面」と「基準」位置を選択した後は、コンポーネント間に

どの様な関係でいてほしいかを選択する必要があります。
今回はAが、Bの上で、穴の中心軸に沿って、「回転」して
ほしいので、モーションタイプを「回転」に合わせます。



様々なタイプのジョイント



その他のモーションタイプ



アセンブリモーションタイプ別練習用データ

ダウンロードリンク
http://a360.co/2B8xKBU



原点の選択方法

Ctrl (Command)をホールドしながらマウスカーソルを動かすことで、原点にスナップしながら選択できます。また基準

となる面などを先に選択することで、手前に表示されている面などに邪魔されずに、選択できる原点を限定すること
ができます。



組んだアセンブリを動かしてみる

マウスで固定されていないコンポーネントをドラッグして回転させてみよう！



アセンブリエクササイズ！

さらにコンポーネントを増やしてリンク機構をつくってみよう！



「接触」を利用して自己交差を防ぐ

アセンブリは、拘束条件をつけただけではお互いを貫通してしまいます。
そこで、各コンポーネントが触れ合った際に、接触したと認識させる必要があります。

現実世界ではありえない、自己交差がおこって
います

コンポーネント数が少ない場合
「すべての接触を有効にする」
で全てのコンポーネント間の
接触判定をONにします

これにより、マウスドラッグ等でコンポー
ネントを動かしても、互いに触れ合った
時点で留まり、自己交差が起きません。



接触セット

「接触」は、コンポーネントの数があまりにも多いと、リアルタイムでの計算が大変なので、その場合は個々のコン
ポーネント同士のみに「接触」を適用して、負荷を軽減します。

指定したコンポーネント間のみに働く接触判定を作成します。



接触セット

「接触セットを有効化」
すると、ブラウザに接触
セットが追加されます。

「新規接触セット」を
選択して、ターゲッ
トを選択します。



アセンブリをコントロールする



アセンブリをコントロールする



「ジョイントの制限を編集」で可動域を制限する

拘束条件として設定した、「ジョイント」に対して、例えば30度から135度までの範囲のみ回転する、などのより細か
な条件（制限）を設定することができます。

ブラウザから、各ジョイントにマウスカーソルを
合わせると、右端にアイコンが表示されます。

または、モデル上のジョイントアイコンを選択し、（濃
い青色になります）右クリックでマーキングメニューを
呼び出して、「ジョイントの制限を編集」を選択します。



アセンブリの既定の位置
（デフォルトの位置）を決める



既定の位置を決める

ジョイントを適用しただけ

をした際に戻るポジション

「位置をキャプチャ」を適用

をした際に戻るポジション



既定の位置を決める

アセンブリは、ジョイントを適用したところで、ある程度の位置までは移動してくれますが、その位置が既定の位置

とは限りません。またジョイントを適用していくプロセスの中で、どうしても規定位置からコンポーネントをずらして選
択しなければならない、エッジや面もあるかと思います。
Fusion 360ではアセンブリを組んでいる最中や、組んだ後に、少し挙動の確認をしたいと思われて、コンポーネントを
動かしてみた時、その動きが「意図的」であるか、「止むを得ず」なのかを、2種類の機能を使ってコントロールします。

アセンブリの状態を、「意図的に」に動かした場合
その位置をキャプチャして、記憶しておきます。
そうすることで、元に戻すを適用した際に、戻る位置が
キャプチャした位置になります。

既定の位置にアセンブリを戻します



受け取ったデータや、インポートしたデータ
と組み合わせてアセンブリを作成する



様々なデータをアセンブリに取り込む方法
必要に応じて、新規作成デザインを作成し、アセンブリの受け皿としていったん保存します。
単純にデータを開き、「名前を付けて保存」でも同じ効果です



サムネイルを右クリックして現
在のデザインに挿入

新しいコンポーネント
として読み込まれる

データパネルから、サムネイルを右クリックして、「現在のデザインに挿入」を選択すると、
そのデータがアセンブリとして保存したデータに読み込まれます。

様々なデータをアセンブリに取り込む方法



アセンブリの仕組み

アセンブリ上で表示されているコンポーネントは、形こそそこにありますが、モデリングに使用された
フィーチャー（押し出しや、フィレットなど）は元々のコンポーネントデータに埋め込まれています。つまりア
センブリに表示されているデータは、各コンポーネントを参照している状態です。

サブアセンブリ 大規模アセンブリコンポーネ
ント

コンポーネ
ント

コンポーネ
ント

コンポーネ
ント

コンポーネ
ント

参照

参照

読み込み

読み込み



アセンブリは作成したデータだけではなく、クライアントのデータなども組み合わせる場合があります。
その場合は外部データをクラウドに上げて、現在のデータと合わせこむ作業が必要です。

修正したい

１

リンクについて

データを開く

アップデート

１

データを保存

１



リンクについて

形状を変更して保存 アセンブリを開くと注意マークが表示される 最新を全て取得をクリック



ボディとコンポーネントの見分け方

ボディとコンポーネントは選択時の色が違います

１．ボディを右クリック

コンポーネント
（選択時 薄い水色）

ボディ
（選択時 濃い水色）



動かしてみよう！



アセンブリを「モーションスタディ」で動かすことができます

• 拘束条件に動きを定義し、時間軸と合わせてアニメーションを付けることができます

アセンブリを組む最大のメリットは、実際の挙動を確認するところにあります。
ここでは、モーションスタディをつかって、実際に作成したアセンブリの機構がどの様に動くか確認してみましょう

アセンブリからモーションスタディを選択します



モーションスタディの基本

モーションスタディは、基本的にアニメやパラパラマンガの様なものとご理解ください。
つまり、1フレーム目に左にあるものが、30フレーム目には右にあると指定すると、そのあいだのフレームを
Fusion 360が自動的に生成してくれます。

時間の流れ

左にある 右にある動いている



モーション（動き）をつける

ここでは、最初にどの「ジョイント」が、どのタイミングで、どう変化してほしいかを設定します。

動かしたいジョイントを
指定します

ジョイントが読み
込まれます

時間軸に線が表
示されます



モーション（動き）を点で入力

それでは、今ある位置から、60フレーム目に、指定したジョイントの数値がいくつになるという情報を入力しましょう

60フレーム目辺りの
線上で
クリックして
点を追加します

線上でクリック！

今回は
最初の値に
「-」マイナス
をつけて、
ステップを
60に設定しましょう



モーション（動き）を再生

作製したモーションを再生してみましょう！

再
生

頭
に
戻
る



モーション（動き）を編集

モーションスタディを設定すると、ブラウザ内にモーションスタディが作成されます。
編集する際は任意のモーション上で右クリックし、「編集」から修正作業を行います。

右クリック→編集



それ以外の便利機能



アセンブリツールの種類

• コンポーネント間に拘束条件をつけます

• 読み込んだデータの位置を動かさず、そのままの位置でアセンブリを組んでいきます
（外部ソフトで作成されたアセンブリデータなどに、Fusion 360内で再度拘束条件を付けていく際に便利です

• 拘束条件を付ける位置（点）を任意の場所に作成します

• 固有の拘束条件をつけずに、そのままのレイアウトで位置を固定します

• 拘束条件で与えた数値（角度など）を変更します
（拘束条件アイコンダブルクリックと同様）

• Aが動く際にBが動くといった挙動を再現できます。例：Aギヤが5回転中、Bギヤが10回転

• 実際に各コポーネントが空間で触れ合った際に、それをFusion 360が認識することで、
自己交差などを防いだり、ギアが触れたときだけ回るといった動きを検証できます

• 空間にある全てのコンポーネントの接触判断を有効にします。
（場合により、とても処理が重くなります）

• 拘束条件に動きを定義し、時間軸と合わせてアニメーションを付けることができます

• 新規コンポーネントを作成します



位置固定ジョイント

• 読み込んだデータの位置を動かさず、そのままの位置でアセンブリを組んでいきます
（外部ソフトで作成されたアセンブリデータなどに、Fusion 360内で再度拘束条件を付けていく際に便利です



他社CADなどで作成された後、Fusion 360に
インポートされたため、位置は合っているが
ジョイントが適用されていない状態。

各コンポーネントの位置が複雑なため、できれば動
かさずに、そのままジョイントを適用したい際に最適

位置固定ジョイント

位置固定ジョイントは、現在のコンポーネントの位置を動かさずに、ジョイントを適用していく機能です。



ジョイントの原点

• 拘束条件を付ける位置（点）を任意の場所に作成します



ジョイントの原点

アセンブリでは、コンポーネントの面やエッジを利用するだけではどうしてもできないケースがでてきます。
そんな時に、任意の場所にジョイントで使用できる原点を追加することができます。

例えばここには、他社の作成
したコンポーネントが入る予
定で、高さも分かっているの
ですが、まだデータが届いて
いない場合。予めこの部分の
距離を開けておいた状態で
ジョイントを付けたい場合



ジョイントの原点

アセンブリでは、コンポーネントの面やエッジを利用するだけではどうしてもできないケースがでてきます。
そんな時に、任意の場所にジョイントで使用できる原点を追加することができます。

空けておきたい

そのままジョイントを適用する
と上下がくっついてしまうので 選択できる原点を予めコ

ンポーネントから離れた
位置にセットしておいて
利用したい



ジョイントの原点



剛性グループ

• 固有の拘束条件をつけずに、そのままのレイアウトで位置を固定します



他社CADなどで作成され、
今回インポートした部分で、
特にジョイントを付ける必要が無いグループ

剛性グループ

先の位置固定ジョイントは、他社CADなどで作成されたアセンブリなどの位置を動かさずに、ジョイントを適用する機

能でしたが、インポートしたアセンブリに新たにジョイントを適用する必要が無い場合は、「剛性グループ」を使用して、
強制的に一つのグループとして扱うことで、グループ単位で位置関係をキープすることができます。



剛性グループ



ジョイントを駆動

• 拘束条件で与えた数値（角度など）を変更します
（拘束条件アイコンダブルクリックと同様）



ジョイントを駆動

ジョイントを駆動を利用することで、ジョイントのもつパラメータ（角度や距離）を指定し、アセンブリを与えた数値の位
置に動かすことができます。（下の図では、回転ジョイントに105度の値を入力した様子を表しています）



モーションリンク

• Aが動く際にBが動くといった挙動を再現できます。例：Aギヤが5回転中、Bギヤが10回転



モーションリンク

モーションリンクを活用することで、「接触」をつかわずにAが何回転するときに、Bが何回転するという動きを定義づ
けることができます。例えば歯車が100個あったとして、それらすべてに接触セットを付けるのは現実的ではありませ
ん。そういう場合はモーションリンクが便利です。



モーションリンク



モーションリンク



モーションリンク



パッチモードで
サーフェスを使う



Fusion 360で可能な様々なモデリング

モデル
ソリッドモデル

パッチ
サーフェスモデル

スカルプト
ポリゴンモデル

T-Splineモデル

メッシュ
メッシュモデル



パッチモード （サーフェスモデル）

ツールがオレンジになる



パッチのツール

プロファイルを押し出しサーフェスを作成します

プロファイルを回転し、回転体サーフェスを作成します

プロファイルをカーブに沿って押し出したサーフェスを作成します

複数のプロファイルを繋ぎ、複雑なサーフェスを作成します

サーフェスに空いた穴や、サーフェス間の間を埋める面を作成します

指定したサーフェスからオフセットしたサーフェスを作成します



パッチのツール

サーフェス同士で面の一部分をカットします

サーフェスエッジを延長します

バラバラの面を一つに組み合わせ、全てのエッジがマッチしていて
全面が閉じていればソリッド化できます

スティッチで纏めたサーフェスグループをバラします

サーフェスの面の向きを反転します



押し出しツール

押し出したい形にスケッチを描く



押し出しツール

押し出したい方向を決めて、スケッチプロファイルを
→をつかって引っ張る、または数値を入力する



ロフトツール

作成したいサーフェスを通る様にカーブを複数配置



ロフトツール

端から順番にスケッチカーブを選択していき
カーブを通る様にサーフェスを作成



延長ツール

サーフェスのエッジを延長する際に使用します



延長ツール

引き出したい方向に、
任意または数値入力で延長する長さを指定



ロフトツールを使用して
ベース形状を作成し
ステッチをつかってソリッドデータ化します



Fusion 360で
わからないことがあったら！



フォーラムページをご活用ください！
最新アップデート情報も随時掲載！



アクセスはこちらから




