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iFeature1.1

元のパーツモデル

フィーチャの範囲や
選択一覧を設定

完成モデル

【iFeatureを作成する】

iFeatureの作成方法と挿入の仕方を学習します。

iFeature作成演習の流れ

iFeatureの抽出

iFeatureの挿入



iPart

【iPartを作成する】

iPartの作成方法を学習します。

1.2

元のパーツモデル

テーブルを設定

iPartを作成

完成モデル

iPart作成演習の流れ



【干渉解析について】

干渉解析は３次元ＣＡＤの有効機能の一つです。３次元で作成した各
モデルは現実とは違いバーチャルの世界ですので、開いていない穴で
も軸は通ってしまいます。そこで部品を製作する前に、部品同士のぶつ
かりや、ずれなどを確認するために有効な機能です。通常のパーツに
干渉が見つかった場合は編集して干渉が無くなる様形状を検討してくだ
さい。インベンターではねじ部（おねじとめねじ）は干渉と捕らえます。こ
こではねじ部の干渉解析について設定方法を学習します。

干渉解析2.1

インベンターではね
じ部（おねじとめね
じ）は干渉になってし
まいます。

設定を変更すること
で干渉ではなくなり
ます。



【フレキシブルについて】

フレキシブルは上位階層に配置されたサブアセンブリの各パーツ（コ
ンポーネント）を拘束条件に沿って自由度を与える機能です。これにより
サブアセンブリを適正に配置することが出来るようになります。

2.2 フレキシブル

LMガイドやシリンダ－
などは上位階層に配
置するとそれぞれの
パーツ（コンポーネン
ト）は動かすことができ
ません。

フレキシブルにする
ことで動くようになり
ます。

ガイドは固定され
て動かない



iMate

【iMateを作成する】

iMateの作成方法と配置の仕方を学習します。また、iPartモデルの

場合のテーブルへの追加も学習します。

元のiPartパーツモデル

iMateを作成

拘束条件をそれぞれのコンポーネントに設定

iMate作成演習の流れ

アセンブリのコンポーネント
配置時に自動的に拘束

2.3



iAssembly

【iAssemblyを作成する】

iAssemblyの作成方法を学習します。

元のパーツモデル

テーブルを設定

iAssemblyを作成

２つの構成が追加される

iAssembly作成演習の流れ

2.4



ポジションリプレゼンテーション

【パワーショベルの作成】

パワーショベルには複数のシリンダーが使用されています。実際は同
じシリンダーでもそれぞれが独立して動作します。同様の動作を表現す
るためにはInventorではポジションリプレゼンテーションを設定する必要
があります。その設定方法について学習します。

１つのCylinder Ass’y

ポジションリプレゼンテーション作成演習の流れ

図面に反映

複数使用されているCylinder Ass’yにそれぞれポジションを割り当てる

3.1

２つのポジション（RODの出代）を設定



3.2 デザインビューリプレゼンテーション

【デザインビュー リプレゼンテーションについて】

ひとつのアセンブリファイルにコンポーネントの表示の状態、カラーバ
リエーションなど、デザインビューを複数作成できる機能です。客先での
プレゼンテーションに有効な機能です。

複数のカラーバリエーション

複数のコンポーネント表示



【基礎編】

トップダウン設計手法を用いて以下の小型アクアシステムを３台乗せ
る為のラックを作成します。

基礎編ではアセンブリ環境でパーツを作成する方法について演習し
ます。

4.1

小型アクアシステムを基準にする
ため最大寸法を把握します。

アセンブリ環境の“コンポーネント
作成”で各パーツを作成します。

アクアシステム３台乗せるラックを
作成 （左図はイメージです）

トップダウン設計(1)

※Step3参照図面集をご用意ください。



4.2

【派生コンポーネント編】

基礎編と同様小型アクアシステムを３台乗せる為のラックを作成しま
す。ここでは派生コンポーネントを活用して作成する方法を演習します。

※次のページに手書きでラックのイメージ図を描き最大寸法を決めてください。

ラックの最大寸法でブロック状
にパーツを作成

これを派生させ、各パーツ
の基準に使う

原点を一致させればアセンブリ拘束
することなく位置を合わせることがで
きる。

派生元を変更することで形状を
変更することができる

トップダウン設計(2)

※Step3参照図面集をご用意ください。



4.3

【レイアウトスケッチと派生コンポーネント編】

アセンブリするパーツを２次元ＣＡＤのようにスケッチして位置を決め
ます。これをレイアウトと呼びます。各パーツを作成する際にこのレイア
ウトからスケッチやパラメータ（寸法）を派生コンポーネントで取り込み作
成する方法です。これにより各パーツの位置、大きさをレイアウトでコン
トロールすることができます。

トップダウン設計(3)

２次元感覚でスケッチ

（レイアウト）作成

各パーツの概略形状を作成

アセンブリする

各パーツを詳細に作成する

レイアウトでモデルをコントロールできる

※Step3参照図面集をご用意ください。



レイアウトの寸法を元に各
コンポーネントを作成する

4.4 トップダウン設計(4)

【スケルトンレイアウトとパラメータ編】

ここではスケルトン（骨組み）手法とパラメータを組み合わせた設計手
法を学習します。

この方法では機器の配置位置をレイアウトとしてスケッチに描き、主
要な寸法を記入して、各コンポーネントにその寸法との関連付けを行う
ことによって、構想段階での設計（仕様）変更に柔軟に対応することがで
きます。

ユニバーサルジョイントの検討も
正確にできる

レイアウトの変更に柔軟に対
応ができる

機器の入替も可能

原点一致でアセンブリするの
で拘束エラーがおきにくい

機器を配置するレイアウト
をスケッチで作成する

※Step3参照図面集をご用意ください。



5.1

【溶接部品を作成する】

マルチボディを使って今までアセンブリで作成していた溶接構成部品
をパーツとして作成します。

溶接構成部品を作成する際、マルチ ボディを使用することで部材の
集合としてパーツ化することができます。

マルチボディ

今までのパーツモデリン
グで作成するとフィーチャ
が結合し一つのボディ（ソ
リッド）となる。

マルチボディで作成する
とフィーチャは別々になり
複数のボディ（ソリッド）と
なる。

この演習を始める前にツール→アプリケーション
オプション→パーツ→新規パーツ作成時のスケッ
チが「新規スケッチなし」になっていることを確認し
てください。

※Step3参照図面集をご用意ください。



レイアウトスケッチ
を作成

規格、タイプ、サイズや
配置位置、角度を決めれ
ばフレームが出来上がる

端末を処理フレーム端末処理前

5.2

【架台を作成する】

フレームジェネレータは型鋼による架台等の作成時に有効なアセンブ
リ機能のひとつです。規格、タイプ、サイズを選択し端末を処理すれば
容易に架台等が作成可能です。

フレームジェネレータを作成するには型鋼を配置するためのスケッチ
によるレイアウト（パス）が必要になります。ここではそのレイアウトから
作成してみます。

フレームジェネレータ

※Step3参照図面集をご用意ください。



5.3 シートメタル

【板金部品を作成」する】

スタイル(材料、曲げレリーフ、曲げ半径、コーナー レリーフ等）を設
定することによって、板金部品の作成が容易にできる機能です。

専用のテンプレート(Sheet Metal.ipt)を使用します。

ここでは、シートメタルスタイルの設定と板金部品の作成について学
習します。

シートメタル スタイル
を設定

スケッチを作成

さまざまなフィーチャ
機能で板金部品が用
意に作成できる

※Step3参照図面集をご用意ください。



5.4 Inventor Studio

【アニメーションを作成する】

Inventor Studio は、Inventor のパーツやアセンブリ内のレンダリング

およびアニメーション環境です。ここでは、Inventor Studioを使ってゼネ

バストップの動作アニメーションの作成について学習します。

アセンブリモデルを作成

関連する拘束を追加

タイムラインを設定



部品の解析

【構造解析(Professional機能)】

検討している部品が、構造上どのような力の影響があるかを確認しな

がら作業が進められると、設計者にとってはとても効率的です。Inventor
Professionalの構造解析を使って行う、設定方法と結果の考察について
学習します。（結果と考察については参考としてください。）

【解析条件】

Bracketの先端より50mmの範囲に300Nの荷重
Bracket先端の変位：0.1mm以下
質量：500g以下
材質：Steel（SS400と仮定）
安全率：5
引張強度：400MPa
降伏点：245MPa（16mm以下）
※1MPa=1N/mm2

5.5



【シリンダーst50を作成する】

ここでは総合演習として、ストローク30mmのシリンダーASSY並びに
図面を完成し、これらを流用してストローク50mmのシリンダーASSYを作
成します。Step1～Step3までのさまざまな機能(パーツのフィーチャ編集、
アセンブリ拘束の編集、iPart、コンテンツセンター、ポジションリプレゼン
テーション、Pack&Go、プロジェクト、図面など)を再確認します。

[作業の主な流れ]

総合演習

※Step3参照図面集をご用意ください。

6.1

Pack & Go 
で書き出し

1. 六角ボルトにiPartを設定します。

2. アセンブリモデルの干渉やリプレ
ゼンテーションを設定します。

3. シリンダー_st30を完成します。

4. 図面を完成します。

5. プロジェクトやモデルの名前を
変更します。

6. 必要なパーツを編集します。

7. シリンダー_st50を完成します。

8. 図面を完成します。
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