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第1章 基本



サインインとサインアウト

□サインイン

Fusion360は原則インターネット上で作業するため、使用開始するには
まず“サインイン“を行います。

※必ずインターネットに接続した状態で行います。

□サインアウト

サインアウトもインターネットに接続した状態で行いますので、オフライ
ンで作業している場合は接続します。

※1日の作業が終了したら、サインアウトしておきましょう。

1.Fusion360のア
イコンをＷクリック
します。

2.電子メールなど
のログインIDを入
力します。

3.パスワードを入力
します。

4.送られてきた
セキュリティコード
を入力します。

（2段階認証の場合）

1.サインイン名でクリックします。 2.「サインアウト」を選択します。

1.2

8
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□起動と終了

起動はデスクトップにある アイコンをWクリックします。

終了は画面右上にある をクリックします。

※サインインした後になります。

□ユーザーインターフェイス

立ち上がった画面の名称をユーザインターフェイスといいます。各部の
名前を覚えてください。

Fusion360の基本

ビューキューブ

データパネル ツールバー

モデルブラウザ

タイムライン ナビゲーションバー

アプリケーションバー

1.3
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１．Fusion360 アイコンをＷクリックしま
す。

２．「データ パネルを表示」をクリックし
ます。

３．「新規プロジェクト」をクリックします。

※新規プロジェクトが表示されていない場
合は、「ホーム」ボタンをクリックしてくださ
い。

４．「F360_基礎」と入力し、Enterキーを
押します。

５．追加されたプロジェクト「F360_基礎」
をＷクリックします。

新規プロジェクトと新規フォルダの作成_手順①1.4
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□ズーム

モデルを拡大、縮小表示します。

ローラーボタンを手前に回すと拡大、奥に回すと縮小します。

□全画面表示

モデルを現在の状態のまま画面全体に表示します。

ローラーボタンをＷクリックします。

基本操作

Ｗクリック

1.5
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□スケッチ編集

3Dモデルは基本的にスケッチとフィーチャの組み合わせで作成されま
す。形状の変更や修正はどちらかの編集で行います。ここではスケッチ
の編集について見ていきましょう。

[スケッチ編集の流れ]

1. タイムラインのスケッチ名で右クリックし、
「スケッチを編集」を選択します。

2. 寸法を「100」→「150」に変更します。

3 「スケッチを終了」をクリックします。

※他のスケッチ編集もやってみましょう！

スケッチ編集とフィーチャ編集1.6
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□フィーチャ編集

形状の変更や修正を行う際、スケッチでは変更や修正ができない場合
はフィーチャの編集になります。厚みや高さ、深さ、方向などがそれにな
ります。

[フィーチャ編集の流れ]

1. タイムラインのフィーチャ名上で右クリックし、
「フィーチャ編集」を選択します。

2. 値や方向を変えたり、範囲を変更します。方向を変える場合は値の
前に「-」を付けます。

3. 「ＯＫ」をクリックします。

※“操作”を「切り取り」から「結合」に変えてみたりしてみましょう。

スケッチ編集とフィーチャ編集1.6
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Fusion360での作業を行う場合、新規に3Dモデルを作成する
場合と既存の3Dモデルを使って編集する方法があります。こ
こでは、簡単な3Dモデルを作成し、その2つの流れを確認しま
す。

□新規に作業を開始する

3Dモデルの作成において、新規に作業を開始する方法を確認します。

□既存のファイルを開いて作業を開始する

3Dモデルの作成において、既存のファイルを用いて作業を開始する方
法を確認します。

作業の開始

10

1.7
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□押し出しフィーチャ

部品は出っ張りやカット、穴等様々な立体形状の組合せにより作成しま
す。その中でも押し出しフィーチャは、立体形状を作成する一番基本と
なるフィーチャです。押し出しフィーチャを理解することで、他のフィー
チャ作成の考え方のベースとなります。課題-1（下図）を作成しながら、
スケッチコマンド、スケッチ拘束、フィーチャ作成について確認しましょう。

“作業の開始“の「新規作成」になります。

課題-1

フィーチャ作成(1)2.5
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パーツの編集(1)

□課題-2を作成する

課題-1を編集し、課題-2（下図）を作成します。この場合は、既存のファ
イルを「開く」作業です。既存のファイルを開き、スケッチの編集、フィー
チャの編集（P.18～19)を行って、新たなパーツを作成する作業になりま
す。

課題-2

2.6
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□回転フィーチャ

円柱のような形状は、押し出しで作成することもできますが、ここでは回
転させて作成する方法を学びます。回転フィーチャで作成する場合、ス
ケッチは1/2断面で作成します。課題-3を作成し、回転フィーチャの作成
方法を学習します。

課題-3

フィーチャ作成(2)2.7

Center Point

1/2断面
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パーツの編集(2)

Center Point

2.8

□課題-4を作成する

課題-3を編集し、課題-4（下図）を作成します。この場合も、既存のファ
イルを「開く」作業です。既存のファイルを開き、スケッチの編集、フィー
チャの編集（P.18～19)を行って、新たなパーツを作成する作業になりま
す。

課題-4
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□穴フィーチャ

機械部品では多くの場合、穴やねじ穴を加工します。3Dパーツを作成
する際に使用したいのが「穴フィーチャ」です。穴形状は押し出しや回
転フィーチャでも作成できますが、ねじ穴は作成できません。

また、設計を進める中でキリ穴をザグリ穴や皿穴などに変更しなけれ
ばならなくなった場合、穴フィーチャで作成しておけば修正が簡単に行
えます。3Dパーツの穴加工には「穴フィーチャ」を使用することをお勧
めします。

穴フィーチャは穴のタイプが容易に編集できる

課題-5

フィーチャ作成(3)2.9
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パーツの編集(3)2.10

□課題-6を作成する

課題-5を編集し、課題-6（下図）を作成します。ここでも、既存のファイル
を「開く」作業です。既存のファイルを開き、（穴）フィーチャの編集（P.19)
を行って、新たなパーツを作成する作業になります。

課題-6
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部品図作成(1)3.1

□課題-3の部品図を作成する

課題-3から部品図を作成し、Fusion360で図面を作成する基本的な操
作を学習します。用紙サイズや投影法の初期設定、ビューの作成、中
心線や寸法の作成、移動方法などを習得します。

課題-3部品図
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課題-3部品図_作成手順①

１．画面右上のログイン名をクリックし、
「基本設定」をクリックします。

２．「図面」を選択します。

３．左図のように設定します。

４．「以下の形式の・・・」にチェックをつけ
ます。

５．左図のように設定し、ＯＫします。

3.1
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課題-3部品図_作成手順④

１６．「中心線」をクリックします。

１７．①、➁をクリックします。

１８．中心線が作成されました。

１９．続いて、「中心マーク」をクリックしま
す。

２０．投影ビューの円をクリックします。

1

2

3.1
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部品図作成(2)3.2

□課題-5の部品図を作成する

課題-5の部品図を作成します。課題-3で習得した作成方法に加え、穴
の寸法や面の指示記号を作成します。

課題-5部品図
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課題-5部品図_作成手順①

１．「データパネルを表示」をクリックしま
す。

２．「課題-5」で右クリックし、「デザイン
から図面を新規作成」を選択します。

３．「データパネルを閉じる」をクリックし
ます。

４．“図面ビュー”を左図のように設定し
ます。

５．・・・・・

3.2
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アセンブリの準備_手順①

１．「データパネルを表示」をクリックしま
す。

２．「新規フォルダ」をクリックし、フォル
ダ名を「回転ローラー軸受け」としま
す。

３．「アップロード」をクリックします。

４．「場所を変更」をクリックします。

５．「回転ローラー軸受け」を選択し、「選
択」ボタンをリックします。

4.1
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回転ローラー軸受け_手順⑩

４６．手順３１～３５を参考に、「6900」を
アップロードします。

４７．ジョイントの“剛性”で2か所に組み付
けます。

４８．「SHAFT」をドラッグ&ドロップで配置
します。

４９．ジョイントの”回転”で、6900とSHAFT
を組み付けます。

５０．以上で完成です。

4.2
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