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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



3

１．1.1_iFeatureフォルダ→
PLATE_iFeature.iptをＷクリックしま
す。

２．ブラウザの“押し出し2”の上で右ク
リックし、「スケッチ編集」を選択しま
す。

３．寸法”50”、”35”、”Center Point”の
各上で右クリックし、「削除」を選択し
ます。
※不要な寸法やジオメトリはあらかじめ削
除しておきます。

４．左図のようになります。

５．「スケッチを終了」ボタンをクリックし
フィーチャ環境に戻ります。

iFeatureの作成_手順①1.1

Point!
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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
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【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。
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１６．クイックアクセスツールバーの「ロー
カル更新」をクリックします。

１７．“検査”タブ → 「干渉解析」をクリック
します。

１８．ブラウザですべてのコンポーネントを
選択します。

１９．“干渉解析”ダイアログの「ＯＫ」を
クリックします。

２０．干渉は無くなったことが確認できまし
た。

以上です。

干渉解析_手順④2.1
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【フレキシブルについて】

フレキシブルは、上位階層のアセンブリに配置されたサブアセンブリ
の各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、アセンブリを適正に組み付け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
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２１．ビューを左図のように変更します。

２２．“配置“をクリックし、
「SHS25C2UU340L.iam」をＷクリック
します。

２３．2本配置します。

２４．左図のようにアセンブリ拘束します。

２５．「TOP.ipt」を配置し、
「SHS25C2UU340L.iam」と拘束します。

※フレキシブルにすることをお忘れなく!

以上です。

フレキシブル_手順⑤2.2
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【iMateの概要】

iMateは、毎回行う同じアセンブリ拘束をあらかじめコンポーネントに
定義することによって、コンポーネント配置時に、自動的に組み付けを
行う機能です。iMateが作成されると、iMate記号が表示されます。コン
ポーネント配置時に、条件が合うと自動的にアセンブリ拘束されます。

iMate2.3

コンポーネント配置時に
クリックするだけで自動的
に拘束される

1つ目の拘束条件が一致

2つ目の拘束条件が一致
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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
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１１．3行目は「iPart-03」を選択します。

１２．六角穴付ボルトの3行目はリストから
「M16x45L」を選択します。

１３．”ファイル名”列の各行を左図のよう
に変更します。

※ここは手入力します。

１４．ダイアログの「ＯＫ」をクリックして、
閉じます。

１５．ブラウザのテーブルを展開し、それ
ぞれＷクリックして確認します。

以上です。

iAssemblyの作成_手順③2.4
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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
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３１．ブラウザの“位置：POSITION-A”の
上で右クリックし、「新規作成」を選択
します。

３２．名前を「Position-B」に変更します。

３３．手順２６．～２９．を参考にすべて
「Close」にします。

３４．左図のようになると思います。

※下図のようになる場合はCylinder Assy:3から
順におこなってください。

３５．各ポジションの状態を確認し、“マス
ター”にして上書き保存してください。

3.1 ポジション・リプレゼンテーション_手順⑦

マスター Position-A                             Position-B
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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
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4.0 ３次元ＣＡＤを利用した設計手法

3次元ＣＡＤを利用した設計には以下のような手法があります。

[ボトムアップ設計]

各パーツを詳細に作成し組付け（アセンブリ）て製品を完成させる方法。

すでに製作図面がありプレゼン用に3Ｄ化したい場合や、今後の3Ｄ設
計の元となる製品を作成しておきたい場合などに行う。

[トップダウン設計]

最初に製品全体を把握しアセンブリの環境でコンポーネント（サブアセ
ンブリやパーツ）を作成し、拘束等で位置関係を決めながら製品を組
付ける方法。

また、最終的な製品をイメージし最大寸法や主要部品の配置位置を決
め（レイアウト）それを元にコンポーネントの詳細を作成していく方法も
ある。これをスケルトン手法と呼んでいる。

[ミドルアウト設計]

ボトムアップとトップダウンを合わせて行う手法。製品の変更が起きな
いベース部分はボトムアップで作成し、仕様に合わせて変更していく部
分はトップダウンで設計する。

※これらの設計手法にはInventorでは派生コンポーネントやアダプティ
ブ、パラメータといった機能が有効である。
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【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)
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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)
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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次元図面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次元図面の感覚でスケッチ

（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（原点一致）

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
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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

アセンブリ拘束の際、基準面
を利用すると良い

機器を配置するレイアウト
をスケッチで作成する
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１．「パーツ」をクリックし、ホームビュー
にします。
※見ずらい場合は、オプションの副グリッド
線をOffにしてください。

２．XZ平面に左図のように線分を作成し、
①～④の寸法を追加します。

※寸法は参照図面”トップダウン設計（4）_
レイアウト&パラメータ”の”レイアウト主要
寸法”を見てください。
※線分は構築線に変更してください。

３．「ツール」タブ→「ドキュメントの設定」
で「単位」タブを選択します。

モデル寸法表示の「式を表示」を選
択し、ＯＫします。

４．“管理“タブ→「パラメータ」を選択し
ます。パラメータ名を変更します。
※名称は参照図面、”トップダウン設計（4）
_レイアウト&パラメータ”の”パラメータ名”
を見てください。

５．スケッチを終了します。
寸法は左図のようになります。
ファイル名を“レイアウト“として4.4_
トップダウン設計(4)フォルダに保存し、
ファイルは閉じます。

（以下保存先は同じ）

4.4 トップダウン設計(4)_手順①

1

2

4

3
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5.1

【溶接部品を作成する】

マルチボディを使い、溶接構成部品を作成します。

溶接構成部品を作成する際、マルチ ボディを使用するとフィーチャ
を別々のソリッドにすることができるため、ひとつのパーツ内で部材ご
とに分けることが出来ます。

マルチボディ

通常のパーツモデリング
で作成するとフィーチャ
が結合し、ひとつのソリッ
ドとなる。

マルチボディで作成する
と別々のソリッドとなり、
複数のソリッド（ボディ）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。
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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で作成するには、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
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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
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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
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5.4 Inventor Studio_手順⑮

７１．“アニメーションタイムライン”の「アニ
メーション再生」をクリックします。

７２．左図位置で停止すると思います。
これまでの設定をシミュレーションし
てみましょう。

７３．“アニメーションタイムライン”の 「[開
始]へジャンプ」をクリックします。

７４．「アニメーション再生」をクリックしま
す。

７５．ゼネバ本来の動作が確認できます。

以上です。
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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



【結果】

【考察】

今回作成するBracketは板厚4.5mmでの製作が可能と判断します。

※続いて拘束条件による結果の違いを確認してみましょう。

27

４６．最大値は約29MPaです。
SS400の降伏点は“245MPa”です。
安全率”5”とすると許容応力は
“49MPa”ですので許容範囲内である
と判断できます。
※ミーゼス応力の値が降伏点に達したらそ
の材料は降伏するという判断ができます。

４７．「解析を完了」をクリックし、上書きし
ます。

以上です。

部品の解析_手順⑩

板厚 変位量 質量 許容応力 判定

mm 0.1mm以下 500g以下 49MPa

6 約0.025 約646ｇ 約17 ×

4.5 約0.039 約489g 約29 ◎

5.5
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８１．ブラウザの“結果”から「変位」をＷク
リックします。

８２．先端の変位量が約0.074mmであるこ
とがわかります。

部品の解析_手順⑰

【結果】

【考察】
このように、拘束する条件を変えると結果が大きく変わってくることがわかり
ます。解析を行う上で、条件設定は慎重に行う必要があります。

固定 板厚 変位量 質量 許容応力 判定

- mm 0.1mm以下 500g以下 49MPa -

全面
6 約0.025 約646ｇ 約17 ×

4.5 約0.038 約489g 約29 ◎

分割
6 約0.040 約646ｇ 約40 ×

4.5 約0.074 約489g 約64 ×

5.5
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【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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１０６．マスターと位置1をそれぞれＷク
リックして、動作を確認します。
マスターにして上書きします。

１０７．図面に切り替え、“ビューを配置”タ
ブ→「オーバーレイ」をクリックしま
す。

１０８．上投影ビューをクリックします。

１０９．ポジションリプレゼンテーションから
「位置1」を選択しＯＫします。

１１０．図面に反映されますので、寸法を
追加して完成です。
上書きして、図面とアセンブリモデ
ルを閉じます。

総合演習_手順㉒6.1

マスター 位置1
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