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第1章

基本
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１．インベンターを起動し、「パーツ」を
クリックします。

２．ブラウザのOrigin左の「+」をクリックし
て展開し、[XY Plane]を選択します。
つづいて「スケッチを作成」をクリック
します。

３．「長方形 ▼」をクリックします。
※コマンドによってはボタンが
分かれているものがあります。
文字側をクリックする選択切替
ができるようになっています。

４．「スロット 中心点」をクリックします。

５．原点に一致させて、クリックします。

キーの作成_手順①

長方形
アイコン

長方形
文字

原点に一致

1.3
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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。

※アプリケーションオプション→表示タブ→ズームの動作で反転することが
できます。

【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
作成したKEYを使います。

Ｗクリック

1.3



第2章

パーツモデリング
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スケッチの練習_手順①

１．「開く」をクリックします。

２．“第2章_パーツモデリング“フォルダ
の「スケッチの練習.ipt」をＷクリック
します。

３．ブラウザの“スケッチ1”で右クリックし
「スケッチ編集」をクリックします。

４．スケッチ環境になります。

※拘束や寸法を追加・編集したり、線など
を描き加えるには、スケッチ環境にする必
要があります。

５．「水平」をクリックします。

2.3
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【モデリングの方法】

下図のようなモデリングをする方法として、大きく2通りあります。ひと
つはスケッチで外形状を作成し、押し出しフィーチャで一度に作成する
方法(方法1)。もう一つは、フィーチャを部位ごとに細かく作成する方法
(方法2)です。

[方法1]
外形状スケッチを作成し、押し出しフィーチャで一度に作成する

[方法2]
フィーチャを部位ごとに分割して作成する

推奨するパーツモデリング2.4



第3章

パーツ作成【1】
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【Vブロックを作成する】

ここでは“Vブロック”を作成しながら以下の点について習得します。

[スケッチコマンド]・・・長方形、線分

[幾何拘束]・・・垂直、同一直線上、一致、同じ値など

[寸法拘束]・・・一般寸法、角度寸法

[ブール演算]・・・切り取り（差）

“VBLOCK”作成の流れ

押し出しフィーチャ(1)3.2

外形を作成

Ｖ形部を作成

溝部を作成
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【パッキン押えを作成する】

ここでは“パッキン押え”を作成しながら以下の点について習得します。

[スケッチコマンド]・・・線分、円、トリム、延長、分割など

[幾何拘束]・・・ 正接、同心円、同じ値など

[寸法拘束]・・・ 円寸法（直径）、円弧寸法（半径）

[ブール演算]・・・結合（和）、切り取り（差）

“パッキン押さえ“作成の流れ

押し出しフィーチャ(2)3.3

ベース部を作成

外形を作成

軸穴を作成

ボルト穴を作成
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【BOLTを作成する】

ここでは“BOLT”を作成しながら以下の点について習得します。

[スケッチコマンド]・・・ポリゴン、長方形

[幾何拘束]・・・ 同一直線上、垂直、一致など

[寸法拘束]・・・ 直径寸法(断面)

[フィーチャ]・・・回転フィーチャ

[その他]・・・ 中心線

“BOLT”作成の流れ

回転フィーチャ3.4

ポリゴンコマンドで
六角の頭を作成

回転フィーチャ
で軸部を作成

回転フィーチャ
で頭を削る
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【穴フィーチャについて】

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。

例：キリ穴からザグリ穴への変更

押し出しで作成した場合

ザグリ穴を追加で作成する必要がある。

穴フィーチャで作成した場合

穴フィーチャの編集で簡単に変更できる。

穴フィーチャ3.5
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【VBLOCKを編集する】

押し出しフィーチャ(1)で作成した「ＶBLOCK」にフィーチャを追加し、最
終的な形状に仕上げます。

ＶBLOCKに以下のフィーチャを追加します。

[オフセット（スケッチ）]

[ミラー フィーチャ]

“VBLOCK”編集の流れ

パーツの編集3.6

基準面XY Plane
を中央に変更

ミラーフィーチャで
両面に溝を作成

溝を作成
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【パッキン押えを編集する】

押し出しフィーチャ(2)で作成した「パッキン押え」にフィーチャを追加し、
最終的な形状に仕上げます。

パッキン押えに以下のフィーチャを追加します。

[穴 フィーチャ]

[フィレット フィーチャと面取り フィーチャ]

“パッキン押え”編集の流れ

パーツの編集3.6

穴をねじ穴に変更

フィーレットを追加

面取りを追加
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【BOLTを編集する】

回転フィーチャで作成した「BOLT」にフィーチャを追加し、最終的

な形状に仕上げます。

BOLTに以下のフィーチャを追加します。

[フィレット フィーチャと面取り フィーチャ]

[ねじ フィーチャ]

パーツの編集3.6

ねじを追加

面取りを追加 フィレットを追加



17

【FIX PLATEを作成する】

これまで習得した内容を確認するためにモデリング演習を行います。

演習ではこれまでに習得した以外の方法も含まれていることがあり

ますので、確認してみてください。

“FIX PLATE”作成の流れ

演習_パーツモデリング(1)3.7

面取りフィーチャ
を追加して完成

押し出しフィーチャで
本体を作成

穴フィーチャで
ざぐり穴を作成

さらに穴フィーチャで
ねじ穴とざぐり穴を作成
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【結合ピンを作成する】

曲面に接する作業平面を作成し、結合ピンをモデリングします。

演習ではこれまでに習得した以外の方法も含まれていることがあり

ますので、確認してみてください。

“結合ピン”作成の流れ

作業平面3.8

曲面に接する
作業平面を作成

穴フィーチャで
曲面に貫通する穴を作成

回転フィーチャで
本体を作成
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【BUSHを作成する】

2つ目のパーツをモデリングします。

演習ではこれまでに習得した以外の方法も含まれていることがあり

ますので、確認してみてください。

“BUSH”作成の流れ

演習_パーツモデリング(2)3.9

曲面にねじ穴を
作成して完成

回転フィーチャで
本体を作成

穴フィーチャで
各穴を作成

曲面に接する
作業平面を作成する



第4章

アセンブリ
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アセンブリ拘束_手順①

１．「アセンブリ」をクリックします。

２．「配置」アイコンをクリックします。

※既定で「コンテンツセンターから配置」等
になっている場合がありますので、文字側
をクリックして切り替えてください。

３．「第4章_アセンブリ」→「拘束PART-
A.ipt」をＷクリックします。

４．右クリックして「原点に固定して配置」
をクリックします。
「Esc」キーを押します。

※複数配置する場合は、連続してクリックし
ます。

５．「配置」をクリックし、「第4章_アセンブ
リ」→「拘束PART-B.ipt」をＷクリック
します。

4.3
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Tyouban_A
JIS B 1122 -
ST3.5 x 9.5.ipt

Tyouban_Assy

演習_アセンブリ拘束(1)

【蝶番を組付ける】

下図蝶番でアセンブリ拘束の演習を行います。

演習では、これまでに習得した以外の方法も含まれていることがあ
りますので確認してみてください。

4.4

Tyouban_BPIN
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演習_アセンブリ拘束(2)

【カム機構を組付ける】

二つ目の演習は下図のカム機構で行います。

演習では、これまでに習得した以外の方法も含まれていることがあ
りますので、確認してみてください。

4.5
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コンポーネント作成

拘束によって
組付いている

ここに締結用の
PINを作成

【インプレイスコンポーネント作成】

アセンブリ環境の中で新しいコンポーネント（パーツ）の作成方法を

習得します。Tyouban-AとTyouban-Bはすでにアセンブリ拘束によって
組付いています。実製品ではこの二つの蝶番を組付けるためには締
結するための部品が必要です。

ここでは締結するためのPINをアセンブリ環境内で作成します。

4.6



第5章

パーツ作成【2】
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パーツ作成 [2]

【この章で行うこと】

第3章で行った基本的なモデル作成方法に加えて、より多くの形状
がモデリングできるよう以下のフィーチャについて習得します。

[シェルフィーチャ]

板状など薄肉化する際に使用するフィーチャです。厚みが違う部分
は、拡張機能で変更することができます。

[パターンフィーチャ]

同じ条件のフィーチャを規則的に配列コピーするフィーチャで矩形状

と円形状があります。

[スイープフィーチャ]

取手や曲げ棒、曲げパイプなど直線的では無い形状を作成する方
法の一つです。スイープフィーチャの作成には、パスとなる線分のス
ケッチとプロファイル（領域）のスケッチの2つが必要です。
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演習_パーツモデリング(3)

演習の流れ

【シェルフィーチャ】

モデルを薄肉化します。

厚みの違う部分も設定します。

【パターンフィーチャ】

四角い開口部に等間隔に

穴をあけます。（矩形状）
丸い開口部に等間隔に
穴をあけます。（円形状）

【スイープフィーチャ】

取っ手は、押し出しや回転で
作成できないためスイープで
作成します。

【ミラーフィーチャ】

この製品では、取っ手は常に
対称となる位置に作成するた
め、ミラーフィーチャで作成し
ます。

5.4
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【作業平面の例】

【作業軸の例】

【作業点の例】

作業フィーチャの例

平面からのオフセット 曲面に接する平面 平面に角度をつける

3つの点を通る平面 パスの始点に平面 2つの平面の中間

円柱の中心 2つの点を通る軸 2つの平面の交点

軸と平面の交点 3つの平面の交点 エッジループの中心点

5.5
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演習_パーツモデリング(4)5.6

【水冷パイプを作成する】

これまでに学習したフィーチャの作成方法を用いて、水冷パイプをモ
デリングします。演習では、これまでに習得した以外の方法も含まれて
いることがありますので、確認してみてください。

水冷パイプ作成の流れ

スイープでパイプ部
外形を作成

シェルで空洞に

フランジ部を追加
穴を追加

ソケット部とフランジ部
に溝を追加
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