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これを見れば 3 次元設計ができる！

Autodesk Inventor 入門講座



本日の内容

Autodesk Inventor とは？

基本操作：入門者が陥りやすい罠とは？？

アセンブリで、いろんな設計検証！

その他もろもろ、知っておくと便利な機能



Autodesk Inventorとは



Autodesk Inventor とは

機械設計向け 3D CAD

 設計変更に柔軟に対応した操作

→ パラメトリック モデリングを採用

 CADに組み込まれた解析機能を使用し、
設計しながら設計の根拠を検証、確実化

 3D モデルから簡単に2D 図面を生成
→ 生成した図面はDWG形式で保存

AutoCADでの利用も可能



Inventorの動作環境

「Inventor 動作環境」で検索
最新バージョンだけではなく、過去のバージョンの動作環境も確認できます。

Inventor 動作環境

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/System-requirements-for-Autodesk-Inventor-Products.html


Inventorのバージョン

より新しいバージョンのInventorで作成したファイルを、
古いバージョンのInventorで開く際にちょっと注意！

開くことはできますが、フィーチャやプロパティは確認することができません。
形状のみの状態で開くことになります。

形状のみ？？








Inventorの動作環境

注意事項：
使用するPCに搭載されているグラフィックス ハードウェア

https://knowledge.autodesk.com/ja/certified-graphics-
hardware

• オートデスクがテストをして、問題なく使用できると認定したグラフィックス
カードを使用してください。

• 認定されているグラフィックスカードでも、ドライバーが古いと動作の不具合
が発生する可能性があります。

https://knowledge.autodesk.com/ja/certified-graphics-hardware


基本操作



直感的に操作できる Autodesk Inventor

 Inventor は、総合的にいろんなことができる 3D CAD！

 いろんなことができる → 使いこなしきれないかも😥😥

→ 家電とかもそうじゃないですか？ → ソフトウェアも一緒！

→ まずは最低限をマスター！チュートリアルは最低限を網羅しています。
便利機能を使いこなすのは次のステップ！

 InventorのUIは直感的にコマンドを探せる
ようになっています。
 とりあえず右クリック！

→ その時点で使用できる便利な機能が隠れていたりもします

【秘伝！】 わけがわからなくなってきたらとりあえず [Esc]キーを押して落ち着こう！
そして [Ctrl] + z で、わけがわかっていた時点に戻ってやり直しましょう。

 なにか要素をクリックすると表示されるミニツールバーも便利！



2. スケッチの編集がうまくいかない😣😣

入門者が陥りやすい落とし穴

1. 押し出ししようとしても面だけできて、
立体にならない😣😣

※スケッチを使用するフィーチャーは、原則として1スケッチに1フィーチャー！
（ [スイープ]や[ロフト]は例外）

→ スケッチの描き方を確認しよう。

→ スケッチの状況を確認しよう。

例：「削除できない！」



形を作る：自分の作りたいものをモデリングする

自分の作りたいものをモデリングするには？

この形状はどうやって作りますか？
想像してみましょう。

※ 答えは１つではありません



形を作る：自分の作りたいものをモデリングする

答えは1つではないので、まずは自分が思いついた方法で作りましょう。

できあがったものが、自分が想定した形状であったならば、それがその
時点での正解です。



アセンブリ：さまざまな検証



アセンブリ：検証する

 【第6回】 アセンブリの操作 2

 ジョイントの制限
（チュートリアル動画の04：40あたり）



アセンブリ：検証する

 【第6回】 アセンブリの操作 2

 干渉チェック
（チュートリアル動画の07：00あたりから）



アセンブリ：検証する

 もう一歩先を行く便利な機能：衝突検出








アセンブリ：検証する

 【第6回】 アセンブリの操作 2

 重量・重心・慣性モーメント計算
→ 各パーツで使用する材料の情報

を定義して、正確な値を即時に計測

 そもそも材料の情報はどこにある？



その他もろもろ



2D図面作成

 【第7回】 2D 図面作成

 2D図面の表現の詳細を設定したい場合は、[アプリケー
ション オプション] または [管理]タブ内[スタイルおよび
規格エディタ]で設定。



解析機能を使用して検証する

 【第8回】 構造解析の操作

 材料を割り当て

→ あらかじめパーツに材料を割り当
てておけば、ここは設定の必要無し



DWGファイルを利用して3D化

 【第9回】 2D to 3D

 AutoCAD側で図面作成時に画層を整
理できていると、Inventor上でより
使用しやすい！
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