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インストールが上手くいかない場合

ダウンロードとインストール方法

Fusion360のインストールは簡単ですが、いくつか上手くいかないケー
スがあります。

１．Windowsが 32bit の場合
Fusion360 は、Mac OSX と Windows7 以降に対応しています。し
かし、64bit 専用で 32bit には対応していません。
Windows でインストールが上手く行かない場合は、OS が 64bit かを
確認ください。

２．Windows8以降で、ログインユーザー名が日本語の場合
Windows8 以降で、Fusion がインストール後に起動しないケースが多
く報告されています。
その場合、ログインユーザー名に 2バイト文字 ( 日本語 ) が使用されて
いることが原因でインストールエラーが発生している可能性がありま
す。

Windows8 以降の場合、Microsoft アカウントで PC にサインインす
ると、C:\Users の下に作られるフォルダ名が、Microsoft アカウント
に登録している名前になります。
このとき、Microsoft アカウントに名前を日本語で登録していると、

Fusion360 の公式ページ（図１）にアクセスをして、真ん中左の
「DOWNLOAD FREE TRIAL」をクリックしますと、ダウンロードが
開始されます。
ダウンロードされたら、「Fusion 360 Client Downloader .exe」を実
行します。後は、「次へ」を押していけばインストール完了です。
途中に、ユーザー登録の画面が出ますので、こちらで任意の ID とパス
ワードを登録します。

Fusion360 はクラウドをベースに動作するソフトでして、今までの
CAD とは考え方が違います。クラウドで動作するので、この ID とパ
スワードさえあれば、出先でデータを開いたり、複数の PC で編集し
たりすることが可能です。
さらに、メールアドレス一つで他の人とデータを共有するなんてこと
もできてしまうのです！

ものの数分でインストールできますので、ぜひインストールしてみて
くださ。

日本語のフォルダ名になり、 ソフトウェアが正常に動作しない原因とな
ることがあります。
一度日本語名が設定されると変更する方法はありませんので、アカウ
ントを追加していただくことでの対応が必要です。 Windows のサイト
を確認していただき、半角英数字のローカルアカウントを作成して再
度インストールをお試しください。

３．インストールは出来たけどPCのスペックは大丈夫？
Fusion360 は、画面の表示 ( グラフィック ) に特にパワーを使うため、
搭載されているグラフィックボードやグラフィックドライバーの種類
によって正常に表示されない場合があります。

1. インストール

図１　Fusion360 の公式ページ　

今回は３Dプリンター向け 3DCADとしておすすめしている「Fusion360」のインストール手順について紹介いたします。
「Fusion360」は、1か月が体験期間です。しかし、体験期間の終了後も、教育関係や個人利用は実質無料で使用できるようになっ
ています。後半で、無料期間を更新する方法についてもお伝えします。
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Fusion360 は、教育関係者や個人利用では無料で使い続けることがで
きます！
ただし、最初のインストール後に無料期間の一ヶ月をすぎると、画面
の上に「Term has expried（期間終了）」という表示がでてきます。（図
２）ここで、無料期間を延長する必要があります。
手順としては、「Term has expried」をクリックすると、「Register 
for Free Use（無料利用に登録）」が表示されます。（図２）そして、
「Register for Free Use（無料利用に登録）」をクリックすると、登録
画面に移行します。（図３）

無料ライセンスは、「Stuent,teacher or mentor（教育関係）」と
「Startup（スタートアップ企業）」用の２つがあります。
教育関係は３年、スタートアップは１年間無料で使うことができます。

※ちなみに、この期間がすぎるとどうなるかを以前 AutoDesk の日本法人に聞いたところ、同
じステップがまた表示されると言われました。なので、現在は、ほぼ無料で使い続けられるよ
うです。

ライセンスの種類と「I accept the Terms and Conditions（ライセ
ンス条件への同意）」チェックして「Submit（送信）」をクリックして
終了です。
ライセンスが登録されると、「Term has expried」の表示が消えます。
（図４）
これで、無料ライセンスが切れるまで使い続けることが可能です！

Fusion360のインストールは簡単ですが、いくつか上手くいかないケー
スがあります。

１．Windowsが 32bit の場合
Fusion360 は、Mac OSX と Windows7 以降に対応しています。し
かし、64bit 専用で 32bit には対応していません。
Windows でインストールが上手く行かない場合は、OS が 64bit かを
確認ください。

２．Windows8以降で、ログインユーザー名が日本語の場合
Windows8 以降で、Fusion がインストール後に起動しないケースが多
く報告されています。
その場合、ログインユーザー名に 2バイト文字 ( 日本語 ) が使用されて
いることが原因でインストールエラーが発生している可能性がありま
す。

Windows8 以降の場合、Microsoft アカウントで PC にサインインす
ると、C:\Users の下に作られるフォルダ名が、Microsoft アカウント
に登録している名前になります。
このとき、Microsoft アカウントに名前を日本語で登録していると、

日本語のフォルダ名になり、 ソフトウェアが正常に動作しない原因とな
ることがあります。
一度日本語名が設定されると変更する方法はありませんので、アカウ
ントを追加していただくことでの対応が必要です。 Windows のサイト
を確認していただき、半角英数字のローカルアカウントを作成して再
度インストールをお試しください。

３．インストールは出来たけどPCのスペックは大丈夫？
Fusion360 は、画面の表示 ( グラフィック ) に特にパワーを使うため、
搭載されているグラフィックボードやグラフィックドライバーの種類
によって正常に表示されない場合があります。
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無料期間を延長する方法

図 4　Fusion360 のライセンスが登録されて、アラートが消えた状態

図３　登録画面で、ラインセンスの種類と、ライセンス条件への同意をチェック

図 2　上に出るアラートをクリックすると、フリーライセンスへの登録が表示



図２　CREATEの中のボックスを選ぶ

図 3　BOXを配置する位置を決める 図 4　２点を選択して大きさを決める

図 5　矢印を引っ張りBOXを作る

図１　Fusion360 の基本画面
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Fusion360 の画面説明

Fusion360 の画面の操作方法

Fusion360 の、画面の各箇所の役割は上の画像の通りです。（図１）
　　● 3DCADの操作コマンドが集まった「ツールバー」
　　● モデルの表示方向を決める「View Cube」
　　● 3D モデルやスケッチなどの表示をコントロールする「ブラウザ」
　　● 3D モデルの履歴を管理する「履歴バー」
　　● 拡大縮小やパンなどの表示系のコマンドが使える「ナビゲーションバー」
　　●データ管理が出来る「データパネル」

続いて画面を拡大したり 3D モデルを回したりする方法です。マウス
がない方はタッチパッドでもできますが、できればホイール付きのマ
ウスがあると楽に操作できます。

　　● 要素を選択したいとき 左クリック
　　● コマンドを呼び出すとき 右クリック
　　● 画面ローテーション (画面をくるくる回す） Shift＋ホイールボタン
　　● 画面パンニング (画面を左右に動かす ) ホイールボタン
　　● 画面ズーム (画面をズームイン・ズームアウト ) マウスホイール

Fusion360 の画面の操作方法を試すときは、3D モデルの箱を配置す
ると、回転や拡大縮小などがわかりやすいです。3D モデルの箱を置く
手順を書いていきます。

まず [CREATE] 中の [BOX] のアイコンを選択します。（図２）次に、
BOXを配置する場所を決めます。（図３）今回は底面を選択します。
次に適当な 2点を選択します。場所はどこでも結構です。（図４）
すると 3D モデルの BOX ができあがります。矢印をマウスドラッグで
引っ張ることで、大きさを変更することができます。（図５）

２. 基本操作

  



図６　EXTRUDEで立体化させる

図９　角度をつけた長方形を作る

図１０　CUTで角度をつけてくり抜く

図１１　様々な形にくり抜くことができる。

図5　矢印を引っ張りBOXを作る

図７　CUTでモデルをくり抜く

図８　JOIN でモデルを合体させる
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3DCAD のモデリングについて

Fusion360 に限らず 3DCAD の造形方法は、作った物に足したり引い
たりすることで目標とするモデルを作成します。
先ほど作成した BOX を元に、CAD の代表的なモデリング手法「ブー
リアン演算」をご紹介します。「ブーリアン演算」とは、モデル同士の
重なり部分を足したり引いたりすることで、意図したモデル作る方法
です。
今回は、最初の BOX の上に新しいモデルを作ります。モデルの元にな
る長方形を「SKETCH」※で作成、「EXTLUDE」で立体化させます。（図
６）
この時にパラメーター（図６の赤枠内）で「JOIN」（図８）を選ぶとモ
デルが合体し、「CUT」（図７）を選ぶとモデルを削ることができます。
※SKETCHの詳細については別のページでご紹介します。

「ブーリアン演算」を応用すれば、様々な形のモデルを作ることができ
ます。
例として、先ほどの BOX をさらに加工していきます。まず、角度をつ
けた長方形を作り（図９）、「EXTRUDE」で「CUT」するとこのよう
な形にくり抜くことができます。（図１０）
長方形以外にも、角度から丸型や多角形型など様々な形で、どんな角
度からでもくり抜くことができます。（図１１）
3DCAD では、このように「ブーリアン演算」を活用することで、い
ろいろな形のモデルを作ることができるのです。
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ウサギのラテテンプレートを作る

Fusion360で、ウサギのラテアートテンプレートを作ってみます。まず、
「INSERT」で Face は X軸を選択、Select Image でうさぎの画像を読
み込みます。（図１）
そして、スケッチツールを組み併せて、うさぎをトレース。ここでは、
顔の輪郭を「Arc」、耳の部分を「Spline」で書きます。（図２）

Fusion360 で、ウサギのラテアートテンプレートを作ってみます。
ラテアートのボディ部分は、「Circle」を２つ組みあせわせて、不要な
部分を「Trim」で削除します。（図３）
こんな感じで完成したスケッチを立体化させると、ウサギ型のラテテ
ンプレートができました。
Fusion360 を使えば、とても簡単につくれますね。

Fusion360 で形を作るときに、必ず使うのがスケッチ（SKETCH）機能です。
いきなり 3Dの形を作るのではなく、まず平面を書いてから 3D化できるのが、スケッチの便利なところです。
スケッチを使えば、うさぎからパソコンのようなカッチリ系まで、いろいろな形を書くことができます。

３. スケッチ

図１　うさぎの画像を INSERT で読み込む

図３　Cercle で書いてTrimでカット

図５　うさぎの形の部分をCUTでくり抜いて、ラテアートが完成

図４　ボディを押し出して立体化

図２　耳や顔の輪郭をSKETCHで書いていく
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次に、Fusion360 でオールドMacスタイルのカバーを作ってみます。
これは、先ほどのウサギとは違い、スケッチ（SKETCH）の中でも
「Rectangle（長方形）」を中心に使います。（図６）

Fusion のスケッチ（STKECH）の便利なことは、作業平面の設定の自
由度が高いことです。
ソリッドの上にもスケッチ（STKECH）を、書くことができます。（図９）
これで、Macのフロッピーなどの細かい部分を書いてきます。
Fusion360 を使い始めた時に、スケッチ（SKETCH）の概念が少しわ
かりづらいのですが、使いこなすととても早くモデリングが出来るよ
うになりますよ。

「Rectangle」を使って、オールドMacの外形を書いていきます。オー
ルド Mac は面は多いですが、シンプルな長方形の組み合わせなので、
どんどん書いていきます。（図７）
だ い た い 出 来 た と こ ろ で、ス ケ ッ チ（SKETCH）を 終 了 し、
「Extrude」で盛り上げたり、引っ込めりします。
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オールド Mac のカバーを作ってみる

図６　SKETCHの Rectangle で長方形を描く

図９　ソリッドの上にもSTKECHを書いていく

図１０　オールドMacの外観デザインが出来た

図１１　オールドMacの Apple Watch ケースです

図７　Rectangle を組合せて、オールドMacの外観が出来た

図８　EXTRUDEで外観を立体化させる
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ニャンコのペーパーウェイトを作る

さっそくSculpt モードの使い方を紹介しますね。
作るのは、ニャンコのペーパーウェイトです。
シンプルな形ですが、こういうフニャッとしたものを普通の CAD で作
るのはわりと大変なのです。

Fusion360のSculptモードは、以下の手順で使います。まず、メニュー
から Create form を選ぶと、メニューが Sculpt モードに変わります。
（図１）

次に、Box を選んで基本となるベースを作ります。CREATE の BOX
を選んで、描く場所を下の面にします。（図２）

3D プリンター用のデータとしては正確な大きさで作る必要があります。そして、CG は寸法を厳密に決めることが苦手です。
Fusion360 の大きな特徴が、普通の 3DCADには存在しないSculpt（デジタル彫刻）モードです。
例えば、このにゃんこのペーパーウェイトのような、CG系のソフトが得意とする形状をCADソフトで作ることが可能です。

４. デジタル彫刻

図２　CREATEの Box を選んで、描く場所を下の面にする

図３　ベースとなるボディが出来る

図１　Sculpt モードにメニューを切り替える
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ベースボディを変形させる

ベースボディを、粘土を捏ねるように変形させて行きます。
まず、ニャンコの顔は左右対称なので、Symmetry の Mirror Internal
で、両方が均等に変化するように設定します。（図４）
そして、Modify の Edit Formで左右や上下に引っ張ります。
この正方形を粘土のように動かしながら、形を整えていくのが Sculpt
モードの基本です。

そして、左右の Body を整えて、顔の形を作っています。（図７）こん
な感じで、ニャンコの顔のベースができました。（図８）

あとは、その他の機能を使って目や鼻を刻み、ニャンコのペーパーウェ
イトが完成しました。しかし、作ってから思いましが、なんだかちょっ
とウサギっぽい感じです。
そこで履歴機能を使って、Edit Formで耳を少し小さめにしました。（図
１０）ちょっと猫っぽくなったような  =(^_^)=

しかし、ニャンコの耳を作るには Body が大まかすぎます。そこで
Insert Edge で Body を加工しやすいように細かくします。

頭の部分にエッジを足しました。これでEdit Formで耳を作ります。（図
６）Edit Form は、MODIYFY の中にあり Suculpt モードでは最もよ
く使います。
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図６　Edit Formで耳を作る

図７　Edit Formで顔の形を整えていく

図８　ニャンコの顔のベースが完成

図９　目や鼻を刻む

図１０　耳を小さくして猫っぽくしてみた

図４　Mirror Internal で左右対称に変形する設定をする

図５　Insert Edge でエッジを増やす
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本来は高額 CAD 用の機能

今回はスリプリが 3D プリンター向け CAD としておすすめしている
FUSION360 のすごい機能の一つ、レンダリング機能について紹介し
ます。
レンダリングというのは、CAD モデルを写真のように表現できる機能
です。最近はこの機能を活用して、カタログの商品画像を作ったり、
プレゼン資料として活用していたり、WEB で使用したりする会社もた
くさんあります。従来はこの機能だけで数十万円するようなものでし
た。
では、実際にレンダリングを開始します。
下のアクセサリは Fusion360 で作成したものです。これをレンダリン
グするには、モードをMODELからRENDERモードに変えます。（図１）
RENDER の APPEARANCE で素材や色を選んで、RENDER を開始し
ます。（図２）

レンダリングが終了すると、こんなにきれいに表現できます。
さらに、APPEARANCE を切り替えることで、様々な素材を表現する
ことが出来ます。（図３）

今回はスリプリが 3Dプリンター向けCADとしておすすめしている FUSION360 のすごい機能の一つ、
レンダリング機能について紹介します。

５. レンダリング

図２　APPEARANCEでアルミを適用しRENDERでレンダリング開始

図３　ゴールドを適用してみる図１　モードをMODELから RENDERに切り替える
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いろんな素材を試してみよう

レンダリングは金属だけでなく、木材やプラスチック、ガラスなど様々
な素材を適用することが出来ます。
APPEARANCE のメニューから、素材を選んで（図４）適用したいオ
ブジェクトにドラック＆ドロップしてください。（図５）
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図４　APPEARANCEから素材を選ぶ

図５　クルミ材を選択

図６　背景にも木材を適用して机に置いているシーンを作る



図 1　画面下（赤線内）の履歴管理から大きさを変える

図２　大きさが変わった
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後からでも大きさを自由に変えられる

いろいろな加工も変更可能

スマートフォンスタンドを作るとき、スマホを置くためには、置く場
所の大きさや幅が重要になってきます。iPhone を置きたかったり、
Android 端末を置きたかったりします
よね。
Fusion360 で 設 計 す ると、履歴メ
ニューのダブルクリックで寸法の数字
を変えて、設計変更が簡単にできてし
まいます！（図１）

そこで、この数字を変更すると、、あっ

もし、この機能がない（業務用CAD以外ではほとんどついていない）と、
一からカタチを変えないといけなくなってしまいます。
トライアンドエラーで試行錯誤して設計することが多い3Dプリンター
では、この履歴管理の機能があると非常に簡単に素早く利用のデザイ
ンを実現することが可能になります。

Fusion360 では、他にも寸法以外の操作を、過去にさかのぼっても変
更することができます。例えば、こちらのスマートフォンスタンドの
穴の数を変えたいと思います。

一般的なCADと Fusion360 の最も大きな違いの一つ、それは、「履歴管理ができる」ということです。
履歴管理というのは、作った手順を覚えてくれる便利機能のことです。
ここからは何が便利なのか見ていきましょう。

6. 履歴管理



図３　履歴画面からパラメーターがを変更する

図５　シンプルなデザインのコップ

図６　螺旋を履歴で追加する

図７　オシャレなコップになりました

図４　穴の数や位置が変わった
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過去履歴を呼び出して、パターンパレットで穴の列を４列から３列に
変更します。（図３）さらに、いらない穴の部分を削除します。
こんなように、寸法以外の加工も簡単に修正することが可能です！

螺旋のデザインを後から足すと（図６）、おしゃれなコップになりまし
た。（図７）その場ですぐものが作れる３Dプリンターを活用するため
には、できるだけ履歴管理のできるCADを選ぶと作業が格段に楽にな
ると思います！

カタチ自体を変更することも簡単！！

Fusion360 では設計履歴がすべて残るため、大きさだけではなくカタ
チそのものを簡単に変えたり修正したりすることもできてしまいます。
例えば、このただのコップ（図５）
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3D から２次元図面を作る

１．ファイルから「New Drawing from Design」を選択します。
「New Drawing from Design」ウィンドから、「Componets」から
BODYを選択します。

２．新しく、Drawing のファイルが開くので、ベースとなる物を配置
します。

３．画面上部にあるANNOTATIONから、他の投影を配置します。

3DCADを使っていると「２次元図面は書けないの？」とよく聞かれます。
Fusion360 には、２次元図面を簡単に書くための機能があります。
これを使えば 3DCADで作ったモデルを元に、平面図を作ることが出来ます。

7. 二次元製図



２次元製図を作っていると「3DCADで入れた寸法がそのまま反映さ
れないのか？」と思う人が多いようです。
しかし、必要最小限の寸法で全体を表現する 2次元製図では、必要な
情報が３次元の状態とは異なることが多いのです。
そこで、Fusion360 では ANNOTATIONコマンドで、手動で寸法を
引き出していく方法となっています。

Fusion360 基本操作　14

3Dの寸法が反映されないのは何故？

４．寸法コマンドなどで、図面を完成させます。

Fusion360基本操作 インストール　基本操作　スケッチ　デジタル彫刻　レンダリング　履歴管理　２次元製図
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