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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、
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。

まず、「Fusion360」の日本語公式ページにアクセスをして、「体験版
を無料ダウンロード」のボタンをクリック。

そうすると自動的にインストール用のデータがダウンロードされます。

ダウンロードされたら、「Fusion 360 Client Downloader」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、Autodesk のユーザー登録画面が出ますので、こちらで ID と
パスワードを登録します。
それだけで、インストールは完了です。

簡単ですよねー

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。
起動後に描画エリアにグリッドが表示されない場合などは、PC のス
ペック不足を疑ってみてください。1. インストール

図１　Fusion360 の日本語公式ページ　

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「期間終了は終了しました」という表示がでてきます。

無料ライセンスは、「教育関係」と「スタートアップ」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。
手順としては、「期間が終了しました」をクリックすると、「オプショ
ン選択」が表示されます。

※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。

ここでライセンスの購入か無料期間の延長をすることができます。

ライセンスの種類と使用条件に同意をチェックして送信ボタンを押す
と終了です。

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。
起動後に描画エリアにグリッドが表示されない場合などは、PC のス
ペック不足を疑ってみてください。
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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　作成の中の直方体を選ぶ

図 3　円を配置する位置を決める 図 4　直径を指定して大きさを決める

図 5　矢印を引っ張り円柱を作る

図１　Fusion360 の基本画面
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Fusion360 の画面説明

Fusion360 の画面操作をしてみよう

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。ホイー
ル付きのマウスがあると楽に操作できます。

　　● モデルを選択したいとき：左クリック
　　● コマンドを呼び出すとき：右クリック
　　● 画面を回転させる： Shift＋ホイールボタン
　　● 画面を左右に動かす： ホイールボタンを長押し
　　● 画面ズーム： マウスホイールを回転

実際に 3D モデルを作って、3D モデルをくるくる回転させる過程をご
紹介します。最初にメニューの中の「作成」の「円柱」コマンドを選択。
つぎに、円柱を置く３次元空間上の場所を決めます。今回は底面を選
択しました。
そして、円柱の直径を決めます。モデルの大きさは数値の入力か、矢
印を引っ張ることでもコントロールできます。
マウスホイールの長押し＋Shift キーで、モデルを回転させてみます。

２. 基本操作

  



図６　押し出しで立体化させる

図９　角度をつけた長方形を作る

図１０　切り取り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７　切り取りでモデルをくり抜く

図８　統合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。
先ほど作成した箱を元に、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、最初の直方体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「スケッチ」※で作成、「押し出し」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「統合」（図８）を選ぶとモ
デルが合体し、「切り取り」（図７）を選ぶとモデルを削ることができ
ます。
※スケッチ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、先ほどの箱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）、「押し出し」で「切り取り」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、
「挿入」で作業平面は下面を選択、「アタッチされているキャンパス」
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「円弧」、耳の部分を「スプライン」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、「円」を２つ組みあせわせて、不要な部分
を「トリム」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　円で書いてトリムでカット

図５　うさぎの形の部分を切り取りでくり抜いて、ラテアートが完成

図４　ボディを押し出して立体化

図２　耳や顔の輪郭をスケッチで書いていく
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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」の中でも「長方形」を
中心に使います。（図６）

Fusion のスケッチの便利なことは、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。

「長方形」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」を終了し、「押し出し」で盛り
上げたり、引っ込めりします。

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

オールド Mac のカバーを作ってみる

図６　スケッチの長方形で長方形を描く

図９　ソリッドの上にもスケッチを書いていく

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　長方形を組合せて、オールドMacの外観が出来た

図８　押し出し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

さっそくスカルプ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のスカルプモードは、以下の手順で使います。まず、メニュー
からフォームを作成 を選ぶと、メニューがスカルプモードに変わりま
す。（図１）

次に、直方体を選んで基本となるベースを作ります。作成の直方体を
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には存在しないスカルプ（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　作成の直方体を選んで、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　スカルプ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、「対称」の「ミラー内部」で、
両方が均等に変化するように設定します。（図４）
そして、編集のフォームを編集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スカル
プモードの基本です。

そして、左右のボディを整えて、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、「フォームを編集」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ボディが大まかすぎます。そこでエッ
ジを挿入でボディ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。これでフォームを編集で耳を作りま
す。（図６）「フォームを編集」は、編集の中にありスカプルモードで
は最もよく使います。
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図６　フォームを編集で耳を作る

図７　フォームを編集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　ミラー -内部で左右対称に変形する設定をする

図５　エッジを挿入でエッジを増やす
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本来は高額 CAD 用の機能

「Fusion360」にはレンダリング機能も付いています。

レンダリングとは、CADで作った 3Dモデルに色や質感などをつけて
実物のように表現することです。
完成後のイメージが湧くので、デザイン作業をしているときやプレゼ
ンなどに活躍する機能です。
しかし、有料ソフトでもレンダリングはオプションになっているケー
スも多く、レンダリング機能だけで数十万円追加になるような、プロ
仕様の機能です。
しかし、Fusion360 は本格な的なレンダリング機能を備えておりこん
な画像を作ることもできます。

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、外観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
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レンダリングを設定してみよう

3D ソフトのレンダリングは、機能がついていても設定が難しく、なか
なか使いこなすのに骨が折れます。。
しかし、Fusion360 のレンダリング機能は非常に簡単しかも、本格的
な画像がつくれます。

さっそく、このワインの画像にレンダリング設定を行います。

まずは、モードを「モデル」から「レンダリング」に切り替えます。

レンダリングモードに入って「外観」を選ぶと、素材メニューが出て
きます。（図１）

この素材をモデルにドラック＆ドロップするだけで、簡単に色や質感
をつけることができます。
サクッと設定して、あとはレンダリングボタンを押すとこんな画像を
作ることができます。（図３）

本当に写真じゃないかと思うような画像なので
Fusion360 で作った 3D データがあれば、実物がなくても売れるかも
しれないですね～
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図1　レンダリングモードに変更

図２　外観で素材メニューを表示する

図３　レンダリング完了



図２スケッチを編集

図２　大きさが変わった
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履歴でサイズを変えてみよう！

履歴で形状を変更する！

ラテアートをしようかと、うさぎのフタを作ってみたけど
持っているカップに合わ無い。。。

そんな時でも Fusion360 の履歴機能を使えば、サイズを簡単に直すこ
とができます。

まず、履歴ツリーで最初に書いたスケッチをダブルクリック（図１）。
うさぎの元になっているスケッチを修正、31mmだった直径を 41mm
に変更しました。（図２）
こんな感じで、カップにぴったりの大きさに簡単にサイズを変えるこ
とができます。
「履歴機能」が無いCADだと、拡大縮小で大きさを直すしかないので

「履歴」を使えば、大きさだけでなく色々な変更が可能です。
たとえば、このハートのカバー。
作り終わって、もう少し丸みのあるデザインに変えたくなりました。

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 1　履歴ツリーをダブルクリック



図３　角ばったハート形のカバー

図５　丸みを帯びたハート

図４　ハートの元になるスケッチ
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Fusion360 だと、形状の元になっているハートを書き換えれば（図４）
このように、丸いデザインのハートにパッと変えることができます！
（図５）

こういう場合、「履歴」が無いCADだと、完全に作り直しです。
「履歴」を使えることがとても便利なのがわかると思います。

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



Fusion360基本操作

Fusion360 基本操作　13

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

3D から２次元図面を作る

１．ファイルから「デザインから図面を新規作成」を選択します。
「デザインから図面を新規作成」ウィンドからボディを選択します。

２．新しく、図面のファイルが開くので、ベースとなる物を配置します。

３．画面上部にあるビューの投影ビューから、他の角度を配置します。

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「注記」の「寸法」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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