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Agenda

• Inventor スタートアップ

• 中上級ユーザ・管理者向けトラブルシューティング

• よくあるお問い合わせ

• お問い合わせ方法とお客様アンケートについて



Inventor スタートアップ



Inventor スタートアップユーザの方の良くある疑問点

• 2D 寸法の編集を 3D モデルに反映したい

• 既存図面（2D）の利用

• カスタム図枠

• カスタムコンテンツセンター（鋼材）

• アセンブリ内のパーツの接触セット

• チュートリアル



2D 寸法の編集を 3D モデルに
反映したい

Inventor で作成した 2D 図面ファイルに記載している

寸法の値を変更する事で、3Dモデルの形状が変更する

操作について知りたい。

• Inventor の 2D 図面ファイルにて [モデル注記を取得] コマ

ンドを実行すると、モデル寸法を取得できます。

• 取得したモデル寸法を選択して、[モデル寸法を編集] コマン

ドを実行すると、寸法値を変更する事で3Dモデルに変更が反

映します。

詳細の操作内容は以下を参照ください。

2D 寸法の値を編集して 3D モデルを変更したい

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000008Spc.html


既存図面（2D）の利用

AutoCAD で作成した 2D 図面ファイルを、Inventor に配置して

3D モデルの作成を行ないたい。

更に、AutoCAD 側で 2D 図面ファイルの変更を行なった際に、

3Dモデルの形状が変更する操作について知りたい。

• Inventor のパーツファイルにて [インポート] コマンドを実行

し、AutoCAD の 2D 図面ファイルを配置します。

• 2D スケッチを作成し、[DWG ジオメトリを投影] コマンドを実

行して、配置した 2D 図面ファイルよりジオメトリを投影します。

• 投影したジオメトリから 3D モデルを作成し、AutoCAD にて

2D 図面ファイルを変更すると、Inventor の 3D モデルが更

新されます。

詳細の操作内容は以下を参照ください。

DWG ファイルをパーツのスケッチにインポートしたい

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000008Tdh.html


カスタム図枠（1）

AutoCAD Mechanical の図面枠や表題欄を、Inventor の図

面枠や表題欄に変換して使用したい。

• AutoCAD Mechanical にて、図面枠と表題欄を個々の図面

ファイルとして保存します。

• Inventor の 2D 図面ファイルにて、新規に図面枠と表題欄

を作成し、[AutoCAD ファイルを挿入] コマンドを実行して、図

面枠と表題欄をそれぞれ挿入します。

• 新規に定義した図面枠と表題欄を挿入します。

詳細の操作内容は以下を参照ください。

AutoCAD Mechanical の図面枠を Inventor の図面枠に変

換したい

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000VQD.html


カスタム図枠（2）

Inventor の表題欄を選択して、ダイアログボックスより文字を

追加する操作を行ないたい。

• Inventor にて表題欄をコピーして、コピーした表題欄の編集

を行ないます。

• 表題欄に文字を追加しますが、[文字書式] ダイアログボック

スの [タイプ] から [プロンプト入力] を選択すると、[<フィール

ドのプロンプトを入力>] が追加されます。

• 表題欄を保存して配置すると、配置時にプロンプトテキストが

表示して、文字を入力する事が出来ます。

詳細の操作内容は以下を参照ください。

表題欄に文字を追加する操作を行ないたい

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000008TBn.html


カスタムコンテンツセンター（鋼材）

Inventor のコンテンツセンターに、カスタムコンテンツセンターを作成したい。

• Inventor のコンテンツセンターにて、カスタムコンテンツセンターを作成

する際に最も簡単な方法の一つは、コンテンツセンターより標準部品を配

置します。

• 配置した標準部品を元にカスタムパーツを作成し、パブリッシュを行なっ

てから [コンテンツセンター エディタ] にて、基準となる標準部品のファミリ

テーブルやプロパティを参照します。

• カスタムコンテンツセンターのファミリテーブルやプロパティに追加や編集

を行ない、コンテンツセンター使用する操作となります。

詳細の操作内容は以下を参照ください。

コンテンツセンターにカスタムパーツを作成したい

フレームジェネレータにてカスタムフレームを使用したい

カスタムチューブ、パイプ、またはホースをInventorのカスタムコンテンツセ

ンターに公開する方法

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000008Pxn.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000008Pxd.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-publish-a-custom-tube-pipe-or-hose-to-a-custom-Content-Center-in-Inventor.html


アセンブリ内のパーツの接触セット

Inventor のアセンブリ内でパーツを移動する際に、他のパーツと干渉

した際に停止し、それ以上動かなくなるようにしたい

• パーツを移動時に接触するパーツファイルを、両方共に [接触セット] 

を設定します。

• この状態でパーツを移動しても、パーツが接触してもそのまま通過し

てしまいますが、[アクティブ接触ソルバ] を有効にすると、パーツと

の接触した時点でそれ以上は移動しなくなります。

詳細の操作内容は以下を参照ください。

アセンブリ内のパーツが干渉したらそれ以上動かないよう設定し

たい

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000008QCs.html


チュートリアル

• チュートリアルギャラリーの利用

• 旧バージョン(Inventor2014)の

チュートリアル

o 機能別のチュートリアルをご用意

o Autodesk Inventor のチュートリアル ページ

(Inventor2014ヘルプ)

o チュートリアル用データダウンロード先

Inventor 2013製品ヘルプのダウンロードと

インストール

http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/JPN/?guid=GUID-A5162931-E75C-4A92-AB4F-51046BB6D5DD
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/downloads/caas/downloads/downloads/JPN/content/download-and-install-inventor-2013-product-help.html


中上級ユーザ・管理者向け
トラブルシューティング



一般的な問題に関する対応策 1

• 最新の Update や Hotfix を確

認インストール

• Update のインストール方法

oDesktopアプリから更新

oAutodesk Account から入手



一般的な問題に関する対応策 2

• 認定グラフィックス

ハードウェアの検索

認定グラフィックス ハードウェア

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


一般的な問題に関する対応策 3

• 管理者として実行



一般的な問題に関する対応策 4

• Inventor リセットユーティリティ

1. Inventor リセット ユーティリティ を実行

2. 管理者として実行



一般的な問題に関する対応策 5

• Windows での対応

o %temp% フォルダ内の削除

• Temp フォルダのクリーニング

o Vault Explorer および CAD アプリケーション（Inventor, AutoCAD etc.）を終了

o Windows Explorer を起動

o フォルダパスとして、%temp% と入力

o フォルダ内ファイルを移動もしくは削除

（移動等ができないファイルは、システムで利用中のため、そのまま残します）

• 新しい管理者権限付きのユーザアカウントを作成

• ウィルス対策ソフトや暗号化ソフトを無効化

• ユーザアカウント制御を「通知しない」に設定



一般的な問題に関する対応策 6

• 画面表示やパフォーマンスに関する改善策

o大規模なアセンブリでのベスト プラクティス

▪ 基本設定および設定 (アプリケーションオプションやドキュメント設定)

https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2021/JPN/?guid=GUID-564D4AF1-E566-490F-9491-BAAFD208F1BC
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2021/JPN/?guid=GUID-B48A5D18-A77F-4770-8B0F-F55C3669B140


フォーラムを活用しよう

• フォーラムサイト

o Inventor 日本語フォーラム

o Inventor Forum(英語)

▪翻訳機能付き

https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ri-ben-yu/bd-p/701
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/bd-p/78


よくあるお問い合わせ



よくあるお問い合わせ 1

• スタイルの矛盾

o新規テンプレートからファイルを作成する際に、

「スタイルの矛盾」の警告メッセージが表示される



スタイルの矛盾に対する対応策

テンプレートの定義が正しい場合

1. テンプレートファイルをテンプレート

フォルダから直接開きます。

2. [管理] タブ > [スタイルと規格] パネル

> [保存] を選択し、スタイルライブラリ

の情報を更新します。

ライブラリの定義が正しい場合

1.テンプレートファイルをテンプレート

フォルダから直接開きます。

2. [管理] タブ > [スタイルと規格] パネル > 

[更新] を選択し、テンプレートスタイル

の情報を更新します。

3.テンプレートファイルを上書き保存し、

閉じます。

• ファイルを新規作成すると「スタイルの矛盾」の警告メッセージが表示される

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g00000004Lq.html


よくあるお問い合わせ 2

• 旧バージョンで作成した図面を保存すると図面内の文字の行間隔が

かわってしまう

• Inventor 2017 以前のバージョンで作成したデータを Inventor 2018 以降

のバージョンで保存すると文字の行間隔が変わる



旧バージョンの図面ファイルを
マイグレーションすると文字段落の幅がかわる理由

• Inventor 2017 以前のバージョンで作成したデータを Inventor 2018 以降のバージョンで

保存すると文字の行間隔が変わる

• 理由

o 複数のお客様からの要望により、Inventor 2018 より行間隔の仕様が変更されました。

この仕様変更により、古いバージョンの図面を開いた場合に行間隔が広がります。

• 回避策

o Inventor 2017 以前のバージョンに近い表示にする場合は、行間隔を狭い値に設定して

ください。

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000Y6F.html?st=%E6%96%87%E5%AD%97%E9%96%93%E9%9A%94


よくあるお問い合わせ 3

• Inventor は、Microsoft Excel が必要ですが、32bit 版の MS Office でも動作しますか。

o Microsoft Office 32ビット版のインストール環境で、Inventor 2020が32ビット版の

Excelをサポートしているか?

o Inventor 2020 以降では、MS Office 64Bit 版を推奨します。

Inventor のインストール時に、Microsoft Access Database Engine 64bit版がインストールされます。

このランタイムアプリケーションは、MS Office 32bit版と互換性がありません。

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Does-Inventor-2020-support-32-bit-Excel-from-the-Microsoft-Office-32-bit-installation.html


32bit 版 MS Office 環境で使用する必要がある場合

• 回避策

o 64 bit版の Microsoft データベースドライバを 32 ビット版 Microsoft Office にインストールする

方法

o Microsoft Access Database Engine 64bit版をアンインストールする事による影響。

Microsoft Access Database Engine のアンインストールの影響により利用できなくなる機能

▪ タスクスケジューラ

▪ エレクトリカルカタログブラウザ

▪ 部品表などのテーブル情報のデータベース形式のフォーマットの出力

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-install-64-bit-Microsoft-Database-Drivers-alongside-32-bit-Microsoft-Office.html


よくあるお問い合わせ 4

• Inventor をクリーンアンインストールする方法はありますか。

o Inventor製品のクリーンアンインストール方法

▪ Uninstall Tools （アンインストールツール）を利用します。

▪ 手動でアンインストールする方法に関しては、詳細は上記URLをご確認ください。

o Inventor 2021のクリーンアンインストール

o Inventor 2020のクリーンアンインストール

o Inventor 2019のクリーンアンインストール

o Inventor 2018のクリーンアンインストール

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Clean-uninstall-of-Inventor-products.html?st=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Clean-uninstall-of-Inventor-2021.html?st=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Clean-uninstall-of-Inventor-2020.html?st=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-do-a-clean-uninstall-of-Inventor-2019.html?st=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Clean-Uninstall-of-Inventor-2018.html?st=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB


よくあるお問い合わせ 5

• Windows 10のアップデート適用する予定ですが、Inventor 20xxは、Windows

10ビルド 200x(190x)に対応していますか。

• Inventor 20xx は、Windows 10 の Update は、どのビルドに対応していますか。



Windows 10 サポートポリシー

• Windows 10 Update (ビルド) への対応

o 動作環境に Windows10 と記載している場合 Windows10 の大型アップデートの

適用環境もサポート対象

o 注) Inventor の Update プログラムの最新版の適用を推奨

• 対象となる Inventor のバージョン

o 現サポート対象バージョン（最新バージョンから3バージョン前まで)

• 対象となる Windows 10 のビルド

o Microsoft のサポートが終了したビルドは対象としません

（※）最新の Windows10 2004 Update を適用した環境において、サポート対象となる

Inventor のバージョンは、Inventor 2021、2020、2019、2018 です。(2020 年11月現在)



Windows 10の事例

• Windows 10 バージョン 2004 を適用後に、Inventor の [F4] キーを押して操作

を行なう自由オービットの動作が遅くなる。

o Windows 10 バージョン 2004 に起因する問題です。

o Microsoft より公開されている、以下の情報を参照してください。

o Microsoft IME を使用している場合、Windows 10 バージョン 2004 で問題が発生する可

能性があります。

詳細の内容は以下を参照ください。

o [F4] キーを押して操作を行なう自由オービットの動作が遅い

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4564002/you-might-have-issues-on-windows-10-version-2004-when-using-some-micro
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000008S21.html


お問い合わせ方法と
お客様アンケートについて



テクニカルサポートへの
お問い合わせ方法

• オートデスクのホームページから、簡単にサポート
へアクセスいただけるようになりました。

• 画面右下のハテナマークをクリックすれば、購入前
のご相談から購入後のサポートまで、セルフサービ
スもしくはサポートデスクへのお問合せをいただけ
ます。

• 詳しくは

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autoc

ad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/

kA93g000000L1Pi.html

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g000000L1Pi.html


Screencast のご利用の奨め

Screencast

(https://knowledge.autodesk.com/ja/comm

unity/screencast)

o ライセンスフリー

o 画面上の操作をキャプチャ

• 再現手順の記載が不要

• 誤伝達が皆無

https://knowledge.autodesk.com/ja/community/screencast


アンケートにご協力ください！

ご質問への回答後にご意見・ご感想をお聞かせ頂く
アンケートをお送りしています。

• 容易にご質問いただけたか？（複雑で面倒では
なかったか）

• 技術サポート担当者の説明がわかりやすかった
か、親切で丁寧だったか？

お客様対応の向上と業務改善に向けた活動の
参考とさせていただきます

ご協力の程、よろしくお願いします
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