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大規模アッセンブリ（ボディ数5000以上）
 

子アッセンブリを動かして干渉や隙間を確認
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クラスの概要

大規模アッセンブリをモーションスタディや

アニメーションを使って動かそう！



和田 英利
有限会社 ベルクマイクロシステムズ

Autodesk Expert Elite

主に、紙関係の試験機と省力化機器の設計製作を
行ってきました。
現在は、販売した装置のメンテナンス及び改造等を
行っています。

1998   年 K-CAD Pedras Ⅱ DOS-V  版 2DCAD導入
2009   年 Inventor+AutoCAD+Pedras AC  3DCAD導入
2020   年 Fusion360導入



概要１

 Fusion360でアッセンブリモデルを作った場合、ボディ数が500ボディ以上になると

ジョイント等のコマンド操作により、更新・再表示にかなりの時間待つことがあります。

Fusion360で、ある程度の規模のアッセンブリモデルを作った事のある方なら、

 この様な経験があると思います。

 ボディ数が多いアッセンブリモデルの場合、300ボディ以下の幾つかの

子や孫アッセンブリファイルに分けて作り、ジョイントやモーションスタディ等を使って

 検証を行っていると思います。

ボディ数が1000近くになると、モデル全体をアッセンブリするだけでも大変で、ましてや

全体での動きを確認しながら、干渉や隙間を測定する事は現実的ではありませんでした。



概要２

 今回、ボディ数5389個のサンプルモデルを使って、モデル全体での動きを確認出来る方法を

提案させて頂きます。

  子や孫アッセンブリファイルを幾つかのアッセンブリファイルに再構成して、

結合コマンドを使って形状を変える事無く、ボディ数の削減を行います。

そして、ルート下に結合したモデルを全て配置して、モーションスタディやアニメーションを

使い、動きを見ながら干渉や隙間を確認します。

 大規模アッセンブリを動かす為の基本の操作方法とPC条件、どの様な方法で行うのか、

普段はあまり考えないボディ数や原点の削減、ジョイントの原点を効率良く使う方法も

合わせて順番に要点をまとめて解説致します。



大規模アッセンブリを作る上で、

基本的な事項



大規模アッセンブリを作る上で、基本的な事項１
通常のモデリングにも関連しますが、最低限必要な事項を下記にまとめてみました。

① 複雑なスケッチがある場合
 スケッチを単純化して、１つの複雑なスケッチでは無く、簡単なスケッチに分割します。
  スケッチ上でフィレットや面取りは付けない。 モデル化した後で最後に付ける。

② スケッチパターンは絶対に作らないで下さい。
 パターンを作成する必要がある場合は、
 代わりにフィーチャーモデル（主に穴等）でパターン化します。

③ タイムラインに黄色又は赤色のエラーが無い事を確認します。

④　 　接触セットは使用しないで下さい。



大規模アッセンブリを作る上で、基本的な事項２
通常のモデリングにも関連しますが、最低限必要な事項を下記にまとめてみました。

⑤ 不要なスケッチは削除して下さい。

⑥ 書いたスケッチは、スケッチ拘束を使って完全拘束（線が黒色）します。



大規模アッセンブリを作る上で、基本的な事項３

⑦ アップロードするファイルの種類を出来るだけ統一します。

 アップロード出来るファイルの種類が沢山ありますが、混在させない方が良い。
 購入品等の3Dデーターのアップロード時、STEPファイルやIGESファイル等に出来るだけ統一する。

⑧ PCへの負担が大きいので、必要なスペックとしては
 CPUならi7以上・メインメモリは24GB以上・専用（増設）GPUでVRAM 2GB以上・
 ドライブはSSD（M.2type推奨）

今回使用しているPCスペックは、CPU : i7-10700K　 　 Main Memory : 36GB 

GPU : Quadro P2200(5GB)     SSD : M.2 typeSSD 512GB

Windows10 pro 64bit (20H2) (電源プランの選択＝高パフォーマンス）

Fusion360  Ver 2.0.9849~



大規模アッセンブリを作る上で、基本的な事項４

⑨  アッセンブリファイルの作り方として （これは、私も実践しています）

 パーツは、１ファイル１ボディで作る。
 ” ”無題ドキュメントに 名前を付けて保存 で、アッセンブリファイル専用とします。
   （このアッセンブリファイル自体には、ボディはありません。）
 このアッセンブリファイルにパーツをリンク付け配置して、ジョイントを使って
    位置決めを行っていきます。

アッセンブリファイルでは、コンポーネント（モデル）と位置情報（ジョイント）だけを
管理し、配置したモデルの形状情報とは別にします。
モデルの形状情報は、インプレイス編集や開くで管理します。

この方法は、履歴が短くなり、再表示等の応答性が良くなります。
　



結合コマンドを自動化してくれる

 アドインソフト ” ”ぶんくろ  について



アドインソフト　”ぶんくろ”　について　１

” ”ぶんくろ は、私が結合コマンドを使って、一つ一つ新しいドキュメントを作り、

名前を付けて保存しているのを見て、@kandennti  さんが、自動化出来るよ！

と言って作成されたアドインソフトです。

” ”ぶんくろ ・・・・・どの様な事を行うかと言うと

ルートディレクトリに直接ぶら下がっているコンポーネント毎に、

 結合された新たなドキュメントを作成してくれます。 （アイマークを使ってon/off  制御可）

これを実行すると、プロジェクト内に自動でBUNKUROフォルダを作り、その中に

結合されたコンポーネントに名前を付けて自動保存します。



アドインソフト　”ぶんくろ”　について　２
” ”ぶんくろ を使って、テストを行った結果、一度に結合出来るボディ数は、900以下ならば

問題無く結合出来る事を確認しています。（1/20以上にボディ数を減らしてくれます。）

ボディ数が1000以上になると、結合してもボディ数があまり減らなかったり、

もっとボディ数が多くなるとPCがフリーズ状態になりますので、注意してください。

 アッセンブリファイルのボディ数の確認には、テキストコマンドを使用します。

 →  → テキストコマンドの表示は、ファイル 表示 テキストコマンドを表示

テキストコマンド欄の下の欄に”Component.counts” と入力してリターン。

リンク付け配置したアッセンブルファイルの場合、結合コマンドを使う時に

” ”リンク解除しないと結合コマンドを実行出来ませんが、 ぶんくろ を使う事で、

リンク解除する事なく実行出来ます。



アドインソフト　”ぶんくろ”　のダウンロード先

Ver.003

https://github.com/kantoku-code/Fusion360_BUNKURO

Ver.003_progress （ダイアログ・キャンセル機能付き）

https://github.com/kantoku-code/Fusion360_BUNKURO/tree/progress

”ぶんくろ（BUNKURO ”） のスクリプトの登録方法はこちらをご覧ください。

https://kantoku.hatenablog.com/entry/2021/02/15/161734

https://github.com/kantoku-code/Fusion360_BUNKURO
https://github.com/kantoku-code/Fusion360_BUNKURO/tree/progress
https://kantoku.hatenablog.com/entry/2021/02/15/161734


大規模アッセンブリを動かす

考え方を変えてみる！



動きをどのようにして作るか、考えてみる　１
今までInventorを使ってきたので、Fusion360でも下記の様な事が出来れば、

ボディ数が多いモデルでも動かす事が出来るのでは無いかと考えました。

① Inventorのシュリンクラップの様な物がFusion360で作れないか？

• 動きの無いボディ同士を結合コマンドを使って新しいボディを作ります。

② 元のアッセンブリのモデルを直接動かすのは無理なので、

  動きを見るだけのアッセンブリファイルを用意する。

• 動きを見る為のアッセンブリファイル（モーション用）を別に作る。

③ BOM（部品表）にとらわれないで、ルート下に結合したコンポーネントを配置する。

•  あまり階層を深くしないで、動きが確認出来る範囲で作ります。

 



動きをどのようにして作るか、考えてみる　２

④　 ジョイントの付け方も、工夫が必要になるかもしれません。

• モーションスタディを作る場合、ルート下のジョイントを使い、

  2階層目・3階層目のジョイントは出来るだけ使わない。

⑤　 Inventorのポジションリプレゼンテーションや

　 　 ビューリプレゼンテーションの 様な物が作れないか？ 
•   ” ”ポジションリプレゼンテーションの代わりに、 モーションスタディ や
  ” ”位置をキャプチャー を使う。

•   ”ビューリプレゼンテーションの代わりに、ブラウザの アイマークの
    ” ” ”点灯・消灯 を使ったり、 アニメーション を使う。



別の方法も考えてみました。　１

以前、オートデスク社テクニカルサポートに問い合わせを行った時の事が

ナレッジベースになっていますので、一読してみてください。

” ”大規模アッセンブリの操作パフォーマンスを向上させたい

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000SMh.html?_ga=2.241159619.138751848.1628850842-450060194.1598064034


別の方法も考えてみました。　２

” ”大規模アセンブリの操作パフォーマンスを向上させたい

　 こちらの方法は、アッセンブリファイルを履歴の無いボディで構成させて、

1 　ファイルとして保存。 ボディ数は変わりませんが、原点は1つになります。
詳しくは、ナレッジベースを見てください。

ファイル容量が20%位少なく作れます。
ボディを結合していないので、個々の形状確認が出来る。

ボディ数が減らない為か、ボディ数2000以上になると、
PCへの負担が大きく、マウスで動かない可能性が高くなります。
総ボディ数1500以下なら、この方法でも大丈夫かもしれません。



大規模アッセンブリを動かす

最初に行う事は



準備１
 まず最初に、アドインソフト” ”ぶんくろ をマイアドインに登録します。

登録方法は、スライド13・14・15を参照してください。

　 次に、元のアッセンブリファイルのコピー版（モーション用）を作ります。

トラブルが起きてからでは遅いのと、元のアッセンブリファイルを駄目にしない為にも

コピー版を作って置くことをお勧めいたします。

　 もし、幾つかのプロジェクトからファイルをリンク付け配置している場合は、

元のアッセンブリファイルを一度*.f3zファイルで出力してから、新しいプロジェクトを作り、

この中にアップロードします。

全てのコンポーネントがプロジェクト内に入るので管理が楽になります。



大規模アッセンブリを動かす

サンプルモデルを使って



Unit_type-A_2021-04-03
サンプルモデルとして、ボディ数5389個のモデルを使います。

サンプルモデルは、Inventorで
作ったモデルをSTEPファイルで出
力して、Fusion360に
アップロードしました。

各操作はscreencastビデオ
に撮って、URLのリンクを付けてあ
りますので、何時でも見る事が出
来ます。



動きが有るか？無いか？で仕分けします。
 このアッセンブリファイルには、６つのアッセンブリファイルが配置されています。

①　 チャック本体_移動側_2021-04-03　 （動きが有るアッセンブリファイル）

②　 本体フレーム_2021-04-03

③　 台形ネジ_2021-04-03

④　 チャック本体_固定側_2021-04-03　 （動きが有るアッセンブリファイル）

⑤　 配電BOX_2021-04-03

⑥　 タッチパネルステー_2021-04-03

　



動きが無いアッセンブリファイルの場合
②　 本体フレーム_2021-04-03

③　 台形ネジ_2021-04-03

⑤　 配電BOX_2021-04-03

⑥　 タッチパネルステ_2021-04-03

” ”動きの無い上記アッセンブリファイルは、 ぶんくろ を使ってボディを結合します。

このままでは、ボディ数が多いので、各アッセンブリファイルを順次アクティブにして

” ”コピーを名前を付けて保存 で別保存します。

https://autode.sk/3gjjG0O 　（コピーを名前を付けて保存_1）
　

　

https://autode.sk/3gjjG0O


ボディ数で使い分ける
” ”ぶんくろ は、” ”ルート下に配置された コンポーネントのボディを結合します。

” ” ” ”無題ドキュメントに 名前を付けて保存 をしてから 現在のデザインに挿入 を使います。

本体フレーム_2021-04-03（ボディ数629）を例に操作を行ってみます。

https://autode.sk/3dnW0GC 　（本体フレーム_BUNKURO）　

ボディ数が少ない（100以下）場合は、開いたアッセンブルファイルのルート下に

新規コンポーネント作成を行い、既に配置されているコンポーネントをドラッグして

” ”新規コンポーネントの中に移動して、 ぶんくろ を使います。＊

https://autode.sk/2Q2ClDn 　（配電BOX_BUNKURO）　　　

https://autode.sk/3dnW0GC
https://autode.sk/2Q2ClDn


大規模アッセンブリを動かす

動きの有るモデル



動きが有るアッセンブリファイルの場合
①　 チャック本体_移動側_2021-04-03　 （動きが有るアッセンブリファイル）

④　 チャック本体_固定側_2021-04-03　 （動きが有るアッセンブリファイル）

　 ① ④ ①この ・ は同じ動きなので、 の移動側を使って説明いたします。

このアッセンブリファイルもボディ数が2400 ” ”あるので、このままでは ぶんくろ を使って

結合する事が出来ません。

　 このアッセンブリファイル内を3つのアッセンブリファイルに分けてから、

” ”個々のアッセンブリファイルの動く部分と動かない部分に分けてから ぶんくろ を使います。

動く部分とは、エアーシリンダーやリニアガイド・プーリ等です。



チャック本体_移動側_2021-04-03
3つのアッセンブリファイルに分け
てから再構成します。

総ボディ数2400



布押付ユニット_Assy_2018-04-22
このユニットも幾つかのアッセン
ブリファイルに分ける必要があり
ます。

総ボディ数483



ユニット本体_移動側
このユニットは、動く部分が無い
ので、必要無い部分（リニアガイ
ド）をアイマークを使って消してか

” ”ら、 ぶんくろ を使います。

総ボディ数595



押付＆90度折曲_2017-04-18
このユニットを使って、動く部分・
動かない部分

” ”に分けてから ぶんくろ を使っ
て、結合したコンポーネントを作り
ます。

総ボディ数1322



押付＆90度折曲_2017-04-18
押付＆90度折曲_2017-04-18を使って、アッセンブリを再構成します。

左側のアッセンブリファイル（総ボディ数458）を使って、再構成します。

総ボディ数864

総ボディ数458



 再構成の流れ １
” ”ぶんくろ を使う事を考えながら、再構成してみました。

①　 既存のコンポーネントを仕分けする為、ルート下に新規コンポーネント

（Cフレーム・90度_両側アーム・90度_両側ベース）を3つ作成します。

 　作った新規コンポーネントは非表示に！

☑（新規コンポーネント＝標準・内部・名前を付ける・アクティブ 外す）

②　 エアーシリンダー・リニアガイド等の動きの有るコンポーネントをアイマークを使って

　 非表示にします。

③　 部品点数の少ない右側アーム・左側アームを構成するコンポーネントをマウスを使って

　 →大まかに選択後、右クリック 選択表示



 再構成の流れ ２
④　 一つづつコンポーネントを確認しながら、マウスで該当するコンポーネント内に

　 ドラッグして移動します。

　 移動先のコンポーネントが非表示になっていると、移動したコンポーネントが

　 見えなくなるので移動した事が確認出来ます。

（間違ったコンポーネント内に入る可能性もありますが）

　 同じ様にして、Cフレーム・90度_両側アーム・90度_両側ベースの

　 　各コンポーネント内に移動します。

⑤　 全てのコンポーネントを移動したら、アイマークを使って表示・非表示にして

　 各コンポーネントの内容を確認します。



 再構成の流れ ３
⑥　 確認が出来たら、一度保存します。

⑦　 　→　 　→　ツール ユーティリティ ぶんくろを起動して、3つの結合したボディを一度に

　 　 作る事が出来ます。

　 　 アッセンブリファイルのボディ数が300以下なら約30sec位です。

　 　 一度に複数個の結合したボディを作る事が出来ます。

　 　 https://autode.sk/38cvs7M （押付-90度_移動＆BUNKURO）（約7分間）

⑧　 ” ”この様にして、全てのアッセンブリファイルを再構成してから ぶんくろ を使って

　 　 　結合したボディを作ります。

　

　

https://autode.sk/38cvs7M


大規模アッセンブリを動かす

動きをどの様に表現するか



 エアーシリンダーの動きをどの様に表現するか １
 今回のサンプルモデルの場合、

① 9連のチャックユニットで2つのエアーシリンダーを使い、４種類の動きを作る。

② 4連の押付ユニットで2つのエアーシリンダーを使い、３種類の動きを作る。

一つのユニットで、4種類（3種類）の動きをジョイントで作り、それぞれの動き

” ”  を ぶんくろ を使って作ります。 この結合されたユニットを9連（4連）並べて

” ”  再度、 ぶんくろ を使って、結合します。 判りやすいように動きの種類で色分け

しています。　 　 チャックユニットの場合、4 　種類を下記の色で分けています。

A　 チャック無し/ 　 　 　張力無し 緑色 B　 チャック有り/ 　張力無し 黄色

C チャック有り/    張力有り 赤色 D チャック無し/  張力有り 銀色

    



① チャックユニットで2つのエアーシリンダーのジョイントを使い、

  ” ”４種類の動きを作り、 ぶんくろ で結合します。

  https://autode.sk/3apgxIU （チャック1-4_BUNKURO） 

  1種類毎に9 ” ”連に並べてから ぶんくろ を使います。

  https://autode.sk/3v2qhkm      (チャックA1_9連_BUNKURO）

    

   エアーシリンダーの動きをどの様に表現するか ２

https://autode.sk/3apgxIU
https://autode.sk/3v2qhkm


大規模アッセンブリを動かす

ジョイントの原点を付ける



 ジョイントの原点の活用として １
　 普段、ジョイントの原点を付ける事はあまり無いかもしれませんが、使い方によっては

ジョイントする時に、とても楽にジョイントする事が出来ます。

　 混み入った場所にジョイントする場合、コンポーネントが邪魔して見えない場合、

　間違った処にジョイントしてしまった！なんて経験があると思います。

　 ” ”今回は、 ぶんくろ で結合したコンポーネントにジョイントの原点を付けて、

　運用しています。 一手間掛かりますが、ジョイントの原点には名前が付けられるので、

付けておくと、とても便利です。

　 今回の場合は、コンポーネントに変更が有った場合でもジョイントの原点を

　付けておく事で簡単に置換する事が出来ます。



 ジョイントの原点の活用として ２
”ぶんくろ を使って結合したコンポーネントに、他のコンポーネントが配置される基準の

位置に、ジョイントの原点を付けていきます。



 ジョイントの原点の活用として ３
ジョイントの原点を付けたら、ブラ
ウザ内で判りやすい名前を付け
ておきます。



 ジョイントの原点の活用として ４
　 普段は、１つのジョイント（剛性）を使って水平・垂直・角度をハンドルを使って

　位置決めする事が出来ます。

これで問題無い場合は良いのですが、長いコンポーネントだと元のモデルや

結合したコンポーネントの関係か判りませんが原点の位置（角度）が微妙にズレてしまう

　場合があります。 その様な時の事を考えて、2か所にジョイントの原点を付けて、

　ジョイントの原点に名前を付けておきます。

2か所で位置固定する場合は、ジョイント（剛性）では無く、2か所共（回転）にします。

https://autode.sk/32utLj5　　　（ジョイントの原点_位置合わせ_ストッパー）
https://autode.sk/2QJe2Kj　 （ジョイントの原点_位置合わせ_チャック）
https://autode.sk/32Kojc0　　　（ジョイントの原点_各コンポーネント）

https://autode.sk/32utLj5
https://autode.sk/2QJe2Kj
https://autode.sk/32Kojc0


 ジョイントの原点の活用として ５

 通常のジョイントもそうですが、一度ジョイントを使うとシステム的に

ジョイントの原点は消える（見えなくなる）ようになっています。

コピーアンドペーストでコンポーネントを並べると、先に使った

” ”ジョイントの原点 が消えていて、次に選択出来なくなってしまいます。
（ブラウザ内で再度表示にする事は出来ます。）

同じコンポーネントを2つ或いは4つとか使う場合（エアーシリンダーやリニアガイド等）

ですが、コピーアンドペーストで配置するのではなく、予め、コンポーネントを

” ”名前を付けて保存 を使って、名前の最後に＊_1　 ＊_2とか＊_A　 ＊_Bを付けて

別名の同じコンポーネントをプロジェクト内に作っておきます。

” ”これは、 ジョイントの原点 を使って拘束する場合に必要な作業になります。

　

    



 ジョイントの原点の活用として ６

 他の方法として、同じコンポーネントの同じ場所に使用個数分の” ”ジョイントの原点 を

　付けておく方法もあります。

　この場合は、コピーアンドペーストしてジョイントしても大丈夫です。

他にも色々な方法があると思います。

    



大規模アッセンブリを動かす

アッセンブリ作業



動きを見る為のアッセンブリファイルを作ります。
 最後は、動きを見る為のアッセンブリファイル（Motion_type-A2)を作り、

このファイルに、結合したコンポーネント及びエアーシリンダーやリニアガイド等を

ルート下にリンク付け配置していきます。

コンポーネントを配置したら、ジョイントの原点を使って、位置固定します。

    



動きを見る為のアッセンブリファイルを作ります。
 Motion_type-A2のアッセンブリファイルに、順次コンポーネントを

 リンク付け配置していきます。

Motion_type-A2

https://autode.sk/3nhOSia （Motion_type-A2_1 　） 本体フレーム＋リニアガイド2 　本
https://autode.sk/3nqsdjR （Motion_type-A2_2 　） チャック本体_ 　移動側
https://autode.sk/2PkfYbY （Motion_type-A2_3 　 　） リニアガイド 4 　本
https://autode.sk/3oci0b0 （Motion_type-A2_6 　　 　） 押付ベース＋エアーシリンダー
https://autode.sk/3dNmrWg （Motion_type-A2_4  　） 押付A-1~A-4　
https://autode.sk/3bl8nSo （Motion_type-A2_5 　 　） チャックA-1~A-3　

    

https://autode.sk/3nhOSia
https://autode.sk/3nqsdjR
https://autode.sk/2PkfYbY
https://autode.sk/3oci0b0
https://autode.sk/3dNmrWg
https://autode.sk/3bl8nSo


動きを見る為のアッセンブリファイルを作ります。
 次にモーションスタディを作ります。

　 一つづつ良く確認しながらポイント・ポイント毎に数値を入れて動くか確認しながら、

　行います。

　 今回の場合、本体（Motion_type-A2）のルート下に直接配置したのは固定側です。

　ルート下の４つのジョイント（スライダ・回転）で動作を作りました。

　移動側ユニットは別に作り、本体にリンク付け配置しています。

　 移動側ユニットは、一つの例として動く部分だけを配置して（エアーシリンダーは無し）

モーションスタディを使って、全ての動作（動きと表示）を行っています。

https://autode.sk/34m7sNv　 　 （Motion_type-A2_7 　 　） モーションスタディ

    

https://autode.sk/34m7sNv


動きを見る為のアッセンブリファイルを作ります。
 モーションスタディで動かしている時に、ブラウザ内のコンポーネントの表示・非表示を

　行うと、動きが途中なのに、元の位置に解除されてしまいます。

モーションスタディのバーを動かすと前の位置に戻るのですが、あまり良くありません。

他の方法として、下記の方法も試してみました。

①　 　 　アニメーションを使う。

② 位置をキャプチャーを使う。

https://autode.sk/3sqfVun （Motion_type-A2_8）（アニメーションを使って）

https://autode.sk/3k5hQAP  （Motion_type-A2_9）（位置をキャプチャーを使って）

結果として、モーションスタディだけよりも、モーションスタディと位置をキャプチャーを

合わせて使うか、アニメーションで動きを作った方が良いと感じました。

    

https://autode.sk/3sqfVun
https://autode.sk/3k5hQAP


今後の設計の仕方として
　 　 今回は、既に出来上がったモデルを動かす為の方法として提案していますが、

　 Fusion360で大規模アッセンブリを作る場合、一つのアッセンブリファイルの

　 ボディ数300 ” ”以下を目途にして、ある程度出来上がった時点で ぶんくろ を使って

　 結合したボディを作り、このボディを使って次のアッセンブリファイルを設計すれば

　 PCに負担が掛からず、動きを見たい時にマウスで動かす事も可能になります。

　 　 　 　

　 　 Handoutの資料には、当プレゼン資料に記載出来なかった、新しい情報も

　 　載せています。 読んで頂ければ幸いです。

　



今後の設計の仕方として
現在、装置の改造を行って
いますが、この方法を使って
設計しています。



大規模アッセンブリを動かす為のヒントを頂けた、Fusion360日本語フォーラムで

お世話になっている、下記の方々へお礼申し上げます。

@kandenntiさん

@adachitech7さん

@TerukiObaraさん

 オートデスク社テクニカルサポート担当者さん



おわりに

今回のクラスでは、ライブQ&A及びテキストQ&Aの実施が出来ませんでした。

今回のクラスに関する質問は、Fusion360日本語フォーラムにてお受け致します。

タイトルに【AU2021質問】と付けて投稿して下さい。

Fusion360日本語コミュニティフォーラム

https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/bd-p/707

https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/bd-p/707
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