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世界初3D CAD/CAM/CAE/PCB設計一体型クラウドベース3Dソフトウェア
デザイン/設計から解析、加工まで幅広い3D開発環境に求められる機能を実装

経った一本でモノづくりのすべてをカバーします。
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エクステンション（拡張機能）製品とは？

Fusion 360の標準機能にはない高度な機能を利用することで高品質なパーツを
作成し、製造および設計プロセスをコントロールすることが可能になります。
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「あれができれば」を実現するための

エクステンション（拡張）製品



どんな人のために提供されているか？



Generative Design用

CAM用

積層造形（アディティブ）用

ネスティング用

データ管理用

Generative Designが使いたい放題

金属3Dプリンタの生成準備がFusion上でできる

ハイエンドCAMの便利な機能がFusion上で使える

平面部材加工時の最適な部材は位置を自動化

Fusion 360の設計管理、進捗管理がすぐ利用可能

エクステンション（拡張）製品は全部で５つ！ 2021年8月時点



生産性を高めるエクステンション（拡張）機能：

Machining Extensionの場合



拡張機能へのアクセス

１．月間契約

２．年間契約

３．フレックスアクセス



Manage Extension



一般的なPDMに関して

PLM

製品
設計・開発
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▪ 導入コスト

▪ 事前の導入準備（ルール化）

▪ PDMの運用の複雑化

一般的なPDMの課題



▪ 買ってすぐ使える

▪ 1時間もあれば機能をご習得
いただき、ご活用を開始可能

▪ 複数人でプロジェクトに関わる
際に、誰がいつどのデータで、
今どの様な状態かを全員で
把握することが可能

▪ 良い意味でとてもカジュアルに
使っていくことが可能で、
細かすぎず、丁度良い具合を
目指しているPDMです。

マネージエクステンションの特徴









▪ 部署内でFusion 360を利用していて、設計の進捗管理をしたい

▪ Fusion 360を利用して小さな組織で設計している

（社内外での利用が可能）

▪ お一人でもご自身のプロジェクトの管理をしたい

マネージエクステンションの利用をおススメする方



Generative Design
Extension



ジェネレーティブデザイン

無制限の結果生成とデザイン作成
ジェネレーティブデザインエクステンションでは、デ
ザインの代替案の生成と結果の各トランザクションを
クラウドクレジットを利用することなく実行できます。

・ 設計・エンジニアリング能力を高め、
革新的な形状を生成

・ 製造上の制約や製品の性能要件に基
づき、形状を自動生成

・ 複数形状を短時間に同時に生成でき、
今までにない形状作成を実現

Image courtesy of 
Lightning Motorcycles



ジェネレーティブデザインとは？



ジェネレーティブデザインができること

軽量化

部品点数の削減

剛性の向上

体積の縮小

製造コストの削減

労働環境の改善

生産ラインの改善

開発プロセスの短縮

製造コストの割り出し



ジェネレーティブデザインエクステンション

1回の計算処理＝ 33クラウドクレジット 約¥5,610

ジェネレーティブデザインエクステンション ＝ ¥269,500

1回の計算処理の¥5610  x  48回 ＝ ¥269,280



Machining Extension



Fusion 360 CAMの標準機能とMachining Extension

ミーリング

・2.5軸、3軸加工

・3+1、3+2軸加工

・4軸、5軸の加工

ドリル

・マニュアルのドリル設定

プローブ

・位置決め

Fusion 360標準CAM機能 Machining Extension

ミーリング

・3軸の “急斜面と緩斜面の加工法”

・追加の工具の姿勢制御

・4軸の回転加工

・5軸の “急斜面と緩斜面の加工法”

・自動の衝突回避

ドリル

・自動のドリル設定（穴認識）

ツールパスの編集

・トリミング

・パスの削除

プローブ

・形状のプローブ

・サーフェス検査法

・パーツの位置合わせ



多軸加工

▪ 急斜面と緩斜面の加工法

▪ 工具方向の追加制御

▪ 回転加工法

自動化

▪ 穴認識

▪ 5軸および衝突回避

ツールパス編集

▪ パスを削除

▪ ツールパストリム

検査

▪ パーツの位置合わせ

▪ 形状をプローブ

▪ サーフェス検査法

利用可能な機能の区分け



急斜面と緩斜面の加工法

急斜面領域と緩斜面領域に単一のツールパスを使用して表面

仕上げを改善し、安全に加工します。停留の跡を回避し、先

端を除去して、工具寿命を延ばします。

▪ 複数のツールパスを組み合わせて最適化

する仕上げ用ツールパス

・表面仕上げ ・プログラミング時間

▪ 急角度の領域に等高線ツールパスを適用

▪ 緩斜面領域に走査線またはスキャロップ

のツールパスを適用

▪ 幅広いオプションにより、急角度と緩斜

面の両方の領域で最適な結果を取得可能



工具方向の追加制御

工具方向の設定に追加制御を使用することにより、1回

の操作でより多くのパーツ領域に到達します。回転お

よび傾斜マニピュレータを使用する、工具方向を現在

のビューに位置合わせする、工具方向を任意のサー

フェスに対して垂直に設定するなどの操作を、1回のク

リックで実行可能。

▪ 回転

▪ 傾斜

▪ ビューに位置合わせ

▪ サーフェス法線



5軸および衝突回避

多軸設定を使用して、1回のセットアップで部品のより

多くの領域を加工できる多軸ツールパスを生成します。

より安全な加工のために、多軸ツールパスは、シャフ

トまたはホルダーと部品の間の衝突を検出して回避す

ることができます。現在のところ、「急斜面と緩斜面

の加工法」のみに対応しています。

▪ ツールの自動傾斜を行い衝突を回避

する

▪ より良い面加工のために短いツール

や硬いツールの利用が可能になる

▪ ツールの軸を曲線や点に合わせて設

定可能

▪ リード/リーン角度を設定して、よ

り高度な制御を実現





穴認識、工具の選択、および効率的な操作順序指定を自

動的に行うことによりドリル加工を単純かつ高速にし、

サイクルを速くします。

▪ モデルを認識し、穴タイプを自動的に
割り当て

▪ 穴の寸法に基づいて工具を自動選択

▪ 任意の平面、面、または特定のセット
アップに限定して、穴の認識可能

▪ カスタムテンプレートを作成して、特
殊なあなの種類を識別可能

▪ 加工順序を最適化することにより、工
具変更の手順を最小限に抑える

穴認識





サーフェス検査法

プローブパスを作成し結果を評価します。パーツがマシン

上検証の設計仕様を満たしていることを確認します。

▪ プログラミングを検証するプローブ機

能を追加して、製造プロセスを合理化

▪ 結果をCADデータと比較して、寸法が

公差内に収まっているかを確認

▪ 問題となる領域を特定し、必要に応じ

て修正の有無を決定

▪ 工作機と測定装置間で部品を移動する

必要性を最小限化



形状をプローブ

マシン上でプローブサイクルを使用して処理中のフィー

チャを計測します。重要なフィーチャの寸法と位置を確認

して、工具摩擦パラメータを更新し、プログラムを一時停

止して、修正作業を速めに行います。

▪ 機上測定を実行する機能

・サイズを確認 ・ポジション ・角度

▪ 以前のフライス加工に基づいて工具摩耗
を更新する

▪ 組み込みの幾何要素計測を使用します

・ボア ・ボス ・ウェブ





パーツの位置合わせ

この機能は、[サーフェスを検査]のプローブ結果に基

づいて後続の加工ツールパスのポジショニングを最適

化する機能を提供します。

▪ マシン上のパーツの CAD モデルへ

の位置合わせを自動化します

▪ サーフェス検査結果後、実際のパー

ツをモデルと位置合わせするために

必要な変換を計算し、位置合わせを

適用した状態でセットアップ内の操

作をポスト処理に反映させます

▪ 不正確な固定具の補正、製造プロセ

ス間でのエラーの削減

▪ 再現性、パーツの精度、およびプロ

セスの信頼性が改善されます



回転加工法

4軸ミ―リング向けの回転加工法を使用して、複雑な非ジ

オメトリ形状を加工します。

▪ 同時4軸で複雑な形状を加工

▪ 切削条件を改善するために工具をオフ

セット

▪ プログラミング時にグラフィックを利

用できるので明確で使いやすい





ツールパストリム

ツールパストリムを使用してツールパスの効率を向上さ

せ、加工時間を短縮します。ポイントを配置してポリゴ

ンを作成して、ツールパスの一部をポリゴンの内側と外

側のどちらに維持するかを選択します。

▪ 大規模で複雑なツールパスに小さな微

調整を行う時間を節約します

▪ 必要なリードとリンクだけが再生され、

ツールパス全体が再生されない

▪ タイムラインのトリミングポリゴンを

編集する



パスを削除

パスを削除するとツールパスの効率が向上し、加工時間が短縮

されます。特に、維持するパスまたはセグメントに近い、また

はオーバーラップしている不要なパスまたはせぐめんとを削除

する場合に便利です。

▪ 2D加工

▪ 面、2D輪郭、トレース、彫り込み

▪ 3D加工

▪ 急斜面・緩斜面、スキャロップ、走査線、等高線、

ランプ、ペンシル、渦巻き、放射状、モーフィン

グスパイラル、投影、モーフィング、フロー





Additive Build Extension



積層造形エクステンションでは、粉末床溶融結合(SLM)マシンを使用して金属

パーツの作成。パーツの向きや関連したサポート構造の生成、ビルドスペース

の最適化、積層ツールパスの生成、さまざまな形式でのファイルエクスポート。

▪ 積層造形の部品を準備する

▪ ビルドプラットフォーム上の単一また
は複数のコンポーネントの配置と方向
付け

▪ 自動オリエンテーションツールにより
プログラミング時間を短縮・ビルド時間の短縮
ためにビルド高さを最小化する

▪ コンポーネントにサポートを追加して、
ビルド成功率を向上させ安定性を支援

積層造形





Additive Simulation
（プレビュー機能）





Nesting & Fabrication 
Extension



ネスティング

平面部材を材料や厚さなどに基づいて、複数のファイル

にまたがって、シートメタル設計を集約し、ネスティン

グを行い、加工プロセスの効率を高めます。

▪ 材料や厚さに基づいて、シートメタル

部品のレイアウトを最適化する

▪ 加工プロセスの効率化

▪ 廃棄部材を最小限に抑える





拡張機能の試用版



拡張機能へのアクセス
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