12. アセンブリ製図

れ独自のフォーマット形式を表現する。PRO/E シ

アセンブリ製品のアセンブリ製図、各構成部品の

ステムのフォーマット シートに、3 種類図面を作成

スタイルによるバルーン標示。アセンブリ部品に関

する。第一図面、バイス ヘットサブアセンブリ第二

する各種図面を作成すると部品表フォーマットを作

製図バイスベースアセンブリ第三図面をバイスアセ

成することを学ぶ。

ンブリ製図（図 12-1B）示す。

12.1

目的

（１）アセンブリ図面の作成
（２）部品表の制作による部品リスト作成
（３）アセンブリ製図のバルーン標示
（４）アセンブリ断面外観を組み合わせ
（５）部品のパラメータを追加する
（６）表方式で部品リストを自動的作成
（７）複数シートの使用
図 12-1A バイス ヘット サブアセンブリ

（８）複数モデルのアセンフリ製図シートを作
成。

12.2

アセンブリ図面

Pro/E 製図システムはアセブリ図面を大きな部品
結合体として仕分けをする。アセブリ図面はアセン
ブリ部品リストのパラメータによって、表示が割り
当てられる。アセンブリ図面に各構成部品名前、図
番、材質などを表記する部品構成表（BOM）のフォ
ーマットをする。Pro/E 製図システムはアセンブリ
モデルの各構成部品のパラメータに対して明確な定
図 12-1A バイス アセンブリ分解図

義をする。アセンブリ製図に、各構成部品データが
自動的にアセンブリ図面に加えることができる。ア
センブリフォーマットシートに、全構成部品リスト
におけるパラメータのタイトルを連動する。
標準図面と拡張図面の構成部品に標示するバルー

12.3

フォーマットシートの作成

独自バイス部品のアセンブリ製図用シートを A3
サイズのフォーマット シートを制作する。

ンを作成する。アセンブリモデルにおける個々の構

１） ファイル、ワーキングディクトリを制作したバ

成部品の特徴を表すために、モデル断面上における

イス アセンブリ ファイルのフォルダに指定

各構成部品を違う種類陰影線や色塗布を用いて制作

する。
「新規」
、フォーマット、名前を「VICE

する（図 12-1A）に示す。通常、アセンブリ製図の

_ASSEMBLY_A3」
（図 12-2）に示す。

詳細図面は構成部品の数や形状要素によってそれぞ

をアクセプト」

をすると何も描かれてない

A3 の空シートが境界縁の内 5mm に枠が得ら
れる（図 12-6）に示す。

図 12-2 新規図面

２）

OK する新規フォーマットが現れる。テンプ

図 12-4 オフセット境界選ぶ

レート指定を「空」
、方向を「横」
、サイズを「A3」
と選ぶ（図 12-3）に示す。
「OK」をすると製図
画面に変わる。グラフウィンドウに何も描かれ
てない A3 の空シートが置かれる。

図 12-5 オフセット寸法

図 12-3 新規フォーマット
図 12-6 シートに枠を作成する
３） ダッシュボードに「スケッチ」

を選

をクリックすると

１） シートにグリットを配置する。スケッチのドラ

オフセット操作メニューが現れる（図 12-4）に

フト グリッドを選ぶ（図 12-7）に示す。グリ

示す。エンティティチェーンを選ぶ、それから

ット修正メニューの基準をクリックすると基

Ctrl を押しながら A3 シートの 4 辺をクリック

準メニューから点指定の点ピックに「頂点」を

する（線の色が赤くなる）。選択ボックスの

選択する（図 12-8）に示す。A3 シートの右下

「OK」をするとオフセット寸法の入力ボック

のコーナーをクリックする。次に、「終了/リタ

ス（図 12-5）に示す。
「－5」を入力してから「値

ーン」をクリックして、「パラメータ」を選ぶ

び、
「エッジオフセット」

とパラメータ メニューボックスの
「X&Y 間隔」
を選び、新しいグリット間隔を入力ボックスに
「10」を入力して「値をアクセプト」

する

（図 12-9）に示す。

図 12-7 ドラフトグリット作成

図 12-10 A3 シートにグリット

２） グリッドにマウスがスナップするように、「スケッチ」
を選び、「スケッチャープリファレンス」
をクリックするとスケッチャ
ープリファレンス メニューボックスのスナップに、
グリッド交差タブを ON する。閉じる（図 12-11）に
示す。

図 12-8 グリット基準を点指定

図 12-11 スケルチ プリファレンス

３） A3 シートの右下のラベル表式をスケッチする。
コーナーを基点に 170mm×20mm の 2 段を描
図 12-9 グリットパラメータを 10

く。スケッチの「直線」 をクリックするとス
ナップボックスと赤い十字型カーソルが現れ

再び、
「終了/リターン」をクリックすると A3 シ

る（図 12-12）に示す。カーソルをスケッチ起

ートにグリットが描かれる。
（図 12-10）に示す。

点と終点に各一回のクリックをすることで直

終了/リターンをする。

線が描ける。すべて描いた線の経歴はスナップ
ボックスに記録される。この記録リストを利用

して線の除去もできる。スケッチを終了する時

ックする（図 12-15）に示す。そうすると行列

に、マウスの中ボタンをシートに一回のクリッ

の間隔や幅寸法を入力ボックスが現れる（図

クをする。上の枠内部の 100mm 箇所に縦線の

12-16）に示す。

区切りを描く。A3 フォーマット シートにスケ
ッチをしたラベル（図 12-13）に示す。

図 12-14 スケルチ プリファレンス

図 12-12 スナップ参照

図 12-15 テーブルの基準点○

図 12-13 A3 シートにラベル

12.4

部品表の作成

シートラベルの上に部品表を追加する。部品表

図 12-16 列行の間隔と幅入力

が自動表示できるテーブルを作成する。
１） テーブル モードにする。
「テーブル」 を選ぶ

以下列幅として、25、Enter、25、Enter、70、

とテーブル作成メニュー マネージャーが現れ

Enter、25、Enter、25、Enter を入力し、

る（図 12-14）に示す。
「昇順」
、
「左方向」
、
「長

クリックする。続いて一行の高さを 12、Enter

さ指定」、点ピック「頂点」を選ぶとテーブル

と入力する。２行目の高を 12、Enter と入力し

作成の基準点の指定なる。A３シートのラベル

てから をクリックする（図 12-17）に示す。

に、枠上右側と内フレーム交接なる位置をクリ

ここで Ctrl＋Ｓにより保存する。

を

２） バイスアセンブリ モデルの構成部品のパラメ
ータ値を入力するリピート領域を作成する。テ
ーブル モードにして、
「リーピド領域」

を

クリックするとメニューマネージャーダイア
ログボックスが現れる（図 12-18）に示す。
「追
加」を選び、作成した 2 列部品表の上の行の両
脇のセルを選択する。一個目セルをクリックす
るとセル内に「○」が印される（図 12-19）に
示す。二個目セルをクリックすると指定された

図 12-19 追加テーブルの指定

行を囲む枠が太い線に変わる。
「OK」する（図
12-20）に示す。

図 12-20 追加テーブル基点

図 12-17 作成したテーブル

３） 再び、ニューマネージャーダイアログボック
スの「属性」を選ぶ、上の行の真中枠内をクリ
ックスするとテーブル領域メニュー マネージ
ャーが現れて、「領域属性」を選び、領域の指
定をした上の行（太い線枠）をクリックすると
太線枠が赤い線枠になる（図 12-21）に示す。
そして、属性のメニュー マネージャーが現れ
る（図 12-22）に示す。
「重複なし」
、
「再帰」と
設定をしてから「終了/リターン」をクリックす
る。もう一度、「終了」をクリックする。カレ
ントシート

図 12-18 テーブル追加

をクリックする。

ト スタイル ダイアログボックスが現れる（図
12-26）に示す。文字フォントを filled、文字の
高さを 4.50、幅係数を 0.7。注記/寸法の水平を
中に変更する。これで文字がセル内で中央配置
される。適用、OK をする。テキストスタイル
図 12-21 リピート領域の属性

の訂正後の部品表項目（図 12-27）に示す。

図 12-23 注記 プロパティ

図 12-22 属性メニュー マネージャー

４） 部品表のパラメータの項目を定義する。作成
したリピート領域「下の行」の左側第一セルを
ダブルクリックすると注記プロパティメニュ
ーが現れる（図 12-23）に示す。項目テキスト
として「ITEM」を入力する、OK する。A3 シ
ートのリピート領域における部品表示項目セ

図 12-24 部品表注記

ル（図 12-24）に示す。同様な操作で第２セル
をＰＴ ＮＵＭ、
第 3 セルを DESCRIPTION、
第 4 セルをＭＡＴＥＲＩＡＬ、第 5 セルをＱＴ
Ｙと入力する。部品表の項目になる（図 12-25）
に示す。
部品項目に入力した５つセルのすべてを選択
する。Crtl キーを押しながら 5 個のセルをクリ
ックする。マウスの右クリックをして、サブメ
ニューからテキストスタイルを選ぶとテキス

図 12-25 部品表の項目

図 12-29 シンポルの定義

次に、リピート領域の右側一個目セルをダブル
クリックすると rpt を選ぶと次のダイアログボック
図 12-26 テキスト スタイル

スより qty をクリックするとセルに 2 個目シンポル
定義をする（図 12-30）に示す

図 12-26 テキスト スタイル変更

５） 部品表の表示項目のレポート パラメータを設

図 12-29

2 個目シンポルの定義

定する。リピート領域における上の段に各表示
項目の定義をする。左側一個目セルをダブルク

同様に、左側より 3 個目セルをダブルクリックすると

リックすると

レポート シンポル ダイアログボックスが現れて、

レポート

シンポルダイアロ

グボックスが現れる（図 12-28）に示す。rpt

asm を選ぶと次のダイアログボックスより mbr をクリッ

を選び、再び、ダイアログボックスより index

クしてから User Defined を選び、シンポル テキスト

を選ぶと左側一個目セルに「＆rpt.index」が入

に DSC を入力する。

する。

力された。
（図 12-29）に示す。

図 12-30 シンポルテキスト入力

左側 4 個目セルにダブルクリックをして、レポート
シンポル ダイアログボックスより asm を選び、次に
mbr、ptc_material を選び、PTC_MATERIAL_
図 12-28 レポート シンポル

NAME をクリックする。左側より 2 個目セルをダブル
クリックするとレポート シンポル ダイアログボック

スが現れて、asm を選ぶと次に mbr をクリックしてか

構成部品リストを部品表に表示することができる。

ら User Defined を選び、シンポル テキストに

パラメータの表示項目に対する構成部品の保存した

PRTNO を入力する。

個々データに新しいデータを追加することができる。

する。これでリピート領域

に 5 個のテキストシンポルを定義した（図 12-31）
に示す。

１） 環境、標準回転方向、等角投影、適用、OK す
る。シェール

を ON ツール、

を OFF する。アセンブリ時に自作成される物
品表（ROM）にアセンブリ図面作成のための
新規パラメータを各部品に追加する。バイスア
センブリの構成部品ファイルをオープンする。
M4.5 ナット ファイルを開く（図 12-33）に示
図 12-31 シンポルテキスト入力

す。

レポートパラメータに入力した 5 つセルをすべて
選択する。Crtl キーを押しながら 5 個のセルをク
リックする。マウスの右クリックをして、サブメ
ニューからテキストスタイルを選ぶとテキスト
スタイル ダイアログボックスに文字フォントを
filled、文字の高さを 4.0、幅係数を 0.4。注記/寸

図 12-33 M4.5 ナット

法の水平を中に変更する。これで文字がセル内で
中央配置される。適用、OK をする。テキストス

ツール、パラメータをクリックするとパラメー

タイルの訂正後の部品表項目（図 12-32）に示す。

タ ダイアログボックスが現れて、パラメータ
を選び、パラメータの追加をクリックする（図
12-34）に示す。追加パラメータ名前を PRTNO
入力するに（図 12-35）示す。

図 12-32 シンポルテキスト入力

テーブルを一回クリックしてから、「カレントシー
ト」

、

、

、

、マウス中ボタン、ツール、

ファイル、ウィンドウ閉じる。

12.5

部品表（ROM）データ作成

アセンブリの標準製図フォマートに保存された

図 12-34 パラメータの追加

図 12-35 新規パラメータの追加

図 12-37 2 個目パラメータの追加

タイプ、値を編集し、指定のチックを ON、説

３） バイスアセンブリの構成部品ファイルをオー

明の枠に必要ならば記入する。タイプの

プンする。M4.5 ボルト ファイルを開く（図

タブ をクリックして「文字列」を選

12-38）に示す。

ぶ、値をクリックして VICE-1 を入力する。説
明の枠内に part number（図 12-36）に示す。

図 12-38 M4.5 ボルト

同様な操作方法で 2 個の新規パラメータを追
加する。
PRTNO の値を VICE-2
DSC の値を Screw M4.5
OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィを閉じる。
図 12-36 新規パラメータの追加

２） 「新規パラメータを追加」

（図 12-39）に示す。

をクリックして、

2 個目新規パラメータを追加する。名前を DSC
入力する。タイプの

タブ をクリック

して「文字列」を選ぶ、値をクリックして
Screw-4.5NUT を入力する。説明枠に part

図 12-39 M4.5 新規パラメータの追加

description を記入する（図 12-37）に示す。
OK する。Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを閉
じる。

４） バイスアセンブリの構成部品ファイルをオー
プンする。M11 連結ボルト ファイルを開く（図
12-40）に示す。

図 12-40 M11 連結ボルト

同様な操作方法で 2 個の新規パラメータを追加
図 12-43 台座カバー新規パラメータの追加

する。
PRTNO の値を VICE-3
DSC の値を Screw M11

バイスアセンブリの構成部品ファイルをオープ

OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを閉

ンする。M8 ハンドル ファイルを開く（図

じる。
（図 12-41）に示す。

12-44）に示す。

図 12-41 M11 新規パラメータの追加
図 12-44 M8 ハンドル
５）

バイスアセンブリの構成部品ファイ
ルをオープンする。台座カバー ファイルを開

同様な操作で 2 個の新規パラメータを追加する。

く（図 12-42）に示す。

PRTNO の値を VICE-5
DSC の値を M8 Handle
OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを閉
じる。
（図 12-45）に示す。

図 12-42 台座カバー

同様な操作で 2 個の新規パラメータを追加する。

図 12-45 M8 ハンドル新規パラメータの追加

PRTNO の値を VICE-4
DSC の値を Stand cover

６） バイスアセンブリの構成部品ファイルをオー

OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを閉

プンする。ハンドル ボール ファイルを開く

じる。
（図 12-43）に示す。

（図 12-46）に示す。

OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを
閉じる。
（図 12-49）に示す。

図 12-46 ハンドル ボール

同様な操作で 2 個の新規パラメータを追加する。

図 12-49 回転ハンドル新規パラメータの追加

８） バイスアセンブリの構成部品ファイルをオー

PRTNO の値を Vice-6

プンする。バイスインナー左 ファイルを開く

DSC の値を Handle ball

（図 12-50）に示す。

OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを閉
じる。
（図 12-47）に示す。]

図 12-50

バイスインナー左

図 12-47 回転ハンドル新規パラメータの追加
同様な操作で 2 個の新規パラメータを追加す
７） バイスアセンブリの構成部品ファイルをオー

る。
PRTNO の値を Vice-8

プンする。回転ハンドル ファイルを開く（図
12-48）に示す。

DSC の値を Inner left
OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを
閉じる。
（図 12-51）に示す。

図 12-48 回転ハンドル

同様な操作で 2 個の新規パラメータを追加す
る。

図 12-51 バイスインナー左パラメータの追加

PRTNO の値を Vice-7
DSC の値を Handle bar

９）

バイスアセンブリの構成部品ファイ

ルをオープンする。バイスインナー右 ファイ

PRTNO の値を Vice-10

ルを開く（図 12-52）に示す。

DSC の値を Housing left
OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを閉
じる。
（図 12-55）に示す。

図 12-52

バイスインナー右
図 12-55

バイスハウジング左パラメータの追加

同様な操作で 2 個の新規パラメータを追加す
る。

１１）

バイスアセンブリの構成部品ファイルを

PRTNO の値を Vice-9

オープンする。バイスハウジング右 ファイル

DSC の値を Inner right

を開く（図 12-56）に示す。

OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを
閉じる。
（図 12-53）に示す。

図 12-53

１０）

図 12-56

バイスインナー右パラメータの追加

バイスアセンブリの構成部品ファイルを

バイスハウジング右

同様な操作で 2 個の新規パラメータを追加する。

オープンする。バイスハウジング左 ファイル

PRTNO の値を Vice-11

を開く（図 12-54）に示す。

DSC の値を Housing right
OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを閉
じる。
（図 12-57）に示す。

図 12-54

バイスハウジング左

同様な操作で 2 個の新規パラメータを追加する。

図 12-57

バイスハウジング右パラメータの追加

１２）

バイスアセンブリの構成部品ファイルを

オープンする。バイスヘット左 ファイルを開

同様な操作で 2 個の新規パラメータを追加する。

く（図 12-58）に示す。

PRTNO の値を Vice-13
DSC の値を Head right
OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを閉じ
る。
（図 12-61）に示す。

図 12-58 バイスヘット左
図 12-61

バイスハウジング右パラメータの追加

同様な操作で 2 個の新規パラメータを追加する。
PRTNO の値を Vice-12

１４）

バイスアセンブリの構成部品ファイ

DSC の値を Head left

ルをオープンする。バイス ワシャー右 ファ

OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを閉

イルを開く（図 12-62）に示す。

じる。
（図 12-59）に示す。

図 12-62 バイスワシャー右
図 12-59

バイスハウジング右パラメータの追加
同様な操作で 2 個の新規パラメータを追加する。

１３）

バイスアセンブリの構成部品ファイルを

PRTNO の値を Vice-14

オープンする。バイスヘット右 ファイルを開

DSC の値を washer right

く（図 12-60）に示す。

OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを閉
じる。
（図 12-63）に示す。

図 12-60 バイスヘット右

図 12-63

バイスワシャー右パラメータ追加

バイスアセンブリの構成部品ファイルをオープ

PRTNO の値を Vice-16

ンする。バイスワシャー右 ファイルを開く（図

DSC の値を Snap ring

12-64）に示す。

OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを閉
じる。
（図 12-67）に示す。

図 12-64 バイスワシャー左
図 12-67 スナップ リングパラメータの追加
同様な操作で 2 個の新規パラメータを追加する。
PRTNO の値を Vice-15

１６）

バイスアセンブリの構成部品ファイルを

DSC の値を washer left

オープンする。バイス スタンド ファイルを開

OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンウを閉じ

く（図 12-68）に示す。

る。
（図 12-65）に示す。

図 12-68 バイス スタンド
図 12-65 バイスワシャー左パラメータの追加
同様な操作で 2 個の新規パラメータを追加する。
１５）

バイスアセンブリの構成部品ファイルを

PRTNO の値を Vice-17

オープンする。スナップ リング ファイルを開

DSC の値を Vice stander

く（図 12-66）に示す。

OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを閉
じる。
（図 12-69）に示す。

図 12-66 スナップ リング

同様な操作で 2 個の新規パラメータを追加する。

図 12-69 バイス スタンドパラメータの追加

１７）

バイスアセンブリの構成部品ファイルを

ルにアセンブリデーダを追加したが、バイスアセ

オープンする。スタンド シート ファイルを開

ンブリ部品を作成したアセンブリファイルによる

く（図 12-70）に示す。

各構成部品のパラメータデーダを編集することが
できる。
１） バイスアセンブリファイルをオープンする（図
12-72）に示す。モデルツリーの「設定」

、

ツリー フィルタの表示のすべてアイテムを
図 12-70 スタンド シート

ON する、適用、OK（図 12-73）に示す。

スタンド シート部品はバイスアセンブリモデル
に唯一のアセンブリモードで作成された構成部品
であるために、作成ファイルには材質デーダのパ
ラメータしか保存されない、部品表に表示される
5 項目に対して新しいパラメータを 4 個追加する。
同様な操作方法で 4 個の新規デーダをパラメータ
に追加する。
DESCRIPTION の値をなし
MODELED_BY の値をなし
PRTNO の値を VICE-18

図 12-72 バイスアセンブリ部品

DSC の値を Stander seat
OK する、Ctrl＋S、ファイル、ウィンドウを閉じ
る（図 12-71）に示す。

図 12-73 モデルツリー アイテム
図 12-71 スタンド シート パラメータの追加

２） 「設定」 、モデルツリー列をクリックすると
モデルツリー列のダイアルログボックスが現

12.6

構成部品パラメータのデーダを編集

バイスアセンブリ部品に 18 個の構成部品ファイ

れる（図 12-74）に示す。タイプ：モデルパラ
メータ、名前のところに PRTNO を入力する。

をクリックすると右側の枠に、同様な操作を
して、名前に DSC を入力する、

、名前に

PTC_MATERIAL_NAME を入力する。

を

３） モデルツリーにバイス ヘット サブアセンブ
リ構成部品「M11 連結ネジ」の PRTNO の空欄
をクリックする（図 12-77）に示す。そうする

クリックする（図 12-75）に示す。適用、OK

とパラメータプロパティ ダイアログボックス

する。ナビゲータのモデルツリー表示（パラメ

が現れて、名前：PRTNO、タイプ：文字列、

ータ含む）
（図 12-76）に示す。

値：Vice-3 を入力する、OK する（図 12-78_左）
に示す。同じ構成部品の DSC 空欄をクリック
するとパラメータプロパティ ダイアログボッ
クスが現れて、名前：DSC、タイプ：文字列、
値：Screw M11、OK する（図 12-78_右）に示
す。記入後のモデルツリーのパラメータ表示
（図 12-79）に示す。

図 12-74 モデルツリー列

図 12-77 モデルツリー表示
図 12-75 パラメータ表示

図 12-76 モデルツリーパラメータ表示

図 12-78 パラメータ プロパティ

図 12-78 パラメータ 編集

図 12-80 構成部品確認

４） モデルツリーより構成部品のパラメータを編
集したが、個々の構成部品ファイルに確定をす
る。ツールのパラメータをクリックし、パタメ
ータ ダイアルログボックスが現れて、検索先
を「部品」を選ぶ（図 12-79）に示す。部品を
クリックすると選択ボックスが現れる。編集し
たパラメータの構成部品を確認する。アセンブ
リモデルツリーより選定をするとバイスアセ
ンブリ部品に確認する構成部品がハイライト
になる（図 12-80）に示す。構成部品のパラメ
ータダイアルログボックスに新しい編集をし
たパラメータの確定をするためにボックス内
「指定」のすべての項目「チック」

図 12-81 パラメータを指定する

を ON す

る（図 12-81）に示す。パラメータ編集完了。

12.7

アセンブリ製図

バイス ヘットサブアセンブリ部品を開く。

１）ファイル、新規、図面を選び、名前を
Vice_head_subassembly とする。デフォルトテ
ンプレートのチェックを OFF、OK をする（図
12-82）に示す。

図 12-79 構成部品設定

12-84）に示す。

図 12-82 新規ファイルを図面
図 12-84 新規図面ファイル

２）新規図面設定のダイアログボックスが現れる。
デフォルドモデル

４）各設定をした新規図面ダイアログボックス（図

「VICE_HEAD_SUBASSEMBLY」
、テンプレ

12-85）に示す。OK すると A3 製図シートにバ

ート指定：
「フォーマット付きで空」
（図 12-83）

イス ヘット サブアセンブリの構成部品の部

に示す。

品表がラベルの上に作成される（図 12-86）に
示す。

図 12-83 新規図面 フォーマット

３）フォーマット形式を選ぶ。「ブラウズ」をクリ
ックしてワーキングディクトリをクリックし
て、この章始めに作成をしたアセンブリ部品の
部品表を自動作成フォーマットシート「VICE
_ASSEMBLY_A3.FRM」を選ぶ。開く。
（図

図 12-85 新規図面の各設定

６）図面ビューに斜投影を等角投影。モデルビュー
名にデフォルド方向を選び、適用、OK する（図
12-89）に示す。

図 12-86 構成部品設定

５）製図シートに投影図図面を作成する。レイアウ
トモードの「一般」

をクリックすると結合ス

図 12-89 デフォルド方向

テート選択ボックスに、結合ステートなしを選
ぶ、OK する（図 12-87）に示す。図面シート

７）「隠線なし」

を ON する。図面シートにマ

に 1 回クリックをするとモデルのデフォルド方

ウス右クリックをして、サブメニューより「一

向投影図と図面ビューの設定オックスが現れ

般ビューを挿入」をクリックする。
「結合ステ

る（図 12-88）に示す。

ート選択」ボックスに OK する。図面ビューに
等角投影。モデルビュー名に FRONT を選び、
適用、OK する（図 12-90）に示す。

図 12-87 結合ステート選択

図 12-90 モデル ビュー

８）バイス ヘット サブアセンブリ図面を FRONT
方向の正面図における全断面と平面図で表す。
図（12-90）のデフォルド方向の投影図の上に
図 12-88 デフォルド投影図

マウス右クリックをして、サブメニューより

「削除」を選ぶ。デフォルド方向投影図を削除

と「0.8」を入力する。適用、OK、閉じる（図

する。FRONT 方向の投影図をドラッグして図

12-94）に示す。

面シートの左側に移動する。FRONT 方向の投
影図にマウス右クリックをして、サブメニュー
より「投影ビューを挿入」を選び、カーソルを
FRONT 方向の投影図に上方位置にクリックを
する（図 12-91）に示す。

図 12-92 モデル断面

図 12-91 モデル ビュー

９）正面図の 2D２次断面図を作成とスケール変更。
正面図をクリックし（ハイライトする）
、マウス
右クリックをしてサブメニューより「プロパテ
ィ」をクリックすると図面ビューのダイアログ
ボックスが現れる。カテゴリの「断面」を選び、
2D２次断面をチェック、
ら

をクリックしてか

図 12-93 モデル断面

を選択する（図 12-92）に示す。適用、

OK する、閉じる
正面図が全断面で表示される。なお、各構成
部品に飾られた陰影線のパターン（隠陰線の角
度、陰影線の間隔、線種）はそれぞれ異なるこ
とが観察できる。６個構成部品の輪郭の区別が
できる（図 12-93）に示す。
マウス右クリックをしてサブメニューより
「プロパティ」をクリックすると図面ビューの
ダイアログボックスが現れる。カテゴリの「ス
ケール」を選び、カスタムスケールをチェック

図 12-94 スケール変更

１０）

２次断面図に各基準平面「デーダム」標記

個目の投影図をダブルクリックすると図面ビ

アノテーションを消去する。アノテーション

ュー ダイアログボックスが現れる。表示スタ

モードにする。図面ツリーの配列に「デーダム」

イルを隠線なし。正接エッジ表示を暗色、適用、

を拡張させて、Ctrl を押しながらモデル“B”
、

OK する、閉じる（図 12-97）に示す。
「モデル

“C”
、
“D”を選ぶ（図 12-95）に示す。マウス

アノテション表示」

を右クリックして。
「消去」をクリックすると

ルアノテションダイアログボックスのアノテ

モデルに定義をしたデーダム標記が消えてし

ーション

まう。

軸を表示させる（図 12-98）に示す。２個の投

をクリックするとモデ

を選び、すべての

をクリックして

影図より５本の軸（○印）を選ぶ（図 12-99）
に示す。

をクリックして、OK する。カレ

ントシート」
イント」

、
「再フィット」

、
「保存」

、
「再ペン

をクリックする。

図 12-95 デーダム表記を消去

１１）

平面図における２次断面の基準面を表示

する。基準面に矢印を追加する。レイアウト モ
ードにする。断面図にクリックしてからマウス
右クリックをすることにより、
「矢印追加」を
選び、平面図の中央部（デーダム A）に一回ク

図 12-97 図面ビュー

リックをすると２本の矢印が A-A 断面を表示
する（図 12-96）に示す。

図 12-96 平面図の A-A 断面表示

１２）

表示する軸を設定する。アノテーションタ

ブモードをする。Ctrl キーを押しながら 2 個の
投影図をともに選択し（ハイライトする）
，２

図 12-98 アノテーション軸表示

度を 135、M11 連結ネジの「間隔」をダブル、
ヘット左の「間隔」を 1/2 に設定する。計３個
部品の陰影線角度及び間隔を修正した（図
12-101）に示す。

図 12-99 表示軸選び

１３）

図 12-100 構成部品のハッチング

２次断面上における構成部品輪郭区域を

表す陰影線を編集する。レイアウト モードに
する。断面上の陰影線をクリックするとすべて
の陰影線がハイライト状態になると共に「ハッ
チング修正」メニューマネージャー が現れる
（図 12-100）に示す。構成部品のハッチングを
選ぶと現在に修正できる構成部品だけが赤い
ハイライト状態になる。修正後には、
「次」を
クリックして、マウスの中ボタンを軽く回すと
図 12-101 修正した部品のハッチング

編集に当たる構成部品の陰影線が赤くになる。
メニューボックス内の「次」
、
「前」を選ぶこと
によって構成部品の編集を順繰りする。Pro/E
システムは２次断面に初期的な陰影線が自動

12.8

バルーン 表示

アセンブリ製図に、部品表番付に自動対応する

的に作成する。例えば、隣位置に置く部品同士

個々のバルーンがアセンブリ構成部品を表示する方

に対して、陰影線の線向き角度を相対的な角度

法。部品表示番号を円形で囲み、引線は直線の先端

と同間隔を設けると見え易くなる。今回、ヘッ

に矢印を用いて構成部品を指示するスタイルである。

トサブアセンブリ構成部品順位は、1、ハンド

１） テーブル モードする。
「リピート領域」

ルボール 2、
回転ハンドル 3、
スナプ リング 4、

をクリックするとテーブル構成のメニューボ

M11 連結ネジ、5、ヘット左、6、ヘット右。構

ックスの「属性」を選び、ラベル上の「構成部

成部品ハンドルボールの「間隔」をダブルと角

品表」を選択する、「フラット」をクリックし

て、終了、終了（図 12-102）に示す。

ーンをクリックしてからマウス右クリックす
ることより、「アイテムをビューに移動」を選
び、なお、移動先の平面図に一回クリックをす
るとバルーンが移動先の初期配置になる。その
ほかの２個バルーンも同じ操作方法を行う（図
12-104）に示す。

図 12-102 属性をフラット

２） テーブル モード「バルーン」

を選

ぶと領域設定ダイアログボックスが現れて、構成部
品表（BOM）をクリックして、メニューマネージャー
の「バルーン作成」、「すべて表示」、終了すると２
図 12-104 バルーンを移動する

次断面図に構成部品がバルーンの初期配置され
る（図 12-103）に示す。

４） 部品表面箇所の矢印指示とバルーンの設置場
所を再配置する。初期バルーンの設置場所を移
動するにはマウスでドラッグする。構成部品表
面に矢印の指す箇所を再定義するときには、修
正するバルーンをクリックして、マウス右クリ
ックして、サブメニューより「接続を編集」を
選ぶと移動オプションダイアログボックスが
現れる（図 12-105）に示す。「サーフェス上」
を選び、変更指示をする構成部品表面箇所にカ
図 12-103 属性をフラット

ーソルで移動して、マウス左クリックで決定す
る。編集後のバルーン標示を（図 12-106）に示

３） バルーン 標示場所の再配置をする。２番標示

す。

ヘット左、３番標示ヘット右と５番標示 M11

５） 断面表示する陰影線を消去する。１個構成部品

連結ネジのバルーンを平面図に移る。2 番バル

の陰影線を削除する。ヘットサブアセンブリ部

品により多くその他の構成部品と接触する（５
個中４個）M11 連結ネジの飾り陰影線を除去す
る。レイアウトモードをする。２次断面の陰影
線をクリックすると「ハッチング修正」メニュ
ーボックスより『選択』をクリックし、M１１
連結ネジを指定する、OK する。メニューボッ
クス内の「除去」をクリックすると断面図にあ
る M11 連結ネジの陰影線が消えてしまう。終
了をする（図 12-107）に示す。

、 、

、

、Enter する。
図 12-107 除去した陰影線

６） 一般、アセンブリ部品製図に、図面シートの並
ぶ順番はサブアセンブリ部品を作成してから
メインアセンブリ部品を制作する。バイスアセ
ンブリ モデルはトップダウン設計法によって
２個のサブアセンブリ構成部品が作成された。
ここで、２個目のベースサブアセンブリ構成部
品図面を作成する。作成をした自動標示部品表
（ＢＯＭ）のフォーマットシートを用いて図面
を制作する。第二シート図面のモデル ビュー
図 12-105 移動オプション

方向やモデル スタイルなど設定は各自でデザ
インする。ベース サブアセンブリ構成部品の
断面図（図 12-108）に示す。二個目サブアセン
ブリバルーン図面シート（図 12-109）に示す。

図 12-106 修正後配置

図 12-108 断面表示

名前：EXPLODE を選び、図面ビューのカテ
ゴリのビュー表示を選び、正接エッジ表示ス
タイルを暗色、適用、同様にカテゴリのスケ
ールを選び、カスタムスケールをチェックし
て、
「0.5」を入力する。適用、閉じる。

図 12-109 二個目のサブアセンブリ図面

アセンブリ分解図面の作成

12.9

前に、９章を勉強したときに作成したバイス アセ
ンブリ部品の分解図を用いる。アセンブリ分解図の
図 12-111 分解図

作成方法は、各構成部品フィーチャーの軸中心線を
水平、垂直方向に直線的つなぎによって各構成部品
の分解指向を表す。
１） ファイル、オープン、VICE ASSEMBLY.ASM

３） アノテーション モード、モデルの「アノテー
ションを表示」

を選び、「すべて」

、

ファイルを開く。レイアウトモード、新規シー

「軸」

ト、

、マウス右クリックして「一般ビュー

分解図をクリック、分解した構成部品の縦と横

挿入」
、
「結合ステートを選択」の COMB0001

軸を直線でつなぐ軸、その他の軸を削除する

を選択する。OK（図 12-110）に示す。

（削除する軸をクリックする）。適用、キャン

、
（図 12-112）に示す。すべて、軸、

セル。

図 12-112 軸を選択
図 12-110 総合ステート表示
４） 構成部品の軸をクリックすると赤いハイライ
２） シートをクリックするとバイス分解図と図

ト色の一点斜線になる。両端に小さい四角をマ

面ビューのダイアログボックスが現れる（図

ウスで伸ばせるようになるので左右あるいは

12-111）に示す。ボックス内モデル ビュー

上下方向に延ばすことでアセンブリ部品フィ

ーチャーの軸中心線を結ぶように垂直、水平と

場所に移動する。アセンブリ分解図の周りに放

並べる。各構成部品の組み立て関係が分かるよ

射線形で囲む。同じ形状部品を対称的な標示す

うに軸線を伸ばす（図 12-113）に示す。

るや矢印の引出線が交差のないように表示す
るなど各自を工夫する。バルーン標示の分解図
面（図 12-115）に示す。部品表とバルーン標示
アセンブリ分解図面シート（図 12-116）示す。

図 12-113 軸を並べる

５） テーブル

図 12-115 表示箇所を調整

モードにしてから「バルーン」

を選ぶと領域設定メニューマネージャ
ーが現れ、部品表をクリック、OK、バルーン
作成、すべて表示、終了。バイスアセンブリ分
解図の各構成部品に初期バルーン標示が飾ら
れる（図 12-114）に示す。

図 12-116 部品表とバルーン図面

12.10

図面シートの結合

二個のサブ アセンブリ図面シートとメインアセ
ンブリ図面シートを結合する。レイアウト モードを
してから「挿入」
図 12-114 バルーン 標示

逆三角形タブをクリ

ックして「図面デーダのインポート」を選び、ファ
イルを選択しから「開く」をクリックすると現在の

６） バルーンの置く位置と指示部品箇所を適切な

製図シートの新しい第 2 シートとして挿入される。

第 1 シートはヘットサブアセンブリ、第 2 シートを
ベースサブアセンブリ、第 3 シートとしてメインア
センブリ分解図を組み込みする。ヘット サブアセン
ブリ図面シートにその他の図面ファイルが差し込ん
だために、ファイル名前を別名前でコピー保存する。
ツール ファイル、
「コピーを保存」
、名前を
VICE_ASSEMBLY と入力する。OK する（図
12-117）に示す。

図 12-118 a.frm を選択

２）フレームとラベル付きＡ４シートが現れる。マ
ウスの右クリックをして、
「一般ビューを挿入」
を選ぶと結合ステートを選択ボックス内の「結
合ステートなし」を選び、ＯＫをして、シート
中央に一回クリックをすると標準方向ビュー
と図面ビューのプロパティがグラフ ウィンド
ウに現れる。モデル ビュー名を EXPLODE1
にし、適用、閉じる（図 12-119）に示す。
図 12-117 図面コピー保存

12.11

1 シートに複数モデル

1 製図シートに複数モデル図面を作成する。バイ
スアセンブリ部品、2 個のサブアセンブリ部品とメ
インアセンブリ部品の計 3 個モデルを 1 シートに製
図する。

１）ファイル、新規、製図、デフォルト テンプレ
ート使用のチェックを外す、ＯＫをすると新規

図 12-119 EXPLODE1 を選択

図面ダイアログボックスに、デフォルトモデル
を VICE_HEAD_SUBASSEMBLY 構成部品

３）レイアウトモードにし、マウスを右クリックし

ファイルを選ぶ、テンプレート指定をフォーマ

て、サブメニューより「図面モデル」をクリッ

ット付きで空、フォーマットのブラウズをクリ

クすると図面モデルのメニューが現れて、
「モ

ックして「a.frm」を選択して、開く、ＯＫす

デル追加」を選択する（図 12-120）に示すとフ

る（図 12-118）に示す。

ァイルリストが現れる。リスト中より
「VICE_BASE_ SUBASSEMBLY」を選び、

開くをクリックすると表示指定のダイアログ

ファイルリストより、
「VICE_ASSEMBLY」を

ボックスに「マスター表示」を選び、ＯＫする。

開く。マウス右クリックして、
「一般ビューを

マウス右クリックして、
「一般ビューを挿入」

挿入」を選ぶと「結合ステートを選択」の結合

を選ぶと「結合ステートを選択」の「結合ステ

ステートなしを選択して「ＯＫ」する。図面シ

ートなし」を選択してＯＫする。図面シートヘ

ートの右側に、一回のクリックをすると標準方

ットサブアセンブリ図面の下方に一回のクリ

向のバイスアセンブリ写像と図面ビューのプ

ックをすると標準方向のバイスベースアセン

ロパティが現れる。モデル ビュー名「RIGHT」

ブリ写像と図面ビューのプロパティがグラフ

に選択し、適用、そして、ボックス内の回転方

ウィンドウに現れる。モデル ビュー名を「Ｌ

法を選択の「角度」を選び、法線の「90」を入

ＥＦＴ」と選択し、適用、閉じる（図 12-121）

力する。適用、OK する（図 12-122）に示す。

に示す。

製図シートに 3 個モデル図面図 12-123）
に示す。

図 12-120 モデル追加

図 12-122 回転方向を 90°

図 12-121 ベースサブアセンブリを追加

４）同じシートにバイス メインアセンブリ図面

図 12-123 回転方向を RIGHT の 90°

を追加する。マウスを右クリックして、サブメ
ニューより「図面モデル」をクリックすると図

５）シート上の 3 モデルのスケールを 0.5 にする。

面モデルのメニューが現れて、「モデル追加」、

製図シートのラベルに注記テキストを記入

する（図 12-124）に示す。

図 12-124 ラベルの記入

