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１０．  製図の基礎   

本章ではアンカー製図をとおして以下の「製図の基礎」を学ぶ 
（１）製図モードの起動とフォーマットの読み込み 
（２）投影図、 
（３）投影図の追加と再配置 
（４）断面図の表示 
（５）寸法の表示と寸法表示の移動 
（６）詳細図の作成 
（７）公差 
（８）図題の作成 

   

 

図  10-1  アンカー製図 
 

１０.１ アンカーの製図 

本章では既に設計されている部品「アンカー」の製図を通して製図法の基

礎を学習する。 

ワーキングディレクトリに保存されている、[2012_ANCHOR.prt]を開く。 

Pro/E メニューより図 10-2「新規」⇒「図面」を選択し、「名前」に「ANCHOR」

を記入する。「デフォルト テンプレート使用」のチェックを外して OK ボタンを

押す。新規図面ダイアログボックスが図 10-3 のように表示される。デフォルト 

モデルの「ブラウズ」をクリックしてディレクトリ内ファイルリストから「ＡＮ

ＣＨＯＲ.prt」を選択して、その他は、空、A4 と設定し「OK」をクリックし

新しいシートを表示する。 

   

      図 １０-2 新規メニュー       図 0-3 ドラフト正面図 

 

マウス右ボタンをクリックして図 10-4 に示す「シートの設定」ダイアログボッ

クスを表示する。 

         

図 １０-4 シートの設定 

 

シート設定をクリックし、図 10-5 を表示し、メニューの中の「フォーマット」

の▼ボタンをクリックして、「A4 サイズ」「ブラウズ」を選択して OK して、図

10-6に示すフォーマットの読み込みメニューを表示して、「a.frm」を選択する。

「開く」ボタンをクリックすると「シート設定」に戻る。 

 

 

図 10-5 シート設定メニュー 

 

図 10-6  製図の枠を選ぶ 

 

シート設定メニューに戻ったら OK ボタンをクリックすると画面に、図 0-7の
「A4枠付図面」のように表示される。 

 

   図 10-7  A4 枠付図面 
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１０.２ 投影図 

「隠線表示」 を ON、Ctrl＋R をクリックする。レイアウトタブ内のメニュ

ーにある「 」をクリックし，画面の中央左部分で左マウス一回クリックす

る。画面にデフォルトで投影図と、「図面ビュー」図 10-8 のダイアログボック

スが表示される。「図面ビュー」の左カテゴリから「ビュータイプ」を選び、「モ

デルビュー名」として「FRONT」を選択して、適用ボタンに続き、閉じるボタ

ンをクリックする。 

 

            図 10-8  図面ビュー 
 

製図シートに正面図が描画される。 アイコンをクリックして画面

表示を Off にする。正面図をクリックすると図 10-9に示すように赤い枠ハイラ
イト状態になる。 

 

図 10-９  アンカーの正面図 

 
１０.３ 投影図の追加と再配置 

 １）投影図の追加 

図 10-9 アンカー正面図に、次の要領で平面図と側面図を追加する。 

 正面図をハイライト（選択した状態）して，図 10-10 に示す投影 ボタ

ンをクリックし，正面図の上方でマウスをクリックすると平面図が表示される。 

もう一度、正面図をハイライトにして再び投影 ボタンを押し、正面図の

右方でマウスをクリックすると側面図が表示される。 

 

図 10-10   投影製図 

 

２）投影図の再配置 

図面を再配置するために正面図を選択し（赤枠で表示される），マウスの右ボタ

ンを押す。表示されたサブメニュー図 10-11 より「ビュー移動をロック」のチ

ェックを外し、ビューをドラッグして位置を図 10-12 のように調整する。図面は

投影線上の相関関係を保つために一つのビューを動かすと他のビューも連動す

る。 

 

図 10-11 投影図の移動のロックをはずす

 

       図 10-12   配置を調整した三面図 補助図の作成 
 

カレントシート 、再フィット 、保存 の順にアイコンをクリックする。 

 

１０.４ 補助図の作成 

 図 10-12 の平面図は正面図にたいして幾何描写の表現ができないために削除

し、代わりに正面図の斜面にたいして補助図面を作成して追加する。 

図 10-13 に示すように、平面図をクリックして、マウスの右ボタンをクリック 

し削除を選択する。 

 

 

図 10-１３  平面図の削除  

 

図 10-14 レイアウトタブより一般の補助をクリックする。補助図を作成した
いのは正面図の傾斜面であるため、図 10-15のように正面図よりデーダム「Ｅ」
を選択する。 

 

図 0-14  補助図面の追加 
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図 0-15  デーダム平面Ｅ 

追加する補助図を置きたい位置でマウスをクリックすると図 10-16 となる。 

 

図 0-16  補助図面を配置 

 

１０.５断面図の表示 

正面図を編集する。正面図をクリックしてハイライトする。マウス右ボタン

でプロパディーを選択（図 11-17）すると、図面ビューのダイアログボックス

図 10-18 が表示されるので、断面⇒フロントを選択して閉じると図 10-19 が表

示されるので、左側カテゴリの「断面」をクリックする。図面ビューの右側に「2

Ｄ2 次元断面」を選択して、断面追加 をクリックして、断面図Ａを選び適用、

ＯＫをクリックする。 

           

図 0-17  正面図の編集 

 

           図 0-18 正面図の 2 次断面を設定する 
 

 

図 0-19  2 次断面 A を表示 

正面図に描かれた断面ＡＡを図 10-20 に示す。断面の斜線をダブルクリックす

ると断面が斜線で描画される。線種や色、あるいは塗りつぶしの設定もできる。 

 

           図 0-20  正面図の断面Ａ-Ａ 

 

正面図を選択し、ハイライト状態にしてから、マウス右ボタンで図 10-21 に示

す「矢印追加」を選択し、次に補助図をクリックすると図 10-22 の補助図面に
断面位置が矢印で指示される。 

 

       図 0-21 断面矢印記号の追加 

 

          図  0-22 補助図の断面Ａ-Ａ 
ここでカレントシートの更新 、再フィット 、再ペイント 、保存 の

順にアイコンをクリックする。 
 
１０.６ 寸法の表示 

 アノテーションタブを選び、「モデルアノテンション表示」をクリックす

るとモデルアノテンション表示のダイアログボックス図 10-23 が表示され、寸

法表示箇所の記入欄が表示されるのでタイプを[全選択] を選択して、正面図

をクリックし、OK をクリックすると図 10-24 のように、正面図に寸法が付加さ

れる。 
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図 0-23  寸法表示の選択      図 0-２４  表示された設計寸法 

 

次に寸法表示を再配置する。正面図を選択し、マウス右ボタンを押し  「寸

法のクリーンアップ」を選ぶと「クリーン寸法」の設定ボックス図 10-25 が

表示される。適切な値を入力すると正面図の寸法表示が再配置される。設定解

除表記寸法をマウス左と Ctrl を押しながら再配置する初期表示寸法を選択す

る。「オフセット」と「増分」に各 7 の値を入力して適用をすると正面図に再

配置された設計寸法が赤い字で表記される。 

 

図 0-25  寸法クリーンアップ 

 

正面図の配置寸法数字をダブルクリックすると図 10-26 の「寸法プロパディ

ー」ダイアログボックスが表示され、寸法値の修正、公差モード表示、テキス

トタイトルなど表記する寸法形式に対する設定が行える。 

 

図 0-26  寸法プロパティ 

 

１０.７ 寸法表示の移動 

見やすくするために正面図に表示された寸法を補助図に移動する。正面図の

傾斜面上に直径 10 の穴の表示寸法をクリックしてハイライトをさせる。次に、

マウス右ボタンでサブメニューボックス図 10-27 から「アイテムをビューに

移動」をクリックしてから、補助図をクリックすると正面図における穴の寸法

表示が消えて、図 10-28 に示すように補助図に寸法値が移動して記入される。 

 

 

          図 0-27  アイテムをビューに移動   

 

 

 

          図 0-28  補助図に移動した寸法 

 

 表示寸法をハイライトさせてマウス右ボタンで「矢印反転」を選択して、再

び、表示寸法をクリックすると図 10-29 に示すように、円の直径を示す矢印の向

きが円の外側方向から内側方向に反転する。さらにドラッグすると寸法の表示位

置を図 10-30 のように変更することができる。 

 

  

   (a)反転前              (b)反転後 

         図 0-29 矢印の反転         
 

 

 

             図 0-30 寸法表示位置の変更 
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１０.８  参照寸法の追加 

図面に参照寸法を付け加える。マウス右ボタンで図 10-31 に示す寸法新規参

照を選択すると、図 10-32 のメニューマネジャーが表示される。 

 

図 0-31  新寸法参照 

     

図 10-32 メニュー マネージャー 

 

小さい穴の基準面 A からの高さを寸法に追加するため、図 10-33 に示すよう

に、小さい穴の中心線とＡ基準面の距離をクリックし、マウスの中ボタンをクリ

ックすると参照寸法 21.2 が表示される。 

 

 

           図 0-33 新しい寸法表示 
 

この方法で図 10-34 に示す、補助図の 2 箇所に参照寸法（赤い数値）を追加する。 

    

図 0-34  補助図の追加寸法 

 

右側面図にも寸法表示を図 10-35 のように追加する。 

    

図 0-35  右側面図寸法表示 

 

１０.９  詳細図  

部品の一部を詳細に表示すると設計寸法表示をより詳しく表示することが

できる。多数の部分的な選択を断面上における陰影線の編集をすることによって

複数シートの詳細図を使うことでより大きな製図的効果が得られる。例として部

品の傾斜面（デーダムＥ面上）にある大きい穴の詳細図を追加する。 

 レイアウトタブにある一般 の詳細 をクリックすると アイ

テムの選択確認ボックスが表示される。斜面上の穴のトップエッジを選ぶと図

10-36 に示すように、選択した箇所に×印が付けられる。 

 

     

図  0-106  詳細図の選択箇所 
 

穴全体をマウスでクリックして作成されたスプライン曲線で囲む。スプライ

ン曲線は厳密な閉じた形式を描かなくても良いが、スプライン曲線の作成を終了

する時にはマウスの中ボタンをクリックすると図 10-37 に示すように斜面の穴

は一点鎖線の円形で囲まれる。 

  

 

図  0-117 スプライン曲線による詳細位置の指定 
 

スプライン曲線で囲まれた領域は円形で囲まれて、矢印→標記で詳細図参照Ａと

表示される。 

図面シート右側上の場所をクリックすると詳細図が図 10-38 のように追加配置

される。 
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図  0-128 詳細図の追加 
詳細図には次のように中心軸や寸法表示が追加される。 

 

 

 図 0-39 詳細図の寸法表示 
 

 レイアウトタブを押して、シート右上の詳細図をマウス右クリックしてプロ

パティを選ぶと「図面ビュー」ダイアログボックスが図 11-40のように表示され、
詳細図の参照する親フィーチャーと詳細図境界形態が示される。 

 

 図 0-40右側面図寸法表示 
詳細図表示の大きさを調整する、詳細図をダブルクリックして、図面ビュー

図 10-41 のカテゴリのスケールの値を 2.0 に修正する。閉じる 

 

 図 0-41右側面図寸法表示 

 

断面表示寸法数字の大きさ（高さ）を替えるには、アノテーションタブ内にあ

るテキストスタイル をクリックする。Ａ‐Ａ断面表示のＡをクリックする

と図 10-42 のように赤文字になる選択メニュー の OK をクリッ

クし、注記のプロパティダイアログボックス図 11-43 内の「高さ」と「太さ」

のデフォルトのマークを外してから高さに 4.5 と入力する。 

      

図 0-13 テキストを変更する 

      

図 0-14 注記プロパティ  
 

図面の大きさに対して矢印の大きさが小さかったために、大きく変更する。

矢印の大きさの変更は図面オプションによって制御されるので変更方法は、ツ

ールファイルの図面オプションをクリックするとオプションリスト図 10-44 が

表示される。「Crossec_arrow_legth」の値を 7.5、「Crossec_arrow_width」

を 5 と入力し直して Enter する。適用、閉じる。マウス中ボタン、カレントシ

ート 。太くなった矢印を図 10-45 に示す。 

 

図 0-15 図面オプション  

        

図 0-45 矢印サイズを変更する 
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１０.１０  寸法の変更 
 アンカーモデルの斜面の溝とエッジの距離を修正する。図面の寸法 26.53 をクリック

してハイライトする。マウス右ボタンで図 10-46 に示す「値を編集」を選択すると新しい

値を入力することができる。値を 31.25 と変更して Enter キーを押し、「モデルを

再生」 アイコンをクリックする。 

             

          図 0-16 値を編集する 
 

 

図 0-17 新しい寸法を入力する 
 

 図 10-48 に再構築されたモデルを示す。寸法の変更とともに断面図の溝の位置

も変更されることに注意する。 

 

図 0-18 再描画されたモデル 
 

正面図のネジ穴の長さ 11.25 を詳細図に移動する。寸法の 11.25 をハイライ

トさせてマウス右ボタンで「アイテムをビュー移動」をクリックして詳細図を

クリックするとネジの寸法が図 10-49 のように詳細図に表記される。 

       

 0-19 表記寸法を詳細図に移動 
 

１０.１１ ドリル穴角の表示 

次にドリル穴の角度を表示する。ツールバーのアノテーションをクリック

して、「モデルのアノテーションを表示」図 10-50 の「寸法・新規参照」を

クリックする。明確にしたいドリル穴の先端角度、角度を構築するため、2 本斜

線を一回ずつクリックしてからマウスの中ボタンで寸法表記位置を指定して、選

択ボックスのＯＫをクリックすると図10-50のようにドリル先端角度の118°の

寸法表記ができる。 

 

図 0-50モデルのアノテーション表示 

      

      図 0-50 ドリル先端角度表示 
 

表示角度数字の上でダブルクリックすると寸法プロパティダイアログボックス図 10-51

のプロパティ内の、表示をする寸法の小数点の桁数を 0 を入力し、ＯＫをクリックする。 

 

図 0-51 寸法プロパティ 
 

１０.１２  ハッチングの変更 

断面表示に用いるハッチングの角度と密度を変更する。断面Ａ‐Ａのハッチ

ングをダブルクリックするとメニューマネジャー図 10-52 が表示される。ハッ

チング角度を 30°、間隔をダブル、1/2 に指定し、終了をクリックする。カ

レントシート 、再フィット 、ツールバーのビューの再ペイント 、保存

をする。 

     

 

図 0--52ニュー マネージャー 
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図 0-53 A-A 断面ハッチング 
 

 次に図 10-54 の詳細図Ｂのハッチングを変更する。詳細図Ｂのハッチングをダ

ブルクリックするとハッチングの修正の独立を選ぶ、断面設定項目メニュー 

マネージャーが表示されるのでハッチング修正の「独立」、間隔を「ダブル」、

角度を「30°」、終了する。 

再フィット 、ツールバーのビューの再ペイント 、保存 をクリックする。 

           

          図 10-54 詳細図 B 陰影線 

         

１０.１３ 公差表示 

 アンカーモデルの斜面のジオメトリ公差を作成する。ツールの「モデルアノテーション

を表示」図 10-55 の幾何公差をクリックすると幾何公差のダイアログボックス図10-56 が

表示される。左側の図形より「角隅」 を選択し、タイプのタブを「データム」にし、デ

ータム参照タブをクリックして、図 10-57 のように「1 次」、 をクリックするとモデルの

正面図よりデータムＥを選択する。次に図 10-58 の「公差値」のタブをクリックして、

「全体公差」に 0.005 と入力する。図 10-59 の正面図のデータムＥに「傾斜公差値」

が表示されるのでＯＫする。マウス右ボタンを押してシート更新を選択する。 

 

     

図 0-55 幾何公差アイコン 
 

 

図 0-56 データムを選ぶ  
 

 

  図 10-57 データム参照 

 

図 0-58 公差値  

     

図 0-59 図面の許容公差表示 
 

 

１０.１４  図題の作成 

アノテーションタブ図 10-60にある「注記」アイコンをクリックする，メニュ
ーより注記作成を選択して，フォーマット枠内の記入したい位置でマウスをクリ

ックして注記を作成する． 

    

    図  0-60 注記アイコン    図 10-61 注記作成メニュー    
 

 
                        図 10-62 記入された注記 


