
9. スイング クランプのアセンブリと分解 

9.1 目的  

（１）分解組立図の作成 

（２）分解方式の制定 

（３）ビューマネージャーのビューステタス組織を制御する。 

（４）構成部品の観覧独特性を設定する 

（５）構成部品の回転と移動によるアセンブリ 

（６）遠近法によるモデル画像作成 

 

9.2 スイング クランプのアセンブリを分解する 

前の章で作成をしたスイング クランプのサブアセンブリやアセンブリを使い、

それぞれ外形と構造違いの構成部品を新しい分解図（図 9-1）を作る。ビューマ

ネージャーのダイアログボックスを用いて形態変化の違いを編成と制御する。 

3 種類の図面を制作する。1、遠近法による透視画像 2、保蔵画像 3、分解画

像。透視図は遠近法に基づき、一個の観察焦点から表現する物体外観の写像であ

る。遠近法による透視図の被写体モデルはシェードあるいはワイヤフレームの外

観で表示する。観覧する視線（筋道）を定め、この筋道に従うようにモデルの位

置をコントロールする。この視線（筋道）に沿ってモデルを回転や移動をしなが

ら視点角度やモデル位置を変える。観察条件は広角レンズからズームレンズを用

いる。スイング クランプのアセンブリファイルをオープンして、ツール ビュー

のシェードをクリックする（図 9-2）に示す。 

 

1 
 

図 9-1 分解図          図 9-2 スイング クランプ  

 

9.3 遠近法透視図（Perspective view） 

１） ツール ビューの「モデル設定」を選び「バース設定」をクリックするとパースのダイ

アログボックス図 9-3 が現れる。 

２） パース ビューの設定を「フライスルー」、焦点距離を「100」、 レンズを「35ｍｍ」、

OK をするとグラフウインドウのモデルの中央に白い目玉のマークが図9-4のよう

に出現し、マウスによるモデルの操作が効かなくなる。  

  

図 9-3 パースの設定          図 9-4 パース モード 

３）ツール「回転モード」 をクリックしてマウスの中ボタンでモデルをドラ

ッグするとモデル画像の遠近効果の透視図図 9-5 が得られる。ドラッグをす

るとモデルの中央に青い目玉が現れる。 

          

図 9-5 モデル遠近画像 

9.4 保存画像 

後で「組み立て図面」を使用するために保存画像と分解画像を作成しておく必要

がある。表示や分解状況をセットするためにビューマネージャーを使用するとき

は、一個あるいは一個以上の保存画像を作成しておくことはグッドアイデアであ

る。デフォルトの不等角、等角画像はアセンブリーを十分に表現することができ

ない。 

１） を OFF する。マウスの中ボタンでモデルのデフォルト

の姿勢を図 9-7 から図 9-8 の垂直な姿勢に回転表示させる。 

  
 

図 9-7 モデルのデフォルト姿勢         図 9-8 調整したモデル姿勢 

 

２）次に「方向変更」 をクリックすると「回転方向」のダイアログボックス

ックスが現れ、名前を

図 9-9 が現れるので、見た正面を「前面」とする。 

「ビュー保存」をクリックしてビュー保存ダイアログボ

「EXPLODE1」と入力する。「保存」をクリックして OK する。（図 9-10） 

 
図 9-9 方向変更                   図 9-10 保存画像 

9.5 デフォルト分解画像 

置は望ましいとは言えないので、分解画像を作る

ルト分

 

ほとんどの場合デフォルトの位

とき、Pro/E はセットされたデフォルト間でアセンブリ部品を動かす。 

１）ツールビューの「分解」を選び、「分解ビュー」をクリックしデフォ

解図を図 9-11 のように表示する。 

 
図 9-11 デフォルト分解図 

 

2) ツールビューの「分解」を選択して、「 」をクリ

３）ツールビューの「方向」を選び、「再フィット」

ックする。 

をクリックして、「Ctrl

OK＋R」、「Ctrl＋S」を押して「ファイルの保存」を する。 
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9.6 ビュ－マネージャー 

12 に示す「モデル写像」と「見る方向」、図 9-13ビューマネージャーは、図 9-

に示す「分解図」と「スタイル」、図 9-14 に示す「ステート」と「2次元断面」

等を制御するのに使用される。 

 
図 9-12 写像と方向  

 

図 9-13 分解図とスタイル 

 

図 9-14 ステートと 2 次元断面  

１）ツールビューの「ビューマネージャー」 をクリックするとビューマネー

ジャーダイアログボックス図 9-15 が表示される。「簡略表示」を選択し、「マ

スター表示」を右マウスで「アクティブ化」をする。 

 

図 9-15 画像方向の設定 

２）次に「方向」をクリック 択し、右マウスで「保存」して、「EXPLODE1」を選

図 9-16 をクリックすると「表示要素を保存」図 9-17 のダイアログボックスが

表示されるので、「方向」に「EXPLODE1」を入力して「ＯＫ」する。 

   

   図 9-16 方向設定画像を保存         図 9-17 表示要素を保存 

３）次に図 9-18 に示す、「分解」をクリックして「新規」をクリックして「Enter」

４）表示されたダッシュボードの「

   

 

をして「プロパティー」をクリックする。 

」図 9-19 をクリックすると図

シュボードが9-20 のように「移動の参照」ダッ 現れる。 

    
図 9-18 分解ファイル作成         図 9-19 配置を編集      

 

図 9-20 移動の参照  

５）分解に使われる移動方法には次の３種類ある。 

 

 「直線移動タイプ」 ：直線移動を選択すると、ドラッグハンドル

とともに座標系が表示されます。直線移動方向を定義する軸を図9-21

のように選択する。 

 

図 9-21 直線移動 
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 「回転移動」 ：は構成部品をフィーチャーのエッジ、軸、座標軸、

平面法線の移動参照に対して回転移動をする。図 9-22 に示すようにボ

ールの回転移動を移動参照の「ナット中心軸 A_1」に対して回転軌道に

沿って移動する。 

 

図 9-22 回転移動 

 「ビュー平面を基準に移動」 ： 図 9-23 に示すように、」平面上に縦、

横、斜めと関係なく自由自在に構成部品を移動することができるため、

移動参照は必要としなくなる。 

 
図 9-23 平面移動 

６）3 種類の分解移動方法を使用して新しい分解図を作成した結果を図 9-24 に

７）「

 

示す。 

終了」 をクイックして、図 9-25 に示すビューマネージャーの新しい分解

図ファイル名前「Exp0001」を右マウスして保存をクリックする。 

    

図 9-24 新しい分解図            図 9-25 ファイル保存  

 

6)「表示要素を保存」のダイアログボックスを図 9-26 に示す。OK をすると再び、

   

ビューマネージャーの分解モードのファイルに戻り、「プロパティー」を選ぶ

と移動分解をしたスイング クランプの構成部品が図9-27のようにリストアッ

プされ。「閉じる」をして、Ctrl＋S、Enter をする。 

    
図 9-26 表示要素を保存    9-27 分解移動した部品リスト  

9.7 ビ

品の表示スタイルを制御し、アセンブリや分解に使用し 

１）ツールの

  図

ュースタイル 
スタイルはアセンブリ部

た構成部品をワイヤフレーム、隠線、隠線なし、シェード、透明等の形態で個々 

に部品を表示させることができる。また環境メニューにあわせて、スタイルは未 

使用な部品の表示スタイルを制御したり、環境の流れにしたがって表示させるこ 

ともできる。 

を ON する。ビューのビューマネージャー のツールチェー

クス図 9-29

と「Ｍ10 ネジ」を選択し、

ストの「スタイル」をクリックして新規を選んで「Enter」をすると図 9-28

に示す新規スタイルの初期名前：Style0001 が表示される。 

２）名前を確定し「Enter」をするとスタイル編集ダイアログボッ

左が表示されて「ワイヤフレーム」をマークして、構成部品の「スイベル」

入力をすると図 9-29 右のようにスタイルが

編集される。 

   

図 9-28 新しいスタイル名前          図 9-29 スタイル編集 1 

）次に図 9-30 に示すようにスタイル編集の「隠線表示」をマークして、「クラ

 

３

ンプ フット」と「クランプ プレート」を選択して、 入力してスタイル

を編集する。 

 
図 9-30 スタイル編集 2 

４）次に「隠線なし」をマークして 2個の「クランプ ベール」を選択して

 

入

力し図 9-31 のように編集する。 

 

図 9-31 スタイル編集 3 
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５）最後に図 9-32 のように クランプ アーム」を選択し

て

「透明」をマークして「

入力して、終了 をする。 

 

 

図 9-37 モデルツリー一列  

 

 

図 9-32 スタイル編集 4 

６） スタイル編集が終わると、 マネージャーダイアログボックスが表示される

トの「すべて」を選択して「新規」をクリッ

 

再びビュー

ので「方向」を選択して、「新規」をクリックすると、図 9-33 に示す新しい「方向」ビュ

ーファイル名前：「View0001」を入力する。 

７） 次にビューマネージャー ツールチェース

クして、Enter をする。初期名前：「Comb0001」を入力すると「新しい表示ステータ

ス」のダイアログボックス図 9-34 が現れるので「オリジナル参照」を選択する。 

 

図 9-38 ファイルを選択 

 

 

    

図 9-33 スタイル編集      図 9-34 新しい表示ステータス  

８） ツールチェーストの「編集」を選択し、図 9-35 の「プリファレンス」をクリックして図

   

 

9-36 に示すスタイルの表示と変更の「プリファレンス」設定ボックスを OK する。 

閉じる、保存 する。 

  

図 9-39 モデルツリー 

図 9-35 スタイル選択              図 9-36 選択 

9.8 モデルツリー 

ト」、「分解ステート」をモデルツリーに表示をさせる。 

 

 

最後に「スタイルステー

図 9-37 に示す「ナビゲータの設定」を選択してツリーの「一列」をクリックす

るとモデルツリー一列のダイアログボックスが図 9-38 のように表示されので、

タイプをクリックして「表示スタイル」を選択し、選択枠内の「Styl0001」を

によって右枠に確定をする、最後に「適用」、OK する。図 9-39 に調整された

デルツリーを示す。 

モ
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