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第1章

基本
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【ズーム】

モデルを拡大、縮小表示します。

ローラーボタンを手前に回すと拡大、奥に回すと縮小します。

※アプリケーションオプション→表示タブ→ズームの動作で反転することが
できます。

【全画面表示】

モデルを現在の状態のまま画面全体に表示します。

ローラーボタンをＷクリックします。

基本操作
作成したKEYを使います。

Ｗクリック

1.3



第2章

パーツモデリング
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推奨するパーツモデリング_手順①

１． 「パーツ」をクリックします。

２．ブラウザの“Origin”を展開します。
「XY Plane」を選択し、“スケッチを作
成”をクリックします。

３．「長方形 2点」をクリックし、左図の
ようにスケッチします。

４．「一致」をクリックします。

５．「原点」と「中点」をクリックします。

2.4

原点



第3章

パーツ作成【1】
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【Vブロックを作成する】

ここでは“Vブロック”を作成しながら以下の点について習得します。

[スケッチコマンド]・・・長方形、線分

[幾何拘束]・・・垂直、同一直線上、一致、同じ値など

[寸法拘束]・・・一般寸法、角度寸法

[ブール演算]・・・切り取り（差）

“VBLOCK”作成の流れ

押し出しフィーチャ(1)3.2

外形を作成

Ｖ形部を作成

溝部を作成
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押し出しフィーチャ(1)_手順①

１． 「パーツ」”をクリックします。

※“パーツ“が表示されない場合は、すべて
のファイルを閉じるか、「ホーム」をクリック
してください。

２．ブラウザの“Origin”を展開します。
「XY Plane」を選択し、“スケッチを作
成”をクリックします。

３．「長方形 2点」をクリックし、左図のよ
うにスケッチします。

※1点目を原点から作成しないでください。

４．「一致」をクリックします。

５．原点と中点をクリックします。

※中点は線上をポインターでなぞる様に
すると緑色の点が表示されます。

3.2

原点

中点
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【パッキン押えを作成する】

ここでは“パッキン押え”を作成しながら以下の点について習得します。

[スケッチコマンド]・・・線分、円、トリム、延長、分割など

[幾何拘束]・・・ 正接、同心円、同じ値など

[寸法拘束]・・・ 円寸法（直径）、円弧寸法（半径）

[ブール演算]・・・結合（和）、切り取り（差）

“パッキン押さえ“作成の流れ

押し出しフィーチャ(2)3.3

ベース部を作成

外形を作成

軸穴を作成

ボルト穴を作成
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１． 「パーツ」をクリックします。

２．ブラウザの“Origin”から「XY Plane」
を選択し、「スケッチを作成」をクリ
ックします。

３．「円」アイコンをクリックし、原点を中
心に円を描きます。

４．「寸法」をクリックし、作成した“円“を
クリックします。

５．右クリックして「寸法タイプ」→「半径」
の順に選択します。

押し出しフィーチャ(2)_手順①

原点

3.3
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【BOLTを作成する】

ここでは“BOLT”を作成しながら以下の点について習得します。

[スケッチコマンド]・・・ポリゴン、長方形

[幾何拘束]・・・ 同一直線上、垂直、一致など

[寸法拘束]・・・ 直径寸法(断面)

[フィーチャ]・・・回転フィーチャ

[その他]・・・ 中心線

“BOLT”作成の流れ

回転フィーチャ3.4

ポリゴンコマンドで
六角の頭を作成

回転フィーチャ
で軸部を作成

回転フィーチャ
で頭を削る
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１．「パーツ」をクリックし、XY Planeを
スケッチ面とします。

２．「長方形 ▼」をクリックし、「ポリゴン」
を選択します。

３．ダイアログの値を「6」にします。

※完了やEnterキーを押さないでください。

４．原点をクリックし、マウスを動かして
左図のように六角形を描きます。

５．「垂直」拘束をクリックし、ポリゴンの
一辺をクリックします。

回転フィーチャ_手順①3.4

クリック
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【穴フィーチャについて】

機械部品では多くの場合、穴やねじ穴を加工します。3Dパーツを作
成する際に使用したいのが「穴フィーチャ」です。穴形状は押し出しや
回転フィーチャでも作成できますが、ねじ穴は作成できません。また、
設計を進める中でキリ穴をザグリ穴や皿穴などに変更しなければなら
なくなった場合、穴フィーチャで作成しておけば修正が簡単に行えます。
3Dパーツの穴加工には「穴フィーチャ」を使用することをお勧めします。

例：キリ穴からザグリ穴への変更

押し出しで作成した場合

ザグリ穴を追加で作成する必要がある。

穴フィーチャで作成した場合

穴フィーチャの編集で簡単に変更できる。

穴フィーチャ3.5
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穴フィーチャ_手順①

１．XY Planeを選択し、「スケッチを作
成」をクリックします。

２．「長方形 2点中心」で、長方形を作成
します。中心は原点と一致し、縦：60、
横：100で寸法を追加します。

３．「押し出し」をクリックし、距離を「10」
にしてＯＫします。「穴フィーチャ_1」で
保存します。

４．上面を選択し、「スケッチを作成」を
クリックします。

５．原点があることを確認して、スケッチ
を終了します。

3.5
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【VBLOCKを編集する】

押し出しフィーチャ(1)で作成した「ＶBLOCK」にフィーチャを追加し、最
終的な形状に仕上げます。

ＶBLOCKに以下のフィーチャを追加します。

[オフセット（スケッチ）]

[ミラー フィーチャ]

“VBLOCK”編集の流れ

パーツの編集3.6

基準面XY Plane
を中央に変更

ミラーフィーチャで
両面に溝を作成

溝を作成
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１．「第3章_パーツ作成【1】」 → 「EDIT_  
ＶBLOCK.ipt」を開きます。

２．上面を選択し、「スケッチを作成」を
クリックします。

３．“ジオメトリを投影”アイコンをクリック
し、再び上面をクリックします。

４．“修正”パネルから「オフセット」をクリ
ックします。続けて左図エッジをクリッ
クします。

５．内側に配置し、１か所に寸法「4」を
追加し、スケッチを終了します。

VBLOCKの編集_手順①3.6
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【FIX PLATEを作成する】

これまで習得した内容を確認するためにモデリング演習を行います。

演習ではこれまでに習得した以外の方法も含まれていることがあり

ますので、確認してみてください。

“FIX PLATE”作成の流れ

演習_パーツモデリング(1)3.7

面取りフィーチャ
を追加して完成

押し出しフィーチャで
本体を作成

穴フィーチャで
ざぐり穴を作成

さらに穴フィーチャで
ねじ穴とざぐり穴を作成
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【作業平面について】

円柱形状には平面と曲面があります。通常スケッチは平面でなけれ
ば作成できません。しかし、曲面に形状を追加しなければならない部
品も多々あります。このような場合、仮の平面を作成することでスケッ
チが作成でき、形状を追加することができます。この仮の平面を作業
平面といいます。作成方法は多々ありますが、ここでは“曲面に接する
作業平面”の作成について学習します。作業平面は作業フィーチャの
一部です。作業フィーチャについてはP.211でさらに学習します。

作業平面3.8

平面なのでスケッチ作成ができる

曲面なのでスケッチ作成ができない

作業平面

スケッチを作成

フィーチャを作成



20

【BUSHを作成する】

2つ目のパーツをモデリングします。

演習ではこれまでに習得した以外の方法も含まれていることがあり

ますので、確認してみてください。

“BUSH”作成の流れ

演習_パーツモデリング(2)3.9

曲面にねじ穴を
作成して完成

回転フィーチャで
本体を作成

穴フィーチャで
各穴を作成

曲面に接する
作業平面を作成する



第4章

アセンブリ
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アセンブリ拘束_手順①

１．“ホーム”の「アセンブリ」をクリックし
ます。

２．「配置」アイコンをクリックします。

※既定で「コンテンツセンターから配置」に
なっている場合があります。文字側を
クリックして切り替えてください。

３．「第4章_アセンブリ」→「拘束PART-
A.ipt」をＷクリックします。

４．右クリックして「原点に固定して配置」
を選択し、右クリックして「ＯＫ」又は
「Esc」キーを押します。

※複数配置する場合は「原点に固定して
配置」選択後、連続してクリックします。

５．同様にして「拘束PART-B.ipt」をＷク
リックします。

4.3
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Tyouban_A
JIS B 1122 -
ST3.5 x 9.5.ipt

Tyouban_Assy

演習_アセンブリ拘束(1)

【蝶番を組付ける】

下図蝶番でアセンブリ拘束の演習を行います。

演習では、これまでに習得した以外の方法も含まれていることがあ
りますので確認してみてください。

4.4

Tyouban_BPIN
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演習_アセンブリ拘束(2)

【カム機構を組付ける】

二つ目の演習は下図のカム機構で行います。

演習では、これまでに習得した以外の方法も含まれていることがあ
りますので、確認してみてください。

4.5



第5章

パーツ作成【2】
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パーツ作成 [2]

【この章で行うこと】

第3章で行った基本的なモデル作成方法に加えて、より多くの形状
がモデリングできるよう以下のフィーチャについて習得します。

[シェルフィーチャ]

板状など薄肉化する際に使用するフィーチャです。厚みが違う部分
は、拡張機能で変更することができます。

[パターンフィーチャ]

同じ条件のフィーチャを規則的に配列コピーするフィーチャで矩形状

と円形状があります。

[スイープフィーチャ]

取手や曲げ棒、曲げパイプなど直線的では無い形状を作成する方
法の一つです。スイープフィーチャの作成には、パスとなる線分のス
ケッチとプロファイル（領域）のスケッチの2つが必要です。
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演習_パーツモデリング(3)

演習の流れ

【シェルフィーチャ】

モデルを薄肉化します。

厚みの違う部分も設定します。

【パターンフィーチャ】

四角い開口部に等間隔に

穴をあけます。（矩形状）
丸い開口部に等間隔に
穴をあけます。（円形状）

【スイープフィーチャ】

取っ手は、押し出しや回転で
作成できないためスイープで
作成します。

【ミラーフィーチャ】

この製品では、取っ手は常に
対称となる位置に作成するた
め、ミラーフィーチャで作成し
ます。

5.4
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【作業平面の例】

【作業軸の例】

【作業点の例】

作業フィーチャの例

平面からのオフセット 曲面に接する平面 平面に角度をつける

3つの点を通る平面 パスの始点に平面 2つの平面の中間

円柱の中心 2つの点を通る軸 2つの平面の交点

軸と平面の交点 3つの平面の交点 エッジループの中心点

5.5
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演習_パーツモデリング(4)5.6

【水冷パイプを作成する】

これまでに学習したフィーチャの作成方法を用いて、水冷パイプをモ
デリングします。演習では、これまでに習得した以外の方法も含まれて
いることがありますので、確認してみてください。

水冷パイプ作成の流れ

スイープでパイプ部
外形を作成

シェルで空洞に

フランジ部を追加
穴を追加

ソケット部とフランジ部
に溝を追加
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