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第1章

基本



44

１．“メニュー”の「新規」をクリックします。

２．「部品」をクリックして、ＯＫします。

※部品をＷクリックしてもよいです。

３．画面左側“Feature Manager デザイ
ンツリー（以下ツリー）”から「正面」を
選択します。

４．ショートカットが表示されたら、「スケ
ッチ」をクリックします。

５．ショートカットが表示されないまたは、
非表示になってしまった場合は、“ス
ケッチ“タブから「スケッチ」をクリック
しても同様です。

パーツモデリングの流れ_手順①1.4



第2章

スケッチ
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【スケッチエンティティの処理コマンド】

線のカットの仕方、伸ばし方、削除の仕方、種類の変更について練

習します。 SOLIDWORKSではスケッチ内の要素（直線や円など）をエ
ンティティとも呼びます。

1. エンティティのトリム・・・線をカットすることをトリムするといいます。

線（エンティティ）のトリムについて練習します。

2. スケッチ延長・・・スケッチとなっていますが線の延長です。

3. 線の削除・・・エンティティ上で右クリックし「削除」を選択します。また
は、エンティティを選択し、キーボードの「Delete」を押します。

4. 線種の変更・・・通常作成する線分は外形線として認識されますが、
位置合わせなどで参照する場合は“作図線”に変更する必要があり
ます。

スケッチ2.3



～エンティティのトリム～

77

６．「エンティティのトリム」をクリックしま
す。

７．オプションは、「一番近い交点までト
リム」を選択します。

８．左図付近をクリックします。

９．四隅行います。

１０．左図のようになります。

※次の練習のため、キーボードの「ESC」を
押しコマンドを終了します。

スケッチエンティティ処理_手順②2.3



88

１．“02_スケッチ”フォルダから「スケッチ
練習2.SLDPRT」を開きます。

２．左図線分を選択します。

３．ショートカットから「水平」をクリック
します。

４．ショートカットが表示されない場合は、
プロパティ パネルから選択しましょう。

５．選択した線分が水平になりました。

※拘束のマークが表示されない場合は、メニュ
ーバーの「表示」→「非表示/表示」→「スケッチ
拘束」を選択してください。(P.55)

幾何拘束の練習_手順①2.7
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１．“02_スケッチ”フォルダから「スケッチ
練習3.SLDPRT」を開きます。

２．「スマート寸法」をクリックします。

３．左図の単一線を選択します。

４．適当な位置に配置し、値に「50」を
入力してＯＫします。

５．寸法により線の長さが“50”になりま
した。

※ESCキーを押すとコマンドが解除され
左図のようになります。ESCキーを押さ
なければ連続して寸法が追加できます。

寸法拘束の練習_手順①2.11

クリック
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【VBLOCKを作成する】

ここではVBLOCKを作成しながら、以下の点について習得します。

■ スケッチエンティティコマンド・・・直線、矩形、作図線など

■ 幾何拘束 ・・・・・・・・水平、鉛直、垂直、同一直線上、対称、一致、

中点、等しい値など

■ 寸法拘束 ・・・・・・・・スマート寸法(長さ、角度）など

■ フィーチャ・・・・・・・・押し出し、押し出しカットなど

完成モデル

パーツモデリングⅠ3.1



12

VBLOCKの作成_手順①

１．メニューから「新規」をクリックします。

２．「部品」をWクリックします。

３．“ツリー”の「正面」を選択し、「スケッ
チ」をクリックします。

４．「矩形コーナー」をクリックします。

５．左図のように矩形を描きます。

※ESCキーを押してください。

クリック クリック

3.1
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【SHAFT BLOCKを作成する】

ここではSHAFT BLOCKを作成しながら、以下の点について習得し
ます。

■ スケッチエンティティコマンド・・・線分、円弧、円、作図線など

■ 幾何拘束・・・・・・・・ 正接、対称、同心円、等しい値など

■ 寸法拘束・・・・・・・・ スマート寸法（円の直径、半径）など

■ フィーチャ・・・・・・・・押し出し、押出しカットなど

完成モデル

パーツモデリングⅠ3.2
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６．中心線の端点を中心とする円を描き
ます。

※両側に作成します。

７．両側の円に「等しい値」拘束を付加
します。

８． 円の直径「40」を付加します。

９． 左図のように直線を４本描きます。

１０．小円と直線を複数選択し、「正接」拘
束を付加します。

SHAFT BLOCKの作成_手順②3.2
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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。

■ スケッチエンティティコマンド・・・多角形、矩形、中心線など

■ 幾何拘束・・・・・・・・ 同一直線上、一致など

■ 寸法拘束・・・・・・・・スマート寸法（直径寸法）など

■ フィーチャ・・・・・・・・回転、回転カットなど

完成モデル

パーツモデリングⅠ3.3
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２１．「直線」をクリックし、三角形を描きま

す。

２２．原点から鉛直に「中心線」を描きます。

２３．左図2か所を複数選択して、「同一線
上」拘束を付加します。

２４．続けて左図2か所にも「同一線上」

拘束を付加します。

２５．角度「30」を付加します。

BOLTの作成_手順⑤3.3
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【VBLOCKを編集する】

パーツモデリングⅠで作成したVBLOCKを編集します。

編集内容は両面に溝を追加します。

■ スケッチエンティティコマンド・・・エンティティオフセット

■ フィーチャ・・・ミラーフィーチャ

■ 編集のポイント・・・押し出しの方向をブラインドから中間平面に変更

パーツの編集

編集

3.5
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【SHAFT BLOCKを編集する】

パーツモデリングⅠで作成した、SHAFT BLOCKを編集します。

編集内容は、フィレット・面取り・テーパーの追加、円筒部分の高さ

変更、ボルト穴をねじ穴に変更します。

■ フィーチャ・・・フィレット、面取り、穴ウィザード（めねじ）

■ 編集のポイント・・・押し出しカットを穴ウィザードに変更

パーツの編集

編集

3.5
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【BOLTを編集する】

パーツモデリングⅠで作成したBOLTのサイズを編集します。編集
内容はBOLTのサイズを変更、おねじを追加、フィレット・面取りを追加
します。

■ アノテートアイテム・・・ねじ山（おねじ）

■ フィーチャ・・・フィレット、面取り

■ 編集のポイント・・・編集時のエラー原因を確認

パーツの編集

編集

M20                                          M16

3.5
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【穴ウィザードについて】

多くの部品では穴をあける加工がされます。一口に穴といっても単
純なドリル穴、段付きのザグリ穴、ボルトなどを締結するネジ穴などが
あります。押し出しカットや回転カットでも作成できますが、ねじ穴は作
成できません。また、穴形状の変更にも手間がかかります。穴を作成
する場合には、「穴ウィザード」を使用しましょう。

ここでは、作成の方法と設定、編集について学習します。

穴ウィザード作成の流れ

穴ウィザード3.6

ベースの板形状を作成します。

穴ウィザードで単純穴を作成します。

「穴ウィザード-1」

穴ウィザードで編集し、ザグリ穴など
に変更します。

ねじ穴を追加して完成します。

「穴ウィザード-2」

編
集
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６．「穴ウィザード」をクリックします。

７．「位置」タブをクリックします。

８．モデルの上面をクリックします。

※穴をあける面として選択します。

９．原点に一致させてクリックし、「Esc」
キーを押します。

１０．「タイプ」タブをクリックします。

穴ウィザード(1)の作成_手順②3.6
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参照平面3.7

【参照平面とは】

通常スケッチは平面でないと作成できません。円筒などの曲面に
スケッチを作成する場合には、作成する仮の平面が必要です。これを
参照平面と言います。ここでは参照平面の中でも、作成頻度の高い2
つの方法について練習します。

・円筒に接するように作成する方法

・距離を入力して作成する方法



23

参照平面_手順③

１１．「参照平面2.SLDPRT」を開きます。

１２．参照ジオメトリ→「平面」をクリック

します。

１３．ツリーを展開し、「正面」を選択します。

１４．距離に「70」を入力して「ＯＫ」します。

１５．手順６.～９.同様に円を作成します。

3.7
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【演習パーツモデリング】

これまでの操作の確認を行います。ここでは、3つのパーツモデリン
グの演習を行います。「支持台」、「BUSH」、「SHAFT」です。

まず、図面を見ながら自身で行ってみてください。続いて、次ページ
からの手順を確認してみてください。演習には、これまでにない操作が
含まれている場合があります。

1.支持台

2.BUSH

3.SHAFT

演習_パーツモデリング3.8
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【合致】

部品やサブアセンブリを組付ける際の拘束を、SOLIDWORKSでは

「合致」といいます。

【合致の付け方】

合致4.2

合致アイコンを
クリックします。

合致する面等をそれ
ぞれ選択します。

互いに合致する様子
が確認できます。※

※合致する様子が確
認でき無い場合は左
図”プレビュー表示”
にチェックをいれてく
ださい。

チェック！
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アセンブリ合致_手順⑤

２１．ヒンジ部の「側面」を選択します。

※コマンドが終了した場合は、再度「合致」
をクリックします。

２２．PART-Bの穴内側面をクリックします。

２３．プレビューが左図のようになります。

※「同心円」が選択されています。

２４．ＯＫします。

２５．PART-Bを左図位置付近までドラッ
グます。この状態のまま・・・・

4.3
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演習_合致

【蝶番を組付ける】

蝶番をアセンブリして、合致の演習を行います。

まず、作成手順を見ないで行ってください。その後作成手順を確認し

ながら再度行ってください。

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_A

Tyouban_B

Tyouban_Assy

Pin

JIS B 1122 - ST3-5 X 9-5
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新規部品の作成

【アセンブリ内で新規部品を作成する】

アセンブリ環境の中で新しい部品を作成する方法を学習します。
合致によって組付いている蝶番-Aと蝶番-B。二つの蝶番には締結

するための部品が必要です。ここでは締結するためのPINをアセンブリ

環境の中で作成し、部品名（ファイル名）の変更方法や保存先への書

き出し方について学んでいただきます。

4.5

蝶番-Aと蝶番-Bは合致
によって組付いている

ここに締結用のPINを
作成します。
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パーツモデリングⅡ5.1

【パーツモデリングⅡ】

第2章で行ってきた基本的なモデル作成方法に加えて、もう少しフィ
ー チャについて学習します。

この章では、より複雑な形状のモデリングができるよう、以下のフィ
ー チャについて学習します。

■ シェル

板物など薄肉モデルを作成する場合に、効率的に作成することができま

す。場所によって厚みが違う場合、拡張機能で変更することができます。

■ パターン

同じ形状のフィーチャが規則的に並んでいる場合に有効です。

パターンフィーチャには、矩形状と円形状があります。

■ スイープ

取手や曲げ棒などの形状は、押出しフィーチャでは作成できません。

スイープフィーチャの作成には、パスとなる線分スケッチと断面となるス

ケッチの2つが必須です。

■ ミラー

対称的な位置になるフィーチャは、ミラーフィーチャを使うと便利です。

ミラーされたフィーチャは、元フィーチャとリンクしているため形状や位置

が変更になっても、常にその対称条件が維持されます。



32

【直線パターン】

直線パターンの演習を行います。

直線パターン演習の流れ

外形状を作成。

シェルで薄肉化。

親となる穴を作成。

パターンで複数複写。

他も同様に作成して完成。

演習_直線パターン5.3
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【円形パターン】

円形パターンの演習を行います。

円形パターン演習の流れ

外形状を作成。

穴位置を確定。

親となる穴を作成。

円形パターンで複数複写。

演習_円形パターン5.4
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【スイープ】

スイープの演習を行います。

スイープ演習の流れ

パススケッチを作成。

断面スケッチを作成。

スイープの作成には2つの

スケッチが必要。

スイープで作成し完成。

演習_スイープ5.5
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【水冷パイプを作成する】

これまでの総集編として「水冷パイプ」のモデリング演習を行います。

水冷パイプ作成の流れ

スイープとシェルでパイプ部を作成。

マージせずフランジ部を作成。

円形パターンで穴を作成。

作業平面を作成して座を作成。

反対側のフランジ部を作成して完成。

演習_水冷パイプ5.6
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演習_水冷パイプ_手順⑥

２６．「左図付近」でクリックします。

２７．「円」と「直線」で左図のようにスケッ
チを作成します。

※P.209の手順４、５参照。

２８．角度（45°）と直径（Φ135）寸法を
追加します。

２９．「タイプ」タブをクリックします。

３０．“穴のタイプ”を図のように設定しま
す。

5.6
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部品図作成
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部品図（１）支持台_作成手順⑩

４６．半径寸法を追加し、「点」をクリックし
ます。

４７．矢印の向きが変わります。

４８．「アノテートアイテム」タブをクリックし、
「表面粗さ記号」をクリックします。

４９．“記号“の「除去加工が必要な場合」
をクリックします。

５０．「Ra」と 「25」を入力し、図面内でクリ
ックして、配置します。
※他の寸法も追加してください。

以上です。

6.2
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部品図（２）BUSH_作成手順⑥

２６．「スマート寸法」をクリックし、左図2ヶ
所のエッジを選択して、角度寸法を
配置します。

２７．数値をドラッグし、位置を調整します。

２８．「スマート寸法」をクリックし、寸法を
追加します。

２９．“公差/小数位数“では、小数点以下
の位を変更することができます。

３０．寸法、記号を追加して完成します。

以上です。

6.3
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部品図（３）SHAFT_作成手順⑦

３１．左図のようになります。

３２．左図の寸法を追加します。
※矢印が重なっています。

３３．矢印の点上で右クリックし、「●」を選
択します。

※説明用にずらしています。
※各寸法の矢印で行います。

３４．左図のようになります。

３５．寸法、記号を追加して完成します。

以上です。

6.4
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