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アセンブリ設計
リニア駆動アセンブリを作成する
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Inventor で、リボンの[プロジェクト]アイコンをクリックします。プロジェクト
ファイルの保存先に移動して、Ember-LD-ASM.ipj を選択します。それから
ファイル Ember-LD-ASM.iam を開きます。

モデルウィンドウでサブアセンブリ LW-SLWE-1040-R-69.iam を選択し、 
右クリックしてマーキングメニューを表示します。[開く]を選択します。

モデルウィンドウで右クリックしてマーキングメニューを表示します。 [コンポー
ネント配置]を選択し、SWZ-W-104003.ipt を選択します。モデルウィンドウ
の任意の場所で左クリックして配置したら、[Esc]を押します。

右クリックしてマーキングメニューを表示し、[ジョイント]を選択します。図のよ
うに 2 つの円柱状サーフェスを選択してジョイントを作成し、必要に応じて方向
を反転します。

2.

4.

1.

3.

パート 1: 拘束を追加する
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マーキングメニューを開いて[拘束]を選択します。ねじ山付きロッドの軸とナッ
トの軸を選択し、メイト拘束を配置します。ダイアログボックスを開いたままに
するために、[適用]をクリックします。

[拘束を指定]のタイプを[角度]に変更して、図のように 2 つの面を選択します。
[OK]をクリックして、拘束を適用してダイアログを閉じます。

リボンで、[配置]アイコンのドロップダウンメニューを開き、[インポートした 
CAD ファイルを配置]を選択します。「_Vendor」サブフォルダーに移動して、
WJUME-01-10.CATProduct を開きます。

[インポート]ダイアログで、[モデルを参照]が選択されていることを確認し、
[OK]をクリックします。左クリックしてモデルのインスタンスをアセンブリに 
配置したら、[Esc]を押してコマンドを終了します。

6.

8.
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パート 1: 拘束を追加する
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マーキングメニューを開いて[ジョイント]を選択します。図のように円形フィー
チャをクリックしてから、[適用]を選択して回転ジョイントを作成します。

[ジョイント配置]ダイアログを開いたまま、ブッシュの円形のエッジ(図を参照)
とガイドレールをクリックします。ダイアログでジョイントタイプを[円柱状]に 
変更し、必要に応じて反転します。[OK]をクリックします。

右クリックしてマーキングメニューを開き、[パターン コンポーネント]を選択
します。パターン化するコンポーネントとして、リニアガイドサブアセンブリを 
選択します。

矩形状パターンのタブを選択します。 [列]セクションでカーソルのアイコンを 
クリックし、図のようにアセンブリのエッジを選択します(必要に応じて反転しま
す)。間隔を 40 mm に変更して[OK]をクリックします。
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パート 1: 拘束を追加する
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マーキングメニューから[パターン コンポーネント]コマンドを再起動します。 
パターン化するコンポーネントとして、2 つのリニアガイドサブアセンブリを 
選択します。

円形状パターンのタブを選択します。 [円形状]セクションでカーソルのアイコン
をクリックします。モデルツリーで、図のようにツリーを展開して Z 軸を選択し
ます。

インスタンスの数を 2 に、角度を 180° に変更したら、[OK]をクリックして 
パターンを完成させます。アセンブリを保存します。

14.13.

15.

パート 1: 拘束を追加する
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引き続きパート 1 のアセンブリを使用します。右クリックしてマーキング 
メニューを開き、[コンテンツ センターから配置]を選択します。

[カテゴリ表示]を展開し([締結器具] > [ボルト] > [穴付き])、[DIN 6912]を 
選択します。[OK]をクリックします。

ボルトの配置を定義するために、図のように円形のエッジを選択します。ボルト
のサイズは、穴の寸法に合わせて自動的に設定されます。

赤の矢印をクリック & ドラッグして、ボルトの長さを調整します。長さは 12 
mm にします(M6 x 12)。

2.

4.

1.

3.

パート 2: 締結を追加する
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[AutoDrop]オプションが選択されていることを確認し、緑のチェックマークを
クリックして、4 つすべての穴に同時にボルトを配置します。

5.

パート 2: 締結を追加する
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目的は、上部のプレートと、パート 1 で配置およびパターン化したリニアガイド
との間に干渉がないか確認することです。セット 1 として、図のようにプレート
を選択します。

[セット 2 を定義]の横にある矢印をクリックしたら、モデルブラウザで[コン
ポーネント パターン 2:1]を選択して 4 つすべてのリニアガイドを選びます。

これらのガイドレールは適切に配置されており、干渉はありませんでした。 [干渉解析]コマンドを再起動します。セット 1 として、図の青くハイライトした
パーツを選択します。

2.

4.

1.

3.

パート 3: 干渉とモーション
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[セット 2 を定義]の横にある矢印をクリックし、図のように窓選択や個別選択で
青くハイライトした部品を選択します。

ナットとねじ山付きロッドの間に干渉が検出されます。該当箇所を調べて、接触
しているのがネジ山の領域だけであることを確認します。

モーション解析をセットアップするために、右クリックしてマーキングメニュー
を開き、[拘束]コマンドを起動します。

向かい合わせのサーフェスとして、図のように 2 つのサーフェスを選択します。

6.

8.
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パート 3: 干渉とモーション
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右下にある二重矢印(>>)をクリックします。 [最大値]と[最小値]の横にある
チェックマークをクリックして、[最大値]には 170 mm、[名前]フィールドには 
Travel と入力します。

モデルツリーで図のように展開し、Travel という名前の拘束を右クリックしま
す。[駆動]を選択します。

ダイアログで、二重矢印(>>)をクリックして展開します。[繰り返し]ボックスで、
[開始/終了/開始]を 2 に変更します。

再生ボタンをクリックして、モーション解析とアニメーションを開始します。

10.

12.

9.
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パート 3: 干渉とモーション
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