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図面の作成
カラーフランジの詳細図面を作成する
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まず、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、Collar-Flange-Assembly.ipj を選択します。それか
ら Collar-Flange-Assembly.iam を開きます。

モデルウィンドウで Flanged-Collar コンポーネントを選択し、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。

Flanged-Collar.ipt を開いた状態で、[ファイル]を選択し、リボンメニュー
から[新規作成]を選択します。ダイアログで、[Metric]フォルダーを選択し、 
図面テンプレートとして[ANSI (mm).dwg]を選択します。

画面の左側にあるモデルブラウザで、[シート:1]を右クリックして[シートを 
編集]を選択します。

2.

4.

1.

3.

パート 1: 図面ビューを作成する
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シートサイズを[C]に変更し、[OK]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開き、[ベース ビュー]を
選択します。図のように尺度を[2:1]に変更し、スタイルが[隠線]に設定されて
いることを確認します。

ビューを図面の左側にドラッグし、ViewCube の各側面にある矢印を使って 
図のようにモデルの方向を変え(下側の矢印、右側の矢印の順序で操作)、[OK]
をクリックします。

ベースビューを選択した状態で、マーキングメニューから[投影ビュー]を起動し
ます。カーソルを動かし、各方向をクリックしてビューを配置したら、右クリッ
クして[作成]を選択します。

6.

8.

5.

7.

パート 1: 図面ビューを作成する
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ベースビューを選択した状態で、マーキングメニューから[断面図]を選択しま
す。図のようにパーツの中心を通る垂直線を描きます。右クリックして[続行]を
選択します。

カーソルを右に動かし、クリックしてビューを配置します。

ビュー上で右クリックし、[位置合わせ]を選択してから[解除]をクリックし、 
強制的な位置合わせを解除します。

位置合わせを解除したら、図のようにビューを図面の右上の象限に移動します。

10.

12.

9.

11.

パート 1: 図面ビューを作成する
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ベースビューのパーツの切断線を非表示にするために、切断線を右クリックし
て[すべての線を表示]をオフにします。

詳細図を作成するために、[Section A-A]ビュー内で右クリックし、マーキング
メニューから[詳細図]を選択します。

図のように円を描き、詳細図の領域を指定します。 クリックして円の直径を設定したら、詳細図を配置したいシート上の位置にカー
ソルを移動します。

14.

16.

13.

15.

パート 1: 図面ビューを作成する
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パート 1 で作成した同じ図面を使用し、リボンの[注釈]タブから[2 等分中心線]
を選択します。

図でハイライト表示されているエッジ(緑と赤)を選択し、[Section A-A]に 
中心線を作成します。パーツのベースビューと右側面ビューでも同じ手順を繰り
返し、中心線を追加します。

リボンの[注釈]タブから[中心マーク]コマンドを起動します。 図で赤でハイライト表示されているように、ベースビュー、平面図、右側面
ビューの穴を選択します。

2.

4.

1.

3.

パート 2: 図面注記
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リボンの[注釈]タブから[中心線]コマンドを起動します。 平面図で、図で緑でハイライト表示されているように 4 つの穴をそれぞれ選択
します。最初に選択した穴をもう一度選択して中心線を完成させます。右クリッ
クして[作成]を選択します。

ベースビュー、右側面ビュー、[Section A-A]ビューで、中心線の長さを調整
します。中心線をクリックして緑のハンドルを移動し、パーツの外側まで伸ばし 
ます。

[Section A-A]ビューで、右クリックしてマーキングメニューを開き、[一般寸
法]を選択します。図のように線を選択し、寸法を配置したい位置でクリックし
ます。ダイアログで[OK]をクリックします。

6.

8.

5.

7.

パート 2: 図面注記
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同じ手順を繰り返して、図のように寸法を追加します(「Section A-A」という 
タイトルは適宜下に移動します)。

図のように 2 つの点を選択し、寸法を追加します。30 mm の直径寸法の下に
配置します。

ダイアログボックスで、テキストフィールドの先頭に[直径]記号を追加し、[OK]
を選択します。モデルウィンドウで右クリックし、[OK]を選択して寸法コマンド
を終了します。

リボンの[注釈]タブで、[累進寸法]の横のドロップダウン矢印を選択し、[累進 
寸法セット]コマンドを起動します。

10.

12.

9.

11.

パート 2: 図面注記
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図のようにコーナーを選択し、右クリックして[続行]を選択します。図のよう
に、左側に寸法「.00」を配置します。

図のように、寸法を追加するのに必要な点を選択します。ウィンドウで右クリッ
クして[作成]を選択します。

[Detail B]ビューで、右クリックして[一般寸法]を選択します。スロットのコー
ナーを選択し、図のように寸法を作成します。

ダイアログボックスで[精度と公差]タブを開きます。方式には[許容差]を選択
し、上限として 0.05 と入力します。

14.

16.

13.

15.

パート 2: 図面注記
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同じ手順を繰り返して高さ寸法を追加します。今回は上限を 0.02 にします。 平面図で、右クリックして[一般寸法]を選択します。図のように図面に寸法を 
追加します。 
注: 角度寸法は、穴の中心線をクリックすることで作成できます。

リボンの[注釈]タブで[穴とねじ]を選択します。 パーツの左上にある穴を選択し、寸法を配置します。

18.

20.

17.

19.

パート 2: 図面注記
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ベースビューで、右クリックしてマーキングメニューから[寸法の取り込み]を選
択します。これは、3D モデルを定義するのに使用されたすべての寸法を表示さ
せるコマンドです。

図のように領域を窓選択し、これらのフィーチャに関連する寸法を表示します。

ダイアログボックスで、[寸法を選択]の横の矢印をクリックします。 6 mm の
直径寸法を選択して[OK]をクリックします。その寸法をビューの右側に移動し
ます。

6 mm の直径寸法を右クリックして、マーキングメニューから[モデル寸法を 
編集]を選択します。こうすると、図面ビュー内から 3D モデルのパラメータを
変更することができます。

22.

24.

21.

23.

パート 2: 図面注記
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[穴径]を 7 mm に変更して[OK]をクリックします。図面はすぐに更新され、 
変更は 3D モデルにも引き継がれます。

練習のために、これまでのテクニックを使用して、ベースビューと右側面ビュー
に、図のように寸法を追加しましょう。完了したら、図面を保存して閉じます。

26.25.

パート 2: 図面注記



page: 13

Collar-Flange-Assembly.iam を再び開きます。リボンメニューから 
[新規作成]を選択して新しい図面を作成し、以前と同じ図面テンプレート[ANSI 
(mm).dwg]を選択します。

モデルブラウザで[シート: 1]を右クリックし、[シートを編集]を選択します。シー
トサイズを[C]に変更します。

マーキングメニューから[ベース ビュー]を開きます。スタイルを[隠線]に、 
尺度を[2:1]に設定します。クリックして左上にビューを配置したら、その下を 
クリックして側面図を作成します。

平面図内を右クリックして、[断面図]を選択します。図のように線を描いて断面
を定義し、右クリックして[続行]を選択します。

2.

4.

1.

3.

パート 3: アセンブリ図面
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断面図を右側に配置します。 [Section A-A]ビュー内で右クリックし、[自動中
心線]を選択します。ダイアログで[円柱状フィーチャ]を選択し、[投影]で両方の
ボックスにチェックを付けます。[OK]をクリックします。

図面の平面図と正面図でも、この[自動中心線]の作業を同じ設定で繰り返し
ます。

マーキングメニューから[一般寸法]コマンドを起動し、図のように正面図に 
寸法を追加します。

モデルウィンドウで右クリックし、マーキングメニューから再度[ベース ビュー]
を選択します。ダイアログで、既存のファイルからビューを開くためにフォル
ダーアイコンをクリックします。

6.

8.

5.

7.

パート 3: アセンブリ図面



page: 15

Collar-Flange-Assembly.ipn を選択して[開く]をクリックします。 図のように ViewCube のコーナーをクリックし、分解されたアセンブリのアイ
ソメビューに変更します。ビューをシートの右上に移動します。

ダイアログの[スタイル]セクションで、[隠線除去]と[シェーディング]の両方が
選択されていることを確認し、[OK]を選択します。

リボンの[注釈]タブで[自動バルーン]を選択します。

10.

12.

9.

11

パート 3: アセンブリ図面
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まず[ビュー セットを選択]で分解ビューを選択し、次に[コンポーネントの追加
または削除]ですべてのパーツを窓選択します。

ダイアログで[配置を選択]ボタンを選択し、クリックしてビューの下にバルーン
を配置します。ダイアログで[OK]をクリックしてコマンドを終了します。

バルーンを窓選択し、右クリックしてマーキングメニューを表示します。 [位置
合わせ]、[エッジに]の順序で選択します。

図のように、赤でハイライト表示されたフランジのエッジを選択したら、バルー
ンをパーツから離れた位置にドラッグします。最終的な配置を決めて、図面を
完成させます。

14.

16.

13.

15.

パート 3: アセンブリ図面
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