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主な機能 

 データ変換 
 ・30以上のフォーマットの入出力機能（IGESとSTEPは標準機能） 
 

 データ品質改善 
 ・トレランス基準のチェック、修正機能 
 ・SASIG・VDA準拠のPDQチェック、修正機能 
 ・長期保管ガイドライン（LOTAR）に則ったGVPチェック機能 

 
 データ検証 
 ・測定機能 
 ・注釈の表示機能 
 ・形状、レイアウト、PMI、モデルツリーの比較機能 
 ・形状の肉厚（薄肉、厚肉、偏肉）チェック機能 
 ・干渉チェック機能 
 ・クリアランスチェック機能 
 ・抜き勾配、アンダーカットチェック機能 

 
 形状単純化（機密保護化、軽量化） 
 ・詳細設計箇所（内側形状等）の削除機能 
 ・必要部位（外側形状等）の抽出機能 
 

 データ簡略化（CAE用モデル化） 
 ・加工形状（フィレット、穴等）等のフィーチャー削除機能 
 ・中立面の作成機能 

関連ツール：変換 

関連ツール：チェック/ヒーリング/ステッチ 

関連ツール：比較/肉厚チェック/干渉チェック/クリアランスチェック/ドラフトチェック 

関連ツール：機密保護化/シュリンクラップ/境界シェイプ 

関連ツール：形状簡略化/中立面作成 
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画面構成 

グラフィックウインドウ ： 
モデルが表示されるスペース 

※ファイルを開いた後の画面 

4つのタブ 
エクスプローラー：エクスプローラーを表示しファイルを開く 
お気に入り：開いたファイルの履歴を表示する 
モデルツリー：モデルの構成やフィーチャー情報を表示する 
ブラウザ：検証結果やドキュメンテーションを表示する 

ツールバー ： 
ワークショップ内の 
個々の機能アイコンがある 

ワークショップバー ： 
機能ごとにグループ化したワークショップがある 

設定ゾーン ： 
各機能の設定や実行を行う 

タイトルバー ： 
メニューや標準アイコン、開いているファイルのパス名と 
ファイル名を表示する 

表示ツールゾーン ： 
各種、表示切り替え用のツールがある 

ステータスバー ： 
状況を表示する 
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マウス操作とショートカットキー 
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Escキー ： エレメントの選択解除 
Spaceキー ： ツールの実行 
Shiftキー＋左ボタンで範囲指定 ： 範囲内の複数エレメントの選択 
Ctrlキー＋左ボタンで範囲指定 ： 範囲内の複数エレメントの選択解除 

Cキー ： 断面表示 
Mキー ： メッシュ表示 
Bキー ： フェースの向き表示（透過色がマイナス方向） 
Pキー ： 視線方向の変更（フェース選択後） 
Fキー ： 正面方向 
Lキー ： 左側面方向 
Tキー ： 平面方向 
Iキー ： 等角投影方向 
F5キー ： 表示のリフレッシュ 
．キー ： フィット（全表示） 

左ボタン ： 回転 
 ※回転中心は、形状上のマウスのカーソル位置にある。 
   カーソル位置が形状上でない場合は前回の位置が適用される。 
スクロールボタン ： ↑縮小、↓拡大 
右ボタン ： 移動 



基本手順（1/4） 

1.ファイルを開く 

   メニューのファイル／開く 

2.ワークショップを選択する 

3.ツールを選択する 

4.設定内容を確認し、（必要に応じて）エレメントの選択や設定を行なう 

5. 実行する 

   ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

6. （必要に応じて）結果レポートを確認する  

◆ファイルを開く～アイコン実行 

◆ファイルを保存する 

1.名前を付けて保存する 

 メニューのファイル／保存 
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✤メモ 
・IGESとSTEPは標準インターフェース、30以上のフォーマットの読み込みが可能 
・複数のファイルを開くことが可能（ファイルの表示切り替えは、画面左上のタブを使用） 
・ファイルリスト上の右クリックメニューでファイルのコピーや名前変更、新規フォルダの作成が可能 

ファイル情報： 
トレランスの確認や 
プレビュー表示が可能 

基本手順（2/4） 

ファイルオープン時 
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フィルターなし ： 全ファイルの表示 
ルートファイル検出 ： トップアセンブリを表示 
単独ファイル検出 ： 他のファイルと関連のない 
     ファイルを表示 

◆ファイルオープン時と保存時のオプション設定（1/2） 

次頁参照 



◆ファイルオープン時と保存時のオプション設定（2/2） 

基本手順（3/4） 

ファイルオープン時 
 

 PMI情報を読み込む ： PMI情報を読み込む場合 
 アセンブリ構成のみを読み込む ： アセンブリ構造のみ読み込む場合（形状データは不要な場合） 
 非表示オブジェクトを読み込む ： 非表示エレメントも読み込む場合 
 
 フィーチャーデータ ： フィーチャー変換を行なう場合やフィーチャー履歴が必要な場合 
 B-Repデータ ： 形状データを読み込む場合 
 ポリゴンデータ ： メッシュデータで読み込む場合  
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✤メモ 
・ファイルオープン時は他にも詳細設定がある 
・アセンブリに構成されるファイルのエクスプローラー上でのリネームや、保存場所の変更、削除がされると 
 アセンブリを開いた際、そのファイルは開くことができない 

ファイル保存時 
 

 内部参照 ： 単一のファイルが作成される 
 外部参照：全レベル ： 関連する全てのファイルが作成される 
 外部参照：ラストレベル ：トップアセンブリと全てのパートファイルが作成される 
     （サブアセンブリは作成されない） 
 外部参照：トップレベル ： トップアセンブリと第1レベルのファイルが作成される  



基本手順（4/4） 

◆ツール実行について 

ツールの自動実行 
 ツールをダブルクリックする 

 
自動実行可能なツール 

 
 チェック    ／ヒーリング    ／ステッチ     など（ツールアイコンの背景に斜線あり   ） 
 

エレメントの選択について（各ツール共通） 
 選択可能なエレメント、実行に必要なエレメントが設定ゾーンに 
 オレンジ色で表示される。アンダーラインの付いたエレメントが選択対象。 
 テキストを選択することで切り替えられる。 
 これは背景を右クリックして表示されるメニューを選択する操作と同じ。 

✤メモ 
・エレメントの選択を必要としないツールもある（チェックツールや肉厚チェックなどのデータ検証用ツールなど） 

選択可能なエレメント、実行するために必要なエレメント 
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右クリックメニュー 



アイコン ワークショップ名 用途 主なツール 

解析 データ検証 形状比較、干渉チェック 

注記 測定、注記作成 測定作成、テキスト注記作成 

アドヴァンスツール 形状修正 オフセット、接線連続化 

B-Rep変換 データ変換 チェック、変換、ヒーリング、ステッチ 

単純化 形状単純化（機密保護化） 単純化、境界シェイプ作成 

FEMツール 形状簡略化（CAE用モデル化） 形状簡略化、フェースマージ、フラット化 

モデリング データ編集 ダイレクトモデリング、クイックスケッチ 

ユーザー定義ツール ツールのカスタマイズ 選択、削除 

◆ワークショップとは 

ワークショップ（1/10） 

 ワークショップとは、機能（ツール）をグループ化したもの 

※購入モジュールによって使用できるワークショップ、ツールが異なる。他に「フィーチャー変換」ワークショップがある 
※無償評価版では上記の８ワークショップ全て使用できる 
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◆B-Rep変換ワークショップ 

ワークショップ（2/10） 

 データの品質チェックや品質改善、編集機能が付いたデータ変換用のツール群 

アイコン ツール名 分類 用途 掲載ページ 

選択 ● ◎ エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する 19 

削除 ● ◎ エレメントや注記を削除する 21 

チェック ● ◎ 
SASIG・VDA・JAMAによるデータ品質（PDQ）のチェックやSTEP AP242
の同一性を検証する 

22 

変換 ● ◎ ★ 3Dデータの形状や履歴を変換先フォーマットに適合する 25 

アセンブリ変更 ● ◎ ★ アセンブリの構成を変更する 27 

ヒーリング ● ◎ データ品質を改善する（エレメント間の誤差を補正する） 29 

ステッチ ● ◎ データ品質を改善する（再計算し許容範囲内でエレメントを修正する） 30 

サーフェス生成 ● ◎ 曲面を補完する 32 

エッジ接続 ● ◎ フリーエッジを接続し共有エッジにする 33 

エッジ接続解除 ● ◎ 共有エッジをフリーエッジに変換する 34 

分割 ● ◎ エレメントを点やエッジで分割する 35 

分類： ●標準パッケージの使用可能なツール ◎無償評価版の使用可能なツール ★他のワークショップには無いツール 
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◆解析ワークショップ 

ワークショップ（3/10） 

 データ比較、干渉チェック、クリアランスチェック、肉厚チェックなどデータ検証用のツール群 

アイコン ツール名 分類 用途 掲載ページ 

選択 ● ◎ エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する 19 

削除 ● ◎ エレメントや注記を削除する 21 

チェック ● ◎ 
SASIG・VDA・JAMAによるデータ品質（PDQ）のチェックや
STEP AP242の同一性を検証する 

22 

比較 ◎ ★ 2つの形状、アセンブリ構造、PMI、属性を比較する 36 

肉厚チェック ◎ ★ 形状の肉厚（薄肉、厚肉、偏肉）をチェックする 39 

クリアランスチェック ◎ ★ 形状内、形状間のクリアランス（隙間）をチェックする 42 

干渉チェック ◎ ★ 形状間の干渉部位をチェックする 44 

ドラフトチェック ◎ ★ 形状の抜き勾配の状態をチェックする 46 

アンダーカットチェック ◎ ★ 形状のアンダーカット部位をチェックする 48 

投影面計算 ◎ ★ 投影面積を算出し、投影面を出力する 50 

分類： ●標準パッケージの使用可能なツール ◎無償評価版の使用可能なツール ★他のワークショップには無いツール 
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◆注記ワークショップ 

ワークショップ（4/10） 

 測定結果やテキスト等の注記作成用のツール群 

アイコン ツール名 分類 用途 掲載ページ 

選択 ● ◎ エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する 19 

削除 ● ◎ エレメントや注記を削除する 21 

測定作成 ● ◎ ★ 
2つのエレメント間の距離、曲線の長さ、半径、直径を算出し、注
記を作成する 

52 

テキスト注記作成 ● ◎ ★ 任意のテキストを作成する 53 

頂点座標作成 ● ◎ ★ 点座標の算出し、注記を作成する 54 

境界ボックス作成 ● ◎ ★ 
指定した座標系を基準に最小立方体の大きさを算出し、境界ボッ
クスを作成する 

55 

面積作成 ● ◎ ★ 面積を算出し、注記を作成する 56 

座標系作成 ● ◎ 座標系を作成する 57 

断面 ● ◎ 断面線の作成や断面表示をする 58 

ドローイング作成 ● ◎ ★ 図面を作成する 59 

分類： ●標準パッケージの使用可能なツール ◎無償評価版の使用可能なツール ★他のワークショップには無いツール 
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◆アドヴァンスツールワークショップ 

ワークショップ（5/10） 

 形状修正用のツール群 

アイコン ツール名 分類 用途 掲載ページ 

選択 ● ◎ エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する 19 

削除 ● ◎ エレメントや注記を削除する 21 

ボディマージ ● ◎ ★ 複数のボディを一つにまとめる 60 

メッシュ再生成 ● ◎ ★ メッシュ構成を再計算する 61 

オフセット ● ◎ ★ エレメントをオフセットする 62 

収束点修正 ● ◎ ★ フェースの制御点を移動する 63 

スムージング ● ◎ ★ フェースをスムーズ化する 64 

接線連続化 ● ◎ ★ 隣接するフェースを接線連続化する 65 

フェーストリム ● ◎ ★ フェースをフリーエッジでトリミングする 66 

フェース延長 ● ◎ ★ フェースを延長する 67 

法線反転 ● ◎ ★ フェースの方向性を反転する 68 

分類： ●標準パッケージの使用可能なツール ◎無償評価版の使用可能なツール ★他のワークショップには無いツール 
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◆単純化ワークショップ 

ワークショップ（6/10） 

 形状単純化用のツール群 

アイコン ツール名 分類 用途 掲載ページ 

選択 ◎ エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する 19 

削除 ◎ エレメントや注記を削除する 21 

チェック ◎ 
SASIG・VDA・JAMAによるデータ品質（PDQ）のチェックや
STEP AP242の同一性を検証する 

22 

機密保護化 ◎ ★ 
アセンブリの内部や外部の形状、パーツの突起形状や空洞を
削除し、形状を単純化する 

69 

手動単純化 ◎ ★ 手動にて形状を単純化する 70 

シュリンクラップ作成 ◎ ★ 外形を抽出する 71 

ブーリアン演算 ◎ 形状を加算、減算、積算する 72 

境界シェイプ作成 ◎ ★ 形状を完全に包含した立方体のボディを作成する 73 

分類： ●標準パッケージの使用可能なツール ◎無償評価版の使用可能なツール ★他のワークショップには無いツール 
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◆FEMツールワークショップ（1/2） 

ワークショップ（7/10） 

 中立面作成や形状を簡略化するCAEシミュレーションモデル用のツール群 

アイコン ツール名 分類 用途 掲載ページ 

選択 ◎ エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する 19 

削除 ◎ エレメントや注記を削除する 21 

中立面作成 ◎ ★ 対峙フェースとの中立面を作成する 74 

メタフェース生成 ◎ ★ フェースをマージしフェース数を削減する 75 

形状簡略化 ◎ ★ フィーチャー（フィレットや穴等）を削除し、形状を簡略化する 76 

フェースマージ ◎ ★ フェースを投影してフェースをマージする 77 

タイプ変更 ◎ ★ フェースのタイプを変更する 78 

フラット化 ◎ ★ フェースを平面化する 79 

リブ編集 ◎ ★ リブ形状を編集する 80 

ヒーリング ◎ データ品質を改善する（エレメント間の誤差を補正する） 29 

分類： ●標準パッケージの使用可能なツール ◎無償評価版の使用可能なツール ★他のワークショップには無いツール 
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ワークショップ（8/10） 

アイコン ツール名 分類 用途 掲載ページ 

ステッチ ◎ データ品質を改善する（再計算し許容範囲内でエレメントを修正する） 30 

サーフェス生成 ◎ 曲面を補完する 32 

エッジ接続 ◎ フリーエッジを接続し共有エッジにする 33 

エッジ接続解除 ◎ 共有エッジをフリーエッジに変換する 34 

断面 ◎ 断面線の作成や断面表示をする 58 

分割 ◎ エレメントを点やエッジで分割する 35 

◆FEMツールワークショップ（2/2） 

分類： ●標準パッケージの使用可能なツール ◎無償評価版の使用可能なツール ★他のワークショップには無いツール 
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◆モデリングツールワークショップ 

ワークショップ（9/10） 

 データ編集用のツール群 

アイコン ツール名 分類 用途 掲載ページ 

選択 ◎ エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する 19 

削除 ◎ エレメントや注記を削除する 21 

分解アニメーション ◎ ★ アセンブリの分解シミュレーションを作成、再生する 81 

ダイレクトモデリング ◎ ★ 
移動、回転、スケール、半径による既存形状の変更や新規形状
を作成する 

82 

座標系作成 ◎ 座標系を作成する 57 

クイックスケッチ ◎ ★ スケッチを作成する 84 

サーフェス生成 ◎ 曲面を補完する 32 

ブーリアン演算 ◎ ボディ間で加算、減算、積算する 72 

断面 ◎ 断面線の作成や断面表示をする 58 

分割 ◎ エレメントを点やエッジで分割する 35 

分類： ●標準パッケージの使用可能なツール ◎無償評価版の使用可能なツール ★他のワークショップには無いツール 
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◆ユーザー定義ツールワークショップ 

ワークショップ（10/10） 

 ユーザーが定義したツール群 

アイコン ツール名 分類 用途 
掲載 
ページ 

選択 ● ◎ エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する 19 

削除 ● ◎ エレメントや注記を削除する 21 

― ● ◎ ★ ツールをカスタマイズする 85 

分類： ●標準パッケージの使用可能なツール ◎無償評価版の使用可能なツール ★他のワークショップには無いツール 
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ツール（1/67） 

 エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを選択する 

 

 

 

2.確認する 

3.必要に応じて、編集する 

選択可能なエレメント 
 インスタンス/パーツ・アセンブリ/ソリッド/ボディ/フェース/ループ/共有エッジ/フィーチャー/ 
 シェイプ/カーブ/点/座標系/注記 

✤メモ 
・「選択ツール」は全てのワークショップで利用可能 
・エレメントの選択解除はEscキーを押す、または再選択 

◆選択ツール(1/2） 
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SP1～ 
統計データを計算する機能が追加されレポートが出力される 
(ボディ数、フェース数、その他エレメント数など) 



選択時のエレメント色について 
 メニューの編集／設定／色設定タブの 
 “第1選択”で変更可能 

確認可能なプロパティ 
 ・ID 
 ・グラフィック 
 ・材料 
 ・フリーエッジの数 
 ・次数 
 ・エレメントタイプ など 
 （平面、円筒、球、NURBSなど） 
 

編集可能なプロパティ 
 ・名前 
 ・色 
 ・パラメータ など 
 

エレメントの色について 
 下位エレメントが優先度高 
 

コンポーネントの位置の確認（編集も可） 
 右クリックメニューで“インスタンス”を指定してから 
 対象のコンポーネントを選択すると、座標値や回転角度、 
 並進移動量、スケールが確認可能 

◆選択ツール(2/2） 

ツール（2/67） 

編集後に表示されるボタンで 
編集前の状態に戻したい場合に使用する 
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◆削除ツール 

 エレメントや注記を削除する 

✤メモ 
・「選択ツール」は全てのワークショップで利用可能 
・Deleteキーを押すと、削除ツールに切り替わる 

ツール（3/67） 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを選択する 

 

 

2.必要に応じて設定する 

 

 

 

 

3.実行する 

   ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

削除するエレメント 
 

 
 
 
 

選択で指定 選択したエレメントを削除する 

すべての表示オブジェクト 表示エレメントの全てを削除する 

すべての非表示オブジェクト 非表示エレメントの全てを削除する 

選択可能なエレメント 
 インスタンス/パーツ・アセンブリ/ソリッド/ボディ/フェース/ループ/フィーチャー/ 
 シェイプ/カーブ/点/座標系/注記 
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◆チェックツール（1/3） 

 SASIG・VDA・JAMAによるデータ品質（PDQ）のチェックやSTEP AP242の同一性を検証する 

ツール（4/67） 

✤メモ 
・自動実行が可能 
・エレメントを選択しない場合、全てのエレメントに対して実行する 
・STEP AP242の同一性検証は、プロファイルの「GVPCheck」を使用する 

【基本手順】 

1.必要に応じて、対象のエレメントを選択する 

 

 

2.プロファイルを設定する（通常は、”BasicCheck” を使用） 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

4. 確認する 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ソリッド/ボディ/フェース/カーブ 
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◆チェックツール（2/3） 

プロファイルについて 
 チェック内容は、”プロファイルを編集”で確認、編集が可能 

ツール（5/67） 
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ユーザー定義プロファイルとして 
保存することも可能 



ツール（6/67） 

問題がない場合 
 “品質不具合が検出されませんでした”と表示される 

◆チェックツール（3/3） 

誤差エッジ ： 接続情報はあるが離れているエッジ 
最大誤差エッジ ： 離れている最大の距離 
フリーエッジ ： 接続していないエッジ 

 問題がある場合 

【結果例（プロファイル：BasicCheckによる）】 

誤差エッジの値 
※メニューの編集／設定／一般タブの 
“トレランス”による 

24 



◆変換ツール（1/2） 

 3Dデータの形状や履歴を変換先フォーマットに適合する 

ツール（7/67） 

✤メモ 
・不具合のあるモデルの場合は同時に自動修正される 
・エレメントを選択しない場合、全てのエレメントに対して実行する 
・本ツール実行後にファイル保存することで、変換先フォーマットのファイル出力ができる 
・本ツールを実行しなければ、CTフォーマット以外で保存できない 

【基本手順】 

1.必要に応じて、対象のエレメントを選択する 

 

 

2.システムを変換先のシステムに設定する 

3.フォーマットを変換先システムのフォーマットに設定する 

4.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ソリッド/ボディ/フィーチャー/フェース/カーブ 
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ツール（8/67） 

✤メモ 
・CATIA、Pro/Eは直接出力が可能 

◆変換ツール（2/2） 

●使用例 

・「各種CADフォーマット ⇒ STEP」 に変換する場合 
 まずは、システム：Evolution ／ フォーマット：STEP で実行してみる。 
 誤差エッジがある場合でも、対象CADのトレランス内であり、ソリッドであれば良い。 
 サーフェスであれば、システムを対象CADのSTEPに設定して行なう。 
 

・「各種CADフォーマット ⇒ STEP AP242」 に変換する場合 
 STEP AP242用の設定を行ない実行する。（別紙参照） 
 ※設定した内容は、保存が可能。 
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 アセンブリの構成を変更する 

ツール（9/67） 

【基本手順】 

1.必要に応じて、対象のエレメントを選択する 

 

 

2.必要に応じて、設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ 

◆アセンブリ変更ツール（1/2） 

✤メモ 
・エレメントを選択しない場合、全てのエレメントに対して実行する 

このタイプによって 
下のチェック状態が変わる 
（“ユーザー設定”を除く） 
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タイプ 

◆アセンブリ変更ツール（2/2） 

ツール（10/67） 

タイプ 用途 

ユーザー設定 個々の設定が可能 

Evolution,CT 変換ツールの「詳細設定/アセンブリタブ」で定義されたものによる 

インスタンスを検索 アセンブリファイルに対し、同一パーツを検索し集約する 

クリーン エレメントのないパーツを削除する 

パーツ毎に1ボディ 
パートファイルに対し、ボディをパート化し、複数のパートで構成されたアセンブリに
変更する 

フラットアセンブリ アセンブリ階層をフラット化する 

位置決めのみ スケーリングを適用したインスタンスの新規（単独）ファイルを作成する 

幾何変換なしのアセンブリ 
アセンブリファイルに対し、同一パーツとして集約されているパーツを単一バーツに
変更する 
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✤メモ 
・タイプ「位置決めのみ」によって作成されるファイルの名前について 
 →（Z方向にスケーリング値２を適用した場合）「XXXX_Hz=2.000000.ctp」となる 



◆ヒーリングツール 

 データ品質を改善する（エレメント間の誤差を補正する） 

ツール（11/67） 

✤メモ 
・自動実行が可能 
・エレメントを選択しない場合、全てのエレメントに対して実行する 

【基本手順】 

1.必要に応じて、対象のエレメントを選択する 

 

 

2.必要に応じて、モードを設定する 

 

 

 

 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ソリッド/ボディ/フェース/フリーエッジ/誤差エッジ 

モード 

タイプ 用途 

ベーシック エレメント間の誤差を修正する 

アドヴァンス チェックツールのAdvancedCheckにより検出されたエラーの修正 
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◆ステッチツール 

 データ品質を改善する（再計算し許容範囲内でエレメントを修正する） 

ツール（12/67） 

【基本手順】 

1.必要に応じて、対象のエレメントを選択する 

 

 

2.必要に応じて、設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ソリッド/ボディ/フェース 

✤メモ 
・自動実行が可能 
・エレメントを選択しない場合、全てのエレメントに対して実行する 
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ツール（13/67） 

◆ヒーリングとステッチの違い 

ステッチ（エッジ段差修正） 
 →ダイレクトに3Dデータを読取り 
  設定されたトレランス（許容範囲）内で 
  変形してエッジ誤差を修正する 

●ヒーリング 

●ステッチ 

ヒーリング（エッジ誤差補正） 
 →ダイレクトに3Dデータを読込み、指定された 
  トレランス（許容誤差）以上の誤差を 
  再トリム計算によりエッジを補正し 
  位相情報（Brep）を再構築する 
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◆サーフェス生成ツール 

 曲面を補完する 

ツール（14/67） 

【基本手順】 

1.フリーエッジを選択する 

2.必要に応じて、設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

✤メモ 
・選択するフリーエッジは同じボディであること 
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◆エッジ接続ツール 

 フリーエッジを接続し共有エッジにする 

ツール（15/67） 

【基本手順】 

1.必要に応じて、フリーエッジを選択する 

 

 

2.必要に応じて、設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 フリーエッジ 

✤メモ 
・エレメントを選択しない場合、全てのフリーエッジに対して実行する 
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◆エッジ接続解除ツール 

 共有エッジをフリーエッジに変換する 

ツール（16/67） 

【基本手順】 

1.必要に応じて、共有エッジを選択する 

 

 

2.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 共有エッジ 

✤メモ 
・エレメントを選択しない場合、全ての共有エッジに対して実行する 
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◆分割ツール 

 エレメントを点やエッジで分割する 

ツール（17/67） 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを選択する 

 

 

2.分割位置の基準となるエレメントを選択する 

 

 

3.必要に応じて、分割する向きを設定する 

4.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ボディ/フェース/カーブ 

✤メモ 
・一度に複数のエレメントを分割することはできない 

選択可能なエレメント 
 共有エッジ/点 
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 2つの形状、アセンブリ構造、PMI、属性を比較する 

ツール（18/67） 

【基本手順】 

事前準備：比較する2つのファイルを開く 

 開き方：2つのファイルを（Ctrlキーにて）選択して同時に開く 
      もしくは、一つ目のファイルを開いた後、二つ目のファイルをドラッグ＆ドロップ操作で開く 

 

1.対象のエレメントを2つ選択する 

 

 

2.必要に応じて、モードを設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

4.確認後、   を押して検証モードを終了する 

✤メモ 
・自動実行が可能 
・モデルツリーの解析フォルダ内に「CompareGeometry」が作成され、ダブルクリックすることで再現することが可能 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ソリッド/ボディ/フェース/パーツを座標系で/ボディを3点で 

◆比較ツール（1/3） 
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モード 

ツール（19/67） 

タイプ 用途 

形状比較 形状の差異をチェック 

アセンブリ構成比較 パーツの位置を比較 

PMI比較 注記を比較 

属性比較 属性を比較 

フィーチャー比較 パーツの履歴情報を比較 

モニカ（moniker）比較 JTファイルのモニカ（名前、テーブルインデックスなどの）情報を比較 

◆比較ツール（2/3） 

✤メモ 
・フィーチャー比較は別途ライセンスが必要 

37 



ツール（20/67） 

◆比較ツール（3/3） 

（実行結果） 結果表示をクリアにする 

クリックした位置での距離（mm）を表示する 

結果レポートを出力する 

△マークを移動し表示範囲を設定したり 
ダブルクリックし値を変更することが可能 
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 形状の肉厚（薄肉、厚肉、偏肉）をチェックする 

ツール（21/67） 

【基本手順】 

1.必要に応じて、対象のエレメントを選択する 

 

 

2.必要に応じて、モードを設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

4.確認後、   を押して検証モードを終了する 

✤メモ 
・自動実行が可能 
・エレメントを選択しない場合、全てのエレメントに対して実行する 
・モデルツリーの解析フォルダ内に「Thickness」が作成され、ダブルクリックすることで再現することが可能 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ソリッド/ボディ/フェース 

◆肉厚チェックツール（1/3） 
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モード 

ツール（22/67） 

タイプ 用途 

レイ 各点に対する面直方向の距離を算出する 

レイ＆球 各点に対する球の最大値を算出する 

レイ＆球＆レシオ 各点に対する球の直径とその球に隣接する球の直径の比率を算出す（D1/D2） 

◆肉厚チェックツール（2/3） 

・レイ ・レイ＆球 ・レイ＆球＆レシオ 
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ツール（23/67） 

クリックした位置での 
厚み（mm）を表示する 

◆肉厚チェックツール（3/3） 

結果表示をクリアにする 結果レポートを出力する 

△マークを移動し表示範囲を設定したり 
ダブルクリックし値を変更することが可能 

（実行結果） 
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 形状内、形状間のクリアランス（隙間）をチェックする 

ツール（24/67） 

【基本手順】 

1.必要に応じて、対象のエレメントを選択する 

 

 

2.必要に応じて、モードを設定する 

 

3.クリアランス値を設定する 

4.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

5.確認後、   を押して検証モードを終了する 

✤メモ 
・自動実行が可能 
・エレメントを選択しない場合、全てのエレメントに対して実行する 
・モデルツリーの解析フォルダ内に「Backlash」が作成され、ダブルクリックすることで再現することが可能 

◆クリアランスチェックツール（1/2） 

モード 

タイプ 用途 

パーツ間のクリアランス 
アセンブリ内のパーツ間や 
選択したパーツ間でチェックする 

パーツ内のクリアランス 1つのパーツ内でチェックする 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ 
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ツール（25/67） 

◆クリアランスチェックツール（2/2） 

結果表示をクリアにする 結果レポートを出力する 

△マークを移動し表示範囲を設定したり 
ダブルクリックし値を変更することが可能 

クリックした位置での隙間（mm）を表示する 

（実行結果） 
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 形状間の干渉部位をチェックする 

ツール（26/67） 

【基本手順】 

1.必要に応じて、対象のエレメントを選択する 

 

 

2.必要に応じて、モードを設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

4.確認後、   を押して検証モードを終了する 

✤メモ 
・自動実行が可能 
・エレメントを選択しない場合、全てのエレメントに対して実行する 
・モデルツリーの解析フォルダ内に「Collision」が作成され、ダブルクリックすることで再現することが可能 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ 

◆干渉チェックツール（1/2） 
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ツール（27/67） 

◆干渉チェックツール（2/2） 

結果表示をクリアにする 結果レポートを出力する （実行結果） 
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 形状の抜き勾配の状態をチェックする 

ツール（28/67） 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを選択する 

 

 

2.抜き方向と角度を設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

4.確認後、   を押して検証モードを終了する 

選択可能なエレメント 
 ボディ 

◆ドラフトチェックツール（1/2） 
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✤メモ 
・モデルツリーの解析フォルダ内に「Draft」が作成され、ダブルクリックすることで再現することが可能 



ツール（29/67） 

◆ドラフトチェックツール（2/2） 

結果表示をクリアにする 結果レポートを出力する 

△マークを移動し表示範囲を設定したり 
ダブルクリックし値を変更することが可能 

クリックした位置での角度（°）を表示する 

（実行結果） 
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 形状のアンダーカット部位をチェックする 

ツール（30/67） 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを選択する 

 

 

2.抜き方向を設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

4.確認後、   を押して検証モードを終了する 

選択可能なエレメント 
 ボディ 

◆アンダーカットチェックツール（1/2） 
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✤メモ 
・モデルツリーの解析フォルダ内に「Undercut」が作成され、ダブルクリックすることで再現することが可能 



ツール（31/67） 

◆アンダーカットチェックツール（2/2） 

結果表示をクリアにする 結果レポートを出力する （実行結果） 
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 投影面積を算出し、投影面を出力する 

ツール（32/67） 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを選択する 

 

 

2.抜き方向を設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

4.確認後、   を押して検証モードを終了する 

✤メモ 
・自動実行が可能 
・モデルツリーの解析フォルダ内に「Projected Surfase」が作成され、ダブルクリックすることで再現することが可能 

選択可能なエレメント 
 ボディ 

◆投影面計算ツール（1/2） 
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ツール（33/67） 

◆投影面計算ツール（2/2） 

結果表示をクリアにする 結果レポートを出力する （実行結果） 
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◆測定作成ツール 

 2つのエレメントの距離、曲線の長さ、半径、直径を算出し、注記を作成する 

ツール（34/67） 

✤メモ 
・作成後の注記は、選択ツールに切り替えて選択して再度位置を調整することが可能 
・モデルツリーの注記フォルダに作成される 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを2つ選択する 

 

 

2.作成位置を調整する 

  矢印のマニピュレータを移動する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 ボディ/フェース/共有エッジ/カーブ/ピック点 
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◆テキスト注記作成ツール 

 任意のテキストを作成する 

ツール（35/67） 

✤メモ 
・作成後の注記は、選択ツールに切り替えて選択して再度位置を調整したり、テキストボックスを 
 ダブルクリックするとテキストの編集が可能 
・作成したエレメントはモデルツリーの注記フォルダ内に作成される 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを選択する 

 

 

2.テキストボックスをクリックしてから、ボックス内をダブルクリックしテキストを編集する 

3.作成位置を調整する 

  矢印のマニピュレータを移動する 

4.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ボディ/フェース/共有エッジ/カーブ/点 
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◆頂点座標作成ツール 

 点座標の算出し、注記を作成する 

ツール（36/67） 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを選択する 

 

 

2.作成位置を調整する 

  矢印のマニピュレータを移動する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 ピック点 

✤メモ 
・作成後の注記は、選択ツールに切り替えて選択して再度位置を調整することが可能 
・作成したエレメントはモデルツリーの注記フォルダ内に作成される 
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◆境界ボックス作成ツール 

 指定した座標系を基準としたエレメントを囲む最小立方体の大きさを算出し、作成する 

ツール（37/67） 

【基本手順】 

1.基準となる座標系を選択する 

2.対象のエレメントを選択する 

 

 

3.作成位置を調整する 

  矢印のマニピュレータを移動する 

4.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ソリッド/ボディ 

✤メモ 
・作成後の注記は、選択ツールに切り替えて選択して再度位置を調整することが可能 
・作成したエレメントはモデルツリーの注記フォルダ内に作成される 
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◆面積作成ツール 

 面積を算出し、注記を作成する 

ツール（38/67） 

✤メモ 
・作成後の注記は、選択ツールに切り替えて選択して再度位置を調整することが可能 
・作成したエレメントはモデルツリーの注記フォルダ内に作成される 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを選択する 

 

 

2.作成位置を調整する 

  矢印のマニピュレータを移動する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ソリッド/ボディ/フェース 
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◆座標系作成ツール 

 座標系を作成する 

ツール（39/67） 

✤メモ 
・作成後の座標系は、選択ツールに切り替えて選択して再度位置を調整することが可能 
・作成したエレメントはモデルツリーの座標系フォルダ内に作成される 

【基本手順】 

1.必要に応じて、対象のエレメントを選択する 

 

 

2.必要に応じて、座標値を設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 ピック点 
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◆断面ツール 

 断面線の作成や断面表示をする 

ツール（40/67） 

✤メモ 
・断面方法の「クリッピング平面」は、表示ツールのクリッピングアイコン、またはCキー使用と同じ操作 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを選択する 

 

 

2.必要に応じて、断面方法を設定する 

 

 

 

3.断面方法が「選択で指定」の場合、基準となるエレメントを選択する 

4.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ボディ 

断面方法 
 
 
 

選択で指定 断面線を作成する 

クリッピング平面 断面表示する 
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◆ドローイング作成ツール 

 図面を作成する 

ツール（41/67） 

✤メモ 
・Ver4.1の新機能 

【基本手順】 

1.必要に応じて、対象のエレメントを選択する 

 

 

2.シートやビュー方向を設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

 

4.ファイルを保存する 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ 

59 



◆ボディマージツール 

 複数のボディを一つにまとめる 

ツール（42/67） 

✤メモ 
・同じパーツ内のボディが対象で結果的にボディが一つになる 

【基本手順】 

1.マージするボディを2つ以上選択する 

 

 

2.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 ボディ 

実行後 実行前 
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◆メッシュ再生成ツール 

 メッシュ構成を再計算する 

ツール（43/67） 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを選択する 

 

 

2.必要に応じて、設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ソリッド/ボディ/フェース 

・最大サグ（mm） ・最大長（mm） ・最大角度（°） 

最大サグ0.1mm 最大サグ1.0mm 

✤メモ 
・Mキーを押すとメッシュ表示に切り替えられる 
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◆オフセットツール 

 エレメントをオフセットする 

ツール（44/67） 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを選択する 

 

 

2.オフセット値を設定する 

3.必要に応じて、タイプを設定する 

 

 

 

 

4.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ボディ/フェース 

✤メモ 
・負の値も入力可能 

 タイプ 
 
 

 
 
 

ベーシックオフセット オフセットした形状のみ残す 

複製しオフセット 元の形状も残す 

厚み付けオフセット シェル形状にする 

実行前 ・ベーシックオフセット 

・複製しオフセット 

・厚み付けオフセット 
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◆収束点修正ツール 

 フェースの制御点を移動する 

ツール（45/67） 

【基本手順】 

1.フェースを選択する 

 

 

2.フェースの制御点を選択する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ボディ/フェース 

特異点を修正 

実行後 実行前 

✤メモ 
・他の対応方法としては、フェースを削除してからサーフェス生成ツールで再作成する 
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◆スムージングツール 

 フェースをスムーズ化する 

ツール（46/67） 

【基本手順】 

1.フェースを選択する 

 

 

2.必要に応じて、設定する 

 

 

 

 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 フェース 

✤メモ 
・他の対応方法としては、フェースを削除してからサーフェス生成ツールで再作成する 

実行後 実行前 

・曲率変位の 
 スムージング（5） 

・曲率変位の 
 スムージング（80） 

・サーフェス 
  制御点を正則化 

 タイプ 
 

 
 
 

曲率変位のスムージング 
（曲率変化の割合） 

曲率変化を最小限に抑える 

サーフェス制御点を正則化 サーフェスの方向に正則に制御する 
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◆接線連続化ツール 

 隣接するフェースを接線連続化する 

ツール（47/67） 

【基本手順】 

1. 2つのフェースを選択する 

2.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

✤メモ 
・最初に選択したフェース（補正するフェース）が修正され、2番目に選択したフェース（対象フェース）は 
 修正されない 

ヒーリング後 

補正する 
フェース 

対象フェース 

実行後 

実行前 
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◆フェーストリムツール 

 フェースをフリーエッジでトリミングする 

ツール（48/67） 

【基本手順】 

1.トリミングするフェースを選択する 

2.基準となるフリーエッジを選択する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

✤メモ 
・フリーエッジがトリミングするフェース上にない場合は、フェースに投影される 
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◆フェース延長ツール 

 フェースを延長する 

ツール（49/67） 

【基本手順】 

1.延長するフェースのフリーエッジを選択する 

2.基準となるフェースを選択する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

✤メモ 
・基準となるフェースを選択しない場合、フェースの10%の長さが延長される 
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◆法線反転ツール 

 フェースの方向性を反転する 

ツール（50/67） 

【基本手順】 

1.方向性を反転したいエレメントを選択する 

 

 

2.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ボディ/フェース 

✤メモ 
・Bキーを押すと、エレメントの方向性を確認することができる 
・フェースの方向性を反転すると周辺のフェースとの接続性が無くなる 
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◆機密保護化ツール 

 アセンブリの内部や外部の形状、パーツの突起形状や空洞を削除し、形状を単純化する 

ツール（51/67） 

【基本手順】 

1.必要に応じて、設定する 

2.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

✤メモ 
・自動実行が可能 
・アセンブリの場合はパーツ単位で削除される 

実行後 

実行前 

・内部オブジェクトを削除 ・外部オブジェクトを削除 
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◆手動単純化ツール 

 手動にて形状を単純化する 

ツール（52/67） 

【基本手順】 

1.ボディを分割する 

  ボディを分割ボタンを押す 

2.必要に応じて、設定する 

 

 

 

3.対象のボディを選択する 

4.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

✤メモ 
・ボディ単位で維持・削除するため、ボディを分割する必要がある 

設定 
 
 
 

選択されるボディを維持 残すボディを選択する 

選択されるボディを削除 削除するボディを選択する 
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 外形を抽出する 

ツール（53/67） 

【基本手順】 

1.必要に応じて、対象のエレメントを選択する 

 

 

2.必要に応じて、設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

✤メモ 
・自動実行が可能 
・結果はメッシュデータ 

◆シュリンクラップ作成ツール 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ 

実行後 

実行前 
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◆ブーリアン演算ツール 

 ボディ間で加算、減算、積算する 

ツール（54/67） 

✤メモ 
・同じパーツ内のボディが対象で結果的にボディが一つになる 

【基本手順】 

1.演算タイプを選択する 

 

 

 

2.対象のエレメントを選択する 

 

 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 ボディ/フェース 

設定 
 
 
 

 
 
 

和演算 ボディ同士を合体する 積演算 2つのボディの共通部分を取り出す 

差演算 ボディからボディを削る フェースをマージ 離れている2つのボディを延長して合体する 
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◆境界シェイプ作成ツール 

 形状を完全に包含した立方体のボディを作成する 

ツール（55/67） 

✤メモ 
・自動実行が可能 
・元の形状を残した状態でパーツ毎にボディ（立方体）が作成される 

【基本手順】 

1.必要に応じて、対象のエレメントを選択する 

 

 

2.必要に応じて、設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 インスタンス/パーツ・アセンブリ/ソリッド/ボディ/フェース 

実行後 

実行前 

・ボックス ・円筒 
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◆中立面作成ツール 

 対峙フェースとの中立面を作成する 

ツール（56/67） 

✤メモ 
・ヒーリングした上で肉厚チェックツールにて厚みを確認してから行う 
・緑色のサーフェスが中立面（中立面の表示フィルターあり） 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを選択する 

 

 

2.必要に応じて、設定する 

 

 

 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 ボディ/フェース 

抽出モード 
 
 
 

最大肉厚（mm） 設定値より大きい厚み部分は対象外とする 

最大ドラフト角度(°） 設定値より大きい角度部分は対象外とする 実行後 

実行前 
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◆メタフェイス生成ツール 

 フェースをマージし、フェース数を削減する 

ツール（57/67） 

✤メモ 
・自動実行が可能 
・論理サーフェス、または設定した接線角度より小さい場合にマージ可能 

【基本手順】 

1.必要に応じて、対象のエレメントを選択する 

 

 

2.必要に応じて、設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 パーツ・アセンブリ/ボディ/フェース 

実行後（自動実行による） 

実行前 

（フェース数：76） 

（フェース数：50） 
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◆形状簡略化ツール 

 フィーチャー（フィレットや穴等）を削除し、形状を簡略化する 

ツール（58/67） 

✤メモ 
・自動実行が可能 

【基本手順】 

1.削除する対象のフェースを選択する 

2.形状が複雑な場合は、周囲のフェースを選択する 

3.必要に応じて、設定する 

 

 

 

 

4.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

抽出モード 
 

 
 
 

抽出可能な場合のみ エラーになるフィーチャーは削除しない 

常に 
エラーに関係なく対象のフィーチャーは
全て削除する 実行後 

実行前 
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◆フェースマージツール 

 フェースを投影してフェースをマージする 

ツール（59/67） 

✤メモ 
・形状簡略化のためのフィレット除去にも使用できる 

【基本手順】 

1.投影されるフェースを選択する 

2.マージするフェースを選択する 

3.必要に応じて、設定する 

4.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 実行後 

実行前 

投影されるフェース 

マージするフェース 
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◆タイプ変更ツール 

 フェースやフリーエッジのタイプを変更する 

ツール（60/67） 

✤メモ 
・作成した中立面の固定フリーエッジを移動可能なフリーエッジに変更し、リブ編集する際に使用できるツール 

【基本手順】 

1.必要に応じて、設定する 

2.変更するフェース、またはフリーエッジを選択する（複数可） 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

紫：固定フリーエッジ(移動不可） 

緑：普通フリーエッジ(移動可） 
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◆フラット化ツール 

 フェースを平面化する 

ツール（61/67） 

✤メモ 
・形状を簡略化する際のフィレット除去に役立つツール 
・エレメントを選択する位置（向き）によって平面化の基準が変わる 

【基本手順】 

1.対象のエレメントを選択する 

 

 

2.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 フェース/接線エッジ 

①左方向から対象の 
  フェースを選択 

実行後 

実行前 

②右方向から対象のフェースを選択 
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◆リブ編集ツール 

 リブ形状を編集する 

ツール（62/67） 

✤メモ 
・中立面作成ツールによって作成されたフェースの修正に使用できるツール 

【基本手順】 

1.フェースを選択する 

2.対象のフェースを選択する 

3.必要に応じて、設定する 

 

 

 

 

4.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

設定 
 
 
 

対象フェースを分割 分割して編集する 

できるだけ エラーに関係なく編集する 
実行後 

実行前 

対象フェースに接するエッジが 
移動可能な普通フリーエッジ（緑）では 
ない場合、事前にタイプ変更ツールを 
使用して変更する 
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◆分解アニメーションツール 

 アセンブリの分解アニメーションを作成、再生する 

ツール（63/67） 

✤メモ 
・自動作成も可能 
・アニメーションはctファイルに保存される 
・再生コントロールバーで再生速度の変更や動作の追加も可能 

【基本手順（作成方法）】 

1.対象のインスタンスを選択する 

2.並進、回転の基準となるエレメントを選択し、パラメータを設定する 

3.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

4.再生して確認する 

  ▶ボタンを押して、再生する 
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◆ダイレクトモデリングツール（1/2） 

 移動、回転、スケール、半径による既存形状の変更や新規形状を作成する 

ツール（64/67） 

✤メモ 
・実行直後であれば、Escキーを押すことで実行前の状態に戻すことが可能 

【基本手順】 

1.設定する 

 

 

 

 

2.対象のエレメントを選択する 

3.パラメータを設定する 

4.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

設定 
 

 
 
 

形状を変更 エレメントの移動、スケール変更をする 

形状を作成 
エレメントの移動、スケール変更をする 
（既存エレメントは変更しない） 
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ツール（65/67） 

・形状作成  
 新たなソリッドが別のボディで作成される 

ソリッドのフェースを 
対象に移動 

・形状変更 
 ソリッドに厚みが付いた状態となる 

◆ダイレクトモデリングツール（2/2） 

実行後 
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◆クイックスケッチツール 

 スケッチを作成する 

ツール（66/67） 

✤メモ 
・作成したエレメントはモデルツリーのカーブフォルダ内に作成される 

【基本手順】 

1.スケッチ平面を選択する 

 

 

2.作成するエレメントを設定する 

 

 

3.エレメントを作成する 

4.実行する 

  ☑ボタン、またはSpaceキーを押す 

選択可能なエレメント 
 フェース/共有エッジ/カーブ/座標系軸/点 

作成可能なエレメント 
 直線/円 

既存のフェース上に 
4本の直線で作成したスケッチ 

作成中→Line 
実行後→ccompo 
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◆ツールのカスタマイズ 

ツール（67/67） 

 ツールをカスタマイズする 

【基本手順】 

1.ツール一覧からツールバーへドラッグ＆ドロップする 

✤メモ 
・グループ化から除外する場合もドラッグ＆ドロップによる 
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表示ツール 

①表示するエレメントの指定（問題ありフェース、ワイヤーフレームなど） 

②表示するボディの指定（結果ボディ/インポートボディ/全てのボディ） 

③表示するエレメントの指定（座標系、誤差エッジ、フリーエッジなど） 

④エレメントの表示方法の指定（エッジ付きシェーディング、シェーディング、ワイヤーフレームなど） 

⑤断面表示の切り替え 

 ※アイコンを押下後、断面線を描く（Cキー押下と同等） 

⑥エレメントの表示方向の指定（正面、右側面、底面など） 

⑦エレメントの表示方向の指定 

 ※視線方向に垂直となるフェースを選択してアイコンを押下（Pキー押下と同等） 

⑧一定の大きさに拡大表示する 

⑨全体を表示する 

⑩表示方向の保存と再生 

 ※＋を押した際の表示方向が保存され、右クリックメニューで削除、名前変更が可能 

①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦ ⑧ ⑨ 

⑩ 
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種類 表示 非表示 
(構成部品・要素の) 
一部が非表示 

アセンブリ 

パート 

ボディ 
（ソリッド） 

サーフェス 

モデルツリー 

アセンブリファイル 
（複数パートファイルの集合） 

パートファイル 
（複数ソリッド(ボディ)の集合） 
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ファイルのリネームや 
削除により 
見つからないファイル 



✤メモ 
・選択しているツールによってもメニューが異なる 

右クリックメニュー 

エレメント非選択時 エレメント選択時 
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設定メニュー 

言語や単位、トレランス等の設定 
ファイルオープン時の表示方向、 
色の継承等の設定 

表示の粗さ、背面表示等の設定 

グラフィックウインドウの 
背景色、選択色の設定 

ユーザー情報の設定 解析結果の単位等の設定 
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