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1 フィルタの概要 
 フィルタとフィルタグループ 

SBC のフィルタは必ず１つのフィルタグループに所属します。フィルタグループから見た所属しているフィルタを「所属フィル
タ」と呼びます。 

 
 
フィルタグループは対象要素の種別や対象パラメータ名など、フィルタを作成するための基本的な情報を保持します。これ
により、所属フィルタにはパラメータ値を登録するだけで対象要素、パラメータ名、パラメータ値が定まるようになります。 

 
 

 フィルタと前提条件フィルタ 
SBC のフィルタは名前の通り「フィルタ」として使用して該当する要素群を取得することができます。 
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一方で、登録したパラメータ値を「正解」として扱い、Revit上でプロパティのチェックに使用することが出来ます。 

 
 
このようにプロパティチェックを行う場合には、「〇〇という条件に合致する場合」という前提条件が必要です。 

 
 
SBC では、この前提条件も「フィルタ」として作成し、１つのフィルタに「前提条件フィルタ」として登録することが出来ます。 

 
 
前提条件フィルタは複数登録することもでき、AND接続・OR接続が設定できます。 
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2 フィルタグループの作成 
フィルタを作成するには、先に所属するフィルタグループの作成が必要です。 

 フィルタグループの新規作成 
サイドバー ＞ フィルタ 

 
 
画面上部「フィルタグループ一覧」の編集ボタンを押下すると、フィルタグループ編集画面が呼び出されます。 

 
 
画面左下の「＋」ボタンで新規作成、右下「登録」ボタンで登録できます。 
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 フィルタグループの設定項目 
フィルタグループには所属フィルタに共通する事項を設定します。設定内容は以下の通りです。 
 
表：フィルタグループに設定する項目 

列名 内容 
フィルタグループ名 名前。SBC-web のプロジェクト内で固有でなければならない。 

要素種別* 
「壁タイプ」「ドアインスタンス」など、対象とする要素の種別を選択肢（マスタ）
から選ぶ。 

フィルタグループタイプ 
「命名規則」「一般」などフィルタが対象とするパラメータの種別などを選択肢から
選ぶ。 

パラメータ名 
グループタイプが「一般」「正規表現」「変数」の場合に、Revit 上のパラメータ名
を登録する。 

* 要素種別の選択肢に目当ての物が無い場合はマスタへの登録が必要です。システム管理者に問い合わせてくださ
い。 

 

 フィルタグループタイプ 
フィルタグループタイプには以下の種類があります。選択肢は SBC-Revit の挙動と関連するためシステムの固定であり、
追加は出来ません。「ファミリ名」「命名規則」「正規表現」「変数」に使用できる正規表現*については後述します。 
* ここでの正規表現はグループタイプの「正規表現」とは異なります。 

 
表：フィルタグループタイプの種類 

グループタイプ名 内容 
ファミリ名 ファミリ名が対象。値に正規表現*が使用可能。 
命名規則 タイプ名が対象。値に正規表現*が使用可能。 
一般 Revitパラメータ値が対象。 

正規表現 Revitパラメータ値が対象。値に正規表現*が使用可能。 
変数 Revitパラメータ値が対象。値を変数で指定することが可能。 

レイヤ照合 複層要素のレイヤが対象。照合方法については後述。 
複数正答 正解が複数あるようなフィルタを作成する場合に使用する。 

* 正規表現とは文字列の並び方をパターンとして記述する記法の事で、「…を含む」「…で始まる」などのパター
ンをテキストで表現する事ができます。 
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 フィルタグループとフィルタの命名規則 
フィルタグループの名前は任意ですが、SBC-web の入力補助機能のためにアンダーバーは使用できません。区切り文
字はハイフン等を検討してください。 
最初の入力補助機能がフィルタ名の入力補助です。所属フィルタ作成時にフィルタグループ名を接頭辞とするように入力
が補完されます。 

 

 
 
SBC-web にはこの他にも入力補助機能が幾つかありますが、次の例はフィルタグループ変更時のフィルタ名自動修正
機能です。アンダーバーを区切り文字として前方をフィルタグループ名と認識します。 
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3 フィルタ作成の基本 
 フィルタの作成 

フィルタグループ一覧に、フィルタを追加するフィルタグループを表示し、「所属フィルタ」ボタンを押下します。 

 
所属フィルタ一覧画面が呼び出されます。画面を編集モードに切り替えると追加・編集が可能になります。 

 
 
追加ボタンからフィルタを追加し、各列を入力します。 

 
 
フィルタの基本的な設定はフィルタグループの設定が使用されます。 

 
 
フィルタに設定する項目のうち、「標準値」は Revit上でプロパティチェックに使用する場合に ON にします。「和接続」は
前提条件フィルタを AND接続する場合に ON にします。「備考」はフィルタの説明を記述します。Revit上でプロパティ
チェック実行後のレポートにも表示されます。 
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表：列に設定する内容と入力例 
列名 内容 入力値の例 

フィルタ名 フィルタの名前 ドア素材_木製 
パラメータ値 フィルタグループに設定したパラメータの値 木製 
標準値 Revit上でプロパティチェックに使用するかどうか ON 
和接続 前提条件フィルタを AND接続するかどうか ON 

備考 
フィルタの説明。Revit 上でのプロパティチェックレポートにも表
示される。 

本体素材 が 木製 

 
入力完了後、画面右下の「登録」ボタンで編集を終了します。 

 
 

 前提条件フィルタの登録 
前提条件フィルタを登録するには、所属フィルタ一覧から「前提条件」ボタンを押下します。 

 
 
呼び出された前提条件フィルタ登録画面下段から、前提条件に使用するフィルタを選択し、登録します。 
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 Revit上でのプロパティチェック 
「標準値」を ON にしたフィルタは、Revit上でプロパティチェックを実行できます。 

 
 
SBC ＞ フィルタ からプロパティチェックを実行します。 

 
 
前提条件に合致した要素が表示され、正解として登録したパラメータ値に合致していると「OK」、異なる場合は、「NG」
となります。チェック結果が「NG」となっているフィルタの「標準値」を ON にして「更新」ボタンを押下し、自動修正をおこな
います。 

 
 
更新が完了するとチェック結果が「OK」に変わり、「標準値」がグレーアウトします。 
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自動修正を適用したドアのタイププロパティを確認すると、パラメータ名「本体素材」の値に、正解として登録した素材が
設定されたことが確認できます。 

 
 
※「標準値」の ON を木製とスチール製の２つのフィルタに変更した場合 

 
 
プロパティチェックレポートには、SBC-web で「標準値」をＯＮにした木製とスチール製の２つのフィルタのみ表示されま
す。 
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4 フィルタグループタイプ別フィルタの作成 
 一般フィルタの作成 

一般フィルタは、Revit上のパラメータを対象にするフィルタです。前章「フィルタ作成の基本」に沿って作成します。 
 
Revit上でプルダウン式になっているパラメータは、Revit内部では整数として管理されています。基本的には並び順に
対し 0 から始まる整数で値指定をすることができます。 

 
 

 ファミリ名・命名規則フィルタの作成 
ファミリ名フィルタ・命名規則フィルタは、フィルタグループ作成時に対象パラメータを「ファミリ名」「タイプ名」に限定するた
め、パラメータ名の指定はできません。 

 
 
ファミリ名フィルタ・命名規則フィルタに設定するパラメータ値には、正規表現が使用できます。 
正規表現を用いる事で「…から始まる」などの一般的なフィルタ規則だけでなく、「小文字のアルファベットから始まる」など
の複雑なフィルタ規則も設定する事ができます。 
表：正規表現の例 

内容 正規表現 
“木製ドア” から始まる ^木製ドア 

小文字アルファベットから始まる ^[a-z] 
小文字アルファベットから始まる場合があり、 

次が大文字の A 
^[a-z]?A 

 
正規表現の詳細については、“関連資料_正規表現の例 一覧表”を参照してください。 

  

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/SBC_%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%B3%87%E6%96%99_%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%81%AE%E4%BE%8B+%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8.pdf
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ファミリ名フィルタ・命名規則フィルタは、標準値列を ON にすることで Revit上のプロパティチェックとして実行する事がで
きますが、自動修正は出来ない事に留意してください。 

 

 正規表現フィルタの作成 
正規表現フィルタに設定するパラメータ値には、正規表現が使用できます。正規表現を用いることでパラメータに「アルファ
ベットの符号がきちんと入力されているか」などのフィルタ規則を設定することが出来ます。パラメータ内容をチェック対象と
していますが一般フィルタと違い「値」の自動修正はできません。 
これにより、キーノートやアセンブリコードに対しての前方一致などのフィルタリングが使用可能になります。 
 
「C1020」とアセンブリコードが設定された内部ドアがあり、これを正規表現を使ってフィルタリングするとします。 

 
 
正規表現フィルタを使い、アセンブリコードをフィルタリングするための正規表現をパラメータ値に設定します。 

 
 
正規表現に適合した設定が行われている内部ドアは「OK」となります。 
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正規表現フィルタは前方一致で使用できるため、より細かいアセンブリコードが設定されている内部ドアだとしてもチェック
結果は「OK」となります。 

 
 

 変数フィルタの作成 
変数フィルタでは、タイプ名の一部を変数として扱うことが出来ます。前提条件フィルタを使用し要素を絞り込んだ後に、
変数フィルタの「値」に入力された正規表現によって値を取り出し、標準値適用することができます。 
そのため、例えば梁符号が G1 から G20 まであった場合、通常それら全てをフィルタしようとすると命名規則フィルタを 20
個作る必要がありますが、変数フィルタの場合は 1 つのフィルタを作成することで適用が可能になります。 
 
Revit側で"2FL_G1", "3FL_G2", "3FL_G3" というタイプ名の梁が存在し、[部材記号]をそれぞれのタイプ名のア
ンダーバー以降の文字を適用するとします。 

 
 
タイプ名を変数としたい要素の前提条件フィルタと変数フィルタを作成し、変数フィルタではパラメータ名を設定します。 
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前提条件フィルタで、アンダーバー以降の文字をフィルタリングするための正規表現を設定し、変数フィルタではアンダーバ
ー以降の文字を標準値適用するための正規表現を設定します。 

 
 
標準値適用後、部材記号にタイプ名のアンダーバー以降の文字が設定されたのがわかります。 

 
 

 
 

 
 
なお、標準値適用の対象となるのは文字列型のパラメータのみとなりますのでご注意ください。 
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 レイヤ照合フィルタの作成 
SBC では、壁や天井などの複層要素のレイヤを扱う事ができます。 
レイヤを扱う場合には、フィルタグループタイプを「レイヤ照合」にし、要素種別を「壁タイプ」や「天井タイプ」としてフィルタを
作成します。この時、パラメータ名は自動的に「レイヤ」となり、編集できません。 

 
 
レイヤ照合フィルタを作成する場合のみ、「レイヤ規則名」と「レイヤ所在」が設定可能となります。 
一般フィルタで「パラメータ値」を設定するように、レイヤ照合フィルタではこの２つを設定します。 
なお、レイヤ照合フィルタでは「パラメータ値」は使用しません。 

 
 
「レイヤ規則名」には、SBC-web に登録した「レイヤ規則」を設定します。 
「レイヤ規則」は、ユーザが作成するレイヤの並び、マテリアル、厚さなどの規則です。作成方法は後述します。 
「レイヤ所在」にはレイヤのどの部分を照合するかを選択肢から設定します。 

列名 設定する内容 

レイヤ規則名 
SBC-web に登録している「レイヤ規則」から、このフィルタのパラメータ値として
使用する規則を選択する。 

レイヤ所在 
「外表層」「コア全層」などの選択肢からどのレイヤを照合するか設定する。
Revit上の複層設定のうち、躯体境界の外側のレイヤを照合する、躯体境界
内のレイヤを照合する、などが設定できる。 
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レイヤ所在の選択肢は、「外表層」「内表層」「コア全層」「コア中央」の４つがあり、前三者は躯体境界を基準にしてレ
イヤの照合箇所を特定できるようになっています。 

 
 
レイヤ照合フィルタを Revit上のプロパティチェックに使用した場合、レイヤ規則の内容に従って自動修正を実行する事
も出来ます。 

 

 複数正答フィルタの作成 
複数正答フィルタは、複数のフィルタを OR条件で接続して１つのフィルタにまとめるためのフィルタです。従ってフィルタグ
ループタイプを複数正答とした場合、パラメータ名は無効になり、フィルタ作成時のパラメータ値も無効となります。 

 
 
複数正答フィルタの「正答」となるフィルタは、専用の登録画面から登録します。 
フィルタページの下段「フィルタ一覧」に対象のフィルタを表示し、右端「複数正答」を押下します。 
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前提条件フィルタの登録と同様に、複数正答として登録するフィルタを選択、登録します。 

 
 
複数正答フィルタを Revit上のプロパティチェックに使用した場合、登録した子フィルタのいずれかに合致すれば OK とな
ります。パラメータ値の正答が複数のように振る舞うため、自動修正は実行できません。 
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5 レイヤ規則の作成手順 
 レイヤ規則の概要 

レイヤ規則は、フィルタが照合するパラメータ値としてレイヤを照合するための規則です。 

 
 
レイヤ規則の基本的な考え方として、躯体境界の内側と外側を分けて規則を登録します。 

 
 
このように規則を作成する事で、例えば LGS壁の外側ボードと内側ボードが同じ構成の場合に、同じ規則で照合する
事ができます。 
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LGS壁を例に挙げた場合、一般的なレイヤ構成の管理において、ボード部分に対して呼称を用いる場合が多くありま
す。SBC のレイヤ規則は、このようなケースを自然な形で管理できる仕組みです。 

 
 
例として、このような外側と内側のレイヤ構成を独立した変数のように管理する方法にタイプ名に用いた場合、タイプ名
規則を前提条件としたレイヤ照合フィルタを作成して、レイヤを照合する、という流れになります。 
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 レイヤ規則グループの作成 
レイヤ規則は必ず１つのレイヤ規則グループに所属します。従って、先にレイヤ規則グループを作成します。 
サイドバー ＞ レイヤ規則 

 
 
レイヤ規則グループ一覧の編集ボタンを押下し、レイヤ規則グループを作成します。 

 
配置基準には、レイヤを照合する際の基点を指定します。詳細は次項を参照してください。 
 

 レイヤ規則の作成 
レイヤ規則グループ作成後、ページ下部のレイヤ規則一覧の編集ボタンを押下し、レイヤ規則を作成します。 

 
「レイヤ規則名」は、グループ名と略号を設定すると自動で設定されます。略号にはレイヤ規則の中身が分かるような文
字や数値を設定します。 
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 レイヤを照合する箇所の指定 
SBC のレイヤ照合は複数の変数によって照合箇所を指定します。 
設定の多くは表層部分を照合するためのものです。レイヤ照合フィルタのレイヤ所在を「外表層」「内表層」とした場合、
レイヤ規則グループで配置基準を定めて、レイヤ規則詳細でインデックスを指定します。 
 
配置基準がコアの場合は、躯体境界からインデックスが増えるように指定します。 
【配置基準が「コア」の場合】 

 
 
配置基準が外表の場合、最も外側のレイヤからインデックスが増えるように指定します。 
【配置基準が「外表」の場合】 

 
 
この２つの使い分けは、ボードの上にタイルのような厚みのある仕上げレイヤがあるケースや、増し張りボードがあるケース
に対応するものです。 
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レイヤ照合フィルタのレイヤ所在をコア全層とした場合、レイヤ規則グループの配置基準に依らず外側からインデックスが
増えるように指定します。ただし、配置基準を未選択とするのは許容されないので「コア」としてください。 
【レイヤ所在がコア全層の場合】 

 
 
レイヤ照合フィルタのレイヤ所在をコア中央とした場合、レイヤ規則グループの配置基準に依らずインデックスを 0 に指定
します。ただし、配置基準を未選択とするのは許容されないので「コア」としてください。 
【レイヤ所在がコア中央の場合】 

 
コア中央に複数層設定したい場合は、0 を基準にインデックスを設定します。 
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 レイヤ規則詳細の登録 
レイヤ規則を作成した後、各規則にレイヤ規則詳細を登録します。対象の規則の「レイヤ規則詳細」を押下します。 

 
 
編集画面で照合するレイヤを登録します。 

 
 
各列は Revitの複層編集と同様に設定します。SBC固有の物については後述します。 

列名 設定する内容 

マテリアル 
SBC-web の「マテリアルマスタ」に登録されているマテリアルから選択する*。 
*目当てのマテリアルが無い場合はマスタ登録が必要であるため、システム管理
者に問い合わせてください。 

厚み レイヤの厚みをmm単位で入力する。 

厚み照合 
ON の場合、レイヤの厚みを含めて照合する。OFF の場合は厚み以外を照合
する。 

インデックス レイヤの並びを整数で指定する。詳細は次項参照。 
機能 Revit の複層編集における「機能」に相当。 
種別 躯体境界の内側か外側かを指定する。 
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 レイヤが無い状態の照合 
複層の表層において、レイヤが無い状態が正しい場合があります。このようなケースを照合する場合、レイヤ規則詳細の
登録が無いレイヤ規則を作成します。なお、自動修正をすることはできないので注意してください。 

 
 
レイヤ規則詳細の登録が無いレイヤ規則は、レイヤ規則一覧で「インデックス指定無し」として確認できます。 
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6 レイヤ照合の挙動詳細 
 基本設定動作 

「レイヤ所在」と「配置基準」の選択によってインデックスの設定が変わり、Revit でのレイヤのチェック動作が変わります。 
インデックスの設定は必ず 0 を含み、かつインデックスが連続するように設定します。 

 
 
「コア全層」/「コア中央」を選択した場合、配置基準を未選択とするのは許容されないので「コア」としてください。 

 
 
なお、「コア中央」は元のレイヤ設定によっては正しく動作しないため、「コア全層」で躯体境界内のレイヤをチェック・修正
してから使用してください。 

  

外表層 

内表層 
内表層 

外表層 

コア全層 コア中央 
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 レイヤ規則チェックの設定パターン 
基本設定動作の組み合わせにより、様々なパターンのレイヤ構成をチェックすることができます。 
 
＜例 1＞ボードの上にタイルのような厚みのある仕上げレイヤがある場合 

L-2/L-2_100 のレイヤ規則を流用して、L-2/L-2+タイル_100 をチェック 

  
配置基準「外表」で「１枚足している」状況をチェックできます。 

＜タイプ名：L-2/L-2_100＞ 

 

＜タイプ名：L-2/L-2+タイル_100＞ 

Shell チェック規則の外側にレイヤがあると 
チェック結果「WARNING」として確認できます。 

先に、手動でのレイヤ追加が必要です。 
※Shell チェック規則と干渉して「NG」判定が 
出続ける場合があります。 
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＜例 2-1＞躯体境界内に複数のレイヤを配置する場合 
コア全層でチェック

 
  

躯体境界 

躯体境界 

外 

内 

Revit 上のレイヤイメージ 

LGS t100 

GB-F t12.5 
GB-H t9.5 

GB-H t9.5 
GB-F t12.5 

躯体境界内に複数のレイヤを配置する場合、コア全層でチェックしてください。 
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＜例 2-2＞構成は同じで、LGS の厚みだけが違う複数の壁をチェックする場合（チェックレイヤが 1層） 
（例 2-1 を参考にした耐火壁タイプの流用チェック） 
コア全層 + コア中央でチェック 

 
レイヤ所在「コア全層」のインデックス 2 のレイヤは「厚み照合」の項目を OFF にします。 

 
 
コアレイヤ部のみ「コア中央」でチェックを行います。 

 
※ここで、コア全層のインデックス２の厚み照合を ON の状態にしていると、コア中央の厚みの設定によっては NG判定
が出続ける場合があります。 
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＜例 2-3＞構成は同じで、LGS の厚みだけが違う複数の壁をチェックする場合（チェックレイヤが 2層） 
（例 2-1 を参考にした流用チェック） 
コア全層 + コア中央でチェック 

 
レイヤ所在「コア全層」のインデックス 2、3 のレイヤは「厚み照合」の項目を OFF にします。 
コアレイヤ部のみ「コア中央」でチェックを行います。 

  

チェックするレイヤが偶数の場合、 
真ん中の上側のレイヤを 
インデックス 0 として設定してください。 
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＜例 3＞全レイヤを一つのレイヤ規則でチェックしたい場合 
コア全層、種別「Shell」でチェック 
種別「Shell」を使うことでコア層外のレイヤをチェックすることができます。 

 

 
  

＜反対面にボード必須の事情があった場合＞ 

<増し張りボードが要るような場合> 

先に、手動でのレイヤ追加が必要です。 
※コア全層のチェック規則と干渉して 
「NG」判定が出続ける場合があります。 

※LGS層厚みはコア中央チェックとします。 
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 レイヤ規則チェックの設定 NGパターン 
レイヤ規則のチェック・自動修正を行う際、元のレイヤの設定は問いません（コアレイヤ一枚のみの状態でも、複数層あ
る状態でも可）。 

 
しかし、元のレイヤ設定によっては正しくチェックが行われない、または適用エラーになるといった設定の NGパターンを記載
します。基本的には前章の内容に則った設定を行えば問題ありませんが、注意事項として確認してください。 
 
① 【躯体境界内の設定】 

元のレイヤ設定が複数層あった場合、外表層、内表層、コア中央だとチェックされないレイヤが出てくることがありま
す。 
→ 「コア全層」で設定する。流用を考え、コアレイヤは「コア中央」でチェックする。（設定パターンの例 2-2、2-3） 
 
なお、「コア全層」と「コア中央」の躯体境界内の挙動は以下のようになっています。 
〈コア全層：躯体境界内のレイヤをすべて置き換える〉 

 
〈コア中央：躯体境界内の真ん中をインデックス 0 として元のレイヤが置換される〉 
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② 【機能による適用エラー】 
元のレイヤの機能と、レイヤ規則で設定した「機能」が干渉し、適用エラーが起こる場合があります。 

 
下記の設定を行った場合に、本来は 2番目のレイヤが置換されますが、1番目のレイヤの機能が「仕上げ 1」であ
るため、「仕上げ 2」で設定しているレイヤ規則に置換することができず、適用エラーが発生します。 
 
〈レイヤ規則〉 
・レイヤ所在：外表層  ・配置基準：コア  ・インデックス：0  ・機能：仕上げ 2 

 
 
〈レイヤ構造〉 

 
 
③ 【レイヤ所在と種別の設定】 

レイヤ照合フィルタのレイヤ所在が「コア全層」で、設定したレイヤ規則のレイヤ規則詳細に種別「Core」の登録が
ない場合、適用エラーが起こります。 
 
「コア全層」とする場合は、躯体境界内のレイヤすべてが置き換わる対象となります（①参照）。 
そのため、Revit のレイヤ構造として、躯体境界内にコアが必要であるのと同様に、プロジェクト設定においても、レ
イヤ規則詳細で種別「Core」を１つ以上登録する必要があります。 
また、種別「Core」がない状態で自動修正を実行すると、誤った位置にレイヤが挿入される場合があります。 
この場合、自動修正の実行後もチェック結果が NG と表示されたままとなります。 

 
  

ここのレイヤを置換したい 

干渉 
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7 その他 
 命名規則の事前チェック 

SBC-web でのフィルタ作成の前に、Revit プロジェクトファイル内のタイプ名の命名規則を事前に確認します。 
タイプ名を抽出することができる正規表現を確認することで、作成する命名規則フィルタを検討することができます。 
 
SBC ＞ フィルタ▼ ＞ 命名規則事前チェック 

 
 
命名規則をチェックしたいカテゴリを選択すると、プロジェクトファイル内に存在するファミリのタイプ名が表示されます。 
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特定のタイプ名を抽出するための正規表現を入力し、検索ボタンを押下すると、正規表現に一致したものと不一致のも
のに分かれて表示されます。 
 
例）標準壁の材質を条件にしたフィルタを作成する場合 

  
^L：先頭の文字が L                      ^[LA]：先頭の文字が L または A 

    
 
不一致の中に、命名規則から外れたタイプ名が確認できます。しかし、作成したいフィルタの対象ではないファミリの場合
もあるので、タイプ名の修正は適宜判断して行ってください。 
 
○：チェック対象外のファミリのため修正不要   
×：命名規則から外れたタイプ名であるため修正が必要 

   
 
このように正規表現を確認することで、作成する命名規則フィルタの検討をすることや、ファミリがフィルタチェックから漏れて
しまうことを防ぐことができます。 

  

 
 

〇標準壁でない 
×材質「L」が先頭にきていない 

×材質を表す先頭の「a」が 
小文字 

 
〇材質が確定する
前段階のファミリ 
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また、ヘルプは正規表現作成の補助として使用することができます。 
 
ヘルプボタンを押下します。 

 
 
ここから様々な種類の正規表現が作成できます。 

 
 
文字を入力し作成ボタンを押下すると、正規表現が作成され、コピーして使用することができます。 

 
 
さらに、作成した正規表現を流用することで複雑な正規表現の作成が簡単にできます。 

 
  

ＬまたはＡのいずれかの 1文字の後に 
0～9 が複数文字、その後に 3 がくる 
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