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PTC Creo Essentials パッケージ

PTC® CREO® ESSENTIALS パッケージ
製品開発作業向けに最適化された強力な 3D CAD ソリューション

製品設計や製造に携わる企業は常に、短期間でより多くの
製品を開発することを求められます。しかも、革新性や品
質を犠牲にすることは許されません。

PTC の 3D 製品設計ソリューション「PTC Creo」には、 
エンジニアが最高品質の設計を最短期間で作成するために
最適なツールが揃っています。

PTC は、今日の市場でほかに類を見ない極めて広範な 
3D CAD 製品開発パッケージを提供しています。PTC 特
定販売代理店を通じてのみご利用いただける PTC Creo 
Essentials パッケージは、操作性に優れ、他社製品に比
べてお手頃な価格設定で、いつでもアップグレードが可能

なため、個々の設計作業や拡大するビジネス要件の幅広い
ニーズを満たすことができます。

どのパッケージにも、直観的に操作できる便利な 3D CAD 
機能が多数備わっています。

また、お客様の 3D CAD ソリューションは、PTC 製品開
発システムの重要な一部であり、製品データ管理 (PDM) 
および製品ライフサイクル管理 (PLM) のための PTC 
Windchill® や工学技術計算のための PTC Mathcad® な
ど、業界をリードするほかの PTC ソリューションにシー
ムレスに接続します。
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PTC Creo Essentials パッケージ ̶ 概要
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2D 図面の自動作成および自動更新.............................................................................................................
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パラメトリックおよびフリースタイル サーフェシング 

• スイープ、ブレンド、延長、オフセットをはじめとする専用のフィーチャーにより、 
複雑なサーフェス ジオメトリを作成できます。

• サブディビジョナル モデリング機能を使用して自由曲面形状やサーフェスを迅速に作成でき
ます。

• マルチレベル サブディビジョナル モデリングにより、既存の形状を変更することなくサー
フェスをより詳細に制御できます。

• 正接制御によって既存のカーブやエッジに揃えることで、フリースタイル ジオメトリをパラ
メトリックに制御できます。

2D 図面の自動作成および自動更新

• ASME、ISO、JIS などの国際規格に準拠した 2D / 3D 図面を作成できます。
• テンプレートを使用して図面の作成を自動化できます。
• バルーン注記により、関連部品表 (BOM) を自動的に作成できます。

部品およびアセンブリの 3D 設計

• どのような複雑なモデルでも、正確なジオメトリを作成できます。
• ラウンド、面取り、穴など、堅牢なエンジニアリング フィーチャーを構築できます。
• ファミリー テーブルを使用して部品のバリエーションを作成できます。
• 詳細かつ高速なアセンブリ モデリングが可能です。
• 静的および動的に干渉を検出できます。

アセンブリ管理およびパフォーマンス ツール

• 軽量表示を使用して、大規模なアセンブリでもすばやくロードできます。
• 簡略表示をその場で作成できます。
• 独自の Shrinkwrap™ ツールを使用して、軽量かつ正確なモデル表示を共有できます。

画期的なマルチ CAD データ交換

• STEP、IGES、DXF、STL、VRML、AutoCAD DWG、DXF (3D データとそれに関連した 2D 
データをインポート)、ACIS 形式のインポート / エクスポート、Parasolid 形式のインポー
ト / エクスポートなど、多数の標準的なファイル形式で作業できます。

• Unite テクノロジにより、CATIA®、Siemens® NX ™、SolidWorks®、Autodesk Inventor®、
Solid Edge® などほかの CAD システムからデータを変換できます。

• 管理するビジネス オブジェクトやファイルを増やすことなく、PTC Creo 以外のデータを設
計に直接組み込むことができます。
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機構設計

• 機械的な接続を作成できます。
• 設計のキネマティック モーションを検証します。
• 干渉の検出と回避のためにモーション エンベロープを設定できます。

プラスチック部品設計

• ドラフトおよび 3D の厚みの評価をはじめとする包括的な解析ツール
• モールド充填機能 
• 統合測定ツール

フレーム構造および溶接設計

• ユーザー インタフェースがフレーム構造の設計プロセス用に最適化されています。
• モデルから、質量特性、クリアランス、干渉、コスト データなどの重要な情報を 
抽出できます。

• 完全な 2D の溶接ドキュメントを簡単に作成できます。

リアルなレンダリングおよび 3D アニメーション

• 大規模アセンブリをレンダリングする際にも、正確でフォトリアリスティックな製品イメー
ジをすばやく作成できます。

• 反射を伴うシェードにより、金属、ガラス、塗料、プラスチックなどのさまざまな材料分類
を表示できます。

• モデリング環境から直接、組み立て / 分解アニメーションを作成できます。

板金設計

• 合理的なユーザー インタフェースを使用して、ウォール、ベンド、パンチ、フランジ、フォー
ム、リリーフを簡単に作成できます。

• 3D ジオメトリからフラット パターンを自動生成できます。
• 形成された状態と平展開された状態の板金設計を同時に動的にプレビューできます。
• ソリッド部品を板金に簡単に変換できます。
• 板金設計のパラメータ (ベンド許容など) を簡単に定義できます。
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部品およびアセンブリの構造解析

• 部品およびアセンブリの標準的な線形静解析を実行できます。
• 高速で自動的なメッシュと解収束が可能です。
• 包括的でカスタマイズ可能な材料ライブラリが用意されています。

運動解析

• スプリング、ダンパー、モーター、摩擦、重力、カスタムの動的負荷を反映して製品の 
パフォーマンスを評価します。

• 設計検討を使用して一定範囲の入力変数での機構パフォーマンスを最適化します。
• 干渉およびスペース要求調査で使用する正確なモーション エンベロープを作成します。
• 高品質のアニメーションをダイナミック シミュレーションから直接作成します。

製品データ管理 (PDM)

• CAD モデル、その構造、関係性 (PTC Creo、AutoCAD、SolidWorks、Inventor、 
Pro/ENGINEER、PTC Creo Elements/Direct、PTC Mathcad) を保護し、制御およびコラ
ボレーションを改善できます。チェックイン / チェックアウト機能により、Microsoft Word 
や Microsoft Excel などのオフィス ドキュメントを管理できます。

• 組み込みの 3D ビューおよびマークアップ ユーティリティを使用して、非 CAD ユーザーで
も設計の表示、断面表示、測定、マークアップを行うことができます。

• 強力な検索ツールを使用して、設計を迅速かつ容易に検索、コピー、または名前変更できる
ため、製品情報の発見と設計の再利用が改善されます。

• インストール ウィザードおよびコンフィギュレーション ウィザードを使用すると、セット
アップ作業が大幅に簡素化されるため迅速な展開が可能になり、価値実現までの期間を短縮
できます。

ダイレクト モデリング (フレキシブル モデリング)

• 設計意図にかかわらず PTC Creo データを変更できます。
• ソース (Solidworks、STEP など) に関係なく、PTC Creo 以外のデータを修正できます。
• インポートしたジオメトリのラウンド、面取り、パターン、対称を認識できます。
• 設計意図を作成または再作成し、編集をフィーチャーとして記録できます。
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コンカレント設計機能

• 設計基準を策定して励行することで、複数の開発作業の同時進行をサポートします。
• アセンブリ参照と不必要な関係を管理および制御できます。
• 依存関係のグラフィック表現を表示して、コンポーネントの関連付けと変更の伝播を理解で
きます。

• アセンブリ データを操作し、システム パフォーマンスを管理する機能が強化されています。

トップダウン設計ツール

• アセンブリ構造を計画し、アセンブリ設計プロセスを管理できます。
• コンフィギュレーション規則を定義し、受注設計製品の作成を自動化できます。
• 専用の機能により、アセンブリ プロセス プランニング ドキュメントの作成を合理化でき 
ます。

© 2014, PTC Inc. All rights reserved. ここに記載された情報は情報提供のみを目的としており、事前の通知なしに変更される可能性があります。 
また、PTC が保証、約束、条件提示、提案を行うものではありません。PTC、PTC ロゴ、Product & Service Advantage、Creo、Elements/Direct、
Windchill、Mathcad、Arbortext、PTC Integrity、Servigistics、ThingWorx、ProductCloud およびその他すべての PTC の製品名およびロゴは、
米国およびその他の国における PTC またはその子会社、あるいはその両方の商標または登録商標です。その他の製品名または企業名はすべて、各所有
者の商標または登録商標です。
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パイピングおよびケーブリング設計

• フラット ケーブルの自動配線、仕様に基づく設計、自動的な配管 ･配線などの機能を完備し、
設計をスピード化して、設計規則や図面作成ロジックの順守を可能にします。

• 標準的な継ぎ手やコネクタのカスタマイズ可能なライブラリが用意されています。
• 製造可能性および干渉をチェックできます。
• フラット パターンの自動作成を含む、情報連携性のあるハーネス製造機能を提供します。
• 等角投影図、ベンド テーブル、ネイル ボード図、関連するワイヤの長さ、部品表などの付属
ドキュメントを自動的に作成できます。
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