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〒105-7123　東京都港区東新橋1-5-2　汐留シティセンター
E-mail:contact-plm@cs.jp.fujitsu.com

富士通株式会社

受付時間 9:00～17:30
（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）0120-933-200

富士通コンタクトライン
■製品・サービスについてのお問い合わせは■お問い合わせ先

各条件を満たす富士通CELSIUSシリーズ、富士通ESPRIMOシリーズ、富士通LIFEBOOKシリーズ、その他のWindows搭載PC

Intel プロセッサ 1GHz 以上

2.0GB 以上

5.0GB 以上

1280×1024ドット以上

下記サイトの稼動確認状況をご参照ください ※1
http://jp.fujitsu.com/solutions/plm/cadcam/icadsx/hardware/

・CD/DVD-ROMドライブ（インストール用）
・LANアダプタ（ライセンス管理用）
・3ボタンマウス（操作性をフルに活かすため）、キーボード

※1）一部のグラフィックボードにおいて、表示の不具合が発生する場合があります　※2）ネットワークライセンスのサーバは、iCAD SX本体の対応OSでも動作可能です
● Windowsは米国Microsoft Corporation の米国および、その他の国における登録商標です　● その他、記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です
● 文章・画像等の無断転載及び複製はご遠慮ください　● 仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください

コンピュータ本体

CPU

メモリ

ストレージ領域

ディスプレイ

グラフィックアクセラレータ

その他

日本語版OS

ネットワークライセンスのサーバ

Intel プロセッサ 1GHz 以上

1.0GB 以上

0.1GB 以上

－

－

・CD/DVD-ROMドライブ（インストール用）
・LANアダプタ（ライセンス管理用）

本体

双方向変換

インポート

エクスポート

3次元ファイル形式

IGES ・ STEP ・ Parasolid ・ STL ・ JT *

CATIA V5 * ・ I-deas * ・ Pro/E *・ NX *

VRML ・ VPS

2次元ファイル形式

DXF ・ DWG ・ IGES * ・ DMNDOS * ・ BMI * ・ MCD * ・ MicroCADAM図面 *

ME10

－

■ ビューアソフト

■ 組立支援ソフト

■ ソフトウェア開発ソフト

■ 機械設計CAD

*1 本製品は3次元2次元設計Standard版に対応しています  *2 本製品は3次元2次元設計Professional版・Standard版に対応しています

● ライセンス形態として、ローカルライセンスとネットワークライセンスがあります　 ● ファイルセキュリティオプションは、ローカルライセンスのみとなります
● データ変換の一部に株式会社アルモニコス製のspGateが使用されています　 ● iCAD SXで設計をする場合、いずれかのベースモジュールが必須となります　
● 電気回路設計CAD・ビューアソフト・組立支援ソフトは、単体で起動するソフトウェアです

IGESトランスレータ

DMNDOSトランスレータ

BMIトランスレータ

IGESファイル形式による双方向のデータ変換オプションソフト

DOS、MCDファイル形式による双方向のデータ変換オプションソフト

BMIファイル形式による双方向のデータ変換オプションソフト

* はオプションとなります

3次元設計と2次元設計を行うためのベースモジュール
Standard版に対し【同期モーション、 梁構造計算、 配管・配線ルーティング、 ウォークスルー】をパッケージ化

3次元設計と2次元設計を行うためのベースモジュール

2次元設計を行うためのベースモジュール

CATIA V5 インポート

I-deas インポート

Pro/E インポート

NX インポート
 JT インポート

JT エクスポート

CATIA V5の部品ファイル（CATPart、CGR）やプロダクトファイル（CATProduct）をダイレクト変換するオプションソフト*2

I-deasの部品/アセンブリファイル（IDI）をダイレクト変換するオプションソフト*2

Pro/Eの部品ファイル（prt）やアセンブリファイル（asm）をダイレクト変換するオプションソフト*2

NXの部品/アセンブリファイル(prt)をダイレクト変換するオプションソフト*2

JTファイル形式をiCAD SXの3次元データに変換するオプションソフト*2

iCAD SXの3次元データをJTファイル形式に変換するオプションソフト*2

タイムチャートに従い動作検証を行うオプションソフト*1

配管・チューブ設計を行うオプションソフト*2

ハーネス設計を行うオプションソフト*2

電気回路設計を行うオプションソフト*2

各種PLCと連携し制御プログラムを検証するオプションソフト*2

金型設計を行うオプションソフト*2

同期モーション

配管設計

ハーネス設計

電気回路設計

制御検証

金型設計

動作環境

製品構成

FUJITSU Manufacturing Industry Solution iCAD SX

3次元2次元設計 Professional 版

3次元2次元設計 Standard 版

2次元設計

ベースモジュール

ベースモジュール

設計支援
オプション

2次元データ
変換オプション

iCAD SXのデータに有効期限やアクセス制限などのセキュリティ情報を設定するオプションソフトファイルセキュリティオプション

3次元データ
変換オプション

■ 電気回路設計CAD

3次元で機械設計を行うオプションソフト
3次元2次元設計 Professional 版
3次元2次元設計 Standard 版

電気回路設計

機械設計オプション

2次元で電気設計を行うベースモジュール

iCAD SXのネイティブファイル（3次元・2次元）を閲覧するためのソフト

組立作業を支援するソフト

CやC++、.NETでカスタマイズプログラムを開発、実行するためのソフト

0.2秒

Microsoft Windows OS製品（日本語 32bit版 / 64bit版）

・Windows 10 Pro・Pro for Workstations・Enterprise
・Windows 8.1 Pro・Enterprise
・Windows 7 Professional・Ultimate・Enterprise + SP1

Microsoft Windows OS製品（日本語版）※2

・Windows Server 2016 
・Windows Server 2012 
・Windows Server 2012 R2
・Windows Server 2008 R2 + SP1
・Windows Server 2008 + SP2

機械装置向け3次元CAD
iCAD SX
FUJITSU Manufacturing Industry Solution 

murao
スタンプ



設計対象が違えば最適な3次元CADも違う

設計情報を活用したデジタル立会い
従来、大規模な装置では3次元データを用いたデザインレビューが不可能で、設計と製造の担当者が、
実機による立会い検証を行っていました。iCAD SXでは、設計が最終確定する前に、製造部門が3次元データを用いて
立会い検証を行い、製造時に検出される不具合を事前検証する「デジタル立会い」を実現しました。

設計対象が違えば最適な3次元CADも違うと考えます。造形・意匠設計指向の3次元CADは、自動車の様に
自由曲面を駆使した形状設計に適しています。しかし、機械・装置設計の様に、形状は平面と円筒ですが
数千～数万もの部品レイアウトや構成を検討するアセンブリ設計には適しません。
iCAD SXは、機械・装置設計の製品形状や設計プロセスの特徴に着目して開発した3次元CADシステムです。

設計データ

安全性確認

作業視野確認 組立性検討

組立工程検討

加工コスト検討

設 計

生産準備・製造

造形・意匠設計指向の3次元CAD 機械・機構設計指向の3次元CAD

航空機・自動車 生産設備・工作機械

ハイエンドCAD

ミッドレンジCAD

iCAD SX

成形部品・鋳物

機械・機構設計造形・意匠設計 自由曲面を駆使
形状設計

解析曲面が大半
アセンブリ設計

部
品
点
数

生産準備・製造

情報共有
並行検討

メカ・電気・制御の融合設計を実現
通常、メカ設計と電気設計は別々のシステムで行っていることが多く、データ連携による効率化が困難でした。
iCAD SXでは、メカ・電気・制御設計を同一システムで行う融合設計環境を実現しました。
これにより、設計情報を一元化でき、いつでも互いの最新情報を参照、活用しながら並行検討が可能となります。

ケーブル特性回路図
ハーネス図

ハーネス実装

動作検証

タイムチャート

制御デバッグ

制御
プログラム

ハーネス長

接続・
機器情報

電
気
設
計

メ
カ
設
計

100万部品を0.2秒で処理する3次元CADエンジン
本エンジンは、他の3次元CADシステムに搭載されているエンジンと比べ200倍の高速処理性能を持ち、
100万部品の大規模な機械装置においても0.2秒で処理することが可能となります。
このエンジンにより、「設計情報を活用したデジタル立会い」と「メカ・電気・制御の融合設計」が可能となり、
開発リードタイムの短縮と品質向上を図ることができます。

制
御
設
計

機構定義
部品情報

世界最速  100万部品0.2秒



フルアクティブトップダウン設計構想モデリング

直感的な操作性 3次元検討・検証

構想設計

「形」をさわる感覚で、装置全体を参照しながら素早く具現化できます。
また形状の特徴を自動的に抽出し、自由に編集できます。

構想段階での思考の道具として、2次元的表現を生かした様々なモデリング手法をご用意しております。

装置全体での様々な検討・検証機能により、機械設計の成熟化プロセスを強力に支援します。

断面表示による詳細設計

動作検討・工程検討
機械の動きを設定する事で稼働範囲や動
的干渉を確認できます。タイムチャートと
連携させ複数部品を同時に動かし、動き
による不具合を早期に発見できます。更
に構想段階では、ワークの動きを自由に
設定し、工程検討にも使えます。

鋼材レイアウト設計
架台やフレームに必要な鋼材を、機器
を参照しながら自由に配置できます。
更に接合部分の切欠き処理を即座に
行えモデル作成工数を大幅に削減し
ます。

マスプロパティ
測定対象を囲むだけで重量・重心・慣
性モーメントを瞬時に求められます。
重心位置はモデル上に表示され、機械
動作時のバランスや組立時の吊り位
置の確認など重心検討が容易に行え
ます。

任意の断面を表示させながら、設計を
進める事が可能です。確認したい位置
に断面をスライドさせる事で、詳細設
計も効率良く行えます。

梁構造計算
これまで手計算をしたり、わざわざ解析
モデルを作って検証していた「たわみ」
や「応力」「振動」などを、構想モデルを
使い即座に検証していただけます。

アセンブリ干渉チェック
従来困難であった大規模アセンブリで
の干渉チェックも高速に行います。

iCAD SXのアセンブリ設計では、機械設計本来の設計手法を実現しています。

■  装置からユニット・部品へ徐々に階層化（バラシ）
■  設計変更に伴い構成も自由に変更可能
■  全ての階層を常に操作・編集可能
■  チーム設計に対応
■  排他制御の搭載

図面からのモデリング 簡易形状によるレイアウト検討3次元2次元両用設計 ラフスケッチからのモデリング

設計初期の曖昧さのあるアイデアを
スケッチに書きとめておき、確定した
ところから徐々にモデルを作成可能
です。

機械部品なら1～ 2分、30部品程度
の組図なら30分程度でモデリング
が可能です。

線が交差したラフなスケッチでもシ
ステムがナビゲートし簡単に断面を
選択して、モデリングができます。

スケッチ平面を使用せず、円柱や直
方体などの簡易形状を3次元上に直
接配置できます。

アセンブリやパーツのモード切替不要

同一穴を自動検出 締結を維持したまま
複数部品形状を編集

周りの部品形状を
参照して軸方向変更

モデル作成・編集

同軸部品を自動検出

+

超軽量
超高速
レスポンス
機械装置の表現に最適なCSGソリッド技術の採用により
他の3次元CADに比べ約1/50の超軽量データ構造を実現し
超高速レスポンスを可能としました。

iCAD SX
他社CAD A 

■測定対象　汎用工作機：約6,000部品
■測定環境　CPU:Dual-Core 2.8GHz

他社CADとの性能比較

ロード （編集モード）

コピー （6000部品）

移動 （6000部品）

面伸縮

穴 （追加/削除）

フィレット （追加/変更）

セーブ

11分58秒

1分44秒

9秒

49秒

22秒

20秒

1分15秒

64bit

iCAD SX

32bit

2秒

0.4秒

0.2秒

0.2秒

0.2秒

0.4秒

10秒

32bit

他社CAD A

メ
モ
リ
不
足
に
よ
り

測
定
不
能

周りの部品形状を
参照して伸縮



機械設計に特化した豊富な製図機能

デジタル立会い

設計業務の効率化支援

生産準備・製造
詳細設計

A

A

表面粗さ 溶接記号

金型設計*

大規模組図

三面図 アイソメ図 部分詳細図

豊富な製図機能

断面図

部品集計・自動バルーン

加工性検証

ウォークスルー ビューア* 組立支援*

後付けパラメトリック

制御プログラム検証*板金設計*
板金製品に特化した形状を簡単に作
成できます。材質・板厚ごとに曲げ補
正量を登録することにより、正確な展
開図を作成できます。

メカで設定した動きの情報とエレキか
らの I/O情報を活用し、制御プログラ
ム検証が行えます。3次元モデルを仮
想メカとし、実機完成を待たずに机上
デバッグが即座に行え、現場対応時間
を大幅に短縮します。

構造解析*
解析ソフトを活用することで製品の信
頼性向上やコスト削減を図ることがで
きます。特に、KSWAD、TSVとは、ダイ
レクトなデータ連携が可能です。

配管設計*
配管設計に必要な JIS規格とJPI規格
の部品を標準で提供しています。管一
品図の自動作成により設計期間の短
縮が図れます。

ハーネス設計*
ルーティングだけでなく、電気部品の
配置・編集や測長を行うことで、手配
する部材のコストダウンを図ることが
できます。

電気回路設計*
シンボル配置による結線、線番の自動付与、
接点表の自動作成等により電気回路図を効
率よく作成できます。また、回路シンボルと
3次元モデルを連携させる事で、最新の部
品情報をメカとエレキで共有でき、情報伝
達の漏れやミスによる不具合を削減します。

iCAD SXの3次元モデルや2次元図
面が閲覧できます。閲覧の他、印刷、
断 面 確 認、測 定、マークアップ、
ウォークスルー、同期モーションの
動作再生などが可能です。

ビューアの機能に加え、組立手順の
記憶、部品の消し込み、進捗管理機
能などにより、組立工数の削減が図
れます。

試行錯誤の段階では拘束なしで3次
元モデルを作成・編集し、設計が確
定した段階で拘束を付加することが
できます。また、複数のリレーション
の組み込みができ、シリーズ製品の
新機種開発では、柔軟かつ効率的な
設計が可能です。

部品点数が膨大になる大規模金型
アセンブリでも、iCAD SXならば高
速処理が可能です。 金型メーカー様
と共同開発した本システムは、設計
者が求めている機能と操作性を併せ
持つ最適な金型設計システムです。 

CAD全文検索エンジン モデルの流用 標準部品ライブラリ

約2万点の JIS機械部品ライブラリ
を標準装備しています。

既存モデルの一部分を流用する場
合も、そのモデルの履歴や拘束条件
に縛られることなく流用配置ができ
ます。

図面中の寸法線、注記、表題欄、モ
デル中のアノテーション、属性など、
全てのテキスト情報が検索キーとな
ります。

思いついたキーワードで検索が可能で、検索したモデルも制約なく流用することができます。
使用頻度の高い JIS部品も標準装備しており設計業務の効率化を支援します。

* はオプションとなります

3次元データを活用した加工組立の作業性検討や安全性・保守性の検証が行えます。
製造部門との摺合せを出図する前に行なう事で、業務効率化が図れます。

穴情報 加工面情報 加工ツール検証

要素寸法
3次元モデル上の穴加工情報や表面粗さ情報から
加工作業の検証が可能です。

形状を選択するだけで長さや距離・
穴寸法を表示しますので、加工現場
で簡単に形状認識が行えます。

ラインレイアウト検証
大規模データを瞬時に表示可能であり、
工場全体を見ながら
作業性や安全性の確認が行えます。

人の視点で、作業者の手元の確認や、作業スペースの確保が
可能になり、操作性・保守性の検証が可能です。

汎用2次元CADを超える豊富な製図機能を装備しており、図面化や部品集計などの製図作業の効率化が
図れます。また、3次元と整合性のとれた図面を瞬時に作成できるため、設計変更時の編集作業も漏れやミスなく行えます。
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