
電気システム設計の近代化

電力システム、制御システム、複雑な配線、ハーネスなど、製品に組み込まれる電気コ

ンポーネントはますます増加しています。SolidWorks® Electricalでは、インテリジェント

な設計ツール、包括的な部品データベース、2次元回路図と3次元モデルのリアルタイム

な統合を活用して、電気システムの設計をシンプルに行えます。シンプルで直感的な設

計は、電気エンジニアと機械エンジニアの生産性を高め、コラボレーションを強化し、

部品表（BOM）とプロジェクト データの統合を可能にします。その結果、ミスや複雑な

作業が減り、市場投入期間が短縮されます。SolidWorks Electrical製品ラインには、以下

の製品があります。

• SolidWorks Electrical：2次元電気回路図作成

• SolidWorks Electrical 3D：回路図データを使用して電気システムを3次元でモデル化

（ケーブルと配線を含む）

• SolidWorks Electrical Professional：SolidWorks ElectricalとSolidWorks Electrical 3Dの

パッケージ製品。電気回路図の作成と3次元でのモデル化

SOLIDWORKS ElECtrICAl
2次元と3次元の電気システム設計をリアルタイムで統合

SolidWorks Electricalは、すばやく結果が得ら
れる直感的なインタフェースによって2次元
電気回路図の作成を大幅に効率化します。

SolidWorks 3D CADとの双方向のリアルタイム統
合では、コラボレーションが強化され、生産性

が高まります。これにより、製品遅延が減り、

設計が標準化されて一貫性が向上し、コストの

削減と市場投入期間の短縮を達成できます。 

 電機システム設計の統合

ボトル充填機 | Fogg Filler

電気設計と機械設計を統合して、

複雑なプロジェクトをスピード ア

ップします。

回路図と3次元モデルをリ
アルタイムで双方向に更
新することで、設計の同
期を維持します。



SOLIDWORKS ELECTRICAL
2次元電気および制御システム設計の活性化

SolidWorks Electricalは、プロセスを簡素化する効率的な回路図設

計機能により、電気システム設計を迅速化します。複数のユーザ

ーが連携して、複雑な単線図または複線図を生成し、PLCと端子

台の配線を自動化できます。また、既存の回路の一部を新しい設

計で簡単に再利用可能なため、迅速な開発が可能になり、一貫性

を保てます。

主な機能

• 約50万種類の標準電気部品を収録した包括的な統合ライブラリ。

部品の選択が容易になり、回路図を迅速に作成できます。

• 単線図および複線図検討のための統合ツール。

• 直観的なユーザーインタフェース。設計プロセスの段階ごとに

有効なコマンドのみが表示されるので、設計に集中できます。

• SQLデータベース アーキテクチャ。複数のユーザーが同時にプ

ロジェクト作業を進めることができます。

• 回路のコピー＆ペースト機能。設計をプロジェクト全体で再利

用できます。

• 既存のDWG™およびDXF™シンボルの直接インポート機能。既存

の属性と接続点も同時にインポートします。

• 電気回路図とシステム レイアウトに使用できる4,000種類以上

のシンボル。

• シンボル作成ウィザード。2次元回路図のカスタムシンボルを簡

単に作成できます。

• カスタマイズ可能なシンボルおよびパターンパレット。最も頻

繁に使用するシンボルと標準回路をまとめることができます。

• PLC回路図、端子台図、製造指示書の完全自動生成。

• プロジェクト用のDWG、DXF、PDF文書の生成。広範なアーカ

イブ機能も利用できます。

• SolidWorks Enterprise PDMとの統合（SolidWorks Enterprise 
PDMは別売）。文書の管理、レポートの生成、PDFおよびDWG
エクスポートの作成が可能です。

• 11言語にローカライズされた製品インタフェースおよび文書。

• シンボル、部品外形図、図面枠、パターン、ケーブル、部品情

報を管理するライブラリ マネージャ。標準部品用のカスタマイ

ズ可能なERP接続も含まれます。

2次元の単線図または複線図を容
易に生成

配線とケーブルの経路設計を
自動化して時間を節約

SolidWorks Electricalの単線図と複線図をSolidWorks 3次元モデルと
統合することで、電気・機械の完全同時設計を実現します。

回路図と3次元モデルを
双方向にリアルタイムでリンク



SOLIDWORKS ELECTRICAL D
電気回路図を次の次元へ

SolidWorks Electrical 3Dは、SolidWorks Electricalの回路図データを

全体的な機械設計に反映することで、生産性を新たなレベルに引

き上げます。電気設計者と機械設計者のリアルタイムな同時設計

を実現します。容易かつ無理のないコラボレーションが可能で、

製品設計全体を最適化し、開発の効率化を図ることができます。

主な機能

• 2次元と3次元のリアルタイムな双方向更新による電気／機械設

計の同期化。開発プロセスにおいてすべての要素を最適な状態

で提供します。

• 2次元回路図と3次元モデルの統合。設計を標準化し、BOMを統

一して、ミスと遅延を減らします。

• 3次元モデルへの電気部品の配置とケーブル/配線の作成。一貫し

た製品製造のための具体的な配置と配線経路を計画できます。

2次元回路図の部品リストと接続情報のリアル
タイムな共有によって作業を効率化

電気設計と機械設計間のコラ
ボレーションと同期を向上

次元電気設計と次元機械設計を統合するメリット
隠れたコストの排除

3次元モデルと回路図を双方向にリアルタイムでリンクするのに加え、電気設計と機械設

計のBOMを統一することで、ミスと追加コストの発生を防ぎます。

製造上の不具合と無駄の削減

回路図の作成時に選択した項目を3次元モデルに追加することで、適合性を確保し、衝突

や破損をチェックし、長さを計算し、効率的な原材料の使用を計画し、無駄を削減でき

ます。開発プロセス全体で文書の一貫性を高めて、ミスを削減します。 

市場投入期間の短縮

電気チームと機械チームの作業を分担することで、両チームで並行して作業を進められ

るようになり、期間を短縮できます。具体的な期間短縮メリットとしては、機械設計と

電気設計のBOM統一による製造計画の効率化や、3次元モデルを使用したケーブル/配線/
ハーネス経路計画の迅速化などがあります。

一貫した製造および組み立ての実現

回路図の電気情報を3次元モデルに反映させることで、詳細な計画、文書化、製品設計全

体の視覚化が可能になり、ユニット単位での組み立ての一貫性を確保できます。

開発の効率化によるコスト削減

設計の迅速化、部門間のコミュニケーションの促進、計画の同期化、文書の最新化、市場

投入期間の短縮はすべて、製品ライフサイクルを通じてコスト削減に貢献します。



詳細情報

SolidWorks Electricalの詳細については、
www.solidworks.com/electricalを参照するか、
SolidWorks正規販売代理店にお問い合わせく
ださい。

最適なSOLIDWORKS ELECTRICAL
パッケージの選択

SolidWorks Electrical 

プロジェクトの電気および制御システムの2次元回路図を作成します。以下の機能が

含まれます。

• マルチユーザー設計をサポートする独自で高機能な回路図作成ツール

• 50万種類以上の標準電気部品を収録したデータベース

• ハーネス詳細化ツール

• SolidWorks Enterprise PDMソフトウェア（別売）へのリンク

SolidWorks Electrical 3D*

SolidWorks Electrical回路図データを3次元モデルに反映します。以下の機能が含ま

れます。

• 3次元または2次元から電気プロジェクト データへの双方向アクセス

• 電気ケーブル、ハーネス、配線経路の自動設計機能 

• ケーブルと配線の自動分類を含む配線およびケーブル経路作成ツール

• SolidWorks Enterprise PDMソフトウェア（別売）へのリンク

*SolidWorks CADソフトウェア（別売）が必要

SolidWorks Electrical Professional* 

2次元配線図の作成と3次元電気システムのモデリングを統合します。以下の機能が

含まれます。

• SolidWorks ElectricalとSolidWorks Electrical 3Dを1つにまとめた便利なパッケージ

• ワンステップで完了するインストールおよびライセンス作業

*SolidWorks CADソフトウェア（別売）が必要

SOLIDWORKS製品開発ソリューション
SolidWorksソフトウェアは、設計およびエンジニアリング関係者の生産性を最大限に

高め、より品質の高い製品をより迅速にコスト効率よく作成するための直感的な3次

元作業環境をユーザーに提供します。 設計、シミュレーション、環境配慮設計、テク

ニカル コミュニケーション、データ管理に関するSolidWorksソリューション全体につ

いては、www.solidworks.co.jp/products2013を参照してください。

• Windows® 7（32または64ビット）または
Windows Vista® 

• メモリ：2GB以上 

• ディスク空き容量：5GB以上 

• ビデオ ボード（認定品を推奨）

• Intel®またはAMD®プロセッサ 

• DVDまたはブロードバンド インターネット
接続 

• Internet Explorer 8以降 

• 詳細については、www.solidworks.co.jp/
systemrequirementsを参照してください。

システム要件

「電気システムと制御システムを装置に統合する作業は困難を極めま

す。SolidWorkS ElEctrical製品は、当社のこうした設計タスクに

ぴったりです」
— Getman Corporation社、プロジェクト マネージャ、PMP、KylE StronG氏  
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