
SolidworkS Premium
Design Without Limits

包括的な3次元設計
ソリューション

SolidWorks® Premium 2014は、製品の設計、検証、コミュニケーション、および管理を
行うことができる包括的な3次元設計ソリューションです。SolidWorks Premiumでは、
業界トップクラスの部品作成、アセンブリ、図面機能などの強力な設計ツールを、同一
のインタフェースに組み込まれたシミュレーション、コスト見積もり、レンダリング、アニ
メーション、および製品データ管理と統合することにより、開発や設計アイデアの共有
をより迅速かつ簡単に行い、より生産的な3次元設計作業を実現できます。
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学習とサポート

学習とサポートの世界的なコミュニティ
SolidWorksユーザーは、チュートリアル、オンライン ヘルプ、ブログ、
フォーラム、SolidWorksユーザー グループ ネットワーク、各地域の
販売代理店の広範で世界的なネットワークなど、さまざまなツールと
リソースにアクセスできます。グローバル コミュニティに参加すると、
ベスト プラクティスを共有し、作業を改善し、設計上の課題に迅速に
対処できます。認定販売代理店は世界各国にあり、お客様の迅速な
生産性向上を支援しています。販売代理店はCAD事業に平均10年を
超える実績があり、SolidWorks 製品開発ソリューションの販売に力を
入れています。また、ワールド クラスのサポート、継続的なトレーニン
グ、お客様に特化したサービスを提供してお客様のビジネスの成功を
支援しています。

SolidworkS製品開発ソリューション
SolidWorksソフトウェアは、設計とエンジニアリング リソースの生産性
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
製造する直感的な3dEXPERIENCE開発環境をユーザーに提供します。
設計、シミュレーション、環境に配慮した設計、テクニカル コミュニケー
ション、データ管理用SolidWork sソリューション全製品について
は、www.solidworks.co.jp/products2014 を参照してください。

詳細
詳細については、www.solidworks.co.jp/premium を参照
するか、またはお近くの SolidWorks 認定代理店までお問い
合わせください。

•	 3D XML

•	 3DS

•	 AI（Adobe® Illustrator®）
•	 ASC

•	 Autodesk® Inventor®
•	 CADKEY®

•	 CGR（CATIA® グラフ
ィックス）

•	 DWG

•	 DXF

•	 HCG（CATIA 高圧縮グ
ラフィックス）

•	 HSF（Hoops）
•	 IBL

•	 IDF

•	 IFC

•	 IGES

•	 JPG

•	 Mechanical Desktop®

•	 NZIP

•	 NXM

•	 OBJ

•	 Parasolid®
•	 PDF

•	 PNG

•	 PLY

•	 PLY2

•	 Pro/ENGINEER®
•	 PSD（Adobe 

Photoshop®）
•	 Rhino

•	 SAT（ACIS®）
•	 Solid Edge®

•	 STEP

•	 STL

•	 TIFF

•	 TXT

•	 U3D（Universal 3D）
•	 Unigraphics®

•	 VDA-FS

•	 VRML

•	 XYZ

•	 ANSI 

•	 GOST

•	 BSI 

•	 ISO

•	 DIN

•	 JIS

•	 GB

動作環境

•	 Windows® 7（32 または 64 ビット）または  
Windows 8（64 ビット） 

•	 2GB の RAM（最小） 

•	 5GB のディスク空き容量（最小） 

•	  認定ビデオ カードとドライバ
•	 Intel® または AMD® プロセッサ（SSE2 をサポート） 

•	 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
•	 Microsoft Office® 2007 以上

詳細および最新情報については、  
www.solidworks.co.jp/systemrequirements を参
照してください。 

3dS.Com/SolidworkS を参照してください

12 の業界で採用される当社ブランドのアプリケーションによる 3DEXPERIENCE ソリューション 
Dassault Systèmesは3DEXPERIENCE企業として、ビジネスとユーザーに持続可能な技術革新を構想するためのバーチャル空間を提供します。
その世界をリードするソリューションは、製品の設計、生産、およびサポート方法を変革します。Dassault Systèmesのコラボレーション ソリューション
は社会的な技術革新を促進し、実世界を改善するバーチャル世界の可能性を拡大します。このグループは、80ヶ国以上のすべての業界であら
ゆる規模の15万人を超えるお客様に価値を提供しています。詳細については、www.3ds.com/ja を参照してください。

データ変換

SolidWorks Premium 2014 では、標準搭載されているトランス
レータを使用して、各種ソフトウェア アプリケーションで作成
された CAD データや次のファイル フォーマットのデータを変換
できます。 

サポートする規格

日本
ソリッドワークス・ジャパン株式会社
東京都品川区大崎 2 丁目 1 番 1 号
ThinkPark Tower
03-4321-3600
info@solidworks.co.jp

アメリカ大陸
Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, Massachusetts
02451-1223
USA

AWV161214
画像

AWV161214
タイプライターテキスト
エンジニアリングソリューション事業部〒140-8526　東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビルTEL:03-6701-3451　E-mail:es-info@canon-its.co.jp



1つのパッケージで設計上のすべての課題に対処
SolidWorks Premium 2014は、タスクの自動化、ワークフローの合理化、および設計の形状、適合性、機能の
迅速な定義および検証を支援する、強力で使いやすい機能を提供します。設計、シミュレーション、環境に配
慮した設計、テクニカル コミュニケーション、データ管理を行う、SolidWorks製品開発ソリューションの一部
として、SolidWorks Premium 2014は、作業の効率化とより的確な設計上の判断に役立つ独自のツールで、
革新的な設計を可能にします。

短期間での学習、作業の迅速化、生産性の向上
SolidWorksソフトウェアは使いやすく、カスタマイズも可能なので、初めてのユーザーはすぐに習得でき、熟練
したユーザーは作業時間をさらに短縮できます。あらゆる規模の企業がこのシンプルかつ強力なパッケージ
を使用して、製品のビジョンを具現化できます。

すぐに生産性の向上が図れるように設計された、SolidWorksの直感的なユーザーインタフェースは容易に習
得および使用できます。状況依存メニューには、適切なコマンドが適切なタイミングで表示されます。ツール
バーのコマンドは、すばやいアクセスが可能なように設計機能によって構成されています。自動コマンド検索
機能により、簡単にコマンドを見つけることができます。 また、チュートリアルとサポート ドキュメントが豊富
に用意されているので、速いペースで習得を進めることができます。

SolidWorksユーザー インタフェースはカスタマイズが容易にできるため、設計の生産性が大幅に向上します。
カスタマイズできる対象は、ツールバー、状況依存メニュー、ホットキー、および環境設定です。マウス ジェス
チャー機能でコマンドにすばやくアクセスでき、API とバッチ処理による設計機能の自動実行が可能です。 

SolidWorks のインテリジェントな設計機能と図面化機能は、通常、熟練した設計者が面倒で時間がかかると
感じ、新しいユーザーがストレスを感じるような、モデリングや図面化の課題を自動的に検出して解決すること
で、生産性を向上させます。

アイデアの実現に要する時間の短縮
高い価値を持つ3次元モデルを設計プロセスの資産として活用することによって、構想段階
の革新的なアイデアを実現し、市場へ投入することが可能になります。

部品とアセンブリのモデリング
SolidWorks Premiumは、幅広い業界や用途に合った製品を設計することができます。

•	 3次元ソリッドモデリング：3次元部品とアセンブリ モデルを作成および編集し、設計変更で自動的に更新
される2次元図面を作成します。

•	 構想設計：レイアウト スケッチを作成、モーターや力を適用して機構の動作を確認、インポートした画像
およびスキャンを参照して3次元ジオメトリを作成できます。

•	 大規模アセンブリの設計機能：非常に巨大な製品を適切に作成および管理できます。簡易表示や詳細
編集なども自由自在です。

包装用機械 | ABCO Automation, Inc.

 溶接構造や板金設計向けの専
用機能と、干渉や穴の不整列の
自動チェック機能により、機械設
計を迅速化して製造エラーを減
らします。

•	 高度なサーフェス機能：スタイリッシュなC2サーフェスなど、複雑な
ソリッドおよびサーフェス ジオメトリを作成および編集します。

•	 板金：板金をゼロから設計することも、3次元部品を板金に変換する
こともできます。また、ベンド長を考慮した板金部品の自動展開機能
も備えています。

•	 溶接：鋼材レイアウト、プレート、および溶接リブから構成される溶
接構造物をすばやく設計します。定義済みの構造体のライブラリも
活用することができます。

•	 金型設計：成形部品、およびその部品を作成するための金型を設計
します。コアとキャビティ、抜き勾配、自動パーティング サーフェス、
金型ベースの構成部品などを設計できます。

•	 配管/チューブ設計：配管/チューブのパス、配管スプール、傾斜配
管、完全な部品表（BOM）などを備えた3次元の機械システムを構
築し、図面化することができます。

•	 電気ケーブル/ハーネス、導管の設計：電気接続情報のインポート、 
3次元の電気ルート パスの生成と図面化、製品の完全な部品表の
作成が可能です。

設計データの再利用と自動化
SolidWorksの設計自動化ツールを使用し、既存のデータを
利用することで、新規設計の開発時間を短縮します。

•	 SolidWorks検索：ローカル コンピュータ、ネットワーク、 
SolidWorks PDMシステム、またはインターネットからあらゆる
ファイルを検索できます。

•	 設計の自動化：DriveWorksXpressを使用して、部品、アセンブリ、図
面の生成などの繰り返し実行される設計タスクを自動化できます。

•	 コンフィギュレーション：複数のバージョンの部品やアセンブリ
を簡単に作成することができます。また、それらを同じファイル
内に保存できるため、容易に参照することができます。

•	 デザイン ライブラリ：頻繁に使用する部品、フィーチャー、テンプ
レートなどをデザイン ライブラリに保存しておくことで、簡単に
アクセスできるようになります。SolidWorks Toolboxに含まれる
1 0 0 万 を 超 える 標 準 構 成 部 品 や 他 のアイテム を
アセンブリに追加することができます。

•	 3D C o n t e n t C e n t r a l ® の オン ライン
ライブラリ：サプライヤが提供する
2次元/3次元のカタログ構成
部品を利用して設 計時間
を短縮できます。

•	 スマート構成部品とスマートファスナー：必要に応じて、アセンブリの
作成、サイズ設定、さらには取り付け穴の作成や部品のクリアランス 
カットまでを自動的に行うスマート ハードウェアを利用することで、
アセンブリにかかる時間を短縮し、標準化を促進します。

アニメーションと写実的なレンダリング
強力な可視化によって、設計の意図を明確に伝えることが
できます。

•	 PhotoView 360：グラフィックのエキスパートでなくても、写実的な
画像やアニメーションをすばやく簡単に作成できます。

•	 ウォークスルー/フライスルー アニメーション：設計データの仮想
的なウォークスルーの作成やビデオとして記録することで、説明に
役立てることができます。

•	 アセンブリ アニメーション：モーション、重力、構成部品の接触を
適用、または手動で構成部品を動かすことで、設計の基本的な動作
をデモンストレーションすることができます。ビデオの記録と保存
ができます。

「 SolidWorks Costingで一日に見積もりにかかる時間を 5 時間から 40 分に減らせました。」

自転車 | Cycles Devinci

実際の試作品がなくても、写
実的なレンダリングによって
アイデアを共有できます。

• 写実的なレンダリングと
アニメーションによる視
覚化と伝達

• 複雑な有機的形状や曲率
連続（C2）サーフェスな
どのジオメトリを迅速に
作成

• 大規模な設計、コラボレ
ーション、およびデータ
管 理 ツ ー ル で 簡 単 に 作
成、共有、および管理

• 組み込み解析でパフォー
マンス、製造性、および
コストを保証

主な利点

— PMS Manufactured Products 社、社長、Dayne Peruzzi 氏



「 技術革新により、風力タービン市場で圧倒的なシェアを占めることができました。 
SolidWorks は当社の自由な技術革新を可能にしたツールの1つです。」 

- Ramboll Offshore Wind 社、エンジニアリング ディレクター、Kai Birger Olsen 氏

•	 図面ビューの自動作成：3次元モデルを図面にドラッグ  アンド 
ドロップするだけで、ワイヤ フレーム（隠線あり、隠線なし）または
シェーディング表示に対応したビューを作成することができます。ま
た、等角投影図、断面図、部分断面図、詳細図など、あらゆる種類の
ビューを自動作成できます。

•	 図面ビューの自動更新：3 次元部品やアセンブリ モデルが修正
されるたびに、図面ビューの自動更新で図面ビューとの同期を維持
します。

•	 寸法配置：業界で定評のある製造用の 2 次元図面機能で、寸法と公
差を自動的に生成して配置することができます。

•	 部品表（BOM）：バルーン付きの BOM やカット リストを自動生成
することができます。これらは、モデルの変更に応じて更新されま
す。アセンブリまたは図面からMicrosoft® ExcelにBOMを直接出力
して印刷することも、ERP/MRP システムにアップロードすることも
できます。

•	 アノテート アイテム：公差、記号、注記、穴寸法テキスト、テーブルな
どの必要なすべての情報を追加した完全な図面を作成することがで
きます。

•	 規格のチェック：SolidWorks Design Checkerツールを使用すると、
図面を社内標準と比較して、一貫性を保つことができます。

•	 図面の管理：図面のリビジョンの管理や、図面をグラフィカルに比較
して相違点を確認することができます。

時間ベースのモーション
SolidWorks Motionでは、アセンブリの合致、部
品の接触、強固な物理ソルバーを使用して、負荷
条件での物理的な動的動作を正確に評価して、
稼働サイクルを通じて設計目標を達成しているこ
とを検証できます。

線形静解析
負荷条件でのジオメトリの応力、変形、安全率
を評価して、損傷しやすい領域や過剰設計領域
を直感的に識別し、設計変更を評価して品質と
性能を向上できます。

SolidWorks Simulationの包括的なパッケージ
は、設計環境に完全統合された広範囲の機能を
提供します。

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

エントリ レベルの環 境 影 響 解 析および
空気/水の流体解析用の3次元設計ツール 

SustainabilityXpress
SolidWorks SustainabilityXpress を利用すると、
設計中の製品が環境に与える影響を評価するこ
とができ、材料選択、部品のジオメトリ、調達方
法を最適化することができます。

FloXpress
SolidWorks FloXpressを利用して、流体シミュレー
ションやレポート作成を行うことができます。

3次元設計の変更に合わせて、図面ビュー
と部品表を自動的に作成および更新

製品の稼働サイクル内での動作と
そのパフォーマンスを SolidWorks 
Premium で直感的に評価

2次元図面
設計の意図を製造部門や組み立て部門に明確に伝えることのできる、製造用の2次元図面を迅速に作成することができます。

仮想テストによる設計パフォーマンスの検証
SolidWorks CADには、設計どおりの性能が得られたことを確認するシミュレーション ツール
が組み込まれており、設計を最もよく理解している設計者やエンジニアが利用することがで
きます。技術革新のリスクを排除し、物理的な試作数を減らすことで、コストを削減し、製品
完成までの時間を短縮します。



コスト見積もり
•	 コストの自動見積もり：組み込みのコスト テンプレートを使用して、

部品製造コストを自動的に見積もります。設計者はコストに基づい
た、より迅速で的確な設計上の判断を繰り返し行えます。メーカーは
見積もりプロセスを自動化できます。

•	 カスタマイズ可能な製造設定：テンプレートをカスタマイズすること
で、材料費や人件費、機械の速度や供給量、セットアップ費用など、詳
細な製造コストとデータを入力することができます。

干渉の削減
•	 衝突と干渉の検出：構成部品間の干渉、衝突、およびクリアランスを

チェックして、製品が適切に動作することを確認できます

•	 アセンブリ設計における穴整列のチェック：製造前に構成部品の穴
の不整列を除去し、ファスナーが正しく適合するようにします。

•	 公差スタックアップ解析：SolidWorks TolAnalyst™ を使用して、部品
やアセンブリに対する公差の影響を自動的にチェックし、アセンブリ 
レベルで構成部品の一貫した適合性を確保します。

配管設計
•	 電気ハーネスの製造：ワイヤ ハーネスを自動的にフラット化し、電気

系の製造のために、ピンボード図面とワイヤ カット リストを生成し
ます。

•	 配管と管材：製造と輸送を容易にするように、スプールなどの配管網
全体を設計します。フレキシブルまたは固定チューブ システムを生成
します。

製造可能性を考慮した設計
•	 DFMXpress：SolidWorks DFMXpressを使用して製造可能性とコス

トをチェックします。 

•	 部品と図面の変更点の比較：部品と図面の比較ツールを使用して、
更新時の2バージョンの部品や図面間の違いをグラフィカルに表示
できます。

•	 抜き勾配、アンダーカット、肉厚の検証：成形部品、鋳造部品、鍛造
部品や金型で、抜き勾配、アンダーカット、および肉厚の問題を自動
的にチェックします。

•	 板金のフラット パターン：板金設計を自動的に展開し、製造用に展
開図を作成します。適切なブランク サイズを確保して製造するため
に、ベンドの補正値も考慮されます。

製造のためのデータ出力
•	 3次元ラピッド プロトタイピング：ラピッド プロトタイピング機

器向けのデータを、SolidWorks の 3 次元モデルから直接 STL や他
のファイル フォーマットで出力することができます。

•	 2次元製造データ：CNC対応のDXF™/DWGファイルの情報を 
SolidWorks 3 次元モデルから直接自動でエクスポートできます。

•	 製造準備の効率化：穴テーブル、溶接テーブル、カット リスト、
パンチ アンド ベンド テーブル、および CNC 配管ベンド データを
自動出力します。

•	 3次元 CAMパートナー製品の統合：認定ゴールド パートナー CAM 
製品を使用することで、データ変換することなくSolidWorksで直接 
NCツール パスを自動更新できます。

「 現在、SolidWorks EPDM ソフトウェアをリビジョン管理と電子データ管理に使用しています。
おかげで、FDA* 要件を満たすために必要な電子バックアップを作成できます。」 

— Berchtold Corporation、研究開発担当エンジニア、Patrick Brown氏 
* 米国 食品医薬品局

SolidWorks Costingを使用することで、設計者は製造
コストに基づいてより迅速な判断を繰り返し行うこと
ができます。また、メーカーは見積もりプロセスを自
動化できます。

大規模デザイン レビューを使用するこ

とで、巨大なアセンブリを簡単に開いて

表示および確認できます。構成部品の

完全なリスト、測定、断面表示、ウォーク

スルーの機能を使用できます。

画像提供：P&H Mining Equipment

アイデアのコラボレーションとコミュニケーションの
高速化
製品設計について CAD データの共有やコラボレーションを
簡単かつ迅速に行うことができます。

データの交換
•	 インポート/エクスポート：CADデータを必要なフォーマットに変換で

きます。AEC（建築）設計ソフトウェアとの交換用にIFCファイルの
インポート/エクスポートなどが可能です。

•	 既存の2次元 DWGデータ：SolidWorks 2次元CADツールを使用した
設計の保持

•	 自動フィーチャー認識：SolidWorks以外のCADデータを、修正が
容易なSolidWorksモデルに自動的に変換できます。

•	 ECAD-MCAD データ交換：CircuitWorks™を使用して、機械設計者と
電気設計者の間で双方向のデータ交換ができます。

•	 スキャン データのインポート：SolidWorks ScanTo3Dを使用すること
で、スキャンしたデータをSolidWorks CADのジオメトリに変換でき、
リバース エンジニアリングが簡単に行えます。

コラボレーション ツール
•	 大規模デザイン レビュー：巨大なアセンブリをすばやく開いて操

作でき、ウォークスルー、測定、断面表示、コメント付きスナップ
ショット ビューの作成など、設計についてチームに明確に伝えること
できます。

•	 eDrawings® Viewer：SolidWorks ファイルを eDrawings Viewerの
コンパクトで電子メールに適したファイル フォーマットで直接表示し
てマークアップを作成できます。SolidWorks CAD、DWG、その他多
くのCADフォーマットに対応し、回転、ズーム、測定、マークアップ、断
面、仮想的な分解操作にも対応しています。モバイル デバイスでの
使用がサポートされます。

•	 知的財産の保護：SolidWorks Defeature テクノロジを利用して、
モデルを共有する際に設計の任意の部分を非公開にすることができ
ます。

SolidWorks 製品データ管理（PDM）
•	 データ管理：自動リビジョン コントロール、データ セキュリティ、

およびアクセス コントロールを使用して設計データを管理します。

•	 データの検索：新しい設計に使用する構成部品を検索し、再利用で
きる既存の設計を見つけて使用することで、開発の時間とコストを
削減できます。

コスト目標を満たし、初回から適切に生産
SolidWorks Premiumの各種のツールにより、設計した製品が製造可能であることを製造開始前に検証でき、廃棄とコスト
を大幅に低減できます。




