
SolidWorks	 Premium	 2013は、製品設計の作
成、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、同一のインターフ

ェイ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。

u製品の作成とコミュニケーション1つのパッケージで設計上のすべての課題に対処

SolidWorks® Premium 2013は、タスクを自動化し、ワークフローを合理化し、設計の
形状、適合性、機能を迅速に定義および検証するのに役立つ強力で使いやすい機能を

提供します。製品設計、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、データ管理をカバーするSolidWorks製品開発ソリューション製品群
の一部であるSolidWorks Premium 2013は、作業を効率化し、より的確な設計上の判
断を行うのに役立つアプリケーション固有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、自社製品のビジ

ョンを実現できます。

SOLIDWORKS PREMIUM
簡素化された3次元設計

ジェットパック | Martin Aircraft

フォトリアリスティ

ックなレンダリング

とアニメーションの

視覚化と伝達 

大規模な設計、コラボレーシ

ョン、およびデータ管理ツー

ルを簡単に作成、共有、管理

複雑な有機的形状や
C2サーフェスなどの
任意のジオメトリを
迅速に作成

組み込みの解析でパフ

ォーマンス、製造性、

およびコストを保証



溶接構造や製造レベルの図面およびその他の成果物など、さらに特化し

た機能を標準搭載し、機械の設計および検証期間をさらに短縮します。

•	 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 スケッチを作成します。モーターや力を適

用し、機構の動作をチェックします。インポートした画像をガイ

ドとして利用し、3次元ジオメトリを作成することができます。

•	 大規模アセンブリの設計機能：非常に巨大な設計データであ
っても、正しく作成し、管理することができます。簡易表示

や詳細編集なども自由自在です。

•	 高度なサーフェス機能：スタイリッシュな曲率保持（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、編集します。

•	 板金：板金をスクラッチ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。

•	 モールド設計：モールド部品、およびその部品を作成するた
めの冶工具を設計することができます。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、モールド ベースの

構成部品などを設計することができます。

•	 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次元のメカニカ

ル システムを構築し、ドキュメント化することができます。

•	 電気ケーブル/ハーネスおよび配管の設計：電気接続情報の

インポート、3次元の電気ルート パスの生成とドキュメント

化、設計データの部品表を作成することができます。

配管、チューブ、およびケーブ

ルの正確なルーティング

短時間で習得
すぐに生産性が向上するようにデザインされたSolidWorksの直
観的なユーザーインターフェイスは習得も活用も簡単です。コ

ンテキスト メニューには、適切なコマンドが適切な時点で表示
されます。ツールバーのコマンドは、設計機能にすばやくアク

セスできるように構成されています。コマンド検索機能から、

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。

作業の迅速化
SolidWorksユーザー インターフェイスのカスタマイズは簡単な
ので、設計の生産性が大幅に向上します。カスタマイズできる

アイデアをすばやく実現

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、コンセプト段階の
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、幅広い業界や目的に合わせた製品を設計することができます。

包装用機械 | ABCO Automation, Inc.

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 ジェスチャー機能を使用すると、コマン
ドにすばやくアクセスできます。また、APIおよびバッチ処理に
よって、複数の設計機能を自動的に実行することができます。

生産性の向上
SolidWorksのインテリジェントな設計機能と詳細検討機能は、
熟練した設計者が退屈に感じ、若手のユーザーがストレスを

感じるモデリングや詳細検討の問題点を検出し自動化すること

で、生産性を向上させます。



レンダリングに影や

反射を追加

高度なサーフェス編集機能

で目的の形状を作成

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することができます。

•	 設計の自動化：DriveWorksXpressを使用すると、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100万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。

•	 オンライン	 ライブラリ（3DContentCentral.com）：サプラ

イヤが提供する2次元や3次元のカタログ構成部品を利用する

と、設計にかかる時間を短縮することができます。

•	 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、標準化を進めます。

アニメーションと写実的なレンダリング
優れた映像によって、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することができます。

•	 ウォークスルー	アニメーション/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、動画を記録することで、製品の説明に役立てることができます。

•	 アセンブリのアニメーション：機構、重力、構成部品の接触を適用することによって、または
手動で構成部品を動かすことによって、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。また、動画を記録し、保存することができます。

「SOLIDWORKS COSTINGによって、機械加工部品を外部発注

するのと社内で製造するのとどちらの方がコスト効率がよいかを判

断できます。」
- Getman Corporation社、KYLE	STRONG氏

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。

自転車 | Trek Bicycle Corporation



作成した分解図を簡単にド
ラッグ アンド ドロップ

SolidWorks	 Premium	 2013では、3次元で作成した分
解図をパレット表示から直接ドラッグ	アンド	ドロップで
きるため、アセンブリ図面の作成時間を短縮することが

できます。

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。

•	 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：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）：BOMやバルーン付きのカット 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、図面を社内規格と比較して、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、グラフィカル
に比較して図面の相違点を確認することができます。



SolidWorks	 Premiumに組み込まれているシミュレー
ション機能を使用して、接触する部品間の荷重と応

力を評価します。

モーション シミュレーショ
ンでアクチュエータまたはモ
ーターが性能要件を満たして
いるかどうかを迅速に判断

設計プロセス中の構造シミュ

レーションで製品の強度と剛

性をチェック

「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

シミュレーションであなたのアイデアを設計どおりに実現

設計を最もよく理解している設計者やエンジニア向けに構築されたツールを使用し

て、開発中の設計案を仮想的にテストできます。技術革新のリスクを排除し、試作

の数を減らすことで、コストを節約し、製品完成までの時間を短縮します。

モーション	シミュレーション
SolidWorks Motion では、製品の機構をチェックし、動作サイクルを通して設計目標を
満たしていることを確認します。

構造検証
故障の発生しやすい領域の特定と、製品の品質を向上させる設計変更の評価を簡単

に行うことができます。

環境配慮設計
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。

流体シミュレーション
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。



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

コストに基づいて、より迅速に、また繰り返して、設計上の

適切な判断を下すことができます。メーカーは見積もりプロ

セスを自動化することができます。

•	 カスタマイズ可能な製造設定：機械加工テンプレートはカス
タマイズ可能なので、材料費や人件費、機械の速度や供給

量、設置費用など、お客様固有の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

•	 衝突や干渉の検知：構成部品間の干渉、衝突、およびクリア
ランスを設計段階でチェックして、製品が適切に動作するか

確認することができます。

•	 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
品の穴のズレをなくして、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定のクリアランスを

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、ピンの基板図面とワイヤ 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。

製造性のための設計

•	 DFMXpress：SolidWorks DFMXpressを使用して、設計の製造

効率とコスト面をチェックします。

•	 部品と図面の変更点の比較：設計を更新した場合、部品と図
面の比較ツールを使用して、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

•	 ラピッド	 プロトタイピングのための3次元データ：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次元製造データの出力：CNCデータを作成するためのDXF™お

よびDWG™ファイルの情報を、SolidWorksの3次元モデルから

直接自動的にエクスポートすることができます。

•	 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 パートナーの

CAM製品を使用して、SolidWorksからNCツール パスを自動的

に直接更新できます。データの変換は必要ありません。

コスト目標を満たし、適切な時間で製品化

SolidWorks Premiumの各種のツールを利用すると、設計中の製品が製造できるかどうかを、実際に製造
が開始される前に検証することができ、無駄とコストを大幅に減らすことができます。

SolidWorks	 Costingを使用すると、製造コストに基づいてより
迅速に、また繰り返して、判断を下すことができます。また、メーカ

ーは見積もりプロセスを自動化できます。

製造コストの自動見積もり



データ変換

•	 インポート/エクスポート：CADデータをニーズに合う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や

り取りできるIFCファイルのインポート/エクスポート機能があります。

•	 既存の2次元DWGデータ：SolidWorks2次元CADツールを使用して既存の設計製品の保守を行うことができます。

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

•	 ECAD-MCADデータ変換：CircuitWorks™を使用すると、機械設計者と電気設計者との間で双方向にデータを交換すること

ができます。

•	 スキャン	データのインポート：SolidWorks ScanTo3Dを使用すると、スキャンしたデータをSolidWorks CADのジオメトリ

に変換することができ、リバース エンジニアリングを簡単に行うことができるようになります。

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。

大規模デザイン	レビューを使用すると、巨大なアセンブリを素早く開い
て表示し、検索できます。構成部品全体のリスト、測定、断面表示、ウォー

クスルーの機能があります。

コラボレーション	ツール

•	 大規模デザインレビュー：大規模なアセンブリをすばやく開いて操作したり、コメント付きのスナップショットビュ
ー、ウォークスルー、測定、断面表示などを作成して、設計についてチームと明確にやり取りすることができます。

•	 eDrawings®	Viewer：電子メールでの送受信に適したコンパクトなファイル フォーマットのeDrawings Viewerで、SolidWorks

ファイルを直接表示およびマークアップできます。eDrawingsでは、SolidWorks CAD、DWGなど、数多くのCADフォー

マットの表示をサポートしており、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。eDrawingsはiPad®でサポートされます。

•	 知的財産の保護：SolidWorks Defeatureテクノロジを利用すると、モデルを共有する際に設計の任意の部分の情報を非表

示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。

大規模設計の共有とレビ

ューの迅速化 

プラント設計 | Dedini S/A Indústrias de Base



•	 3D	XML

•	 3DS

•	 AI（Adobe®	
Illustrator®）

•	 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）

•	 IDF（電気系CAD）

•	 IFC

•	 IGES

•	 JPG

•	 Mechanical	

Desktop®

•	 OBJ

•	 Parasolid®

•	 PDF

•	 Pro/ENGINEER®

•	 PSD（Adobe	
Photoshop®）

•	 Rhino

•	 SAT（ACIS®）

•	 Solid	Edge®

•	 STEP

•	 STL

•	 TIFF

•	 U3D（ユニバーサ
ル3D）

•	 Unigraphics®

•	 VDA-FS

•	 VRML

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、成功事例を共有し、作業
を改善し、設計上の課題に迅速に対処できます。正規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、効率よく作成する直感的な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。

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。

「PDM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*の条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。」 
* 米国食品医薬品局

— Berchtold Corporation、研究開発担当エンジニア、PATRICK	BROWN氏  

•	 ANSI 

•	 GOST

•	 BSI 

•	 ISO

•	 DIN

•	 JIS

•	 GB

u	サポートする規格

www.solidworks.co.jp
SolidWorks、eDrawings、および3D	ContentCentralはDassault	Systèmes	SolidWorks	Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。	
CircuitWorksはDassault	Systèmes	SolidWorks	Corporationの米国およびその他の国における商標です。その他のブランド名または製品名は各所有者
の商標です。©	2012	Dassault	Systèmes.	All	rights	reserved.	MKPREMDSJPN0712

SolidWorks	 Premium	 2013では、標準搭載されて
いるトランスレータを使用して、さまざまなソ

フトウェア	 アプリケーションで作成されたCAD
データや次のようなファイル	 フォーマットのデ
ータを変換できます。

u	データ変換

u	システム要件

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

•	 2GBのRAM（最小）	

•	 5GBのディスク空き容量（最小）	

•	 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以上	

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

u	詳細を見る

本社
Dassault Systèmes SolidWorks Corp.
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA
Phone: +1-781-810-5011
Email: info@solidworks.com

日本本社
Phone: +81-3-5442-4001
Email: info@solidworks.co.jp

大阪オフィス
Phone: +81-6-7730-2702
Email: info@solidworks.co.jp


