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基本トレーニング

次元メカニカル ソフトウェア 「 」 を使用して部品とアセンブリの

パラメトリックモデルを作成する方法と、それらの部品および アセンブリの簡単な図面を

作成する方法を習得します。

製本マニュアル

の基本とユーザーインタフェース

スケッチの基本

基本的な部品作成

対称と抜き勾配

パターン化

回転フィーチャー

シェルとリブ

編集 修復

編集 設計変更

コンフィギュレーション

付録

グローバル変数と関係式

図面の使用

ボトムアップアセンブリの作成

アセンブリの使用

テンプレート

（定価税抜き表示）

トレーニングマニュアル情報

価格改定により、当価格は より適用されます。

より （電子書籍）の販売を開始します。

以下のトレーニングマニュアルのみ、製本マニュアル（ も付属）と の何れかをお選びいただけます。

•

•

•

上記以外で在庫がある場合は、製本マニュアルの販売もいたしますが、

在庫がなくなり次第、 のみの販売に切り替わります。

***当価格は変更される場合がございます。最新価格、及び在庫状況についてはご担当の販売代理店宛にご確認ください ***

ソリッドワークス販売代理店および トレーニングルームパートナーでは、

製品毎の幅広い トレーニングクラス を準備しています。

製品体系毎に受講者の習熟度と技術レベル、

及び設計分野に対応したトレーニング クラスの中から選択してお申込みいただくことができます。

• ご購入方法 ソフトウェアをお買い求めになった販売代理店宛てにご依頼ください。

• 掲載のないマニュアルは当 での製作予定はありません。

トレーニングファイル が提供されている場合は、他 のトレーニングマニュアルを

お買い求めいただくことも可能ですが、ご購入前に担当の販売代理店さま宛にご相談ください。

トレーニングコースの具体的なカリキュラムや開催スケジュールにつきましては、

直接、ソリッドワークス販売代理店、またはトレーニングパートナーにお問い合わせ下さい。

https://www.solidworks.com/ja/lp/solidworks_trainingfiles_jpn


図面トレーニング

部品とアセンブリの設計図面を作成する方法を習得します。
製本マニュアル

基本の復習

図面テンプレートの理解

シート フォーマットのカスタマイズ

シート フォーマットファイルの保存とテスト

シート フォーマットとテンプレートを追加する

図面ビューに対する高度なオプション

アノテートアイテム ビューを理解する

高度の詳細化ツール

レイヤー、スタイル、デザインライブラリの使い方

部品表に対する高度なオプション

その他のテーブル

その他の図面ツール

パフォーマンス管理

アセンブリトレーニング

メカニカル オートメーション ソフトウェアのアセンブリ モデリング機能を

最大限に活用する方法を習得します。 製本マニュアル

高度な合致参照

トップダウン アセンブリ モデリング

アセンブリフィーチャーとスマート構成部品

アセンブリの編集

アセンブリでのコンフィギュレーションの使用

表示状態と外観

大規模アセンブリ

設備のレイアウト

部品レーニング

次元メカニカル ソフトウェア を使用して

マルチボディ および複雑な形状のソリッドモデルを構築する方法を習得します。
製本マニュアル

マルチボディ デザイン テクニック

ソリッドボディの保存

スプラインによるスケッチの作成

スイープの概要

スケッチとカーブ フィーチャー

ねじ山とライブラリ フィーチャー部品

高度なスイープ作成

ロフト フィーチャーと境界フィーチャーの概要

高度なロフトと境界フィーチャー

フィレットの詳細設定とその他のフィーチャー



製本マニュアル

サーフェスの理解

サーフェシングの概要

ソリッドとサーフェスのハイブリッドモデリング

インポートしたジオメトリの修復と編集

ブレンドとパッチ

複雑なブレンド

高度なサーフェスモデリング

マスターモデルテクニック

金型トレーニング

さまざまなモールド作成のテクニックとモールドツールの使用方法について習得します。
製本マニュアル

サーフェスの概念とインポートジオメトリ

コアとキャビティ

サイドコアとビン

高度なパーティングラインオプション

モールド設計用のカスタムサーフェスの作成

高度なサーフェスによるモールド設計

モールド設計の代替法

再利用可能データ

モールドベースを完成させる

溶接トレーニング

標準の鋼材レイアウトを使用して、溶接構造を作成する方法を習得します。

溶接ビードについても扱います。 製本マニュアル

溶接フィーチャー

溶接に関する作業

溶接の構成および詳細設定

ベンド鋼材の操作

構造システムの概要

構造システムの操作（ ）

結合要素の定義と挿入（ ）

ファイルの管理方法を習得します。

製本マニュアル

のファイル構造

ファイルの保存

ファイル参照

ファイルの共有



電気回路図トレーニング

を使った図面の製造可能性の

最適化方法を学習します。 製本マニュアル

プロジェクトテンプレート

プロジェクトテンプレートの変更

図面タイプ

シンボルおよびコンポーネント

メーカー部品

ワイヤおよび等電位

配線

シンボルの作成

パターン

クロスリファレンス

渡り配線の管理

ダイナミック プログラマブル

ロジックコントローラー（ ）

自動化された プログラマブル

ロジックコントローラー（ ）

コネクター

キャビネットレイアウト

設計ルールの確認

レポート

簡単なレポート

電気部品レイアウトトレーニング

を使った設計の製造可能性の最適化方法を

学習することにより、品質を最大化し、手戻りを回避し、

市場投入までの時間を短縮する事を学びます。

製本マニュアル

アセンブリの作成

キャビネット、ダクト、レール

コンポーネント インテリジェンス

コンポーネントの挿入

ワイヤの配線

ケーブルの配線

を用いてバルーンの付いた図面、

及び検査レポートを作成する方法を習得します。
製本マニュアル

アドイン

スタンドアロンアプリケーション

付録

付録

付録

検査レポートテンプレート

正規表現の理解

品質に関する用語集



を使用し、

で設計された部品の加工に使用される

ツールパスを作成する方法を取得します。 製本マニュアル

付録

付録

の基本とユーザーインターフェース

自動フィーチャ認識（ ）と操作の変更

インタラクティブフィーチャ認識（ ）

インタラクティブフ操作

フィーチャと操作のマージ

除外領域および収容領域

パターンフィーチャとツールパスのミラー

高度なフィーチャおよび操作

テクノロジーデータベースのカスタマイズ

ウォータージェット、プラズマおよびレーザー加工の注意事項

公差に基づく加工

このコースでは を使用し、

で設計されたファイル加工に使用される

ツールパスを作成する方法を習得することです。 製本マニュアル

の基本の設定コンフィギュレーション

高速加工（ ）

アセンブリ加工

軸の加工

旋削加工の基本

チャック、 フィーチャーと操作

フィーチャおよび操作のパラメータ変更

プローブ操作について



線形静解析トレーニング

バンドルを使用する際の ユーザーの

生産性を簡単に向上できます。有限要素解析（ ）の基礎を掘り下げて学習します。

メッシュ作成から部品、及びアセンブリの結果の評価まで、解析プロセス全般が含まれます。

また、線形応力解析、ギャップ 接触解析、およびベストプラクティスについて説明します。

製本マニュアル

解析プロセス

メッシュ コントロール、応力集中、境界条件

アセンブリの相互作用解析

対称および未拘束の自己平衡アセンブリ

結合を使ったアセンブリ解析とメッシュ改善

ボンド条件に対するメッシュオプション

薄肉構成部品の解析

シェルと固体の混在メッシュ

梁要素 コンベヤフレームの解析

固体、梁およびシェルの混在メッシュ

付録

付録

デザインスタディ

熱応力解析

アダプティブメュシュ

大変位解析

メッシュ作成、ソルバ、

ヒントとテクニック

カスタマーヘルプとサポート

熱流体解析トレーニング

ならびに を使って

流体 および熱伝達解析をセットアップ、実行、結果表示する方法を習得します。
製本マニュアル

プロジェクトの作成

メッシュ生成

熱解析

外部非定常解析

連成熱移動

ズーミング

ポーラスメディア

回転参照フレーム

パラメータースタディ

自由表面

キャビテーション

相対湿度

粒子の流跡線

超音速流れ

荷重転送



樹脂流動解析トレーニング

を使って、生産性向上のために部品、

または金型設計を最適化する方法を習得します
製本マニュアル

基本的な充填解析

ショートショットを見つける

自動化ツール

射出位置とヒケ（シンクマーク）

材料

メッシュの操作

エアトラップを見つける

ゲート ブラッシュ

保圧および冷却時間

多数個取り金型

対称解析

バルブゲートとホットランナ

反応射出成形（ 成形）

インサート品の使用

複数材料のオーバーモールド

コインジェクション成形

ハイインジェクション成形

冷却時間

そり解析

このコースでは ソフトウェアを使用して、

マーケティン グに使用できるプロフェッショナルな高品質レンダリング、

ビデオ、 出力を作成する方法を習得します。
製本マニュアル

付録

から へのインポート

インポート設定と外観

デカル

カメラ

バックプレート、環境、および照明

生産性の向上が可能なツール

アニメーションとグループ化

カメラアニメーション

外観とシーンのアニメーション

その他の出力

シュミレーション

質問の答えとキーボードショートカット


