
All-in-one, a�ordable CAD/CAM.

導入から立ち上げのコストを最小に
読み込んだ他社CADデータも自由に編集
CAD作業も CAM作業も スピーディーに

 In the 2011 version, ZW3D is even…

Easier. 
Smarter. 
Faster.



導入から立ち上げのコストを最小に
読み込んだ他社CADデータも自由に編集
CAD作業も CAM作業も スピーディーに

シンプルな操作性、強力なダイレクト・トランスレータ  
設計から製造までを 一本につなぐ All-in-one システムを低コストで。
シンプルな操作性、強力なダイレクト・トランスレータ  
設計から製造までを 一本につなぐ All-in-one システムを低コストで。

構想設計、詳細設計から製造工程までの一貫したシステムを提供する、3D CAD/CAM ZW3D。
ネイティブデータが読める「ダイレクト・トランスレータ」を標準装備し、金型製作やデザインレビューにつなげることができます。
三次元測定器のデータを直接処理する点群処理機能も搭載。複雑な同時５軸加工まで網羅した CAM 機能で、充実した加工工程を提供
します。

All-in-one, a�ordable CAD/CAM.

スタンダード

    図面機能
３Ｄモデルと図面は相互に関連付けされているため、3Dモデルを変更する
と、図面に自動的に反映されます。JISに対応した各図面機能、寸法タイプ
の自動切換、形状要素からの寸法タイプ自動判別によって、図面化作業効
率を向上します。断面図、詳細図、部品表なども簡単に配置することが可
能です。 

   アセンブリ機能
アライメント拘束を選ぶだけで、より簡単に早くアセンブリモデル操作がで
き、複数部品が同期した動作シミュレーションによる干渉チェック、デザイ
ンレビュー用アニメーション出力などが可能です。また周辺部品を表示した
まま部品編集が可能なため干渉相手との位置関係を確認しながら設計変
更を行うことができます。 

   モデリング機能
ソリッド、サーフェス、ワイヤーフレーム、2Dデータ、デザインスケッチなど、あら
ゆる要素を含めたモデリングが可能です。 直前コマンドの再呼び出し、マウス
での選択と決定など、モデリング作業中にマウスとキーボードを行き来する頻
度を減らすことで作業時間を短縮することができます。わかりやすさ、おぼえ
やすさ、操作性のよさが特徴です。 

   モーフィング機能
ソリッド、サーフェス、ワイヤーフレームに対して接合条件を維持しながら任
意の要素を動かすことで形状の大変形が可能です。通常のモデリング機能
のみでは数時間以上かかる形状変更をわずか数分で実現します。デザイン
検証のためのバリエーション展開などで威力を発揮します。

 

   ヒーリング機能
インポートモデルに対して指定した公差、修正範囲内で開いたエッジ（面の
欠落、エッジのズレ、ギャップ）をすばやく修正することができます。また、
頂点、エッジ曲線、フェース境界などの形状要素に関連した異常状態を解析
し、隣接面の連続性をG2まで指定することができるため、意匠部品の修復
にも活用できます。 

   ダイレクト・トランスレータ機能 
CATIA(V4/V5),Pro/E, SolidWorks, NX, Inventorなどのネイティブデータを直
接読み込める「ダイレクト・トランスレータ」を標準装備し、中間フォーマット
に比べ高い変換効率でのデータ受け渡しを実現します。ヒーリング機能と合
わせることにより複数のＣＡＤシステムとの連携を求められる解析部門や生
産技術部門のＣＡＤに最適です。

 



PartSolutionsTM ライブラリ
ANSI、ISO、JISなど、国際的な標準となる主要サプライヤーからの 100万点以上の

パーツがライブラリーとして用意されており、フィーチャー・モデルやアセンブリ

の作成が より簡潔に行えます。 

フィーチャー・マシニング
CADデータのトポロジー情報を分析して、形状に対して自動で最適なツールパスを適用する「フィー

チャー･マシニング」。 ２軸加工の対象となる 穴加工や 同時３軸加工の対象となる サーフェース加

工部をZW3Dが自動認識して必要な加工パスをHSM（高速加工）や取り残し加工を含むストラテジ

ーより自動的に割り当てます。この結果、CAMオペレータの作業時間を 50% に半減し、工作機械で

の加工時間を 30% 削減することを可能にしました。

リバース・エンジニアリング
３次元測定器などからの点群・STLデータを使って、ダイレクトに滑らかなサーフェスの作成を実現し

ます。点群情報だけでなく隣接面との連続性も考慮したサーフェスを作成が可能です。モックアップか

らのサーフェスモデル作成のほか、プレス成形品などのリバースエンジニアリングにも有効です。 

All-in-one, a�ordable CAD/CAM.

プロフェッショナル

プレミアム

インテリジェント金型設計ツール
プロフェッショナルは、モールド設計に不可欠な機能を備えています。 金型作成支援機能であるドラフ

ト生成、アンダーカット解析、キャビ・コア分割、パーティングライン＆サーフェスの生成、スライド、電極

とブランク材作成機能等々強力な金型設計機能を備えています。

2軸～5軸加工までのシームレスなCAM機能
プレミアムは、設計・製造統合モデルです。金型作成支援機能から、穴、2軸、2.5軸、3軸から5軸（オプショ

ン）までの加工用CAMモジュールすべてに対応しています。CAD/CAM統合モジュールにおいて共通のデー

タベースやユーザインターフェースを使用しており、CAM側でCADの形状情報だけでなく、トレランスや仕上

げ品質、材料特性などの属性情報も利用可能です。また、機械に合わせたポストプロセッサーの充実、ワイ

ヤフレームやソリッド上の検証機能などの製造現場において必要なすべての機能が含まれています。

 

明快なGUIのパス作成、加工一覧のパス編集による加工パスの効率化
明快なGUIにより、加工パスの生成に必要な作業手順を大幅に削減。クイックミル機能による高速演算処

理、自動3軸、自動5軸穴あけ機能、STL形式とNURBS形式が混在するデータ処理が可能。3軸加工のみなら

ず、穴加工から同時5軸加工までのCADと完全に連動した環境を実現。多軸加工機による加工効率向上の

ため、同時4軸加工、5面加工と同時5軸加工の混在が可能です。ロリポップ工具によるアンダーカット部の

加工にも対応し、形状とフォルダの干渉チェック機能も充実しています。



Email: sales@zwcad.com   
www.zwsoft.com 
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"New" or "Enhanced" means features are newly-added or improved in ZW3D 2011
compared with those of the previous version ZW3D 2010.  

ZW3D 2011 製品別機能概要

SmoothFlow ダイレクトエディットとクィックエディット

スケッチとクイックシェープを搭載した ZW3D カーネル

ハイブリッドモデリング、フィーチャーモデリング

３Dチュートリアル内臓

トランスレータ（CATIA V4/V5, NX,  Pro/E, SolidWorks, 
　　　　Inventor, IGES, STEP, STL, DWG/DXF, VDA など）

2D図面、断面図、BOM & 穴テーブル

ヒーリング

サ－フェスモデリング、モ－フィング

３Dワイヤーフレーム・ツール

アセンブリとアニメーション 

シートメタル・デザイン

設計最適化、比較、リアルタイムビュー＆チェック

フォトリアリスティックレンダリング

PartSolutionsライブラリ

点群データ取込、編集、サーフェス作成

キャビ・コア分割, パーティング・ライン＆サーフェス

モールドベースライブラリ

冷却菅, スライド, 電極作成 

２軸・2.５軸加工

２軸自動加工

３軸加工

３軸自動加工

３軸クイックミル加工

切削速度の最適化機能

ポストプロセッサ

加工一覧マネージャー

ソリッド加工シミュレーション

４・５軸加工（オプション）
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About ZWSOFT 
発想のままに設計・モデリングする機能を、より低コストで。

ZWSOFT(ZWCAD Software Co.,Ltd.)は、世界８０カ国での AEC 及びメカ
ニカルCAD 業界で、高水準のCAD/CAM ソリューション18万以上のライ
センスを顧客に提供してきました。　ZWSOFT は、最先端の
CAD/CAM ソフトウェアの開発者として、低コストでありながら高機能
のCAD/CAMソフトウェアの開発と提供に全力を注いでおり、
CAD/CAM 業界全体のレベルアップの一翼を担っています。ZWCAD や 
ZW3D 等の ZWSOFT製品は10年以上に渡り、２Ｄ及び３Ｄの設計者た
ちのニーズを満たしてきました。

● Microsoft Windows XP / Vista / 7 

● Microsoft Internet Explorer 6.0 以上

● Intel Pentium4 ２GHｚ以上

 （推奨 Intel Core 2 Duo 2Ghz 以上）

 　※Pentium3 では動作しません

● 1GB 以上のメモリ

 （推奨 2GB 以上）

● 800MB 以上のハードディスクインストール領域
　　　　　　　　　　　（PartSolutionsのインストールには3GB以上）

● 512MB 以上のハードディスクスワップ領域

 （推奨 1GB 以上）

● スクロールマウス

● 1024×768 TrueColor 以上のディスプレイモニタ

 （推奨 1280×1024 以上）

● OpenGL 対応グラフィックボード

 （推奨 NVIDIA製チップセット）

● DVDドライブ（インストール用）

◆ WindowsはMicrosoftCorporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他すべての会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
◆ 本カタログ記載の仕様と表示画面および出力画面例は2011年7月現在のもので、予告なく変更および更新することがありますので、あらかじめご了承ください。
◆ 無断複製、転載を禁じます。　　

System Requirements 

＜スタンドアローン＞

　　● ソフトウェア・キー（標準）

　　● ハードウェア・キー（オプション）

<ネットワーク＞

　　● フローティング（オプション）

License 




