
かんたん だから 仕事が速い 3D-CAD



　今日、 多数の企業が 3Ｄ-CAD を導入するも使いこなせず、 3Ｄ化に失敗する事例が後を絶ちません。

　その主な原因の一つとして、 まず、 3Ｄ-CAD 側の問題が挙げられます。 煩雑な操作性、 面倒な制約、 難しい

概念などは、 設計上不必要であり、 むしろ設計者の足を引っ張る傾向にあります。 設計者の本来の仕事は CAD

と格闘することではなく、 自由な発想で開発、 設計を進めることであるはずです。

　次に、 ユーザー側の問題としては、 CAD 選定時にしっかり検証せず、 自社の設計用途と合っていない CAD を

知名度だけで選んでしまっていることにあります。

　結果として、 設計の 3 次元化で得られるはずのメリットにたどり着けずに断念してしまっていることが多いのが現

状です。 特に設備設計、 生産技術等の FA 業界では顕著な現象であり、 弊社の実地調査では、 FA 業界の 9 割

近くが導入に成功しているとは言い難い状況にあると言えます。

 　しかし IRONCAD なら良好な操作性とわかりやすい概念で、 設計者はすぐに使いこなせるようになります。 直

感的であり、 余計な制約や概念で設計者の思考を妨げず、 本来の設計作業に専念することができます。

IRONCADとは

　IRONCAD は、 他の３次元 CAD が一朝一夕では追いつけない操作性と設計スピードを備え、 煩雑な 3 次元設

計を簡単に素早く行うことができます。 CAD 選定にあたって重要視すべきは、「わかりやすい概念」「容易な操作性」

「柔軟性」 「データ互換性」 「大規模アセンブリ」 「コスト」 等です。 IRONCAD はこれらすべてを持つ希少な

CAD であり、 近年特に 「装置設計分野」 「FA 設計分野」 でメジャーになりつつあります。

世界一仕事が速いCAD

多くの企業で
3D-CADを使いこなせていない現状

IRONCAD
３つの特徴

これら 3 つを理解するだけ

で、 設計者は他社 CAD で

は困難なトップダウン設計を

容易にこなすことができま

す。

ドラッグ&ドロップによるダイレクトモデリング

穴あけ
(マイナス要素)

ブロック追加
(プラス要素)

ドラッグでサイズ編集

シンプルなアセンブリ概念＆柔軟なファイル管理

位置決め後、複数
部品をまとめて
アセンブリ
グループ化

組立図完了後に
パーツファイルを
外部ファイルに切り
分けて図面化

最強の移動ツールTriBall（トライボール）

回転移動直交移動 複合移動

基本形状の組合せで
大半の部品を作るこ
とができます。

2D設計と同じ手順で
トップダウン設計ができます。

※構想段階ではパーツ・
アセンブリの区別の無い
単一シーンファイル環境



設計者が欲しい機能は全部揃っている

IRONCADで
設計環境がどう変わるのか

IRONCAD は他社3D 2DCADの 1/2操作工数

IRONCAD では手戻り工数、設計工数ともに大幅削減

　スケッチからのモデリング、 ノンヒストリ編集、 サーフェス、 板金、 強力

なデータ変換、 数十万点規模の大規模アセンブリ、 AutoCAD® 互換の 2

Ｄ-CAD 等、 必要な機能は全て備わっています。 また、 アドインアプリケー

ション “Multiphysics for IronCAD” をインストールすることで、 本格的

な連成解析を IRONCAD 画面内で容易に行うことができます （2015 か

ら対応）。

　IRONCAD は他社 3D-CAD が苦手とする分野を独自の技術でカバー

し、 設計者に負担をかけない理想のフロントローディングを実現しています。

様々な機能と相まって、 本来の理想であった 3D 設計のメリットを全員で享

受することができます。 IRONCAD 独自の操作性により、 他社 3D-CAD

はもちろん、 2D-CAD よりも早い設計スピードを可能とし、 大幅な設計工

数削減と納期短縮につなげることができます。 純粋な設計工数だけで見る

と 50% の削減が可能ですが、 実際の雑務等の影響を考慮しても 30% 以

上は容易に削減できます。

　また、 今までの CAD では実現できなかった高品質かつ難易度の高い神

ワザ設計が、 時間と労力をかけることなく実行できます。

これらは弊社設計実務、 ベンチマークにて全て実証されています。

3D-CAD 導入に失敗した方、 現状の 3D-CAD に疑問や違和感を持って

いる方、 3D-CAD は自社には不要と考えている方は、 是非 IRONCAD

をお試しください。

　これはトレースやモノマネでない、 クリエイティブな設計を行う本物の設

計者にこそ使っていただきたい CAD なのです。

ある部品作成の作業時間比較

測定条件

・IRONCAD　弊社スタッフが同じ作業を約10 回繰り返した時のベストタイム

・他社CAD   その CADの経験者が15 回～ 20 回程同じ作業を繰り返した時のベストタイム

IRONCAD 3D-CAD 1 3D-CAD 2 2D-CAD(2 面 ) 2D-CAD(3 面 )

サンプル部品A

サンプル部品B

79秒

92秒

179 秒

204 秒

151 秒

181 秒

145 秒

180 秒

181 秒

219 秒

工数削減効果大

工数削減効果小

設計 組立 不具合対応

設計

設計

組立

組立

不具合対応

不具合対応

2D-CAD

他社 3D-CAD

IRONCAD

工数減少

工数増大

AutoCAD®互換2D-CAD「CAXA Draft」搭載

簡単で使いやすい3D-CADで

構想からすばやく3D設計

使い慣れたAutoCAD互換2D-CADで

2D図面作成＆2D設計

大規模アセンブリ対応 Multiphysics for IronCAD

10万点以上の大規模アセンブリ

にも余裕で対応

設計変更と解析検証の繰り返し

作業効率が大幅に向上

自動連携

IRONCADとは



工数削減を可能にする、IRONCAD独自の機能

カタログから、 ブロックを３Ｄ空間にドラッグ＆ドロップするだけでパーツを作

成することができます。 カタログには、 シェイプ、 拡張シェイプ、 板金、 ツー

ル、 アニメーション、 色、 テクスチャ、 バンプなど、 様々なシェイプや素材

を豊富に備えております。 プレートや円柱を多用する自動機、 設備機械や

治具等はスケッチを一切描かずに設計することができます。

カタログからのドラッグ＆ドロップ
設計時間の大幅な短縮に

IRONCAD では、 簡単にアセンブリやサブアセンブリを作成することがで

きます。 アセンブリ内でパーツを追加、 削除、 階層化することで、 いつで

も自由にアセンブリ構造が編集可能です。

また、 IRONCAD ではアセンブリファイル、 パーツファイル拡張子の区別

が無い単一シーンファイル環境を実現しています。

まずは一つのファイル空間内で構想設計を自由に行い、 詳細な組立図が

完了した時点で、 アセンブリ／パーツごとにファイル分割し、 リンクを保持

した状態で外部保存することができます。

設計初期段階では外部リンク構造、 ファイル管理を意識する必要はありま

せん。 ２D-CADのような感覚でトップダウン設計を行うことができるのです。

シンプルなアセンブリ概念、柔軟な外部ファイル管理
真のトップダウン設計環境

　  インテリシェイプをカタログからドラッ
グ＆ドロップする際、 独立したパーツとし
て追加することも、 ほかのパーツと結合
させてそのフィーチャの一つとして追加す
ることもできます。

　  インテリシェイプはクリックを繰り返す
ことで、 編集モードに切り替わります。
サイズボックスハンドルが表示された状
態でトグルハンドルをドラッグしたり、 数
値入力することで形状の変更が素早くで
きます。

　  スマートスナップ機能により、 インテ
リシェイプをドラッグ＆ドロップしたり、 形
状修正したりする際に他の要素の面、
エッジ、 頂点、 中間点にスナップできま
す。 カーソルをスナップさせたい要素ま
でドラッグし、 緑色にハイライトされたと
ころでマウスボタンを離すだけです。

よく使用するパーツやフィーチャ

等は、カタログエリアにドラッグ

することで簡単に登録することが

できます。パーツやフィーチャの

単体はもちろんのこと、アセンブ

リや複数のフィーチャをまとめて

登録することができます。社内標

準部品を登録したり、一時的なク

リップボードとして使用すること

もできます。

35.000

ユーザー定義カタログ

※カタログから一部抜粋

拡張シェイプ ツール 板金 アニメーション

－ ＝

アセンブリ化したいパーツを選択し、[アセンブリ作成 ]

ボタンを選択するだけで、アセンブリ化することができま

す。階層化も容易です。

アセンブリ1

　　パーツ紫

　　パーツ茶

アセンブリ2

　　　　パーツ赤

　　　　パーツ緑

　　　　パーツ黄

基本的なモデリング手順

1 2 3

カタログから
シーンにドラッグ＆
ドロップするだけで、
様々なシェイプや
穴を追加すること
ができます。

この赤い
ハンドルを
引っ張ることで
サイズを変更
することが
できます。

35.000

アセンブリ2

アセンブリ1



16.500*

工数削減を可能にする、IRONCAD独自の機能

TriBall は 3D 空間内のあらゆるオブジェクトの移動 ・ コピー ・ 配列が可能なツールです。

豊富なオプションメニューの組合せであらゆる移動操作が可能です。

TriBall( トライボール )
業界最強の3D移動ツール

配置可能なオブジェクト：

シェイプ、パーツ、アセンブリ、TriBall 本体、断面図形、3D曲線、サーフェス、結合点、

面、ライト、カメラ、テクスチャ、輪郭、切断面等

軸を固定して直線移動

平面上を移動 軸を中心に回転 他の要素を参照して移動・回転

四角配列・環状配列 面のノンヒストリ編集・移動・コピー 3D曲線に沿って配列

10.000

距離2:21.757308

距離1:78.261891

60.000

12.179°

軸をロックして
軸方向に移動

軸をロックして
軸を中心に回転

向きハンドル：
2D平面：

円周：

中心ハンドル：

内部：

軸ハンドル：

TriBallの中心を固定しピボット

点にしてオブジェクトの向きを

設定します。

ドラッグしてユーザーの視点か

らTriBallの中心に伸びている仮

想軸を回転します。

点から点への移動に使用します。

目的箇所へ直接ドラッグしたり、

右クリックで表示されるメ

ニューから選択します。

ドラッグして選択した仮想平面

上を自由に移動します。

内部の空白エリアをドラッグし

て回転します。またこのエリア

を右クリックすると、[スナップ

増分の設定]をはじめとする様々

なTriBallのオプションを設定で

きます。

主に軸に沿った直接移動や軸の

回転を指定する時に使用します。

一時的に軸の固定としても機能

します。

その他の位置決めツール

スマートディメンションを使って、 相互に関係するパーツ
やシェイプの計測、 配置、 拘束を行うことができます。
異なるアセンブリ間をまたいで指定することもできます。 リ
ニアガイドのレールとブロック、 およびブロック上のサブア
センブリの位置定義等に便利です。

スマートアセンブリはカタログからのドロップまたはシーン
環境でのドラックで構成要素のインテリジェントな配置の
作成を可能にします。 構成要素をドラッグまたはカタログ
からドロップする際、 最も近い結合点を割り出し、 正確な
位置に配置します。 配管やフレーム等のレイアウト設計を
極めて高い効率で作業することができます。

インテリストレッチはアセンブリ、 パーツ、 シェイプを一括
してストレッチすることができます。 ストレッチする境界面
は TriBall で自由に定義することができます。

スマートディメンション スマートアセンブリ インテリストレッチ

ストレッチ境界面

結合点を自動
で認識します

16.500* 1666666666666666666666666..5555555555555555555555555555555555555555555550000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000******



主な機能

押出し、スピン、スイープ、ロフト 2Dシェイプ・スケッチ 2D曲線・3D曲線機能 サーフェス機能

一般的な 3D-CAD と同様、 スケッチを
作成してモデリングすることが出来ます。
標準インテリシェイプに無い形状はこの
方法で作成します。

DWG･DXF をインポートしてスケッチに
することもできます。 インポート時にはレ
イヤ指定が可能です。 参照用として 3D
空間内に配置することもできます。

スプラインの制御点位置、 接線の大きさ
を数値指定することで正確な曲線を作成
できます。 3D 曲線は 3D スイープ、 ガ
イド曲線ロフト、 サーフェスシェイプ作成
等のオペレーションで使用されます。 複
数のサーフェス等の交差曲線、 投影曲
線、 UV 曲線を作成できます。

エッジまたは３D 曲線からサーフェスシェ
イプを作成。 既存のパーツやインポート
したモデルからも作成可能。 作成した
サーフェスは厚み付けやソリッドのカット
ができます。

複数のパーツを結合させて 1 つのパーツ
を作成することができます。 作成後もブ
ラウザツリーから結合前の形状を編集可
能です。

ドラッグ＆ドロップで素早く板金設計を行
うことができます。 標準で様々な曲げや
打ち抜き形状を備えており、 作成後は展
開も可能です。 さらにシェル化等で作成
したパーツ、 履歴の無いインポートパー
ツに対しても展開が可能です。

配置拘束によるアセンブリ作成はもちろ
ん、 スケッチ内での様々な幾何拘束が可
能です。

アセンブリ化や配置拘束の付加により、
動作検証を行うことができます。 リアル
タイムで衝突や干渉のチェックが可能で
す。

パラメータテーブルによる自動設計、 パ
ラメータの機能を駆使してアセンブリ /
フィーチャ / パーツのバリエーションを構
築することができます。

標準でリアルなレンダリングが可能です。
パンフレット等の CG 作成に使用するこ
とができます。 また SmartMotion 機能
により高度なアニメーションも作成できま
す。

体積、 質量、 表面積、 重心、 慣性モー
メント等のマスプロパティ自動計算機能
です。
ユーザー独自のカスタムプロパティを定
義することで自動部品表 (BOM) 作成
後、 Excel に出力もできます。

IRONCAD は業界で唯一
ACIS,Parasolid の両カーネルを搭載し、
同一シーン内で切り替えたり混在させた
りすることができます。 複雑な形状の作
成や他 CAD からのインポート ・ エクス
ポート時のエラー低減に有効です。

IRONCAD は大規模アセンブリでの作業も得意です。 パーツの抑制を行わなくても、
HOOPS テクノロジ、 メモリ管理、 ロード ・ セーブ機能の改善により数万点以上のア
センブリでもスムーズに扱うことができます。 全部品移動、 削除、 アンドゥ、 形状変
更も素早く反応します。 アセンブリ / パーツを区別しない単一シーン環境により、 大規
模アセンブリ環境でも直接パーツの編集が行えます。 また 64 ビット OS に対応し、
広大なメモリ空間を有効に活用できます。

ブール演算 板金設計 配置拘束・幾何拘束 メカニズム検証

各種プロパティ・部品表 デュアルカーネル 大規模アセンブリ対応

ボルト、タップ、特殊穴、ベアリング、ばね、歯車 自動設計、デザインバリエーション レンダリング、アニメーション

オリジナル

マージ

最初に選択したサーフェス定義を
保持してマージ

▲
▲

▲

85.477

合致 、整列、平行、直行、同点、同心、
接線、距離 /角度、フォロワー /カム  



主な機能

ダイレクトフェースモデリングにより、 他社 CAD からイ
ンポートしたデータを簡単に編集できます。 さらに形状
を選択し IRONCAD フィーチャに変換させることもでき
ます。

　ミッドレンジ 3D-CAD に付属する 2D 作図機能は機能、 操作性、 融通性などで従
来の 2D-CAD に劣る物が多く、 単独の 2D-CAD を別に運用させているユーザーも
少なくありませんでした。
IRONCAD では AutoCAD® 互換の本格 2D-CAD ”CAXA Draft ( カーサドラフト）” 
を搭載し、 3D から 2D までの一貫運用を実現しました。
  3D→2D の自動連携は当然のこと、単独の 2D-CAD としても十分に運用可能です。
DWG データを読み込んでそのまま編集し、 再度 DWG データとして保存することもで
きます。 レイヤ、 線種、 ブロック、 属性定義、 寸法スタイル等、 極めて高い互換性を
保っており、 その操作方法も極力近づけているため、 AutoCAD® ユーザーであれば
その日のうちに使いこなすことができるでしょう。
　機械設計向けの公差、 記号、 ライブラリ等も搭載しており 2D 図面作成においても
高い生産性を上げることができます。

IRONCAD 2015 よりアドインツールに
Multiphysics for IronCAD が加わりま
す。 構造 ・ 熱 ・ 電場等のすべての解析
を複合的に同時計算させることで、 より
現実に近い解析結果を求めることが可能
です。 機能限定版は無料。

3D パーツ、 アセンブリに論理的にリンクされた 2D 図面を簡単に作成することができ
ます。 3D シーンにリンクさせずに単独の 2D-CAD としての動作も可能です。

主な機能 ： 基本作図機能、クイック寸法、穴座標寸法、インプレイスブロック編集、

フォーミュラカーブ、拡大図、選択フィルタ、慣性モーメント、重心、重量等の計算

・ AutoCAD® ライクなユーザーインターフェイス
・ DWG,DXF データでの読み込み、 編集、 保存 （2D のみ）
・ 線種、 レイヤ、 ブロック、 寸法スタイル、 テキストスタイル等の高度な互換性
・ 図枠等の属性編集　 ・ shx フォントのサポート

無償で使える IRONCAD COMPOSE
では、 単なるビューワー機能だけでなく、
簡易モデリング機能、 レンダリング、 ア
ニメーション等の機能を備え、 社内のコ
ミュニケーションやお客様とのデータの
共有ツールとして使用できます。 また、
標準で 3D-PDF 出力も可能です。

IRONCAD 3D シーンからの投影図自
動連携（保存拡張子は .exb になります）。
投影ビューを純粋な 2D 要素に分解し、
2D の図面として編集することも可能で
す。 （DWG 保存可）

機械図面の作成に必要な寸法や公差、
注記、 記号を備えています。
寸法公差、 幾何公差、 溶接記号、 表面
仕上記号、 注記、 中心線、 シャフト作図、
ギヤ作図、 ボルト ・ タップ等のライブラリ

自動寸法、 自動穴テーブルを作成でき
ます。
多くのタップや穴加工を含むベースプ
レート等の寸法記入の手間を大幅に削減
できます。

パーツ ・ アセンブリに関連付けされた部
品表 ・ 風船の自動作成が可能です。
3D シーン、 2D 図面の両方で作成でき、
EXCEL に出力することもできます。

インポートデータのダイレクト編集・自動フィーチャ認識 有限要素法連成解析 ビューワー

 AutoCAD®互換2D-CAD“CAXA Draft”搭載 ※完全な互換を保証するものではありません

2D基本作図機能 既存 資産の活用2D-CAD

3D→2D連携 公差・記号・専用機能 自動寸法・自動穴テーブル 部品表、風船
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DATA TRANSFER

IMPORT EXPORT

STANDARD sat (ACIS® ) , x_t (Parasolid® ) , step , xmt , prj , iges ,tmd , 3ds , 
scn , cob , dwg (2D) , dxf (2D・3Dポリゴン) , obj , raw , stl , 
wrl , xyz, pts, ptx, skp (Sketch Up) , model (CATIA®V4) 

sat , x_t , STEP (203,214) ,
IGES (標準, JAMA-IS, ANSYS®, NASTRAN®, COSMOS®,
 PROCAM®, ESPRIT®, MasterCAM®, SURFCAM®, SmartCAM®, 
AlphaCAM®, Pro/E®, AutoCAD®, SDRC®) 
model (CATIA®V4) , 3D-PDF , PDF , DWG , DXF 3ds , hsf , obj , 
pov , raw , stl , wrl , jpeg , bmp

IC-TRANS
 (Op on)

CATIA®V5 , Inventor® , SolidWorks® , Pro/E® , NX®
※Pro/E、NXの拘束条件は維持されます。

CATIA®V5

Rhinoceros
プラグイン

3dm 
※動作にはRhinoceros Version4.0 SR9または5が必要です。

動作環境

必須環境 推奨環境

OS Windows Vista Business  / 7  Professional  /  8  /  8.1 Pro 32bit /64bit 

CPU Intel Core, Xeonシリーズ
AMD Athlon, Opteronシリーズ
デュアルコア 1.6ＧＨz以上

Intel Core, Xeonシリーズ
AMD Athlon, Opteronシリーズ
デュアルコア 2ＧＨz以上

メモリ 2GB以上 8GB以上

グラフィック
カード

OpenGL, DirectX対応カード
ローエンドクラス
（チップ統合VGAは動作保証外）

OpenGL, DirectX対応カード
ミッドレンジクラス以上

メディア
ドライブ

DVDドライブ（インストールに必要）

HDD空き容量 インストールするハードディスク内に1.5GB以上

その他 ホイール付きマウス

IRONCAD 製品シリーズ 

内容・用途

IRONCAD 機械設計向け3次元CAD
3D&2D統合設計環境

INOVATE

IRONCAD DRAFT

IRONCAD COMPOSE

Multiphysics
for IronCAD

DesignDataManager

構想設計・コンセプト設計向け
3Dソリッドモデラー
IRONCADの3D環境を単独提供

機械設計向け2次元CAD(AutoCAD®互換)
IRONCADの2D環境を単独で提供。
各種3Dデータの2D投影図面化機能付き

簡易モデリング、レンダリング、
アニメーションまで可能なフリービューワー

IRONCAD連動の本格連成解析ソフト
機能限定版は無料使用可能(2015から対応)

マルチCAD対応PDM
IRONCAD®, SolidWorks®, OSD®, SolidEdge®,
Pro/E®, Inventor®, AutoCAD®に対応

無料体験版ダウンロードはこちらから www.ironcad.jp

KeyShot
for IronCAD

高品質3Dレンダリングソフト
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