
 

 

複数オブジェクトの編集 

概要 
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TU0115 (v2.0) December 1, 2004   

このドキュメントでは、デザイン上の複数オブジェクトの

編集を行う際のテクニックを紹介します。Find Similar 
Objects ダイアログと Inspector パネルを組み合わせての使

用方法やパラメータマネージャとモデルマネージャについ

てもカバーしています。 後にデザインオブジェクトの検

索と編集を行うためのクエリと List パネルを紹介します。

 

電子設計とは、回路図上で論理的な設計を行い、その後 PCB のワークスペースに実際のオブジェクト

の集まりを表すプロセスです。小規模な回路であっても、PCB ワークスペースにはデザインを構成す

るデザインオブジェクトが数多く使用されています。デザインプロセスでは、こうしたオブジェクト

のプロパティを変更する必要が生じます。それは、設計者がデザインや PCB 製造、組立てでそれぞれ

要求される項目のバランスを取ろうとするためです。 

多くのオブジェクトの編集作業をサポートする為に、以前のアルティウムのデザインツールには、グ

ローバル編集と呼ばれる機能が用意されていました。この機能の基本的な考えは、ひとつのオブジェ

クトを編集し、それを他のオブジェクトに適用させるというアプローチでした。 

DXP プラットフォームのリリースに伴い、グローバル編集の手法が変更されました。基本的なアプロ

ーチとして、編集するオブジェクトを セレクト し、その属性をインスペクト（検査）し、編集 を行

います。 

この セレクト – インスペクト – 編集 の手順を頭に入れ、各ステップを詳しく見ていきましょう。 

複数オブジェクトのセレクト 
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実際、オブジェクトをセレクトするには、いくつもの方法があ

例えば、ウィンドウズの基本的なショートカットであるマウス

ックも使用可能です。この方法は、選択するオブジェクトの数

い場合や、異なる種類のオブジェクトを同時に編集する場合に

的です。 

複数の回路図シートに渡って、多くのオブジェクトを選択する

Find Similar Objects ダイアログを使用します。このダイアログ

プンするには、編集したいオブジェクトのどれかひとつで右ク

を行い、ポップアップメニューから Find Similar Objects を選

す。 

サンプルを使って、実際に手順を確認してみましょう。ここで

図のパワーネットの名称を VCC から 3V3 に変更します。これ

ート上の VCC パワーポートのネット属性を変更することにな

初に回路図上の VCC パワーポートを見つけ、その上で右ク

を行い、Find Similar Objects を選択します。 
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図 1. 右クリックで Find Si
Objects を選択します。 
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複数オブジェクトの編集 

図 2 は、回路図上のパワーポート

で、右クリックを行った後に表示

される Find Similar Objects ダイア

ログです。ダイアログには、クリ

ックしたオブジェクトの属性が表

示されています。従って、このダ

イログの内容は、クリックしたオ

ブジェクトによって異なりますの

で注意してください。 

ダイアログには、2 つのカラムが確

認できます。図 2 でハイライト表

示されているのは、クリックした

オブジェクトの属性で、下側にネ

ット名を示す Text のところが VCC
となっています。 

図 2. ダイアログに読み込まれたオブジェクトの属性 

Find Similar Objects ダイアログの

2 番目のカラムは、その他のオブジ

ェクトと何を一致させるかを指定

します。オブジェクトの各属性の

値を Same（同じ）、Different（異

なる）、Any（条件なし）と指定す

ることで、対象となるオブジェク

トが指定できます。 

図 3 では、Object Kind は Same
で、ネット名を示す Text も Same 
に設定します。これによって、一

致するオブジェクトは、ネット名

VCC のパワーオブジェクトになり

ます。 

 

図 3. 一致させるのにどの属性を使用すればいいか 
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複数オブジェクトの編集 

次のステップでは、検索実行の範

囲（スコープ）を設定します。

Current Document（現在編集中の

ドキュメント）だけか、あるい

は、Open Documents（オープンし

ている全ドキュメント）かを選び

ます。ここではプロジェクト全体

に適用される様、図 4 に示すとお

り、Open Documents に設定しま

す。この編集作業が全シートに適

用されるように、ドキュメントを

先にオープンしておく必要があり

ます。 

図 4. この編集を適用するドキュメントはどれか。 

後のステップでは、オープンし

ているすべてのドキュメントでネ

ット名 VCC のパワーオブジェクト

を検索した後、どのようにするか

を設定します。 

図 5 では、この編集操作の重要な

設定を示しています。ハイライト

されているオプションは、（すべ

ての VCC パワーポートを選択する

ために）Select Matching  とセレ

クトされたオブジェクトを読み込

む為の Run Inspector です。 

一致するパワーポートをセレクト

する為に、OK ボタンをクリックし

ます。  

Apply ボタンでも一致するパワーポ

ートがセレクトされ、Inspector が
開きます。但し、このダイアログ

もオープンしたままになります。

条件の設定が確実でない場合は、

こちらを使用します。 図 5. 検索したオブジェクトに対して何を行うか。 
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複数オブジェクトの編集 

オブジェクトのインスペクト オブジェクトのインスペクト 

回路図と PCB エディタには、共に Inspector とい

うパネルが用意されています。Inspector の基本的

な動作は、現在セレクトされているすべてのオブジ

ェクトの全属性を表示します。セレクトされている

オブジェクトが同じ種類のオブジェクトであれば、

例えば、図 6 のように 10 個のパワーポートの属性

が表示されます。  

セレクトされたオブジェクトの属性がすべて同じで

あれば、その値が表示されます。例では 10 個のパ

ワーポートの Orientation（角度）がすべて 90 度

になっています。  

各パワーポートの属性が異なる値を持っている場合

は、<…> と表示されます。（例えば位置情報

X1 ）10 個のオブジェクトの X1 は、同じでない、

すなわち別の位置にあることを示しています。 

図 6 の Inspector の上側に 2 つのオプションがあ

ることに注意してください。これら 2 つの設定は

重要で、どこからオブジェクトを検索したのか ― 

カレントドキュメントか、オープンされている全ド

キュメントか、同じプロジェクトのオープンされて

いる全ドキュメントかを設定します。セレクトした

全パワーポートをインスペクタに読み込むには、open documents か open documents of the same 
project に設定する必要があります。 

図 6. インスペクタにセレクトされたオブジェクトの属

性が表示された状態 
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インスペクタとは？ 

インスペクタは、現在セレクトされているオブジェクトの属性を表示するパネルです。セ

れているオブジェクトは、1 つでも複数でもかまいません。複数のオブジェクトがセレク

いる場合は、セレクトされているオブジェクトで共通の属性が表示されます。共通の属性

であればその値が表示され、同じでない場合は、<…>と表示されます。インスペクタに値

し、Enterキーを押すと、セレクトされているすべてのオブジェクトの属性がすぐに変更さ

インスペクタの特性を理解すれば、非常に便利に使えます。  

まず、これはパネルですので常に表示しておくことができます。ダイアログをオープンす

ダブルクリックする必要はありません。ワークスペース上でオブジェクトをクリックし、

すれば、属性がすぐに表示されます。デザインの設定を確認する場合など、これはより効

す。例えば PCB において、いくつかのコンポーネントでデジグネータの文字高を確認する

す。インスペクタが表示されていれば、単にデジグネータをクリックしていくだけで、値

きます。これはデジグネータをダブルクリックしてダイアログを表示して値を確認し、ダ

を閉じるという操作を繰り返すより速いはずです。  

2 つのメリットとしてインスペクタは、異なるオブジェクトの共通の属性を表示し、編集

す。これは後ほど、このチュートリアルで紹介します。 
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複数オブジェクトの編集 

オブジェクトの編集 

編集したいオブジェクトをセレクトしたら、

Inspector で属性を確認します。これで編集の準備が

できました。 

ネット名を編集するために Text 欄をクリックする

と、括弧｛｝が表示されます。これは部分的な文字列

の編集を行う場合に必要です。ここでは、文字全体を

変更しますので、単にセル内に 3V3 と入力します。 

セレクトした全オブジェクトに対して、変更した Text
の値を適用させるには、Enter キーを押すか、

Inspector の別のセルをクリックします。  

編集中に気が変わり、編集を中断するには、Esc キー

を押します。編集のやり直し（アンドゥ）を行うに

は、メニューから Edit » Undo を実行します。 複数の

回路図シートに対して編集を適用させた場合は、各シ

ート事にアンドゥの操作を行ってください。 

図 7. ネット名 Text の編集 

図 8 は、文字を変更し、Enter 
キーを押した状態の Inspector
を示しています。その横は、編

集されたパワーポートの 1 つで

す。 

この方法を使って、回路図エデ

ィタや PCB エディタで、あら

ゆる種類のオブジェクトの一括

編集が可能です。 

編集操作を実行した後、回路図

上のその他のオブジェクトが消

えているか、あるいはマスクさ

れていることに気がつくはずで

す。マスクされている場合は、

編集することができません。マ

スク状態を解除するには、ワー

クスペース右下にある   
ボタンをクリック（ショートカ

ット Shift+C）します。 

 
図 8. 更新された 10 個のパワーポートのうちの１つ  
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複数オブジェクトの編集 

グループオブジェクトの編集 グループオブジェクトの編集 
先程行った編集は、プリミティブオブジェクトに対して行われました。これは、回路図上で使用され

ている基本的なオブジェクトのひとつです。コンポーネントなど、より複雑なオブジェクトは、グル

ープオブジェクトと呼ばれ、これらは基本的にプリミティブなオブジェクトの集まりです。例えば、

回路図上のコンポーネントは、ドローイングオブジェクト、文字、パラメータ、ピン及び参照するモ

デルの集まりです。グループオブジェクトに属するプリミティブオブジェクトは子オブジェクト、グ

ループオブジェクトは、それらの親オブジェクトと呼ばれます。 

一般的なグループオブジェクトの編集例を見ていきましょう。デザインにフットプリントが CAPPR2-
5x6.8 で 100uF 16V のコンデンサがいくつか使用されていたとします。現在、電圧値はコンポーネン

トのコメントの一部として指定されています。これをコンポーネントのパラメータとして定義し、回

路図上にこのパラメータを表示させてみます。  

これから実行する手順は： 

6 

1. フットプリントが CAPPR2-5x6.8 で、

100uF 16V のコンデンサをセレクトし

2. （16V を削除し）コメントを 100uF に

ます。 

3. Voltage という名前のパラメータを新た

加し、値を 16V に設定します。 

4. 回路図にこのパラメータが表示される

設定を変更します。 

編集内容が複雑かもしれませんが実際に手

って操作を行ってみます。 

Step 1 - コンデンサのセレクト 
まず、コンデンサをセレクトする為に、10
16V のコンポーネントのどれかひとつで右

クを行い、メニューから Find Similar Ob
実行します。 

以前の例と同じ手順で操作を行いますが、

図 9 に示すとおり、Part Comment と Cur
Footprint を Same に設定します。 

また、デジグネータの文字列が C で始まる

ーネントを一致条件とする為、 図 9 に示す

ダイアログでデジグネータを C* とします

一致するコンデンサをセレクトする為に O
ンをクリックします。 
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図 9. 100uF 16V のコンデンサを検索 

K ボタ
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複数オブジェクトの編集 

Step 2  - コメント文字の変更 
Find Similar Object ダイアログを実行した後、Inspector がオープンします。その背後には、回路図シ

ート上で一致するオブジェクトがセレクトされて表示されます。Find Similar Object ダイアログで

Zoom Matching と Mask Matching オプションが有効になっていればズーム表示され、その他の一致

しないオブジェクトは、マスクがかかります。 

図 10. Find Similar Objects の操作を実行した後の表示 。シート上で 3 つのコンデンサが検索されました。 

図 10 では結果が表示され、このページでは、3
つのコンデンサが検索されています。

Inspector のステータスラインから別のドキュ

メントで 4 つ目のコンデンサが検索されている

ことが確認できます。 
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図 11. コンデンサの値が変更されました。 

図 11 に示すように、コメント文字を変更する

には、単に文字列から 16V を削除し、Enter キ
ーを押します。 



複数オブジェクトの編集 

Step 3 - コンポーネントへ新規パラメータを追加 
次に行う変更は、これら 4 つのコン

ポーネントに Voltage という新しい

パラメータを追加し、その値を 16V
に設定します。これを行うには、

Inspector の下側にある Add User 
Parameter 機能を使用します。先に

値を追加し、それからパラメータ名

を入力します。 

1. まず、新しいパラメータの値 
16V を Add User Parameter の
欄に入力します 

2. 変更を適用させる為、Enter キー

を押します。キーを押すと Add 
new parameter to XX objects ダ
イアログが表示されます。 

3. 新しいパラメータ名を入力し、

OK ボタンをクリックします。 

 

 

 

これで Inspector パネルの下側に新しく、値が

16V の Voltage パラメータが追加されます。 こ
の方法で、必要なパラメータをいくつでも追加

していくことが可能です。 
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複数オブジェクトの編集 

 

Step 4 - Voltage パラメータを表示するための設定 
後のステップは、4 つのコンデンサに新たに追

加した Voltage パラメータを表示するように設定

します。パラメータの表示は、コンポーネント

ではなく、パラメータ自身の属性になります。

このため、この変更はコンポーネントの属性が

表示されている Inspector からは、変更できま

せん。 

パラメータの属性にアクセスするには、

Inspector 下側の Parameters のリストでリンク

が設定されているパラメータ名 Voltage をクリ

ックします。これを実行すると、セレクトされ

ているコンポーネントの Voltage パラメータの属

性が Inspector に読み込まれ、編集可能となり

ます。これは、Inspector 上側の Object Kind が
Parameter となることで確認できます。 

これで回路図に Voltage パラメータを表示させる

ことができます。表示するには、図 12 に示すよ

うに Hide チェックボックスをオフにしてくださ

い。 

 
図 12. 新しいパラメータの表示設定を変更 

他の属性を編集するなどで、親オブジェクトで

あるコンポーネントに戻りたい場合は、図 13.に
示すようにリンクが設定されている Owner をク

リックします。  

これでフットプリントが CAPPR2-5x6.8 のコン

デンサのコメントを 100uF に更新されました。

また、Voltage という新しいパラメータが追加さ

れ、値を 16V に設定し、更にパラメータが表示

されるようにしました。 

 

 
図 13. 親のコンポーネントの属性へ戻るには 
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複数オブジェクトの編集 

異なる種類のオブジェクトに対する一括編集 異なる種類のオブジェクトに対する一括編集 

Inspector パネルは、複数の同じ種類のオブジェクトだけではなく、同じ属性を持った異なる種類の

オブジェクトに対しても使用できます。  

既存配線のネット名変更 

初の例として回路図で、あるネットから 1 つのピンを

削除し、それを別のネットへ追加する変更があった場合

を考えて見ます。PCB を更新する際、そのネットが PCB
上で既に配線が終了した場合は、違うネット名が接続さ

れていることになります。配線には、トラックやビアな

どその他のオブジェクトも含まれます。 

この状態を解消するのにいくつかの方法が考えられます。

一番簡単な方法として、Inspector を使用します。ここで

その手順を紹介します。 

1. PCB で、ネット名を変更する必要がある配線の全プ

リミティブを Edit » Select » Connected Copper コ
マンド（ショートカット Ctrl+H）でセレクトします。 
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2. Inspector パネルが表示されていなければ、表示しま

す（ショートカット F11）。 

3. Inspector では、セレクトされたオブジェクトの共通

の属性だけが表示されます。セレクトが正しく行われていれば、これらの属性のひとつに Net が
あるはずです。これを変更するには、単にドロップダウンリストから新しいネット名を選択し、

変更を適用するために Enter キーを押すだけです。これで配線済みの異なる全オブジェクトのネ

ット属性は変更されます。 

図 14. セレクトしたトラックとビアのネット名

を変更 

異なるオブジェクトのレイヤ属性変更 

図 15. セレクトしたオブジェクトのレイヤ変更

別の例として、あるメカニカルレイヤから別のメカニカ

ルレイヤへ全オブジェクトを移動する場合を考えてみま

す。これを行うには： 

1. メカニカルレイヤをアクティブにする為、PCB エデ

ィタウィンドウの下側にあるレイヤタブをクリック

し、メカニカルレイヤをカレントレイヤにします。 

2. Select » All on Layer コマンド（ショートカット S, 
Y）で、そのレイヤの全オブジェクトをセレクトし

ます。 

3. Inspector パネルが表示されていなければ、表示し

ます（ショートカット F11）。 

4. ドロップダウンリストから新しいレイヤ名を選び、

変更を適用する為に Enter キーを押します。  

 



複数オブジェクトの編集 

パラメータマネージャでの複数パラメータ編集 

ユーザーが定義したデザイン属性をパラメータとしてデザインに追加することができます。コンポー

ネントパラメータは、コンポーンネトのグレードから在庫状況、PCB のコンポーネントクラスのメン

バーシップ、コンポーネントのデータシートへのリンクなど、あらゆる情報として使用することがで

きます。パラメータは、PCB デザインの要求を定義するためにネットに追加することもできます。ま

た、ネットを PCB のネットクラスへ追加することもできます。ドキュメントパラメータは、シートの

タイトル、設計者の名前などを定義して使用することができます。 

パラメータは、個別に追加／編集が可能です。また、Parameter Table Editor を使用して、デザイン全

体やライブラリ全体に追加することができます。 エディタをオープンすると、デザイン全体からパラ

メータの全情報を集め、テーブル形式で表示します。この Parameter Table Editor を起動するには、 
Tools メニューから Parameter Manager を実行します。 

メニューから Parameter Manager を実行すると、まず、Parameter Editor Options ダイアログが表示

されます。 ここで、どの種類のパラメータを Parameter Table Editor に読み込むか決定します。 

 
図 16. 編集したいパラメータの種類を選択します。 

コンポーネントパラメータを編集したい場合であれば、Include Parameters Owned By セクションの

Parts 以外のチェックボックスは、すべてオフにします。ドキュメントパラメータについて作業を行

う場合は、Documents チェックボックスだけをオンにしてください。また、Exclude System 
Parameters チェックボックスは注意してください。これはコンポーネントモデルの設定や、テンプ

レートで設定されているドキュメントパラメータなどのシステムパラメータを除外するオプションで

す。このオプションは、パラメータ管理についての操作に詳しくなってから使用してください。 
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ここでいくつかのパラメータの編集を行ってみます。次の内容は、サンプルの 4 Port Serial Interface 
です。Tools » Parameter Manager を実行した後、Parameter Editor Options ダイアログを 図 16 に
示すように設定してください。 

ここでいくつかのパラメータの編集を行ってみます。次の内容は、サンプルの 4 Port Serial Interface 
です。Tools » Parameter Manager を実行した後、Parameter Editor Options ダイアログを 図 16 に
示すように設定してください。 

パラメータ名の変更 パラメータ名の変更 
下の 図 17 に Text Field1 という既存のパラメータが確認できます。これをより適した名称

Component Type に変更します。  
下の 図 17 に Text Field1 という既存のパラメータが確認できます。これをより適した名称

Component Type に変更します。  

図 17. Parameter Table Editor を使って既存のパラメータを編集 図 17. Parameter Table Editor を使って既存のパラメータを編集 

パラメータの名称を変更するには、カラムのセル上で右クリックを行い、ポップアップメニューから 
Rename を実行します。 Rename ダイアログが表示されますので、 
新しい名称を入力し、OK.ボタンをクリックします。名称が変更さ

れ、（ 図 18 に示すように）カラム右上に小さな青の三角形の印が

表示されます。このアイコンは、このセルの値が変更されたことを

示しています。ここで使用されるアイコンの詳細は、カーソルをダ

イアログ上に移動し、F1 を押すと確認できます。 

パラメータの名称を変更するには、カラムのセル上で右クリックを行い、ポップアップメニューから 
Rename を実行します。 Rename ダイアログが表示されますので、 
新しい名称を入力し、OK.ボタンをクリックします。名称が変更さ

れ、（ 図 18 に示すように）カラム右上に小さな青の三角形の印が

表示されます。このアイコンは、このセルの値が変更されたことを

示しています。ここで使用されるアイコンの詳細は、カーソルをダ

イアログ上に移動し、F1 を押すと確認できます。 

 
図 18. 名称が変更されたパラメータ 

また、図 17 でいくつかのコンポーネントでは、この Component 
Type パラメータが無く、斜線になっていることが判ります。 次に、

その他、すべてのコンポーネントに Component Type パラメータ

を追加してみます。 

また、図 17 でいくつかのコンポーネントでは、この Component 
Type パラメータが無く、斜線になっていることが判ります。 次に、

その他、すべてのコンポーネントに Component Type パラメータ

を追加してみます。 
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パラメータの追加 
このパラメータが無いコンポーネントに対して追加するには、このエディタ上で、Shift+クリック、

または Ctrl+クリックで、そのセルをセレクトします。その後、右クリックを実行し、ポップアップメ

ニューから Add を実行します。 

           
図 19. セレクトしたコンポーネントにこのパラメータを追加。左が追加前、右が追加後。 

Add を実行した後、各セルに緑色の+マークが表示されます。これは、新しいパラメータが追加された

ことを示しています。 

これで各コンポーネントに Component Type パラメータが追加され定義ができます。Parameter Table 
Editor では、標準的な編集のショートカットがサポートされています。カーソルをセルの上に移動し、

F2 キーを押すと編集ができます。編集後、Enter キーを押すとそれが適用されます。また、一度に複

数のセルも編集できます。複数のセルをセレクトし、その上で右クリックを実行し、ポップアップメ

ニューから Edit を選択します。新しい値を入力し、Enter キーを押すとセレクトしていた全てのセル

に編集が適用されます。 
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図 20. セルをセレクトし、右クリックから Edit を実行します（左図）。新しい値を入力し（中央）、 Enter キーを

押す（右図）。 

パラメータの変更を適用するには 
現在、パラメータの編集は、Parameter Table Editor で行われいますが、まだ、回路図シート上のコン

ポーネントに対して適用されていません。コンポーネントにこれらの変更を適用するには、ECO 
（Engineering Change Order：変更指示）を実行し、この ECO をデザインに適用する必要があります。 

パラメータの編集がうまく行けば、Accept Changes (Create ECO) ボタンをクリックします。 
Parameter Editor Table は閉じ、Engineering Change Order ダイアログが表示されます。  

 
図 21. システムへの変更は、常に Engineering Change Order ダイアログを通じて適用されます。 

Validate Changes ボタンをクリックして変更箇所を確認し、Execute Changes ボタンをクリックし、 
コンポーネントにパラメータの変更を適用します。変更が済めば、Engineering Change Order ダイア

ログを閉じます。 
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複数のコンポーネントモデルの管理 

回路図シンボルは、回路図上におけるコンポーネントを現しています。ワイヤは、コンポーネントの

ピンを接続し、接続情報を生成します。これは回路図で生成されたもの、あるいはデザイン内部的な

接続構造で、 終的には実際の PCB へ展開する必要があります。  

元の回路図を PCB レイアウトや回路シミュレーションなどの別の形式へ変換するには、各コンポーネ

ントに供給されているモデルの情報が必要になります。  

PCB フットプリントや Spice シミュレーション、Signal Integrity 解析モデル、3D モデルなど、異なる

モデルの種類がサポートされています。これらは通常、コンポーネントライブラリとして定義します

が、回路図シート上でも定義可能です。個別のコンポーネントにモデルを追加するのは簡単です。 図 
22 に示すように、ライブラリ編集ウィンドウの下側にモデル編集の領域が用意され、そこから追加が

できます。 

 
図 22. モデル編集領域が表示された回路図ライブラリエディタ 

ライブラリコンポーネントの作成とモデルのリンク方法についての詳細は、チュートリアル 「ラ

イブラリコンポーネントの作成」を参照してください。 

コンポーネントモデルについてより詳しく知りたい場合は、アーティクル 「コンポーネント、モ

デル、ライブラリのコンセプト」 を参照してください。 
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複数オブジェクトの編集 

複数コンポーネントに対してモデルの設定を追加／削除するには、ライブラリエディタのモデルマネ

ージャを使用します。ライブラリエディタからモデルマネージャをオープンするには、メニューから 
Tools » Model Manager を実行します。Model Manager ダイアログがオープンし、左側にライブラリ

に含まれているコンポーネントのリストが表示されます。クリックしてコンポーネントをセレクトす

ると、現在設定されているモデルの情報が確認できます。  

 
図 23. 複数のコンポーネントに亘ってモデルを管理するにいは、モデルマネージャを使用します。 

モデルマネージャで可能な作業は： 

コンポーネントに対する新規モデルの追加 • 

• 

• 

• 

あるコンポーネントからモデルをコピーし、別のコンポーネントへの貼り付け 

コンポーネントからモデルの削除 

コンポーネントに割り当てているモデルの編集 

これらのコマンドはすべてダイアログのモデルリストのエリアから右クリックを実行し、ポップアッ

プメニューから選択します。また、モデルリストの下にあるボタンからも、いくつかのコマンドが実

行できます。 

図 23 に示すようにモデルマネージャで PCB フットプリントがセレクトされ、これがコピーされてい

ます。コピーされると、複数のコンポーネントに対して、貼り付けを行うことができます。これを行

うには、リストで Shift+クリック または Ctrl+クリック で複数のコンポーネントをセレクトします。

必要なコンポーネントをセレクトしたら Model のエリアで右クリックを実行し、ポップアップメニュ

ーから Paste を実行します。 
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重要なポイントとして、複数のコンポーネントをセレクトする場合、セレクトされたコンポーネン

トに共通なモデルだけが表示されます。この為、フットプリントの貼り付けを行う際、モデルリス

トの表示がブランクになっても驚かないでください。ひとつのコンポーネントだけをセレクトすれ

ば、すぐにリストにそのコンポーネントのモデルが表示されます。 

クエリを使用して複数オブジェクトの検索と編集 

DXP 2004 プラットフォームでは、対象となるデザインオブジェクトを正確に特定する為の強力なク

エリエンジンが内蔵されています。クエリは、基本的にデザインデータ内で何かを検索するための記

述です。  

オブジェクト検索のためのフィルタリング 
デザインデータに対してクエリを実行するには、いくつかの方法が用意されています。これらのひと

つとして、Filter パネルにクエリを入力する方法があります。デザインデータベースに対して、クエ

リを適用し、フィルタをかける場合、各オブジェクトは適用されるかどうかクエリによってテストさ

れます。  

図 24 では、回路図ライブラリエディタの Filter パネルで IsPin というクエリが入力されています。 
このクエリは、（Whole Library オプションが有効になっている為）すべてのライブラリの各オブジェ

クトがチェックされ、その結果としてピンオブジェクトが集められ、それ以外のオブジェクトはフィ

ルタがかかります。  

 
図 24. Filter パネルを使用し、ライブラリ全体でピンをクエリとして検索 

Filter パネル右側にあるオプションによって結果の表示は変わります。図 24 から（このケースでは）

ピンがフィルタを通り、セレクト、ズームされ、それ以外の全オブジェクトはフィルタを通過せず、

セレクトされず、マスクがかかります（フェードアウトされ、編集不可になります）。 

Select オプションが有効になっているので、ピンは Inspector に読み込まれます。 Inspector はセレ

クトされたオブジェクトの共通の属性を表示することができますが、コンポーネントのピンを編集す

るには、（長さを編集する以外）役に立ちません。  

また、ピンは List パネルにも表示されます。これはデザインデータをリスト表示し、複数のオブジェ

クトが簡単に比較、編集できます。 

Mask out オプションを有効にしてフィルタを適用すると、フィルタアウトされたオブジェクトは、

フェードアウトし、編集ができない状態になります。フィルタを解除するには、ワークスペース右
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下にある  ボタンをクリックします（ショートカット Shift+C）。 

List パネルでのデザインオブジェクト編集 

 
図 25 List パネルに表示されたコンポーネントのピン情報 

図 25 は、回路図ライブラリエディタの List パネルにピン情報が読み込まれた状態を示しています。 
フィルタでは、すべてのライブラリからセレクトされるように設定されていましたが、パネル上にあ

る from のオプションが current component に設定されていることに注意してください。スコープのコ

ントロールは、Filter パネルと List パネルの両方にあり、これはフィルタリングと結果表示を別にコ

ントロールするためです。これでライブラリ内のすべてのピンを検索し、すべてのピンを見たり、編

集中のコンポーネントだけを見たりすることができます。 

List パネルは表形式になっており、オブジェクトの確認と編集には理想的です。List パネル（左上に

あるオプション）で Edit モード に設定すれば、キーボードのキーを使ってセルの移動や編集が行えま

す。例えば、アロー（矢印）キーで各セルを移動でき、F2 または Spacebar で選択しているセルを編

集できます。Enter キーで変更が適用され、Spacebar でチェックボックスのセルがアクティブになっ

ていれば、その切り替えができます。 

List パネルはカスタマイズが可能です。カラム上で右クリックを実行し、ポップアップメニューから

Choose Columns を実行するとカラムの追加や削除、順序の変更ができます。 

デザインデータ編集のためにスプレッドシートを利用 
List パネルでデータを直接編集できるだけではなく、お使いのスプレッドシートエディタに複数のセ

ルを選択してコピーし、編集したのもをスプレッドシートから List パネルに戻すことができます。例

えば、新しいコンポーネントを作成する場合、製造メーカーが供給している PDF のデータシートから

すべてのピン情報をスプレッドシートにコピーします。このデータを 1 ピンずつライブラリエディタ

に入力するのではなく、次のような作業が行えます：  

1. 新しく作成したコンポーネントでひとつピンを配置し、それをコピーし、Paste Array コマンド

を使用し、必要な数だけ貼り付けます。 

2. Filter パネルでクエリ IsPin を使用し、List パネルにこれらのピン情報を読み込みます。 

3. ピンデータのカラムがスプレッドシートエディタのカラムと一致するように適切な設定を行いま

す。 
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4. スプレッドシートエディタに切り替え、ピンデータに必要なブロックを選択し、コピーします。 

5. List パネルに戻り、同じセルのブロックをセレクトし、右クリックを行い、ポップアップメニュ

ーから Paste を実行します。 

データがスプレッドシートでどのように表示されるか見るために、データのブロックを先に List から

スプレッドシートにコピーをしたいかもしれません。この手法を使うと、ピン数が多いコンポーネン

トの新規作成が、素早くできます。次の図は、この手順を示しています： 

 
図 26. クリップボードにコピーされたスプレッドシートエディタでのピンデータ。 

 
図 27. List パネル上でセルのブロックをセレクトし、右クリックから Paste を実行 

 
図 28. ピンデータが貼り付けられた後の List パネル 
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ワークスペースでフィルタリングされたオブジェクトの動作 ワークスペースでフィルタリングされたオブジェクトの動作 

Display dataFiltering Engine

Filter
panel

Navigator
panel

FSO
dialog

Highlighting Engine
(Mask, Select, Zoom)

Query Engine

Design data

図 29 フィルタリング／ハイライトのプロセス図 図 29 フィルタリング／ハイライトのプロセス図 

図 29 は、デザインデータがどのようにしてフィルタ及びハイライトされるのかを示しています。

Filter パネルでクエリを記述したり、Find Similar Objects ダイアログ（これは実際には、背後でクエ

リが使用されています。）の設定によって、あるいは、Navigator パネルでオブジェクトをセレクト

することによってフィルタリングのプロセスがコントロールできることに注意してください。上図に

PCB パネルは示されていませんが、Navigator パネルのように PCB ワークスペースで、データをフィ

ルタすることが可能です。  

図 29 は、デザインデータがどのようにしてフィルタ及びハイライトされるのかを示しています。

Filter パネルでクエリを記述したり、Find Similar Objects ダイアログ（これは実際には、背後でクエ

リが使用されています。）の設定によって、あるいは、Navigator パネルでオブジェクトをセレクト

することによってフィルタリングのプロセスがコントロールできることに注意してください。上図に

PCB パネルは示されていませんが、Navigator パネルのように PCB ワークスペースで、データをフィ

ルタすることが可能です。  

ハイライトエンジンは、フィルタされたデータをどのようにして表示するかを決定します。 ハイライトエンジンは、フィルタされたデータをどのようにして表示するかを決定します。 

メインのグラフィカルな編集ウィンドウでフィルタされた表示データ（Display data）に対して（ハイ

ライトエンジンにそれをセレクトするように指示すれば）Inspector から、あるいは List パネルから

アクセスすることができます。 

メインのグラフィカルな編集ウィンドウでフィルタされた表示データ（Display data）に対して（ハイ

ライトエンジンにそれをセレクトするように指示すれば）Inspector から、あるいは List パネルから

アクセスすることができます。 

クエリ作成のヒント クエリ作成のヒント 
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クエリのキーワードに慣れるまでは Query Helper を使用してください。ヘルパーを表示するには、

Filter パネルにある Helper ボタンをクリックします。 
クエリのキーワードに慣れるまでは Query Helper を使用してください。ヘルパーを表示するには、

Filter パネルにある Helper ボタンをクリックします。 

キーワード上で F1 キーを押すと、そのキーワードのオンラインヘルプが表示されます。 キーワード上で F1 キーを押すと、そのキーワードのオンラインヘルプが表示されます。 

Query Helper ダイアログ下側にある Mask フィールド を使って検索するキーワードの絞込みがで

きます。* （ワイルドカード）を文字列の先頭に入力すると、すべてのキーワードが表示されます。 
Query Helper ダイアログ下側にある Mask フィールド を使って検索するキーワードの絞込みがで

きます。* （ワイルドカード）を文字列の先頭に入力すると、すべてのキーワードが表示されます。 

Query Helper ダイアログを閉じる前に Check Syntax ボタンをクリックし、チェックを行ってく

ださい。 
Query Helper ダイアログを閉じる前に Check Syntax ボタンをクリックし、チェックを行ってく

ださい。 

例えば、‘DIP14’ のように変数は、クオーテーションで囲んでください。 例えば、‘DIP14’ のように変数は、クオーテーションで囲んでください。 

クエリが適用される優先順位の問題を解消する為に、括弧（）を使用し、正しい順序になるように

してください。 
クエリが適用される優先順位の問題を解消する為に、括弧（）を使用し、正しい順序になるように

してください。 
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クエリの記述方法についての詳細は、アーティクル 「クエリ言語の内部紹介ガイド」 を参照して

ください。 

 

更新履歴 

 

Date Version No. Revision 

9-Dec-2003 1.0 New product release 

1-Dec-2004 2.0 Rewritten to suit updated Inspector, List and Filter panels 
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