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Windows95/98/NT用の32bit電子設計システム、
Protel 99 SEの世界へようこそ。
このProtel 99 SEでは、最初のコンセプトの段階から
最終基板レイアウトまでの全てを容易に実現可能な、
統合化開発環境が提供されます。
Protel 99 SEは、新たなレベルの統合化を実現した
EDAデスクトップツールです。Protel 99 SEは、他の
ツールのように設計工程の各段階でそれぞれ異なった
アプリケーションを使用するのではなく、全てのツールをデザインエクスプロ
ーラという1つのアプリケーション環境で使用する事ができます。Protel 99
SEをスタートし、デザインエクスプローラをオープンすれば、すべてのデザイ
ンツールを簡単に使用する事ができます。共通化された操作性とカスタマズ可
能なユーザー環境により、異なるツールを使い分ける場合においても操作性の
違いに苦労する事はありません。
単一の開発環境が実現されたProtel 99 SEでは、それぞれの設計工程の間での
データの受け渡しに困る事はありません。例えば、Protel 99 SEで基板の自動
配線を行なう場合、PCBレイアウト画面の中で1つのコマンドを起動するだけで
実行され、自動配線用に特別なファイルを作成する必要はありあせん。また
Protel 99 SEでは回路図エディタから直接、PLD用に作成された回路図をコン
パイルすることができ、わずかな操作で業界標準のJEDECダウンロードファイル
を生成できます。
Protel 99 SEでは、シミュレーションも統合化されており、アナログ／デジタ
ル混在のシミュレーションを回路図作成画面から直接、設定し実行する事がで
きます。Protel 99 SEには、広範囲のシミュレーション可能なコンポーネント
ライブラリが用意されており、業界標準のシミュレーション言語SPICE 3f5が
サポートされています。
Protel 99 SEには充実した回路図用およびPCB用のコンポーネントライブラリ
が含まれています。またプロテルのライブラリ開発センターでは常時ライブラ
リの開発が行われており、主要な部品メーカの最新のデバイスやパッケージン
グ技術のサポートが行われます。これらの新しいライブラリは、プロテル社の
Webサイトwww.protel.comからダウンロードできます。
またProtel 99 SEには、統合化されたスプレッドシート、表作成、テキスト編
集機能、マクロ作成ツールが装備されており、デザインエクスプローラ環境上
での設計プロジェクトに含まれるすべてのドキュメントとの連携が可能です。
デザインエクスプローラはオープンクライアント／サーバーアーキテクチャで
すので、プロテルやサードパーティからのアドオンツールを利用してProtel
99 SEの機能を拡張することができます。アドオンツールはデザインエクスプ
ローラ環境下で統合化され、新しい機能やサービスの提供によりProtel 99 SE
デザインツールの能力を向上させます。プロテル社のWebサイトwww.protel.com
では、最新のアドオンツールのリストを参照ことができ、この中のほとんどの
ツールは直接ダウンロードすることができます。
Protel 99 SEをインストールすれば、複雑な設計を短期間で簡単に片付ける事
が可能な、統合されたツールのセットを一度に手に入れることができます。
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デザインエクスプローラは、設計者とデザインドキュメント、及びデザインツールとの
インターフェイスです。Protel99SEをスタートし、デザインエクスプローラをオープ
ンするには、ウィンドウズのスタートメニューのProtel99SEプログラムグループから
Protel99SEを選択します。‑デザインエクスプローラがオープンし、作業の準備がで
きました。実際に設計を始める前にProtel99SEのサンプルデザインをご覧になりたい
場合は、\Program Files\Design Explorer 99 SE\Examples\フォルダを参照して下さい。

システムメニュー
システムメニューを表示す
るには、下向矢印をクリッ
クします。‑これはプリフ
ァレンスの設定やデータベ
ースの圧縮、リソースのカ
スタマイズに使用します。
その他のメニューとツール
バーは、編集されるドキュ
メントに応じて自動的に
変更されます。

エクスプローラと
エディタパネル

, text, etc).

各エディタ(スケマティッ
ク、PCB、テキスト等)には
それぞれエディタパネルが
用意され、デザインエク
スプローラのナビゲー
ションパネルと同じ
ように利用できます。

アクティブデータベース
全てのデザインドキュメント
は統合されたデザインデータ
ベースに保存されています。

ナビゲーションパネル
デザインデータベース内の全てのドキュメントとフォルダ
を表示します。アクティブなドキュメントはハイライト表
示されます。ドキュメントかフォルダ上で右マウスボタン
クリックをするとオプションのメニューが表示されます。
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ドキュメント／フォルダタブ
オープンされているドキュメントとフォルダは、それぞれタブ（アクティブなタブには、アイコ
ンが表示されます）があります。ウィンドウが分割をするには、タブ上で右マウスボタンをクリ
ックします。タブをクリックし、ドラッグすると、ウィンドウの異なった領域に移動できます。

スケマティックエディタ
上側のタブに注目して下さい。
‑現在、2
つのスケマティック
がオープンしています。

フォルダービュー

hematic sheet and the

フォルダを使用し、デザイン
ドキュメントを管理します。
新しいドキュメントを作成す
るには、右マウスボタンをク
リックします。クリック＆ド
ラッグで異なるフォルダにド
キュメントが移動できます。

ＰＣＢエディタ
PCBを同時にオープンして、
作業することができます。

ヘルプアドバイザー
デザインウィンドウ
このデザインで現在オープンしているドキュメントを表示します。
‑オープンしているドキュメントとフォルダには、それぞれタブが
あります。このウィンドウは3つの領域に分割され、フォルダ、
スケマティックシート、PCBが表示されています。

ナチュラルランゲージヘル
プシステムを使えば、
疑問に思ったことを素早く
見つけることができます。
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デザインエクスプローラでの作業は、ウィンドウズ
のファイルエクスプローラでの作業に似ています。
ウィンドウズエクスプローラをよくご存知でしたら
すぐに操作ができます。
ウィンドウズエクスプローラの様に作業を行う領域
が2つあります。‑画面左側のナビゲーションパネル
は、ツリー構造でデザインの構成を表示します。
右側は現在ツリーで選択されているドキュメントを
表示します。ツリー上のドキュメントやフォルダを
クリックすると右側に表示されます。
デザイン内のすべてのドキュメントは、同じウィン
ドウに表示されます。ドキュメントはそれぞれタブ
があります。ウィンドウを分割して、複数のドキュ
メントを同時に表示するには、タブ上で右マウスボ
タンをクリックします。

Protel99SEでは、統合されたデザインデータベース
にスケマティックシート、PCB、ライブラリ、シミュ
レーション結果、マニュファクチュアリングファイル
等、すべてのデザインドキュメントが保存されます。
それぞれのドキュメントを個々に探したりオープンす
る必要はなく、データベースをオープンするだけで、
そこからすべてのデザインドキュメントにアクセスす
ることができます。
ドキュメントを保存するのと同じ様に、データベース
内にフォルダを作成することもできます。
デザインデータベースには、マイクロソフトワードや
エクセル、AutoCADドローイング等、他のタイプの
Create folders and store all the
ドキュメントを保存することができ、プロジェクトの
document
管理を容易に行えます。マイクロソフトワードやエク
セルの様なドキュメントは、"OLE対応サーバー"によって作成され、ダブルクリックする
だけでProtel99SEデザインデータベースから直接オープンすることができます。

•
•
•
•
•
•
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新しいドキュメントやフォルダを作成するには、File ≫ Newを選びます。
デザインデータベースの中にドキュメントを入力するには、フォルダで右クリックし、
I
m
p
o
r
t
を選びます。
デザインデータベースから出力するには、ドキュメント(
又はフォルダ)
を右クリックします。
M
Sアクセスデータベースを圧縮するには、システムメニュー(
下向矢印)
からDesign
Utilitiesを選びます。
デザイン内のドキュメントやフォルダは、クリック＆ドラッグで移動することができます。
デザインをオープンするとき、ドキュメントが自動的にオープンされるのを止めるには
ALTキーを押さえます。

新規デザインの作成
チュートルリアルを開始するため、新しいデザインデータベースを作成するには、
以下の手順を実行します：
現在オープンしているすべてのデザインデータベースを閉じます。
メニューからFile ≫ Newを選びます。

New Design Databaseダイアログが表示され
ます。デザインを保存するオプションが、
2種類あります。1つはMS Accessデータ
ベースで、これはディスクドライブ上の
1つのデータベースファイルの中に全ての
デザインドキュメントが保存されます。
もう1種類はウィンドウズファイルシステ
ムで、ディスクドライブ上に個別のデザイ
ンドキュメントとして保存されています。
どちらのオプションを選択しても、デザイ
ンデータベースでの作業方法はまったく
同じです。

はじめに、
デザインデータ
ベースを新規
作成します。

このチュートリアルではAccessデータベースを使います。
‑Design StorageTypeをMS Access Databaseにします。
Database File Nameフィールドに Multivibrator.ddb と入力します。
Browseボタンをクリックし、デザインを保存したい場所に移動します。
OKボタンをクリックして、New Design Databaseダイアログを閉じます。
‑新しいデータベースがデザインエクスプローラにオープンします。

これで回路図を作成する準備ができました。

デザインエクスプロ
ーラにオープン
された新しい
Multivibratorデザイン
データベース。
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回路図を作成する
スケマティックシートの新規作成
以下の手順で新しいスケマチックシートを作成して下さい：
左側のパネルで、Multivibrator.ddbアイコンの隣の小さな +をクリックして
ナビゲーションツリーを展開します。
右側にフォルダの内容を表示するために、Documentsフォルダアイコンを
クリックします。
メニューからFile ≫ Newを
選択して下さい。
New Documentダイアログ
ボックスが表示されますので、
Schematic Document
アイコンを選択して下さい。
OKボタンをクリックすると、
新しいスケマティックシート
アイコンが作成されます。
アイコンはデフォルト名で
作成されます。Edit ≫ Renameを選び、新しい名前 Multivibrator.schと
入力します。
スケマティックシートをオープンするために、Multivibrator.schアイコンを
ダブルクリックします。
新しいスケマティックシートが作成されると、ワークスペースがスケマティック
エディタに変化します。メインツールバーにはスケマティック用のボタンが表示
され、図面作成用の2つのツールバーが表示されます。さらに、メニューも
スケマティック用になり、パネルには回路図に使用するライブラリ部品を管理する
機能が表示されます。
Protelでは、ワークスペースをいろいろな形にカスタマイズすることができます。
例えば、ツールバーのタイトルエリアにカーソルを移動し、マウスボタンを押しな
がらカーソルを移動すると、ツールバーをワークスペース内のどこにでも移動する
ことができます。デザインエクスプローラのカスタマイズの方法については、
オンラインヘルプのデザインエクスプローラについての項目を参照して下さい。

スケマティックエディタの設定
P
r
o
t
e
l9
9S
E
は、マル
チレベルのアンドゥを
携えており、数多くの
操作をやり直すことが
できます。アンドゥの
最大回数はユーザー側
で設定可能で、お使い
のコンピュータの空き
容量によって異なりま
す。
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回路図を作成する前に、使用する図面の設定を行います。
以下の手順で設定して下さい。
メニューからOptions ≫ Document Optionsを選択して下さい。
Document Optionsダイアログボックスが表示されます。
このチュートリアルではA4の大きさの図面を使用します。
Sheet OptionsタブのStandard StylesフィールドをA4に設定して下さ
い。
A4に設定するには、スクロールバーを使ってスクロールアップします。
設定ができたらOKボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じて
下さい。図面の大きさがA4サイズに変更されます。

図面全体を表示するにはメニューからView ≫ Fit Documentを選択し
て下さい。Protel 99 SEでは、メニューショートカットキー(メニュー
項目に下線が引かれた文字)を押すと、そのメニューが表示されます。
例えば、View ≫ Fit Documentを選択するにはキーボードからVキー
を押し、続いてDキーを押します。また、いくつかのサブメニューにも
キーが割り当てられています。例えば、Edit ≫ DeSelect ≫ Allメニュ
ーを実行するには、キーボードからXキーを押します。DeSelect
メニューにはXキーが割り当てられており、続いてAキーを押します。
次にスケマティックエディタの設定を行います。

スケマティックシートはドキ
ュメントテンプレートとして
保存することができます。
これは、会社のタイトルブロ
ックやロゴ等の特別な情報を
含むことができます。
スケマティックテンプレート
を作成する上で、完成する
までの詳細は、P
r
o
t
e
l9
9S
E
デザイナーズハンドブックの
スケマティックエディタの
設定の章のシートテンプレー
トを参照して下さい。

メニューからTools ≫ Preferences[ショートカットT, P]を
選択して下さい。Preferencesダイアログボックスが表示されます。
このダイアログボックスで、スケマティックエディタの操作環境
の設定を行うことができます。
Default Primitivesタブをクリックして下さい。右端にPermanent
のチェックボックスがありますので、ここにチェックを入れて下さい。
設定ができたらOKボタンでダイアログボックスを閉じて下さい。
回路の作成を始める前に、このスケマティックシートを保存します
メニューからFile ≫ Save[ショートカットF, S]を選択して下さい。
ブランクシートがDocumentsフォルダに保存されます
eating

デザインエクス
プローラに
オープンされている
Multivibratorデザ
インデータベース。
スケマティック
シートがオープン
され、設計が開始
できます。
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回路図の作成
これまでの説明で回路図を作成する準備ができたら、下図のような2個の2N3904
トランジスタを使用した自己発振マルチバイブレータ回路を作成します。

図1
自己発振
マルチ
バイブレータ
回路

ライブラリの検索と登録
Protel99SEの回路図エディタには、たくさんの回路図シンボルを管理するために
高度なライブラリ検索機能が装備されています。以下の手順を実行し、このチュート
リアルの回路を作成するために必要なライブラリの登録を行って下さい。
メニューからTools ≫ Find Component[
ショートカットT, O]
を選択、または
パネルのFindボタンをクリックして下さい。Find Schematic Componentダイアログ
ボックスが表示されます。
まずトランジスタを検索します。使用するトランジスタは両方とも2
N
3
9
0
4
です。
By Library Referenceのチェックボックスにチェックが入っていることを確認して
下さい。(
チェックが入っていない場合にはチェックを入れて下さい。)
部品の名前に3
9
0
4
という文字がある部品をすべて検索してみます。By Library
Referenceの欄に *3904* と記入して下さい。(
メーカーによって異なる品番が
つけられている事を考慮し、ワイルドカードのシンボル *を使用します。)
Search ScopeをSpecified Pathに設定し、Pathの欄にライブラリファイルが保存
されているパスを正しく入力して下さい。P
r
o
t
e
l9
9S
E
インストール時のデフォル
トではC:\Program Files\Design Explorer99SE\Library\Sch\となります。Sub
directoriesとFind All instancesにチェックが入っていることを確認して下さい。
Find Nowボタンをクリックして検索を開始して下さい。P
r
o
t
e
l9
9S
E
には
6
0
,
0
0
0
以上もの部品が収録されているため、検索には多少の時間がかかります。
正しく記入されていれば2
つのライブラリファイルが検索され、Found Librariesリ
ストに表示されます。
検索されたライブラリからBJT.LIBをクリックして選択して下さい。このライブラ
リにはシミュレーション用のB
J
T
トランジスタが入っています。このB
J
T
ライブラリ
ように、SIM.DDBに収録されているのはシミュレーション用のライブラリです。
Add To Library Listボタンを押して、このライブラリをスケマティックエディタに
登録して下さい。
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ダイアログの後ろに表示されているエディタパネルのライブラリリストに
いくつかのライブラリが登録されるのが確認できます。ライブラリデータ
ベース中のライブラリを1つ追加すると、その他のライブラリも登録され
ます。シミュレーション用ライブラリには、いくつかライブラリが収録
されているので、他の部品を探す必要はありません。
Find Schematic Componentダイアログを閉じます。
Browse Schパネルの上側のBrowseモードがLibrariesに設定されていれば
Sim.ddbのライブラリが表示されます。上側のリストボックスでライブラ
リ名をクリックすると、下側のリストには、そのライブラリに含まれてい
るコンポーネントの一覧が表示されます。パネルのFilterを使うとライブ
ラリ内のコンポーネントを素早く見つける事ができます。

部品を配置する
最初にQ1とQ2の2つのトランジスタを配置します。配置する位置は図1を
参照して下さい。
メニューからView ≫ Fit Document[ショートカットV, D]を選択し、
スケマティックシート全体を表示します。
Browse SchエディタパネルのBrowseモードをLibrariesに設定して
下さい。
Q1とQ2はBJTトランジスタです。このライブラリをアクティブにするため、
BJT.LIBをクリックします。
パネルのFilterセクションに *3904* と入力し、Enterキーを押して下さい。
一覧に3904という名前が付いた部品が表示されます。
一覧から2N3904をマウスでクリックし、Placeボタンを押して下さい。
カーソルが十字型に変化し、トランジスタの輪郭がカーソル上に現れます。
この状態が部品配置のモードです。カーソルを動かすと、トランジスタの輪郭が
それに応じて移動します。

必要な部品を
素早く配置
するために
フィルターを
使います。

図面上に部品を配置する前に、まず必要な属性を記入します。
トランジスタがカーソルと一緒に移動いている間に、TABキーを押して下さい。
Partダイアログボックスが表示されます。
Attributesタブを表示して各フィールドに次の値を記入して下さい。
スケマティックの部品と
Footprint TO92A Designator Q1
P
C
B
の部品との関連は
その他のフィールドはデフォルトのままにしておきます。
F
o
o
t
p
r
i
n
t
(
フットプリン
ト)
により行われます。
OKボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じて下さい。
これで部品を配置する準備が完了しました。
カーソルをシートの中央から少し左に(トランジスタも一緒に)、移動し
ます。
位置が決まったらマウスの左ボタンをクリックするか、またはEnterキー
を押してトランジスタを配置します。
カーソルを移動すると、先に配置されたのと同じトランジスタが現われます。
引き続き部品の配置モードになっているので、同じ部品を連続して配置する
ことができます。それでは2個目のトランジスタを配置しましょう。

回路図で指定したフット
プリントとは、P
C
B
の部
品形状を示し、ネットリ
ストを読み込む際、P
C
B
ライブラリから読み込ま
れます。フットプリント
を設定するには、スケマ
ティック上の部品をダブ
ルクリックして下さい。
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カーソルで部品を
移動している時には
以下のキー操作が
できます。
Yキー
垂直方向に反転
Xキー
水平方向に反転
スペースキー
9
0
°単位で回転

このトランジスタは先に配置したトランジスタと同じですので、属性を設定する
必要はありません。Protel 99 SEで同じ部品を続けて配置する場合、部品番号が
自動的にインクリメントされます。この場合次のトランジスタはQ2になります。

図1を見ると、Q2のトランジスタはQ1のトランジスタと逆向きに配置され
ていることがわかります。部品の向きを変えるには、カーソルで部品を
移動している時にXキーを押して下さい。これにより水平方向に向きが
変わります。
カーソルをQ1の右側に移動して下さい。部品を配置する位置を正確に指
定したい場合には、PAGEUPキーを押して図面を拡大して下さい。図面
を拡大すると、グリッド線が表示されます。
部品を配置する位置が決まったらマウスの左ボタンをクリック、または
ENTERキーを押して下さい。Q2のトランジスタが配置されます。引き続
き配置モードになり、カーソルと一緒にトランジスタが表示されます。
すべてのトランジスタの配置が完了したので、マウスの右ボタンをクリ
ック、またはESCキーを押して部品の配置を終了して下さい。カーソル
が通常の矢印に戻ります。
次に抵抗を4個配置します：
シートの表示を変更するには以下の
キー操作を行って下さい。

Browse Schパネルのライブラリリストをスクロールし、
Simulation Symbols.Libを選択して下さい。
Simulation Symbols.Libは、抵抗、コンデンサ、電圧／電流ソー
ス、線形／非線型従属従属ソースのような一般的なライブラリが
含まれています。
Browse Schパネルのフィルターに *res* と入力し、Enter
キーを押して下さい。
パネルの一覧からRESをマウスで選択し、Placeボタンを押
オブジェクトを移動するには、
カーソルをオブジェクト上に移動
して下さい。カーソルと一緒に抵抗が表示されます。
し、マウスの左ボタンを押さえた
TABキーを押して、ダイアログで抵抗の属性を設定します。
ままカーソルを移動して下さい。
PartダイアログのAttributesタブに次のように記入します。
マウスの左ボタンを離すとそこに
Footprint AXIAL0.4 Designator R1 Part Type 100k
配置されます。
OKボタンをクリックしてダイアログを閉じて下さい。
再び部品配置モードに戻ります。図1の様に抵抗をQ1のベー
ス側へ配置します。部品間の接続は後で行います。
次に抵抗R2をQ2のベース側へ配置して下さい。(2個目の抵抗を配置する際
には自動的に部品番号が割り付けられます。)
残りのR3とR4の2つの抵抗は、値が1kですので、TABキーを押してダイア
ログを表示し、PartTypeを1kに変更して下さい。
図1の様にR3とR4を配置して下さい。
抵抗をすべて配置したらマウスの右ボタン、またはESCキーを押し、
部品の配置を終了して下さい。
P
PAGEUP
拡大
PAGEDOWN
縮小
V, D
シート全体を表示
V, F
すべてのオブジェクト
を表示
END
再描画
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次にコンデンサを2個配置します：

図面上に配置され

た部品の属性を変
この回路に使用するコンデンサは抵抗と同じSimulation Symbols.Libにあり
更するには、部品
ます。このライブラリは、すでにBrowse Schパネルに表示されています。
をダブルクリック
パネルのFilterに *cap* と記入し、ENTERキーを押して下さい。
し、A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
ダイアログをオー
リストからCAPをクリックし、Placeボタンを押して下さい。カーソルの
プンして下さい。
ところにコンデンサが表示されます。
TABキーを押して、コンデンサの属性を設定します。Partダイアログの
Attributesタブを表示して、次のように記入します。
Footprint RAD0.1 Designator C1
Part Type 20n
OKボタンをクリックしてダイアログを閉じて下さい。
編集モードや部品の配置モー
ド（カーソルが十字になって
再び部品配置モードになります。
いる時）では、カーソルが
スペースキーを押し、コンデンサを回転して正しい向きにして
ドキュメントウィンドウの端
下さい。
に来ると、画面が自動的に
抵抗を配置した時と同じ手順でコンデンサを2個配置して下さい。
スクロールします。
コンデンサの配置が終了したらマウスの右ボタン、または
スクロールし過ぎた場合、
キーボードをV,F(View≫
キーボードのESCキーを押して部品の配置を終了して下さい。

最後にコネクタを配置します。コネクタはMiscell
aneousDevices.ddb
ライブラリデータベースに収録されています。

FitAllObjects)と続けて
押し、配置されている
オブジェクトがすべて表示
されるようにして下さい。
オブジェクトの配置中でも
表示に関する操作を実行する
ことができます。

前に説明した方法でCurrentlibraryリストにMiscellaneous
Devices.ddbを追加します。
Browse SchパネルのライブラリリストからMiscellaneous
Devices.libを選択して下さい。
配置するのは2ピンのコネクタです。Filterの欄に *con2* と記入
して、ENTERキーを押して下さい。
パネルのリストからCON2をマウスで選択し、Placeボタンを押して下さい。
TABキーを押して、ダイアログボックスでコネクタの属性を次のように設定
して下さい。
Footprint FLY4 Designator Y1
OKボタンをクリックし、ダイアログボックスを閉じます。
コネクタを配置する前に、Xキーを押してコネクタの向きを変更してからシート
上に配置して下さい。
マウスの右ボタンクリック又はESCキーを押して部品の配置を終了して下さい。
メニューからFile ≫ Save[ショートカットF, S]を選択して回路図を保存して下
さい。
これですべての部品の配置が完了しま
した。図2に示すように部品間には、
配線を行うためのスペースが必要です。
配線を行うためのスペースがない場合
は、部品を移動させて下さい。移動
するには部品をクリックし、マウスを
押さえ続けたままカーソルを移動しま
す。
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ここからチュートリアルを始める

次に、配置した部品間をワイヤを使用して接続しま
場合は、デザインデータベースの
す。部品間の接続を行うには、図1を参照して以下 Multivibrator tutorial.ddbをダウンロ
の手順を行って下さい：
ードし回路図ファイルMultivibratorplaced.sch を開いて下さい。
メニューからView ≫ Fit All Objects[ショー
トカットV, F]を選択し、配置した部品を
すべて表示します。
最初に抵抗R1とトランジスタQ1の間を次の手順で接続して下さい。メニューから
Place ≫ Wire[ショートカットP, W]を選択、又はワイヤリングツールバーから
Wireボタンを選択してワイヤの配置を開始します。カーソルが十字型に変化しま
す。
カーソルをR1の下端に移動して下さい。部品のピンの先に
配置されたワイヤの形状を
カーソルを移動すると丸い印が現れます。これはカーソル
変更するには、カーソルを
ワイヤの上に移動し、マウス
が部品の電気的な接続点にあることを示しています。
の左ボタンをクリックして
ワイヤを開始する点でマウスの左ボタンクリック、または
ください。
ENTERキーを押して下さい。カーソルを移動すると最初に
ワイヤの頂点にハンドルと呼ば
クリックした点から、現在のカーソル位置へワイヤが引か
れる小さな点が表示されます。
れるのが確認できます。
Protel99SEではこの状態を
カーソルをR1下のトランジスタQ1の左側まで垂直に移動し
"フォーカス"と呼びます。
て下さい。
マウスでハンドルをクリック
するとワイヤの形状を変更する
ことができます。
ワイヤが部品の接続点を横切っ
たり、ワイヤ同士を接続した
場合には、Protel99SEにより
自動的にジャンクションが
配置されます。
ワイヤの配置中には以下の操作
が可能です： マウスの左ボタ
ンクリック、またはEnterキー
を押すとワイヤが折れ曲がりま
す； Backspace、Deleteキーを
押すと、ワイヤの頂点が削除さ
れます； マウスの右ボタン、
またはEscキーを押すとワイヤ
の配置を終了します。カーソル
が十字のままであれば、引き続
き他のワイヤを配置することが
できます。
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マウスの左ボタンクリックか、ENTERキーを押してくださ
い。クリックした位置でワイヤが折れ曲がります。
次にカーソルをベース側のピンに移動して下さい。ピンの
先端で丸印が表示されたらマウスの左ボタンクリック、
またはENTERキーを押して下さい。抵抗とトランジスタの
ベースが接続されます。
マウスの右ボタンクリック、又はESCキーを押してワイヤ
の配線を終了して下さい。カーソルは十字のままになって
おり、ワイヤの配置を続けることができます。(ワイヤの
配置を完全に終了するには、もう一度マウスの右ボタンを
クリック、又はESCキーを押して下さい。ここではワイヤ
の配置を続けます。)
コンデンサC1をトランジスタQ1と抵抗R1に接続します。
カーソルをC1の左の接続点に置いてマウスの左ボタンクリ
ック、またはENTERキーを押してワイヤの配置を開始して
下さい。
Q1のベースとR1を接続しているワイヤにカーソルを水平に
移動してください。接続点を示す丸印が表示されます。
同じ手順で残りの回路を接続してください。
すべての接続を完了したら、マウスの右ボタンクリック、
またはESCキーを押してワイヤの配置を終了して下さい。
カーソルが矢印の状態に戻ります。

接続される部品のピンのそれぞれの集まりをネットといいます。例えば、あるネッ
トにはQ1のベース、R1のピン、C1のピンが含まれます。
デザイン中の重要な箇所を簡単に識別するためにNet labelsが追加できます。2つの
電源ネットにネットラベルを配置するため以下の手順を実行して下さい。
メニューからPlace ≫ Net Labelを選択して下さい｡カーソル上に点線の箱が
表示されます｡
配置する前にネットラベルを編集するため、TABキーを押してNet
Labelダイアログを表示させます。
ワイヤがピンの終端
と交差している場合
Netの欄に 12V と入力し、OKボタンをクリックし、ダイアログを
は、ジャンクション
閉じます。
を削除しても接続さ
図3に示すように、ネットラベルの左下がワイヤと接触するように
れます。先に進む前
配置して下さい。
に、回路が図3のよ
うに作成されている
最初のネットラベルを配置した後も、ネットラベルの配置モードが
か確認して下さい。
継続されます。2つめのネットラベルを配置する前に編集するため、
再度TABキーを押して下さい。
Netの欄に GNDと入力し、OKボタンを押してダイアログを閉じ、
図3のようにネットラベルを配置して下さい。
File ≫ Save[ショートカットF, S]を選択して回路を保存して下さい。
これで回路図が完成しました。この回路図をプリント基板にする前に、
Protel99SEの検証機能を使用し、回路図の確認を行います。
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Protel99SEのスケマティックエディタは単なる図面作成ツールではありません。
これには回路についての電気的接続情報も含まれており、この機能を利用して設計
した図面を検証することができます。ここでは、以下の手順でERC(エレクトリカル
ルールチェック)を行います：
メニューからTools ≫ ERC[ショートカッ
トT, E]を選択して下さい。SetupElectrical
Rules Checkダイアログボックスが表示され
ます。
このダイアログのSetupタブには、作画上の
チェック項目があります。このタブの設定は
そのままにしておいて下さい。
Rule Matirixタブをクリックして下さい。こ
のマトリックスによりERCの電気特性を切り
替えることができます。

to close the

マトリックスでは、回路図に使用されている様々
なピンの種類の接続状態をチェックする事ができ
ます。例えば、マトリックスの左側にOutput
Pinがあります。この列のOpen Collector Pinと
交差する位置を見て下さい。交差している場所が
赤で表示されています。これは、出力ピンがオー
プンコレクタピンと接続されていた場合にエラー
メッセージを報告することを示しています。
このチュートリアルで作成した回路には、パッシ

ブピン(抵抗、コンデンサ、コネクタのピン)とインプットピン(トランジスタの
ピン)のみが使用されています。
ERCで未接続の入力ピンを見つけられるかチェックしましょう：
マトリックスの横の列からInput Pinを見つけて下さい。次に縦の列から
Unconnectedを見つけて下さい。InputPinとUnconnectedが交差している所
は、デフォルトで黄色になっています。これは入力ピンが未接続の場合、
ワーニングが報告される事を示しています。
OKボタンをクリックしてERCを実行して下さい。テキストエディタに結果が
表示されます。
正しく回路図が作成された場合、ERCは空白になります。エラーメッセージが表示
された場合は回路をチェックし、全てのワイヤと結線が正しいか確認して下さい。
完成した回路図をご覧になりたい場合は、Multivibrator tutorial.ddbをダウンロー
ドし、Multivibrator wired.Schをオープンして下さい。
それでは故意にエラーが発生するように回路図を変更した後、再度ERCを実行して
みましょう：
ウィンドウ上側にあるMultivibrator.schタブをクリックし、回路図を
アクティブドキュメントにして下さい。
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C1とトランジスタQ1のベースを接続しているワイヤをマウスでクリックして下
さい。ハンドルがワイヤの両端に表示されたら、Deleteキーを押してワイヤを
削除して下さい。
メニューからTools ≫ ERC[ショートカットT, E]を選択して下さい。
Setup Electrical Rule Checkダイアログが表示されたら、OKボタンをクリックし
て下さい。
テキストエディタにERCレポートが表示され、回路に未接続の入力ピンがあるという
ワーニングメッセージが表示されます。また、ERCダイアログのSetupタブには、
入力ピンがフローティングになっているかチェックするFloatingInputPinsのオプ
ションがあり、このエラーも発生します。
ERCレポートとスケマティックシートを一緒に見るには、ERCテキストウィンド
ウ上側にあるMultivibrator.ERCタブ上でマウスを右クリックします。ポップ
アップメニューからSplit Horizontalを選択します。デザインウィンドウは2つ
の部分に分割され、上の部分がスケマティックに、下の部分がERCレポートが
表示されます。
回路図をアクティブにし、メニューからView ≫ Fit All Objects
[ショートカットV, F]を選択して回路全体を表示して下さい。
クロスプローブ機能は、
コンデンサーQ1にエラーマーカー(×印の入った赤丸)が配置され
Protel99SEのほとんどの
ており、エラー箇所を確認することができます。
ERCでエラーがレポートされた場合、Protel99SEの"クロスプローブ
機能"を利用すれば簡単にエラー発生箇所を見つけることができます。
ここでは、回路に1つエラーがある場合のクロスプローブ機能の
使用方法を説明します。

ドキュメントエディタで
動作します。例えば、回路
図上の部品からPCB上の
対応するフットプリントを
参照することができます。
クロスプローブ機能は、
複雑な設計を扱う上での
強力な機能です。

ERCレポートのタブをクリックし、アクティブにして
下さい。
エラーメッセージはデジグネーターとピンの情報
（例：Q1‑2）、位置情報（例：＠430,390）を含みます。
位置情報の記載を選択するため、その部分をダブルクリックして下さい。
メインツールバーのCross Probeをクリックして下さい。対応するエラーが
スケマティックウィンドウの中央に現れ、カーソルはその位置を示します。

では、このセクションを終了する前に、スケマティックのエラーを修正しましょう。
回路図のタブをクリックし、アクティブにして下さい。
メニューからEdit ≫ Undo[ショートカットE, U]を選択して下さい。削除した
ワイヤが復元されます。
アンドゥを実行してワイヤが復元されたら、メニューからTools ≫ ERC
[ショートカットT, E]を選択します。ダイアログのOKボタンをクリックして
下さい。ERCレポートが表示され、エラーが無くなるはずです。
メニューからFile ≫ Closeを選び、レポートファイルを閉じます。
スケマティックに戻り、View ≫ Fit All Objects [ショートカットV, F]を実行
し、回路図全体を表示します。
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スケマティックエディタからPCBエディタへデザイン情報を転送する前に、空のPCB
ファイルを作成する必要があります。Protel 99 SEでPCBファイルを新規作成する
には、PCB作成ウィザードを使用する方法があります。ウィザードでは、60以上の
標準的な基板外形がサポートされており、カスタムサイズの基板も作成可能です。
PCB作成ウィザードで新規PCBを作成するには次のステップを実行します：
デザインデータベースMultivibrator.ddbをオープンします。画面左のナビゲー
ションパネルのDocumentsフォルダをクリックします。
メニューから File ≫ New [ショートカット F, N]を選択し、New Document
ダイアログのWizardsタブをクリックします。
Printed Circuit Board Wizardアイコンを
クリックして選択を行い、OKボタンをク
リックするとウィザードがスタートします。
最初の画面には、ウィザードの紹介が表示
されます。Nextボタンを
クリックすると次に進み
ます。
次のページで使用する基
板外形の設定を行います。
このチュートリアルでは、
独自のサイズを設定する
ことにします。ボード
アウトラインのリストからCustom Made Board
を選び、Nextボタンをクリックします。
次のページでカスタムボードオプションを入力
します。チュートリアルの回路では、2 x 2イン
チの大きさで十分ですので、また、Corner CutoffとInner Cutoffオプションを
オフにします。その他の所は、デフォルト値のままにしておきます。
Nextボタンをクリックし、次に進みます。デフォルトの単位系はmil（1000mil
= 1inch）になっています。
次のページでは、基板の外形が表示されます。必要に応じ、このサイズを変更
する事ができます。このページのオプションはそのままにし、Nextボタンを
クリックし、次に進みます。
次のページでは基板の物理的な構成を選択することができます。この画面のオ
プションはデフォルトのままです。Nextボタンをクリックし、次に進みます。
次のページではデザインに使用するビアのタイプを設定します。この画面のオ
プションはデフォルトのままです。Nextボタンをクリックし、次に進みます。
次のページでは、配線のオプションを設定します。Thru-hole componentsオ
プションを選び、パッド間に配置するトラックを1本に設定します。Nextボタン
をクリックし、次に進みます。
次のページは、基板に適応するデザインルールをいくつか設定します。
この画面では、デフォルトのままにしてあります。Nextボタンをクリックし、
次に進みます。
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次のページは、これまでに入力したパラメータを基にしたカスタムボードを
テンプレートとして保存する事ができます。このチュートリアルでは、
テンプレートとしては保存しないので、このオプションのチェックははずし、
Nextボタンをクリックし、次に進みます。
これでPCBウィザードは、新しい基板を作成するのに必要な情報が集められまし
た。Finishボタンをクリックし、ウィザードを終了します。
PCBエディタに基板外形がオープンされます。
P
C
B
エディタでは、イン
メニューからFile ≫ Saveを選び、ドキュメントを保存した後、
チ及びミリ単位系をサポ
File ≫ Closeでドキュメントを閉じます。
ートしています。View
新規基板は、PCB1.PCBという名前が付けられます。名前を変更する
» Toggle Unitsで単位系
ため、ナビゲーションツリーのドキュメントフォルダをクリックし、
が切り替わります。
その後画面の右側に表示されるPCB1.PCB選択します。メニューから
Edit ≫ Renameを選択し、Multivibrator.pcbと入力し、ENTERキーを
押します。
PCBワーク
Multivibrator.pcbアイコンをダブルクリックすると、PCBがオープンされ、
スペースに
表示された
設計を始めることができます。
カスタム
ボード外形

outline
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回路図にコンポーネントを配置した時に、各コンポーネントのAttributesダイアログ
のFootprintに文字を入力したことを思い出して下さい。Protel 99 SEを理解する前
に回路で使用されるいろいろなスケマティックコンポーネントの扱い方やそれらを
表現するフットプリントについてしておく必要があります。Footprintの欄には、
PCB設計で使用するコンポーネント名を入力します。Protel 99 SEでは、IPCスタン
ダードライブラリを含め、35以上のPCBフットプリントライブラリが収録されていま
す。PCBデザインを行う前に、適切なフットプリントライブラリがあるか確認する
必要があります。
必要なフットプリントライブラリを追加するには、以下の手順を実行して下さい：
メニューからDesign ≫ Add/Remove Library [ショートカットD, L] を選択
し、PCB Librariesダイアログをオープンします。
フットプリントライブラリのデザインデータベースは、\Program Files\Design
Explorer 99 SE\Library\PCB\フォルダ内の3つのサブフォルダにあります。
\Generic Footprints\フォルダに移動すると、ライブラリデータベースが表示
されます。このチュートリアルでは、汎用のアキシャルやラディアルコンポー
ネントがいくつか収録されているAdvpcb.ddbと、トランジスタが収録されて
いるTransistors.ddbの2つのライブラリデータベースを使用します。それぞれ
のライブラリを見つけて選択し、AddボタンをクリックしてSelected Filesに
追加して下さい。追加の作業が済めばOKボタンをクリックし、ダイアログを
閉じます。
ライブラリが正常に追加されたか確認するため、PCBのエディタパネルの
ドロップダウンリストからLibrariesを選びます。PCB Footprints.libと
Transistors.libの両方がリストに表示されます。
スケマティックで抵抗のフットプリントに、AXIAL0.4と設定したことを思い出
して下さい。このフットプリント見るため、Browse PCBパネルのライブラリ
リストからPCB Footprints.libをクリックし、AXIAL0.4という表示がされる
まで、Components listをスクロールして下さい。AXIAL0.4をクリックする
と、PCBエディタパネルのミニビューワにフットプリンの形状が図4に示すよう
に表示されます。
これですべてのPCBフットプリントライブラリがロードされました。
次に、回路の読み込みに注目していきましょう。

Protel 99 SEでは、スケマティックエディタからPCBエディタへのデザイン情報の転
送が簡単に行えます：
デザインウィンドウ上側のMultivibrator.schタブをクリックし、ドキュメント
をアクティブにします。
メニューからDesign ≫ Update PCBを選びます。
Update Designダイアログが表示されます。Synchronizationタブにある2つのクラス
オプションのチェックをはずし、他の設定は全てデフォルトのままにしておきます。
何が実行されるか確認するため、ダイアログ下側のPreview Changesボタンを
クリックします。Changesタブには、PCBに追加されるコンポーネントや
ネット、ネットのノード詳細等、35個のマクロがリスト表示されるはずです。
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マクロは、PCBとスケマティック間で各デザインの変更時に作成されます。
エラーがあるマクロは実行されません。オンラインヘルプを参照し、エラーを修正
して下さい。
Executeボタンをクリックするとダイアログが閉じられ、ネットリストマクロ
が実行されます。
デザイン情報の転送が済めば、デザイン
ウィンドウ上側のMultivibrator.pcbタブを
クリックし、基板を表示します。
コンポーネントは基板外形の右側に現れます。
配置の作業を始める前に、PCBワークスペースの
設定を行います。

コンポーネントの配置を行う前に、配置グリッ
ドを確認します。PCBワークスペースにあるすべてのオブジェクトは、"スナップグリ
ッド"に従って配置が行われます。このグリッドは配線に適した値に設定
する必要があります。このチュートリアルの回路では、パッド最小間隔が
デザインデータベース
Multivibrator tutorial.ddbを
100milの標準的なインチサイズのコンポーネントを使用します。このコン
ダウンロードし、P
C
B
ファイル
ポーネントのパッド間隔をグリッドに合せるためには、スナップグリッド
Multivibrator components.pcbを
を50、25milのように100milの分数で設定して下さい。この基板では、
オープンすれば、ここからチュ
トラック幅とクリアランスをそれぞれ12milと13mil（PCBボードウィザー
ートリアルを開始できます。
ドのデフォルト値）に設定をすることにより、平行なトラックのセンター
間が25milになります。以上のことから、ここでもっとも適したスナップ
グリッドサイズは、25milになります。以下の手順に従い、スナップグリッドを設定
して下さい：
メニューからDesign ≫ Options [ショートカット D, O] を実行し、Document
Optionsダイアログを表示し、Optionsタブをクリックします。
Snap X、Snap Y、Component X、Component Yの値を25milに設定します。
このダイアログは、エレクトリカルグリッドの設定も行えます。エレクトリカ
ルグリッドは、電気的なオブジェクトを配置する場合、スナップグリッドに
関係なく、電気的なオブジェクトにひきこむ機能です。
OKをクリックし、Document Optionsダイアログを閉じます。
コンポーネントの配置をより簡単に行うために、その他の設定を行います：
メニューからTools ≫ Preferences [ショートカットT, P]を選び、PCB
Preferencesをオープンします。OptionsタブのEditing Optionsセクションで
Snap to Centerのオプションにチェックがあることを確認して下さい。
これでコンポーネントを掴んだとき、カーソルがコンポーネントの基準点に移
ります。
PreferencesダイアログのDisplayタブをクリックします。このタブのShow
セクションでShow Pad Numbers、Show Pad Net、Via Netsオプションの
チェックをはずします。このダイアログのDraft Thresholdsセクションで、
Stringsの値を4ピクセルに設定し、Preferencesダイアログを閉じます。
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P
C
B
ワークスペースの下側には、いくつかレイヤータブが確認できます。
P
C
B
エディタでは複数のレイヤーを扱いますが、ほとんどの場合、編集作業は特定の
レイヤーに対して操作を行う事になります。
P
C
B
エディタには、3
種類のレイヤーがあります：
電気的なレイヤー ‑電気的なレイヤーには、3
2
のシグナルレイヤーと1
6
のプレーン
レイヤーがあります。電気的なレイヤーは、レイヤースタックマネージャーから追加や
削除が行えます。このダイアログは、Design ≫ Layer stack Managerを実行すると表
示されます。
メカニカルレイヤー ‑基板外形の定義や寸法線、組立の詳細、その他の機構的な情報
等に使用されるメカニカルレイヤーは、1
6
層用意されています。これらのレイヤーは
プリントアウトやガーバー出力に含めることができます。Design ≫ Mechanical
Layersを実行するとSetup Mechanical Layersダイアログが表示され、メカニカルレイヤー
の追加削除、名称の設定が行えます。
特別なレイヤー ‑特別なレイヤーとしては、トップとボトムシルクスクリーンレイヤ
ー、ソルダーマスク、ペイストマスク、ドリルレイヤー、キープアウトレイヤー(
電気
的な領域を示すために使用されます。)
、マルチレイヤー(
マルチレイヤーのパッドと
ビアに使用されます。)
、接続レイヤー、D
R
C
コネクション、グリッドレイヤー、ホール
レイヤーがあります。これらの特別なレイヤーの表示設定は、D
o
c
u
m
e
n
tO
p
t
i
o
n
s
（Design ≫ Options）ダイアログで行います。
チュートリアルは簡単なデザ
dialog.
インなので、片面か両面基板
で配線する事ができます。
デザインが複雑になれば、
レイヤースタックマネージャ
ーでレイヤーを追加します。
このダイアログを表示するに
は、Design ≫ Layer Stack
Managerを選びます。
新たにシグナル、及びプレー
ンレイヤーを追加する場合は
現在選択されているレイヤー
の下に追加されます。C
o
p
p
e
r
t
h
i
c
k
n
e
s
s
やD
i
e
l
e
c
t
r
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
等のレイヤー属性
は、伝送線路解析に使用され
ます。OKボタンクリックし
て、ダイアログを閉じます。
新しい基板が使用しないレイヤーを表示していれば、不必要なレイヤーを非表示にしま
しょう。レイヤーを非表示にするには、以下の手順を実行します：
ショートカットキーLでDocument OptionsダイアログのLayersタブを表示します｡
Used Onボタンをクリックすると、オブジェクトが配置されていないレイヤーを
非表示にします。
4つのマスクレイヤーとドリルドローイングレイヤーのチェックをはずし、
OKボタンをクリックし、ダイアログを閉じます。
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Protel99SEのPCBエディタは、"ルールドリブン設計環境"と呼ばれています。
これはどのような意味なのでしょうか？ PCBエディタでトラックの配置、コンポーネ
ントの移動、自動配線の実行等の作業を行い、デザインを変更した場合、 PCBエディ
タはそれぞれの操作をモニターし、デザインルールが守られているかどうかチェック
します。ルールが守られていない場合、その箇所をハイライト表示する機能がありま
す。デザインルールを設定してから残りの作業を進め、どのようにデザインエラーが
表示されるか確認してみましょう。
デザインルールは48あり、6つのカテゴリーに分けられます。これらのルールは、配線
(Routing)、製造(Manufacturing)、ハイスピードデザイン(High Speed)、
配置(Placement)、シグナルインティグリティ(Signal Integrity)をカバーしています。
それでは、電源のネットに関する線幅を指定するデザインルールを設定してみます。
これらのルールを設定するには、以下の手順を実行して下さい：
PCBをアクティブなドキュメントにし、メニューからDesign ≫ Rulesを実行し
ます。
Design Rulesダイアログが表示されます。ルールの各カテゴリーがタブに表示さ
れます。Routingタブをクリックします。
Rules Classesリストの各ルールを選択するには、クリックを行います。
各ルールをクリックすると、ダイアログ下側に、既に設定されているルールが
表示されます。これらのルールはデフォルトで設定されているものか、新規PCB
ドキュメント作成時にボードウィザードで設定したものです。
Rule ClassesリストのWidth Constraintルールをクリックします。ダイアログ
の下側にルールが表示されます。
Protel99SEの強力な機能の
1つであるデザインルール
システムは、同じタイプの
ルールを異なるオブジェクト
を対象に複数設定する事がで
きます。ルールの対象となる
オブジェクトの集まりは、ル
ールスコープで指定します。
ルールシステムは、各オブジ
ェクトに対するルールを実行
するため、あらかじめ定義さ
れた階層を使用します。
例えば、Widthconstraint
ルールがWholeboard(すべて
のトラックがこの幅であるこ
とを意味します。)です。
2つめのWidthconstraintルールがグランドネット(このルールは、前のルールを無視
します。)で、3番目(このルールは、前の2つのルールを無視します。)はグランドネッ
トの特定の接続箇所に関するものになります。
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現在、Width constraintルールはWhole boardの設定1つしかありません。ここでは、
Width constraintルールを12VとGNDの2つネットについて追加します。
Width constraintルールを新たに追加するには、以下の手順を実行して下さい：
ルールを追加するにため、Addボタンをクリックします。ルールを設定する
ダイアログは、すべて同じ様になっていて2つのエリアに別れています。
左側でスコープ(ルールの対象としたいもの)を設定し、右側でルールの属性を
設定します。
このルールを、ネット12Vに対して設定してみます。Filter KindからNetを選び
ます。Netを選ぶと、新たにNetというドロップダウンリストが追加されます。
この中から12Vを選びます。
ダイアログのRule AttributesセクションでMinimum Width､Maximum Width､
Preferred Widthを25milにし、OKボタンをクリックしダイアログを閉じます。
Design Rulesダイアログの下側に新しいルールが追加されます。
GNDのネットについても同じ設定を行います。
最後に元々有ったBoardのルールをダブルクリックし、Minimum Width、
Maximum Width、Preferred Widthを12milに設定します。
Design Rulesダイアログを閉じます。
配線を行うとGNDと12Vのトラック幅は25milで、それ以外はすべて12milのトラック幅
になります。

コンポーネントの配置を始める前に、基板を拡大表示してみましょう。
ショートカットキーV, Fを押すと基板とコンポーネントが表示されます。
コネクタY1を配置するため、カーソルをコネクタの外形のところに移動し、
マウスの左ボタンを押さえ続けます。カーソルの形状が十字に変化し、コンポ
ーネントの基準点に移動します。
接続ラインは、
マウスボタンを押さえ続け、マウスを移動し、コンポーネントを
コンポーネントを移動する
ドラッグします。
と自動的に最適化が行われ
コネクタをドラッグ中にスペースキーを押すと、コネクタが
ます。
90°ずつ回転し、図6のように基板の左端に配置することができ
これによって、接続ライン
ます。(コンポーネントは、基板の内側に配置されていることを
は最適な配置を行うための
確認して下さい。)
ガイドとして使用すること
マウスボタンを離すと、その位置にコンポーネントが配置されま
ができます。
す。コンポーネントと共にコネクションラインが移動する点に
緑/赤のラインは、
注意して下さい。
配置ベクターで、配置が
図6を参考に残りのコンポーネントも配置をして下さい。
良く/悪くなる事を示します。
コンポーネントを回転する必要があれば、スペースキーを使用し
て下さい。
コンポーネントの文字も同じ要領で配置が行えます。カーソルを文字の上に移動し、
ドラックすれば移動でき、スペースキーで回転できます。文字の位置を修正する前に
次のセクションでは、Protel 99 SEの強力なグローバル編集機能を使って、最終的な
基板で特に必要のないコンポーネントのコメント(値)を非表示にします。
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Protel 99 SEには、強力なインタラクティブ配置ツール
が含まれています。これらの機能を使用し、4つの抵抗を
等間隔に整列させてみましょう。
SHIFTキーを押さえたまま、4つの抵抗それぞれに
対し、マウスの左クリックを行います。抵抗の色が
セレクションカラー(デフォルトは黄色)に変わりま
す。
コンポーネントプレイスメントツールバーのAlign
Tops of Selected Componentsボタンをクリック
します。4つの抵抗は、一番上の抵抗に沿って整列
されます。
つぎに、プレイスメントツールのMake Horizontal Spacing of Selected
Components Equalボタンをクリックします。
ショートカットキーX, Aを押し、すべての抵抗の選択を
解除します。
4つの抵抗は、等間隔で整列します。

スケマティックとPCBエディタでは、グローバル編集と呼ばれている強力な編集補助
機能が用意されています。グローバル編集は、同じ変更をワークスペースの他の
オブジェクトに対して行う機能です。実際に試してみましょう。
コンポーネントの配置が終了し、コンポーネントのコメントが不要と判断すれば、
以下のステップですべてのコンポーネントのコメントを非表示にできます：
コメント文字のどれかひとつをダブルクリックし、Commentダイアログを表示
します。Hideオプションをチェックします。
この変更をすべてのコンポーネントに対して適応させるため、Globalボタン
をクリックします。これでダイアログがグローバル編集用の表示になります。
ダイアログは、次の3つのセクションがあります；
左側がAttributes、真ん中がAttributes to Match
By、右側がCopy Attributesのセクションです。
Attributes to Match Byセクションでは、
この変更を他のコメント文字に対しても行うか
設定することができます。例えば、いくつかの
文字について操作を行う場合、それらの文字を
あらかじめ選択し、Selectionの設定で必要な
文字だけ対象とすることができます。
ここでは、すべてのコメント文字に対し
て変更を行いますので、Attributes to
Match Byのオプションはそのままにして
おきます。
Copy Attributesセクションでは、
一致しているオブジェクトに対して何をコピーするか設定します。
Copy AttributesのHideオプションにチェックがあることを確認して下さい。
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ダイアログ下側のChange ScopeをAll primitives(Free primitivesでは
コンポーネントに含まれるものは対象になりません。)にします。
OKボタンをクリックし、ダイアログを閉じます。確認のメッセージが
現れ、8個の変更も行うかどうか尋ねてきます。Yesをクリックし、変更
を行います。
各コンポーネントのコメント文字が非表示なります。コメントを表示するには、
コンポーネントをダブルクリックします。
次にコンポーネントのデジグネーター文字の位置を変更します。
コンポーネントのデジグネーター文字の修正が済めば、メニューから
File ≫ Save[ショートカットF, S]を選択します。
位置の修正が済めば、トラックの配置を行いましょう。

配線とは、コンポーネント間を接続するために基板上にトラックとビアを配置する
事です。Protel 99 SEでは、配線作業を簡単にするために、洗練されたマニュアル
配線ツールと簡単に使用できるシェイプベースト
デザインデータベースMultivibrator
自動配線ツールが用意されています。自動配線ツール
tutorial.ddbをダウンロードし、P
C
B
は、基板全体や一部の適切な配線をボタン1つで行え
ドキュメントMultivibrator placed.
ます。Protel 99 SEで自動配線がどれだけ簡単に行え
pcbをオープンすれば、ここから
るか確認するため、以下の手順を実行してみましょう： チュートリアルを開始できます。
メニューからAutoroute ≫ All [ショートカット
A, A]を実行します。Autorouter Setupダイアログが
表示され、Route Allボタンをクリックし、基板の配線を行います。
自動配線が終了すればENDキーを押し、画面の再描画を行います。
この様に非常に簡単です。Protel 99 SEのオートルーターは、
熟練した基板設計者と同様の配線結果が得られます。
また、Protel 99 SEでは、PCBウィンドウで直接配線が行われ、
配線ファイルのエクスポートやインポートといった作業が不要
です。
File ≫ Save[ショートカットF, S]を選択し、保存を行い
ます。
オートルーターで配線されたトラックは、2つの色で表示されま
す。赤は部品面を示すトップレイヤーで、青はボトムレイヤー
を示しています。オートルーターで使用されるレイヤーは、
デザインルールのRouting Layersで指定します。これはボード
ウィザードによって指定されます。また、2種類の電源ネットの
トラック幅が太くなっていることに気づかれた思いますが、
これは新たに2つのWidth Constraintデザインルールを設定した為です。配線結果は
コンポーネントの位置によって変わるので、図7と同じにはならない可能性がありま
すが、これは気にしないで下さい。
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オートルータで簡単に基板を配線する事ができますが、
トラックを正確に配置したい場合や、決められた経路で
配線を行いたい場合は、マニュアルによる配線を行う必要が
あります。チュートリアルのこのセクションでは、ボトムレ
イヤーだけを使用し基板の配線を行います。

最初のクリックでトラック
の配置が開始されます。
カーソルをＲ１のボトム
パッドへ移動してください。

オートルータによって配置されているトラックを削除し
ます。メニューよりTools ≫ Un-Route ≫ All [ショー
トカットU, A]を選択して下さい。基板は未配線の状態
に戻ります。
接続情報のラッツネストをガイドに、ボトムレイヤーに
トラックを配置してみます。
Protel99SEのPCBでは、トラックは連続したセグメントに
よって形成されています。配置方向を変化する度に、新しい
トラックセグメントが始まります。Protel99SEは、
トラックを垂直、水平、45°等に配置できますので、熟練技
術者のような編集が容易に行えます。(尚、ここで紹介する
操作はデフォルトの設定を使用していますが、必要に応じて
カスタマイズすることが可能です。)
メニューよりPlace ≫ Interactive Routing[ショートカ
ットP, T]を選択するか、Placementツールバーの
Interactive Routingボタンをクリックして下さい。
カーソルが十字型に変わり、トラック配置モードになり
ます。
ドキュメントワークスペースの下側にあるタブを確認し
て下さい。TopLayerタブが現在、アクティブになって
います。今回はボトムレイヤーにトラックを配置するの
で、レイヤーを切り替えます。キーボードより*キーを
押して下さい。カレントレイヤーがBottomLayerに
切り替わります。
カーソルをコネクタY1のパッド上に重ね、左ボタンを
クリックするか、Enterキーを押して下さい。トラック
の最初のポイントが作成されます。
カーソルを抵抗R1のボトムパッドへ移動して下さい。
トラックがどのように配置されているか、注意して下さ
い。デフォルトでは、トラックは垂直、水平、45°方向
に制限されます。また、トラックが2つのセグメントに
なっていることに気づくはずです。最初の(パッドから
スタートした)部分は青色になっています。これは、
実際に配置されたトラックセグメントになります。(カ
ーソル上にある)2番目のセグメントは"ルックアヘッド"
セグメントと呼ばれ、アウトラインで表示されます。

接続ラインに
沿って、ターゲット
パッドへ移動して
ください。

現在配線中のセグメント
ルック・アヘッド・
セグメント
Ｒ１のパッド上に
カーソルを置いてください。

２回目のクリックにより、
このトラックセグメントを
配置してください。

３回目のクリックにより、
つぎのトラックセグメントを
配置してください。
以上で配線が完了しました。
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45°/90°方向を保ったこのセグメントで、次に配置するトラックの位置をあ
らかじめ予測し、現在のトラックを配置することができます。
カーソルが抵抗R1のボトムパッドの中心に来れば、左クリックするか、Enter
キーを押して下さい。この時、最初のトラックセグメントは黄色になり、配置
された事を示します。カーソルを少し動かしてみると、まだカーソル上に2つ
のトラックセグメントがあることがわかります。青色で塗りつぶされたセグメ
ントは、次にマウスをクリックすると配置されます。アウトライン表示の
"ルックアヘッド"セグメントは、トラックの位置を決定するのに役立ちます。
再びR1のボトムパッドから次の位置へカーソルを移動して下さい。前のセグメ
ントからパッドへ向かう青色で塗りつぶされたセグメントが、左クリックする
と配置できます。実際に配置が決定すると黄色で表示されます。
最初の配線が完了しました。
カーソルを抵抗R4のボトムパッド上へ移動します。青色のセグメントがR4へ
延長されますので、左クリックで配置して下さい。配置が決定すると黄色に
なります。
抵抗R3のボトムパッドへカーソルを移動して下さい。このセグメントは青色で
はなく、アウトラインのルックアヘッドセグメントで表示されます。トラック
セグメントの配置では、垂直/水平か45°角での配置がそれぞれの場合で行わ
れます。現在は、45°モードになっています。Shiftキーを押しながらスペー
スキーを何回か押すと、セグメントのスタートモードが水平／垂直に換わりま
す。セグメントは現在青色で表示されています。左クリック又はEnterキーを
押すことでセグメントが配置されます。
抵抗R2のボトムへカーソルを移動して下さい。必要な場合はShiftキーを押し
ながらスペースキーを押し、セグメントの配置モードを切り替えて下さい。
左クリックするか、又はEnterキーを押すことでセグメントが配置されます。
これで最初のネットの配線を終了しました。右クリックするか、又はEscキー
を押してトラックの配置を終了して下さい。この段階では、まだカーソルは
クロスになっており、次の新しいトラックを配置することができます。
ENDキーを押して画面を再描画して下さい。配線されたネットが正しく表示さ
れます。
以上のような手順で、他のネットも配線
することができます。図8はマニュアル配
線した基板です。
デザインをセーブして下さい。
トラックを配置する際のポイント：

•

•
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マウスの左クリック(又はENTERキー)
で、そのレイヤーの色のトラックセグ
メントが配置されます。アウトライン
ルック・アヘッド・セグメントがクリップする
表示されているセグメントは、ルック
ことに注意してください。(
カーソルから離れま
アヘッドトラックを表しています。
す)
P
C
B
エディタでは、他のネットのオブジェク
トを横切るなどのデザイン・ルール違反になる
配置されたトラックセグメントは、
トラックの配置は行われません。この場合は、
黄色で表示されます。
別の経路で配線しなければなりません。
Shift+スペースキーを押すと配置する
トラックセグメントのモードが水平/垂直、または45°と変化します。

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENDキーを押すと画面を再描画します。
ショートカットV, Fキーを押すと、再描画され全ての
オブジェクトが画面に表示されます。
PAGEUPやPAGEDOWNキーを押すと、カーソル位置を
中央として画面の拡大、縮小表示をします。
BACKSPACEキーを押すと、最後に配置したトラック
セグメントを削除します。
右クリックするか、またはESCキーを押すとトラックの
配置が終わり、新たにトラックを配置できます。
ネットが異なる箇所へは配線できません。
Protel99SEは、接続違反がないか絶えず監視しており、
違反があった場合には警告します。
トラックセグメントを削除するには、任意のセグメントをフォーカスし、
左クリックします。セグメントの"編集ハンドル"が表示されます。(残りの
トラックは黄色にハイライトされます。)DELETEキーを押すとフォーカス
されたトラックセグメントが削除されます。
Protel99SEでは、再配線も容易に行えます。単に新しいトラックセグメ
ントを配置し、右クリックで配置モードを終了すると、古い余分なトラッ
クが自動的に削除されます。
基板上の全ての配線が終了したらマウスの右クリックか、またはESCキー
で配置モードを終了して下さい。カーソルは通常の形式に戻ります。

以上でマニュアル配線が終了しました。
この基板は、PCB作成ウィザードではじめに定義したようにトップ、ボトムレイヤー
を使用する両面基板として配線する事ができます。メニューよりTools ≫ Un-Route
≫ All[ショートカット U, A]を選択し、基板を未配線の状態に戻してこれまでと同じ
要領で配線を行って下さい。配線中にレイヤーを切り替えるには * キーを押して下さ
い。レイヤーを切り替えると、Protel99SEは自動的にビアを挿入します。

Protel99SEは、基板をより完全なものにする為に多くのデザインルールのタイプ
を定義することができるルールドリブン設計環境です。一般的に、デザインプロセス
の開始時にデザインルールを設定し、設計終了時にルールに従って
デザインが作成されているか確かめます。
デザインデータベース
チュートリアルの前半で、ルーティングデザインルールを拡張し、
トラック幅に関する2つのルールを追加しました。その他の多くの
ルールはすでにPCB作成ウイザードによって作成されています。
配線が終了した基板に対して、デザインルールに適応しているか
確認するためデザインルールチェック(DRC)を実行します：

Multivibrator tutorial.ddbをダウ
ンロードし、Multivibrator
routed. pcbを開くと、ここか
らチュートリアルを開始する
ことができます。

メニューよりをDesign ≫ Options[ショートカット D, O]選択し、
必要な場合はLayersタブをクリックし、アクティブな状態にします。
ダイアログ内のSystemセクションで、DRC Errorsオプションをチェックして
有効にします。
OKボタンをクリックしてダイアログを閉じます。
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P
C
B
のエディタパネルを使ってデ
ザインルールの違反箇所を確認
することができます。違反箇所
を確認するには、パネル上側で
Browseモードに設定し、
Details､
Highlight､
Jumpボタ
ンを使ってデザインルールのエ
ラーを見つけ分析して下さい。
デザインルールの違反箇所を
容易に見つける為に、ドラフト
モードでプリミティブを表示し
て下さい。メニューよりTools
≫ Preferences を選択し、
Show/Hideタブをクリックした
後、All Draftボタンをクリック
して下さい。ダイアログを閉じ
ると、D
R
C
エラーのマーカーがつ
いている箇所を除いて、全ての
プリミティブがドラフトモード
で表示されます。元に戻すには
Show/Hideタブ内でAll Final
ボタンを押して下さい。

メニューからTools ≫ Design Rule Check[ショートカット
T, D]を選択して下さい。
On‑line及びDRCの両オプションはDesign Rule Checkダイアログ
内で設定できます。全てのオプションはデフォルトの状態で
Run DRCボタンをクリックして下さい。
DRCが起動し、結果がテキストファイルとして表示されます。
DRCレポートファイルを見て下さい。PCBデザインに対して実行され
たデザインルールや違反箇所等がリストされています。Clearance
Constraintルールの下に4つの違反箇所が記載されている点に注目
して下さい。トランジスタQ1とQ2のパッドが、13milのクリアラン
スルールに違反しているのがわかります。PCBドキュメントに切り
替えると、このデザインルールに違反しているトランジスタのパッ
ドは、緑色でハイライト表示されています。
基板をレイアウトする前に、ルーティングテクノロジや実際のデバ
イスの特性を確認し、Clearance constraint ルールを設定して下
さい。エラー箇所に関しては、現在のクリアランスデザインルール
を再検討し、対策を決定して下さい。
トランジスタパッド間の実際のクリアランスを調べるには：
PCBドキュメントをアクティブな状態にした後、カーソルをト
ランジスタの1つに合わせPAGEUPキーを押し、拡大表示して
下さい。

メニューからReports ≫ Measure Primitives[ショートカット R, P]を選択
します。カーソルが十字型になり、ステータスバーには"Choose First
Primitive"と表示されます。
カーソルをトランジスタのパッド中央に移動し左クリックするか、または
Enterキーを押します。パッドにトラックが接続されている場合、どれを選択
するかポップアップメニューが表示されますので、トランジスタのパッドを
選択して下さい。
次にカーソルを他のパッド中央へ移動し、左クリックするか、またはENTER
を押して下さい。再度、ポップアップメニュ
ーが表示されますのでパッドを選択します。
インフォメーションボックスが表示され、パッド間
の最短距離は10.711milと表示されます。
インフォメーションボックスを閉じ、右クリ
ックかESCキーで測定モードを終了して下さ
い。ショートカットV, Fで、ドキュメント全
体を表示します。
現在のクリアランスデザインルールを見てみます。
メニューからDesign ≫ Rules[ショートカット D, R]を選択して下さい。
Design Rulesダイアログが表示されます。RoutingタブのRule Classesリスト
からClearance Constraintを選択して下さい。ダイアログの中心に1つのルー
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ルが表示され、基板全体の最小クリアランスが13milに設定して
あるのが判ります。トランジスタのパッド間はこの幅よりも
小さく、これがDRCを実行した際エラーとなっていた原因です。
トランジスタのパッド間は、10mil以上の間隔がある事がわかりましたの
で、トランジスタの為にデザインルールのクリアランスを10milとしてみ
ます。
Addボタンをクリックし、新しいクリアランスルールを追加します。
Rule Attributesセクションで、
Minimum Clearanceを10milと設定
して下さい。
Rule Scopeセクションで、Scope
Kindフィールドのドロップダウンリ
ストを表示し、Footprint-Padを選択
して下さい。
Footprintフィールドで、TO92Aを
選択して下さい。
Padフィールドに*(アスタリスク)を
入力して下さい。TO92A上の"any
pad"を含みます。
OKをクリックしてダイアログを
閉じて下さい。

P
r
o
t
e
l9
9S
E
は、階層的デ
ザインルールもサポート
しています。定義された
各スコープや同じクラス
の多くのルールをセット
することができます。ル
ールスコープはルールの
優先順位を確定します。

Design Rulesダイアログには、作成した新しいルールが追加されています。
この状態でDRCを再実行してみます。Design Rulesダイアログの下部に
あるRun DRCボタンをクリックして、DECを実行して下さい。
DRCが再実行されると、新しいレポートが作成されます。このレポートには
ルールに違反した箇所は記載されていません。
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PCBのレイアウトや配線が終了すれば、出力ドキュメントを作成することは可能で
す。これらのドキュメントには、基板の製造データ、実装図面、コンポーネントの
位置情報等が含まれます。
これらの図面を作成するために、Protel99SEには"パワープリント"という洗練され
たプリントエンジンが含まれており、印刷工程を完全にコントロールすることができ
ます。パワープリントを使って、最初に図面(プリントアウト)をプレビューすること
ができます。この時、PCBのどのレイヤーを一緒に出力するか、又は縮尺や印刷方向
の設定が可能で、印刷する前に正確な出力のイメージを捉えることができます。
Print/Previewの設定は、デザイン内に.PPCドキュメントとして保存されます。
これらは名前の変更や、他のデザインに転用して使用することが容易にできます。
プリントプレビュードキュメントの作成
PCBのメニューよりFile ≫ Print/Previewを選択して下さい。
PCBが解析され、デフォルト状態のプリント出力が新しいPPCウィンドウに
表示されます。デフォルトのコンポジットプレビューには1つのプリント
出力が含まれます。
プリント出力内に含まれるPCBレイヤーのセットを確認するために
パネル上側のBrowse PCBPrintタブをクリックして下さい。
MultilayerCompositePrintの横にある+シンボルをクリックすると
図9のに示すように出力に含まれるレイヤーが表示されます。
プリントプレビュードキュメント(.PPC)には、多くのプリント出力を含めることがで
き、必要なレイヤーをプリント出力に結合することも可能です。
デフォルトのコンポジット出力をコンポジットドリル出力に変更してみます。
メニューからTools ≫ Create Composite Drill Guideを選択し、Confirm Create
Print-Setダイアログ内でYesをクリックして下さい。
PCBが再度解析され、新しいプリント出力を表示します。
メニューからEdit ≫ Copy
を選択すると、現在のプリ
ント出力をクリップボード
へコピーし、他のウィンド
ウズアプリケーションへ貼

Browse PCBPrintパネル内のCombination Drill Guideの+シンボル
をクリックすると、プリント出力のレイヤーが表示されます。
このプリント出力には、穴位置を小さな十字で表示するドリルガイドと、
穴径を特別な形状で示すドリルドローイングの両方のレイヤーが含まれて
います。

りつけることができます。

ドリルガイドレイヤーは、一般的なドリル図面としては必要とされ
ません。これを削除するために、パネル内のDrillGuideレイヤーを右
と、W
M
F
またはE
M
F
ファイル
クリックし、ポップアップメニューからDeleteを選択して下さい。
としてハードディスクへ
Browse
PCBPrintパネルのトップに表示されているプリンタは、デフォル
出力できます。
トで設定されているウィンドウズのプリンタです。
ターゲットプリンタやページ方向、縮尺等を変更するには、メニューから
File ≫ Setup Printerを選択して下さい。PCB Print Optionsダイアログ内で、
適当なプリンタやOrientationを設定して下さい。
File ≫ Exportを選択する

プリンタの設定が変わると再度解析が行われ、プレビューが再表示されます。
メニューからFile ≫ Print Allを選択すると、ドリルドローイングが印刷され
ます。プリントに関するオプションの詳細については、HelpメニューのPrint
Optionsメニューを参照して下さい。
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パワープリントで
プリントプロセス
を完全にコントロ
ールできます。

PCB設計プロセスの最終段階は、製造用ファイルの作成です。主なファイルとしては
ガーバーファイル、NCドリルファイル、部品位置情報ファイル、部品表、及びテスト
ポイントファイル等があり、基板の製造で必要となるデータです。
これらの全てのファイルは、Protel99SEのCAMマネージャによって作成します。
製造用ファイルの設定は、デザインデータベース内の.CAMドキュメント内に保存され
ます。
チュートリアルで作成したPCBの製造用ファイルを生成します。PCBをアクティ
ブにして、PCBエディタのメニューからFile≫CAM Managerを選択して下さい｡
新しいCAMドキュメントが生成され、Outputウィザードが起動します。
ウィザードでは、各タイプの出力ファイルの生成をサポートしています。
Nextをクリックすると利用できるタイプのリストが表示されます。
リストからGerberを選択し、Nextをクリックして下さい。ウィザードの各ペー
ジのオプション等はデフォルトのままで進み、最後のページではFinishをクリ
ックします。
ウィザードが終了するとGerber Output 1というCAM出力設定ファイルが表示さ
れます。ウィザードによって設定した内容は、Gerber Output 1をダブルクリ
ックすることにより表示されるGerber Setupダイアログで容易に変更できます。
コンポーネントオーバーレイ、トップシグナルレイヤー、ボトムシグナルレイヤー、
ソルダーマスク等の各ガーバーファイルは、実際の基板の1つのレイヤーと一致しま
す。なお、ガーバーやNCドリルファイルを生成する前に、PCBの製造業者へ必要な
データの形式について問い合わせておく必要があります。
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出力設定に部品表を含めるにはCAMドキュメン
トを右クリックし、ポップアップメニューから
Insert Bill of Materialsを選択して下さい。
Bill of Materials Setupダイアログ内でTextフォー
マットを有効にし、他の2つは無効にして下さ
い。最後にOKをクリックしてダイアログを閉
じます。フォーマットはText、CSV、
Spreadsheetの3つがサポートされています。
CSV(Comma Separated Values)は、スプレッ
ドシートエディタに直接読み込まれたり、デー
タベースにインポートする事ができます。
Spreadsheetは、Protel99SEのスプレッドシ
ートエディタで自動的にオープンされます。
これで、ガーバーとBOM出力ドキュメントを生成する
用意ができました。実際にデータを作成する前に
生成オプションを設定します。
メニューからTools ≫ Preferencesを選択し、
CAM Optionsダイアログを表示します。
ドキュメントをディスクドライブへ自動的に
出力できる点に注意して下さい。
出力ドキュメントが作成され、デザインデ
Separate Folder for Each Output Typeオプ
ータベース内のフォルダに保存されます。
ションを有効にし、OKをクリックしてダイ
アログを閉じます。
メニューからTools ≫ Generate CAM Filesを選択し、ガーバーやBOMファ
イルを作成します。
作成を行うとエクスプロー
ラパネル内のナビゲーショ
ンツリーに、CAM for
Multivibratorという新しい
フォルダが表示されます。
+シンボルをクリックする
とBom OutputとGerber
Outputのサブフォルダが
表示されますので、各フォ
ルダの内容を確認するには
それぞれの+シンボルをクリ
ックし、フォルダを開いて下さい。
BOM for Multivibrator.txtアイコンをクリックすると部品表がテキストエ
ディタにオープンされます。
必要な場合はデザインからガーバーファイルをエクスポートして、PCB製造業者
へ渡して下さい。
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Protel 99 SEは、スケマティックから直接回路シミュレーションを実行できます。
チュートリアルの次のセクションでは、マルチバイブレータ回路の出力波形を検証
してみます。
デザインデータベース
Multivibrator tutorial.ddbを

シミュレーションを実行する前に、マルチバイブレータの電力用電圧
ダウンロードし、
ソースやシミュレーション用のグランドリファレンス、回路上で波形
Multivibrator sim1.Schを開くと
ここからチュートリアルを
表示したい各ポイントに対してはネットラベルを追加する必要があり
開始することができます。
ます。
ウィンドウ上側のMultivibrator.schタブをクリックして、
スケマティックをアクティブにして下さい。
最初にコネクタと電圧ソースを交換します。
コネクタを削除します。コネクタをクリックし、フォーカス(コネクタの周り
に点線が表示されます)してから、DELETEキーを押して下さい。
その際に、電圧源の配置に必要な場所を確保するためにワイヤの終端を移動して下
さい。
12Vのワイヤの終端を移動するため、ワイヤを次のクリックし、フォーカスし
て下さい。小さな四角い編集用のハンドルが表示されますので、ハンドルをク
リックし、ワイヤの位置を少し変更して下さい。
位置が決定したら再びクリックします。
同じ要領で、GNDワイヤの終端をシートの下部へ移動して下さい。
メニューからView ≫ Toolbars ≫ Simulation Sourcesを選択
し、Simulation Sourcesツールバーを表示して下さい。
Simulation Sourcesツールバーから+12Vボタンをクリックし
て下さい。電圧ソースのシンボルがカーソル上に表示されます
ので、TABキーを押して属性を編集して下さい。表示された
ダイアログでAttributesタブをクリックし、DesignatorをV1と
します。Footprintの欄は空白にしておいて下さい。OKボタンでダイアログを
閉じ、12VとGNDワイヤの間に電圧ソースを配置して下さい。
先にワイヤを移動した時と同じ要領で12VとGNDのワイヤの終端を移動し、
図10のように電圧ソースをそれぞれの端に接続して下さい。
シミュレーションを行う前の最後の設定として、回路内で波形を観測したいポイン
トにネットラベルを配置して下さい。それにより、解析後目的の波形を容易に表示
できます。チュートリアルの回路では、2つのトランジスタのベース、コレクタに
注目してみます。
メニューからPlace ≫ Net Label[ショートカットP, N]を選択して下さい。
TABキーを押すとネットラベルの属性を編集できます。表示されたダイア
ログのNetの欄にQ1Bと入力し、ダイアログを閉じて下さい。
Q1のベースのワイヤ上へカーソルを移動し、左クリックするか、または
ENTERキーを押してワイヤにネットラベルを配置します。

ネットラベルの電気
的な接続点は、左下
の角になります。
この位置がワイヤに
接続されているか
注意して下さい。
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TABキーを押し、NetをQ1Cと
して下さい。
カーソルをQ1のコレクタの
ワイヤ上に移動し、左ボタンで
2番目のネットラベルを配置して
下さい。
同様にQ2のベース、コレクタに
対して、Q2B、Q2Cとネットラベ
ルを配置して下さい。
ネットラベルの配置が終了した
ら右クリックをするか、または
ESCキーを押して配置モードを
終了して下さい。
シミュレーションを行う前に、違う名前で回路を保存します。メニューより
File ≫ Save As[ショートカット F, A]を選択し、Save Asダイアログに
Multivibrator simulation.schと入力して下さい。

デザインデータベース
Multivibrator tutorial.ddbを

5つの振動のサイクルを表示するために波形表示の間隔を10msとします｡

ダウンロードし、
Multivibrator sim2.Schを
開くとここからチュート
リアルを開始することが
できます。

過渡解析の設定

必要な準備が全て揃いましたので、過渡解析の設定を行います。
チュートリアルの回路では、RC時間定数は 100k x 20n = 2ms です。
メニューからSimulate ≫ Setupを選択して下さい。
Analyses Setupダイアログが表示されます。シミュレーションに
関するオプションは全てここで設定します。
ダイアログ上側のTransient/Fourierタブをクリックして下さい。

ダイアログのDefault Parametersエリア内のAlways Set Defaultsオプション
を無効にして下さい。Transient Analysisエリア内のオプションが利用可能に
なります。
10msの幅で波形を観測しますので、
Stop Timeには10mと入力して下さい。
Step Timeには10uと入力して下さい。
これは、シミュレーションが10us毎の
ポイントを表示することを表していま
す(全部で1000ポイントあれば、正確
な結果を得るのに十分です。)。
シミュレーションを行う際、実際の
タイムステップは、収束させるために
自動的に変更されます。Maximum
Stepは、タイムステップのサイズの
変化を制限します。ここには、10uと
入力して下さい。
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最後の設定として、回路内で観測したいノードを設定します：
Analyses Setupダイアログ内のGeneralタブをクリックして下さい。
Collect Data ForをNode Voltage and Supply Currentに設定して下さい。こ
のオプションは、シミュレーション実行中に計算したいデータのタイプを定義
します。
Available Signalsフィールド内で、Q1B、Q2B、Q1C、Q2Cの信号名をダブル
クリックして下さい。ダブルクリックされた信号はActive Signalsフィールド
に移動します。
以上で過渡解析を行う準備が整いました。
ダイアログ下側にあるRun
Analysesボタンをクリックして
下さい。シミュレーションが実行
されます。
シミュレーションが終了すると、
図11のような出力波形が表示され
ます。
以上でシミュレーション及び波形表示が
終了しました。もし回路上のコンポーネ
ントの値を変更したい場合は、再度
シミュレーションを実行して下さい。
それでは、C1の値を47nに変更して過渡
解析を再度行ってみます。C1をダブルクリックして属性を編集した後、シミュレーシ
ョンを行って下さい。変化した出力波形が観測できます。
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このチュートリアルでは、Protel 99 SEの強力な機能の一部を紹介したにすぎませ
ん。スケマティックの作成やデザインの過渡解析の実行、ネットリストの作成、PCB
の設計や配線、これらはすべてProtel 99 SEの統合されたツールによって行われま
す。しかし、このチュートリアルで紹介された部分は、Protel 99 SEが持っている
能力のごく一部です。
Protel 99 SEを調べると、すぐに設計を簡単にする優れた機能に気付くことができ
ます。ソフトウェアの様々な機能を確認して頂くために、多くのサンプルファイル
が含まれています。これらのサンプルは、デザインエクスプローラのメニューから
File ≫ Openを選択するとオープンすることができます。サンプルは、\Program
Files\Design Explorer 99 SE\Examples\フォルダにインストールされています。この
フォルダには基板デザインのサンプルがあります。またサブフォルダにはProtel 99

abilities

サンプル
ファイルで、
Protel 99 SEの
様々な設計能力
を確認して
下さい。

SEの各機能を体験できるサンプルが
含まれています。
Circuit Simulationサブフォルダには
Protel 99 SEのアナログ／デジタル
シミュレーション機能を使ったサン
プル回路が収録されています。アナ
ログのサンプルのほかに、アンプや
電源を使ったサンプル、混在回路サ
ンプル、数学的サンプル、線形、
非線形サンプル(741 Operational
Amplifier.ddb)、真空管サンプルな
どが含まれています。

PLDに関しては、PLDサブフォルダ内にスケマティックベースの多くのPLDデザインが
収められています。Wait.ddbは、コンパイルを行うとJEDECダウンロードファイル
が作成できます。ハードウェア記述言語を使用したPLD設計に興味がある場合には、
Referenceサブフォルダに多くのデザインが収められていますので、そちらをご覧下
さい。ここにある様々なサンプルで、Protel 99 SEのCUPL HDLとPLD設計のシミュ
レーションが検証できます。
スイッチングロジックやクロックスピードの高速化により、デジタル信号の品質は
更に重要になっています。Protel 99 SEは、洗練された伝送線路解析ツールが装備
され、基板のレイアウトを正確に分析します。この伝送線路解析では、インピーダ
ンス、オーバーシュート、アンダーシュートやスロープが、PCBデザインルールで定
義され、標準的にチェックされます。もし各ネットに対して詳細を検証したい場合
は、Tools ≫ Signal Integrityを選択して下さい。Signal Integrity Analyzerが起動
し、ReflectionやCross talk simulationsを実行できます。解析結果は、オシロスコ
ープの様な波形で表示され、この波形に対してサイズの測定等を行うことも可能で
す。
Protel 99 SEの伝送線路解析機能について、より詳細をご覧になりたい場合は、
ProtelのWebサイトwww.protel.co.jp のダウンロードページよりPDFファイル「Protel
99の伝送線路解析について」をダウンロードして下さい。
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ショートカットキー
スケマティックとPCBで共通のショートカット

PCBのショートカット
キー

動作

Q

単位系切り替え（ミリ/インチ）

Ctrl+クリック

トラックのドラッグ/トラックの終端
をドラッグ

キー

動作

左クリック

オブジェクトのフォーカス
オブジェクトの編集

Ctrl+Shift+クリ
ック

トラックの折り曲げ

ダブルクリック
左クリックし続け
る

オブジェクト/セレクションの移動

Backspace

トラックの配置中に頂点を削除

Ctrl

左クリックし、
ドラッグ

内側を選択

配置中にエレクトリカルグリッドを
オフにする

Alt

Shift+左クリック

オブジェクトの選択/選択解除

配線モードを一時的にAvoide
ObstacleからIgnore Obstacleにする

右クリック

ポップアップメニューの表示/現在の
操作の中断

右クリックし続け
る

スライダーハンドによりPCBの表示
スライド

X, A

すべての選択解除

G

スナップグリッドメニューの表示

Alt+BackSpace

アンドゥ

Ctrl+G

スナップグリッドダイアログの表示

Ctl+BackSpace

リドゥ

Shift+E

エレクトリカルグリッドのオン/オフ

Ctrl+Delete

選択されているオブジェクトのクリア

Shift+R

V, D

ドキュメント全体の表示

配線モード（Ignore Obstacle,Avoid
Obstacle,Push Obstacle）の切り替え

V, F

すべてのオブジェクトの表示

Shift+S

シングルレイヤーモードのオン/オフ

PageUp

(
現在のカーソル位置周辺の)
ズームイン

L

ズームアウト

Document Optionsダイアログのレイヤ
ータブ表示

PageDown

現在のカーソル位置が画面の中心に
くるように再描画

Ctrl+H

配線済みコパーの選択

Home

スペース

End

画面の再描画

移動中のオブジェクトの回転
（反時計回り）

再描画の中断

Shift+スペース

スペースキー

移動中のオブジェクトの回転
（時計回り）

Tab

オブジェクトがカーソルと共に移動中
に属性の設定を行う

スペース

トラック配置中、スタート/ストップ
モードを切り替え

X

X軸に沿って反転

Shift+スペース

トラック配置中に配置モード切り替え

Y

Y軸に沿って反転

Ctrl+スペース

M

移動(Move)のサブメニュー

S

選択(Select)のサブメニュー

パッドからの接続ラインの切り替え。
複数の接続ラインのあるパッドから
配線をはじめる場合に使用

Esc

現在のプロセスを中断

L

コンポーネントの配置レイヤー切り替え

N

スケマティックのショートカット

コンポーネントの移動中、ネットを非表示にする

*

シグナルレイヤー間でのレイヤー切り替え

キー

動作

+

レイヤー間でのレイヤー切り替え（Numericキー）

Ins

オブジェクトの配置中、既に配置され
ている属性をコピー

‑

レイヤー間でのレイヤー切り替え（Numericキー）

BackSpace

ワイヤ/バス/ライン/ポリゴンの配置
中、先に配置した頂点を削除

スペース

オブジェクトの配置中、オブジェクト
を90度回転

デザインエクスプローラのショートカット
キー

動作

Ctrl（ファイルの
オープン中）

デザインを開く時、ドキュメントを
オープンしない

Ctrl+クリック(
後 ワイヤの結線を保ったまま移動
でC
t
r
l
キーを離す)

Tab

パネルからアクティブドキュメント/
フォルダの切り替え

Ctrl(押さえ続け
る)

一時的にスナップグリッドをオフに
する

Shift+Tab

テキストドキュメントからナビゲーシ
ョンパネルへ切り替え

左クリックし続け
Insキーを押す

ワイヤがフォーカスされている場合、
頂点を追加

Ctrl+Tab

オープンしているドキュメント/フォ
ルダの切り替え

左クリックし続け
Delキーを押す

ワイヤがフォーカスされている場合、
頂点を削除

Ctrl+F6

オープンしているデータベースの切り
替え

Ctrl+F4

アクティブなドキュメントを閉じる

Alt+F4

Alデザインエクスプローラの終了

F5

最新の情報に更新

プロテルオフィス
北アメリカ

日本

Protel Technology Inc.
5252N. Edgewood Dr.
Suite 175, Provo, UT 84604
Phone: (801) 224-0333
Fax: (801) 224-0558
Toll Free: 1 800 544 4186
E-mail sales:
salesusa@protel.com
E-mail support: helpme@protel.com

プロテルジャパン 株式会社
〒430‑0926
静岡県浜松市砂山町 351‑1
電話番号(営業)：
053-453-6705
電話番号(サポート)：053-453-8058
ファクス番号：
053-453-6707
Eメール(営業)：
sales@protel.co.jp
Eメール(サポート)： support@protel.co.jp

ヨーロッパ

オーストラリア

Protel Europe AG (Switzerland)
Hinterdorfstrasse 33,CH-4334 Sisseln
Phone: +41 62 866 41 1 1
Fax: +41 62 866 41 10
Freecall sales:
In deutscher Sprache: 00800 776 776 77
In Dutch or English: 00800 776 776 44
En Français: 00800 776 776 55
Support phone:

Protel International Limited.
PO Box 1876
Dee Why NSW 2099, Australia
Phone: +61 2 9984 0016
Fax: +61 2 9984 0017
Freecall sales: 1 800 030 949
Freecall support: 1 800 676 684
E-mail sales: sales@protel.com.au
E-mail support: support@protel.com.au

In deutscher Sprache: +41 62 866 41 31
In English: +41 62 866 41 32
En français: +41 62 866 41 30
E-mail sales: eda@protel.ch
E-mail support: support@protel.ch

最新情報については、 www.protel.co.jp をご覧下さい。

