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Protel99 によるプリント回路基板の設計

Protel 99 によるプリント回路基板の設計

Protel 99 デザイナーズハンドブックへようこそ！この Protel 99 デザイナーズハンド
ブックは、Protel 99 を学習したり使うための広範囲なガイドです。これまでのプロ
テル製品についてよくご存知な方、あるいは初めて Protel 99 を使われる方にとって
もこのガイドは、すべての機能や設計プロセスを合理化するためのヒントや、さら
にこのユニークな設計環境から得られるすべての事柄を知るのに役立ちます。
♦

最新情報ならびに追加情報は Readme ファイルを参照して下さい。

3

はじめに

Protel 99 を使うと、あなたのデスクトップ PC が完全なそして統合化された 32 ビッ
トプリント回路基板設計およびドキュメントマネージメント環境になります。この
環境には、エレクトロニクスプロジェクトに必要なコンセプトから基板の完成に至
るまでのすべての過程が含まれます。
広大なライブラリからコンポーネントを選んで回路を作成すれば「結線情報」が得
らます。回路シミュレーションはスケマティックからボタンを押して直接実行が可
能です。回路図からプログラマブルロジックデバイスを作成することもできます。
電気的な接続を保ち、しかもデザインルールに従いながらプリント回路基板
（PCB）のレイアウトが行えます。PCB を自動配線し、プロフェッショナルレベル
の片面、または多層基板を製造業者の機械的レイアウト仕様に応じて作成します。
その時、伝送線路シミュレータにより、発注する前に PC 上で信号が正しいかどう
かを判定します。Protel 99 では、これらの作業工程をひとつの、そして統合化され
た環境下で簡単に行うことができます。
Protel 99 の心臓部は、プロテルのスマートインテグレーションテクノロジー−スマ
ートツール、スマートドック、スマートチームの上に構築されたそのユニークなア
ーキテクチャにあります。

スマートツールとは、設計ツールをシングルユーザインタフェースで実現するクラ
イアント／サーバテクノロジーです。これらのツールには、プロテルのスケマティ
ックエディタやミクストシグナルサーキットシミュレータ、PLD コンパイラ、PCB
プレイスメントおよびルーティング、PCB シグナルインテグリティアナライシスが
あります。
また、スマートツールテクノロジーでは、プロテルツールの他にアクティブドック
対応エディタを統合化します。これらの中には、マイクロソフトワードやマイクロ
ソフトエクセルが含まれます。PCB レイアウトの作業や Visio でプロジェクトの仕
上げ作業を行っているすぐ横でワードでハンドブックを編集することができます。

スマートドックテクノロジーは、すべての設計者が嫌がるドキュメントの管理作業
に対する最終的な解答です。スケマティックシートやシミュレーション結果、PLD
ソースファイル、PCB レイアウト、ガーバファイルや NC ドリルファイル、部品表、
各種のワード文書、機械図面など 30 以上もの設計ドキュメントを追いかける必要は
ありません。
スマートドックテクノロジーを使用すれば、設計ドキュメントはすべて一つのデザ
インデータベースに保存されます。いつでもドキュメントを取り込んだり、取り出
したりできます。例えば PCB 製造業者にファイルを送る場合、単にそれらのファイ
ルを選択し、右クリックするだけでエクスポートができます。
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スマートチームテクノロジーにより、設計チームの作業方法が新しくなります。ス
マートチームテクノロジーを使用すると、高い信頼性を保ちながらチームのメンバ
すべてが同じデザインデータベースで同時に作業することができます。そこで必要
なドキュメントへのアクセスや必要な機能の設定項目には、メンバの作成、アクセ
ス権の設定、どの設計者がどのドキュメント上で作業をするかの設定、誤ってファ
イルの消さないためのドキュメントをロックする設定があります。これら機能の設
定はネットワークレベルではなく、すべてデザインデータベースレベルで行われま
す。
Protel 99 はこれら 3 種類の強力なテクノロジをデザインエクスプローラの中に持ち
併せています。デザインエクスプローラの直感的で理解しやすい単一のインターフ
ェースにより、統合化されているデザインデータベース内のすべてのドキュメント
の管理と編集を行うことができます。ウインドウズのファイルエクスプローラを使
うことができるならば、デザインエクスプローラを使うことができます。デザイン
エクスプローラ内のすべてのドキュメントの管理と操作、フォルダの作成、ドキュ
メントのドラッグ＆ドロップ、ドキュメントのインポートとエクスポート、すべて
の作業はマウスのクリックで行います。
Protel 99 の中のタスクは、クライアントベーシックで記述されたマクロを使用して
自動実行することができます。クライアントベーシックは、覚えるのが簡単でしか
も強力なマクロプログラミング言語です。テキストエディタでマクロ記述し、必要
に応じてデバッグツールを使用して下さい。マクロは環境レベルで動作します。す
なわち、どのエディタでもマクロを使用し、システムプロセスをコントロールする
ことができます。
プロテルを初めて使う場合、Protel 99 の環境を理解するために多少時間が必要にな
ります。Protel 99 の中にあるツールバーやメニュー、ショートカットキーは、すべ
て配置を変更することができます。私たちは、それぞれの設計者はそれぞれのやり
方で作業することを好むということを知っています。Protel 99 は作業環境をあなた
に合うように作り上げることができます。
ドキュメントやスケマティックシート、PCB レイアウトの特別なタイプで作業する
場合、Protel 99 では適切なツールバーやメニュー、ショートカットで作業すること
ができます。ドキュメントのタイプが切り替わると Protel 99 はツールバーやメニュ
ー、ショートカットキーをそのドキュメントのタイプに合ったものに変更します。
PCB の配線中や、スプレッドシートで製造コストの計算中、過渡回路解析の実行中
であっても常に必要なツールを手にすることができます。
コンポーネントは電子回路の基本であり、Protel 99 には包括的なスケマティックや
PCB フットプリント、主なデバイス製造業者のコンポーネントを広くカバーするシ
ミュレーションモデルライブラリが付属しています。プロテルのライブラリデベロ
ップメントセンターでは、これらのライブラリの更新と作成を常に行っており最新
5
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のデバイスとパッケージングを提供することができます。例えばコンポーネントの
更新は、プロテルのウェブサイト www.protel.com から直接最新のライブラリをダウ
ンロードできます。Protel 99 を使用すれば、自分でコンポーネントライブラリを作
成することもできます。コンポーネントウィザードにより、カスタムコンポーネン
トの作成作業を簡単に行うことができます。
プロテルでは、コンピュータにより良い設計ができるとは考えていません。良いデ
ザインは、設計者により産み出されます。これは Protel 99 が、ウインドウズプラッ
トフォームで動作する多くの統合化された電子設計ツールのなかで最も使い易く作
られている理由です。Protel 99 はあなたが作業したいように動作します。
さあ、椅子に深く座って足を持ち上げ、Protel 99 を動作させてください。
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インストール
必要なシステム
最小
•

Microsoft Windows 95 か NT が動作する IBM PC または互換機

•

Pentium プロセッサ

•

RAM 容量 32MB

•

SVGA ディスプレイ、16 色表示（解像度 800x600）

•

最小インストレーションに必要なハードディスクの空き容量 200 MB

•

Pentium II プロセッサ

•

RAM 容量 64 MB

•

SVGA ディスプレイ、256 色表示（解像度 1024x768 以上）

•

フルインストール（全シミュレーションライブラリを含む）に必要なハー
ドディスクの空き容量 300MB

推奨

プロテル製品の内容
プロテルのパッケージには、以下のものが含まれています：
•

インストール CD

•

デザイナーズハンドブック（この本）

•

アクセスコードが記入されたレター（別途送られてくる事があります。）

•

ユーザー登録用はがき（アップグレードの場合を除く）

•

ライセンスに関する同意書

パッケージ内にこれらの品目がすべてそろっていない場合、プロテルの販売代理店
へ連絡して下さい。
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ソフトウェアのインストール
Protel 99 の CD を CD ドライブに挿入すると、インストト
ールの画面が自動的に表示されます。そこから画面の指示
に従ってインストールを行って下さい。
インストール作業を手動で実行するには、スタートメニュ
ーの実行オプションを選択して下さい。実行ダイアログで
以下のように入力して下さい：

♦ インストール
は、全てのアプリケ
ーションを閉じ、ウ
インドウズを再起動
してから行うように
して下さい。

<drive_name>:¥setup

<drive_name> はインストール元のドライブです。CDROM からインストールする場
合、通常 D または E になります。そこからインストール画面の指示に従って下さい。
インストレーションウイザードの最後のページで、あなたの PC を再起動しインス
トールプロセスを完了するという内容が表示されます。これが終わるまでそのソフ
トウェアをインストールすることはできません。

ソフトウェアのイネーブル
ドキュメントを編集しようとすると（ソフトウェアのインストール後）Lock ダイア
ログが表示されるのは、エディタのアクセスコードが正しく入力されていないとい
うことです。正しいコードが入力されるまでそのエディタを使用することはできま
せん。Lock ダイアログにコードを入力し、Test ボタンを押してコードが正しく入力
されたかどうかを確認して下さい。
アクセスコードの確認は、Security Locks のダイアログから行います。（File メニュ
ーの左にある矢印のメニュー） Client menu » Security を実行し、エディタを選び、
Unlock ボタン押して下さい。Lock のダイアログが表示され、入力されている 16 文
字のアクセスコードについてのアクセス権が確認できます。

ソフトウェアの登録
同封のユーザー登録はがきに必要事項を記入し返信して下さい。このカードが返信
されると、ライセンスの項目を認めたことになります。また、あなたの連絡先に変
更がある場合、プロテルの代理店へお知らせください。登録していただくとテクニ
カルサポートやアップグレード情報、その他の重要な製品情報をお知らせいたしま
す。
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README ドキュメント
このマニュアルが印刷された後に行われたソフトウェアの変更などの製品情報につ
いては README ドキュメントを参照して下さい。
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ドキュメントの表記
ウインドウズ

マイクロソフトウインドウズ 95、98 または NT4

DOS

MS-DOS® または PC-DOSTM version 5.0 それ以降のバージョンを指しま
す

italic

入力する文字を表わします。イタリック文字で表示された情報は印刷
されている通り正確に入力してください。またイタリック文字は、章
やトピック名、重要なポイントを強調するために使用されます。

CAPITALS

ディレクトリやファイル名に使われます。

SMALL CAPS

ENTER や ESC

Initial Caps

ダイアログボックスの名前（例えば Document Options）やダイアログボ
ックス内のオプション名（Snap To Center）に使用されます。

menu » menu item

Menu メニューアイテムはボールドで表記されます。各メニューレベル
は » で区切られます。例えば、Client menu » Servers とある場合、Client
menu 上（メニューバー左にある下向き矢印）をクリックし、それから
Servers をクリックして下さい。

SHIFT+ALT

F1, F2

+ は、SHIFT キーを押しながら同時に ALT キーを押すことを意味します。
カンマ（,）は、F1 キーを押した後、次に F2 キーを押すことを意味し
ます。
♦
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のようなキーの名前を示します。

ヒントはこの様なハイライトボックスに表示されます。

ドキュメントの表記

オンラインヘルプ
ヘルプメニューによりプロテルソフトウェアのいろいろな機能についてのオンライ
ン情報へ簡単にアクセスすることができます。Protel 99 には、使い易い自然言語検
索機能を持つヘルプアドバイザーがあります。ヘル
プアドバイザーを実行するには、ステータスバーの
ボ タ ン を ク リ ッ ク す る か 、 メ ニ ュ ー か ら Help »
Search for Help on を選択して下さい。
ヘルプアドバイザで人にたずねるように質問を入力
するだけです。適当なトピックのリストが表示され、
トピックをクリックするとヘルプシステムが起動さ
れトピックが表示されます。また特定のトピックを
検索するよう自然言語インタフェースを変更するこ
ともできます。オプションボタンを押して変更して
下さい。（ヘルプアドバイザは英文のみの対応にな
ります。）
•

メニューアイテムがハイライト表示されて
いる時、F1 キーを押すと、そのメニュー
を実行すると起動されるプロセスの説明が
ポップアップ表示されます。

ステータスバーにあるヘルプア
ドバイザボタンをクリックし、
ヘルプアドバイザをポップアッ
プ表示してください。
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Protel 99 デザインエクスプローラ

デザインエクスプローラはデザインデータベースとのインターフェースです。

ウインドウのスタートメニューから Protel 99 を実行すると、プロテルデザインエク
スプローラがオープンします。デザインエクスプローラは、あなたと設計したドキ
ュメントとのインターフェースです。
デザインエクスプローラには、他のウインドウズアプリケーションには無い特徴的
な機能をいくつか備えられています。その機能とは：
•

複数のドキュメント（ファイル）を 1 つのデザインデータベースに保存し
ます。これには回路図シート、PCB ファイル等のプロテルで作成したドキ
ュメントだけでなく、他のウインドウズアプリケーショで作成したものも
同じ様に保存することが可能です。
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•

オープンしている各デザインデータベースは、ひとつの編集ウインドウが
用意されます。これについてはこのハンドブックのデザインウインドウを
参照して下さい。デザインデータベースからオープンした各ドキュメント
は、同じデザインウインドウ内でタブが付いた状態でオープンされます。
これにより、一枚の回路図シートから複数枚の回路図シートと PCB ファ
イルのセットやマクロソフトワード、エクセルのドキュメント、Visio の
ファイル等に至るまで簡単に管理する事ができます。

•

デザインエクスプローラーナビゲーションパネルは、デザインの管理に使
用します。この中で深い階層のデザインの作成、階層のナビゲート、ある
いはコピー、ペイスト、移動、削除等のドキュメントに関する基本的な操
作が行えます。

Protel99 デザインエクスプローラ

デザインエクスプローラの使用方法

Navigation Panel

Single Integrated Design Window

デザインエクスプローラでの作業は簡単です。もし、ウインドウのファイルエクス
プローラを使い慣れていれば準備完了です。
ファイルエクスプローラの様に 2 つの作業領域が有り、画面左側にナビゲーション
ツリー、右側に現在のツリーの内容が表示されます。デザインエクスプローラでデ
ザインデータベースをオープンしたウインドウをデザインウインドウと呼びます。
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ナビゲーションパネルの使用法
画面左のナビゲーションパネルでは、デザイ
ンに使用されているすべてのドキュメントの
関連をツリー表示します。ウインドウズのフ
ァイルエクスプローラのように、デザインデ
ータベースのすべてのデザインドキュメント
がどの様に保存されているか示します。

+をクリックすると、
ツリーが展開表示されます。

また、ナビゲーションパネルでは、スケマテ
ィックの各プロジェクトファイルの論理的な
関係も表示します。
ナビゲーションパネルでは、次の操作が行え
ます：
•

18

“+” の印をクリックすると、ツリー
が展開した形で表示されます。

引き続き+をクリックすると、
更にツリーが展開されます。

•

“–” の印をクリックすると、ツリー
が閉じられます。

•

フォルダアイコンをダブルクリック
すると、ツリーが展開した形で表示
され、デザインウインドウにフォル
ダがオープンされます。

•

ドキュメントアイコンをクリックす
ると、デザインウインドウにドキュ
メントがオープンされます。

•

ドキュメントやフォルダのアイコン
ドキュメントをオープンするには
をクリックし続け、他のフォルダに
クリックします。
ドラッグアンドドロップする事で移
動ができます。フォルダに対してこ
の操作を行うと、その中の含まれているものがすべて移動します。

•

ドキュメントやフォルダのアイコン上でマウスの右ボタンを押さえ続ける
と、他のフォルダにドラッグアンドドロップする事で移動ができます。右
ボタンクリックを行うと、メニューが表示され、移動、コピー、ショート
カットの作成などが選べます。

Protel99 デザインエクスプローラ

♦ デザインデータベースをナビゲートするには、ナビゲーションパネルを使用す
るのが一番良い方法です。
♦ デザインツリーの +と– のシンボルをクリックする事で、ドキュメントやフォ
ルダをオープンせずにツリーのナビゲーションが行えます。作業を行うドキュメン
トが見つかったら、そのドキュメントのアイコンか名前をクリックすれば、オープ
ンされます。

デザインウインドウでの作業
デザインウインドウには、2 種類の表示方法が
有ります。1 つは フォルダビュー で、これはフ
ォルダ内のすべてのドキュメントとサブフォル
ダが表示されます。もう 1 つは、エディタビュ
ーで、現在編集中のドキュメントが表示されま
す。
各種類のドキュメントを同時に表示できます。
現在、オープンしている各ドキュメントやフォ
ルダは、デザインウインドウの上側にタブが表 デザインウインドウのフォルダビュー
示されます。タブをクリックすると、そのフォ
ルダやドキュメントがアクティブになります。
デザインウインドウが フォルダビュー になって
いれば、ウインドウズのファイルエクスプロー
ラと同じ様な操作が行えます：
•

ファイルやフォルダをオープンするに
は、そのアイコンをダブルクリックし
ます。

•

ドキュメント、フォルダをセレクトす
るには、SHIFT+クリック、CTRL+クリック、あるいはドラッグによりエリ
アを囲みます。

•

あるフォルダビューから別のところ（他のデザインデータベースも含みま
す。）にドキュメントやフォルダを移動するには、クリックし、ドラッグ
します。

•

ドキュメントやフォルダの上でマウスの右ボタンクリックし、ドラッグし
たまま他のフォルダにドロップするとメニューが表示され、そこに移動、
コピー、ショートカットの作成が行えます。

デザインウインドウのエディタビュー
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•

ファイル／フォルダのアイコン上でマウスの右ボタンクリックすると；ド
キュメントのエクスポート、あるいはそのドキュメント（または選択され
ているもの）コピーやカット、オブジェクト（プロテル以外のドキュメン
トも含む）のインポートが行えます。

•

フォルダビューの何もないところでマウスの右ボタンクリックをすると；
新しいドキュメント、フォルダの作成、ドキュメントのインポート、外部
のドキュメントとのリンク、クリップボードからの貼り付け、表示の変更
が行えます

ドキュメントを編集するためのエディタビューがいくつか用意されています。タイ
プの異なるドキュメントには、それぞれ別のエディタビューが用意されており、例
えば、回路図ファイルはスケマティックエディタビュー、PCB は PCB エディタビュ
ー、レポートファイルなどのアスキーファイルにはテキストエディタビューなどが
有ります。デザインウインドウの上にあるタブをクリックすることで、あるエディ
タから別のエディタに切り替わり、それに応じてメニューやツールバーも切り替わ
ります。
複数のドキュメントをオープンしている状態での作業
デザインウインドウは、1 つのウインドウですべてのドキュメントをまとめられる
ので便利です。デザインウインドウの上にあるタブをクリックするかショートカッ
トキーの CTRL+TAB か CTRL+SHIFT+TAB で、オープンしているドキュメント間の移動
できます。
ドキュメントの閉じ方
アクティブなドキュメントを閉じるには 2 つの方法が有ります。ドキュメントタブ
の上でマウスの右ボタンをクリックするとメニューが表示されますので、そこから
Close を選びます。あるいは、メニューから File » Close を実行します。
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デザインウインドウの分割
2 つ以上のドキュメントを一度に表示したい場合は、ウインドウを複数の領域に分
割する事ができます。

タブ上でマウスの右ボタンクリックを行うと、デザインウインドウのスプリットオ
プションが表示されます。

デザインウインドウを分割する一番簡単な方法は、アクティブなタブ上でマウスの
右ボタンクリックを行います。アクティブなタブ
♦ アクティブなドキュメ
には、タブに小さなアイコンが表示されています。
ントには、タブにアイコン
表示されるメニューには分割のためのオプション
が表示されています。
がいくつかあります。上に示されている図では、
Tile のオプションが選ばれ、デザインウインドウ
が 4 つに分割された状態です。
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分割表示しているデザインウインドウのサイズ変更
カーソルを分割している領域の境界に移動すると、
2 方向に小さな矢印が表示されます。マウスをク
リックし、ドラッグしてどちらかの方向へ動かせ
ばサイズが変わります。

♦ マウスを 2 つの領域の
境に移動すると、サイズを
変更するためのカーソルに
変化します。

分割表示しているデザインウインドウを単独表示に
戻す
いくつかの領域に分割されているデザインウインドウを、元の単独表示にすぐに戻
す事ができます。これを行うにはあるタブの上でマウスの右ボタンクリックを行い、
メニューから Merge を選びます。
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デザインデータベースとは？
ここまで読まれてデザインデータベースという用語が使われているのにお気づきだ
と思います。おそらくこのデザインデータベースとは何か、疑問に思われている方
も多いのでは無いでしょうか？
辞書によればデータベースとは、「関連する広範囲のデータの集まりをアクセスし
易い様にまとめたもの」ということになります。Protel 99 のデザインデータベース
は、設計ドキュメントに簡単にアクセスし、管理が容易に行える様にするため、複
数のドキュメントをハードディスク内の 1 つにファイルとしてまとめたものです。
Protel 99 のデザインデータベースには、.Ddb という拡張子が付いています。
スケマティック、PCB、部品表、DRC のレポートファイル、ガーバーファイル等作
成されるドキュメントはすべてこのデータベースに保存されます。データベースに
は、フォルダも作成することができ、デザインの階層情報も保存できます。
最初にデザインデータベースをオープンすると、デザインウインドウのトップレベ
ルだけが表示されます。ドキュメントはオープンされません。このためドキュメン
ト数の多いデザインも素早くオープンできます。

デザインデータベース内のド
キュメントを選んでオープン
する事ができます。ドキュメ
ントをオープンするには、ツ
リーのドキュメントアイコン
をクリックするか、デザイン
ウインドウのフォルダビュー
でアイコンをダブルクリック
します。これでドキュメント
がデザインウインドウにオー
プンされます。
現在、オープンされているド
キュメントチェックするには、
デザインウインドウ上側のタ
ブをチェックして下さい。

The folders and documents
that are currently open in
this design database

現在、オープンされているファイルやフォルダは、デザイ
ンウインドウ上側にタブが表示されます。
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新しいデザインデータベースの作成
新しいデザインデータベースを作成するには、メニューから File » New Design を実行
します。New Design Database のダイアログが表示されますので、データベースの名
称、保存場所を必要に応じ変更して下さい。

新しいデザインデータベースを作成する場合、必要に応じ名称保存場所を変更して下さい。

デザインデータベースにパスワードを設定したい場合は、Password のタブをクリッ
クし、パスワードを入力して下さい。パスワードの設定は、Members フォルダのと
ころで Admin のパスワードいつでも行えます。データベースのプロテクトを解除す
るには、Admin からパスワードを削除します。

新しく作成されたデ
ザインデータベース、
フォルダやドキュメ
ントを作成できます。
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デザインデータベースに新規ドキュメント作成
♦ 新しいドキュメント
を作成する前に保存した
いフォルダに移動して下
さい。
デザインデータベースに新
しいドキュメントを作成す
るには、フォルダビュー内
でマウスの右ボタンクリッ
クを行い、メニューから
New を選びます。
New Document のダイアログ
が表示され、ダイアログには作成できるドキュメントがアイコン表示されます。こ
の中から作成したいドキュメントをクリックし、OK ボタンをクリックします。
作成できるドキュメントの種類はインストールされているエディタにより変わりま
す。Show all document kinds にチェックを入れると、すべてのドキュメントが表示さ
れます。
新しいドキュメントのアイコンがデザインの中に表示されます。フォルダの、ドキ
ュメントの名称を変更するには、（ツリーではなくフォルダビューの）ドキュメン
トアイコンをクリックし、選択した状態にします。次にメニューの Edit » Rename を
実行（あるいは、ショートカットキー F2）します。文字がハイライト表示され、文
字を入力して下さい。

New Document のダイアログにプロテル以外のアイコンが表示されるのは?
ダイアログにプロテル以外のアイコンが表示されるのは
Protel 99 の強力な機能の 1 つにプロテルドキュメントとプロテル以外のドキュメントのサポート
能力があります。Show all document kinds にチェックを入れると、（現在お使いの PC に登録さ
れている）OLE サーバーによって作成・編集できるドキュメントが New Document のダイアロ
グに表示されます。
これらのプロテル以外のドキュメントは、デザインデータベースに保存する事ができますが、
編集はそれらを作成したアプリケーション（OLE サーバー）により行われます。
この機能によりデザインデータベース内にプロジェクトに関連するドキュメントをすべて保存
する事ができます。ドキュメントをデザインデータベースに保存する事で、複数のドキュメン
トを 1 つにまとめられ、ドキュメントのアクセスコントロールが行えます。これらの機能につ
いての詳細は、後述のデザインチームによるデータベースの共有設定を参照して下さい。
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ドキュメントの編集
デザインデータベースを最初にオープンする
と、データベースのドキュメントはオープン
されません。トップレベルのフォルダだけが
オープンされます。デザインデータベースの
ドキュメントをオープンするには、2 つの方法
が有ります。
最初に紹介する方法は、画面左側にあるナビ
ゲーションパネルを使用する方法です。ここ
にはデザインデータベースにあるドキュメン
トが表示されています。そのアイコンをクリ
ックすると、ドキュメントがオープンします。
ナビゲーションパネルで目的のドキュ
この方法で便利なのは、（デザインデータベ
メントに素早くアクセスできます。
ースの階層の深さに関係なく）他のドキュメ
ントをオープンせず、目的のドキュメントだけをオープンする事ができます。ナビ
ゲーションパネルの使用方法については、この章の前に記載したナビゲーションパ
ネルの使用法のトピックを参照して下さい。
別の方法は、画面右側のフォルダビューでオープンしたいドキュメントが保存され
ているサブフォルダのアイコンをダブルクリックし、そのドキュメントのアイコン
をダブルクリックします。この方法では、そのドキュメントが何処に有るか判って
いる必要が有ります。

プロテルドキュメント以外の編集
デザインデータベースには、プロテル以外のドキュメントも保存する事ができ、
編集も行えます。そして編集したものを保存するとデザインデータベースにある
ドキュメントが更新されます。
アクティブドックに対応したエディタで作成されたドキュメント（マイクロソフ
トワード、エクセル等）は、デザインエクスプローラのから直接起動ができま
す。
OLE サーバーによってサポートされている他のドキュメントは、アイコンをダブ
ルクリックすると、それぞれのエディタが起動し、編集が行えます。これらのエ
ディタで編集したものを保存するとデザインデータベースに中のドキュメントが
更新されます。
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デザインデータベース にドキュメントをインポート
デザインデータベースにドキュメントをインポート
するには、フォルダビューで、マウスの右ボタンク
リックを行いメニューから Import を実行します。
Import のダイアログが表示されますので、ドキュメ
ントのフォルダへ移動し必要なものを選びます。ド
キュメントのコピーがデザインデータベースに保存
され、カレントフォルダにアイコンが追加されます。

♦ ドキュメントをイン
ポートしてもオリジナル
のドキュメントは削除さ
れません。

アイコンによって、そのドキュメントの編集に使用されるエディタが判ります。プ
ロテルの PCB ドキュメントは PCB アイコンで表示され、プロテルの PCB エディタ
により編集が行われます。マイクロソフトワードの
ドキュメントはワードのアイコンで表示され、マイ
♦ ウインドウズのファ
クロソフトワードにより編集が行われます。
イルエクスプローラから
AutoCAD DWG ドキュメントは、AutoCAD のアイコ
直接フォルダやドキュメ
ンで表示され、アイコンをダブルクリックすると、
ントをドラッグアンドド
AutoCAD がデザインエクスプローラの外で起動し、
ロップする事でインポー
編集が行えます。
トできます。フォルダを
インポートすればデザイ
インポートしたドキュメントが認識されない場合、
ンエクスプローラ内でサ
特別なアイコンで表示され、アイコンをダブルクリ
ブフォルダも自動的に復
ックしてもオープンされません。アイコン上で右ボ
元されます。
タンクリックを行い、メニューから Properties を選
び、エディタの割り当てを変更して下さい。
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外部ドキュメントへのリンク
デザインデータベース内に保存され
ているドキュメントと同じ様に、外
部のドキュメントにリンクする事が
できます。リンクを行うことで、デ
ザインデータベース内にドキュメン
トを保存せず、プロジェクトと関連
付けを行う事ができます。

Design ideas.sch はデザインデータベースに保存され
ていません。矢印が表示されているドキュメントは、
リンクされている事を示します。

リンクしているドキュメントは通常と同じ様にデザインウインドウで編集できます。
外部のドキュメントをリンクさせる場合、注意が必要です。ドキュメントが外部に
有る事を常に意識し、デザインデータベースとは別にバックアップや削除・移動と
いったドキュメント管理に気をつけなければいけません。また、外部のドキュメン
トは編集中にロックする事ができません。2 人の設計者が同じドキュメントにリン
クを行い、同時に編集を行った場合、後から保存したものが、先に保存したドキュ
メントに上書きされます。
外部ドキュメントをリンクするには、フォルダビューでマウスの右ボタンクリック
を行い、メニューから Link を選びます。Link Document のダイアログが表示されま
すので、必要なドキュメントが保存されているところへ移動し、ドキュメントを選
択します。これによりリンクを示す小さな矢印付いたアイコンがカレントフォルダ
に表示されます。

デザインデータベースからドキュメントをエクスポート
デザインデータベースからドキュメントをエクスポート
デザインデータベースからドキュメントのコピーをハードディスク（あるいはネッ
トワークドライブ）にエクスポートできます。ドキュメントをエクスポートするに
は、フォルダビュー内のアイコン上でマウスの右ボタンクリックを行い、メニュー
から Export を選びます。Export ダイアログが表示されますので、保存したいところ
へ移動し、Save（保存）のボタンをクリックします。デザインデータベース内のド
キュメントは削除されません。指定したところにコピーが作成される形になります。
♦ （サブフォルダを含めた）フォルダもエクスポートできます。この場合デ
ザインデータベースのフォルダと同じ名前のフォルダがハードディスクに作成
され、そこに含まれるすべてのドキュメントとサブフォルダがエクスポートさ
れます。
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デザインデータベース内でのドキュメント管理
ウインドウズのファイルエクスプローラを使ってハードディスクのドキュメントを
管理するのと同じ様に、デザインエクスプローラによりデザインデータベース内の
ドキュメント管理を行います。

フォルダを使って階層作成
デザインデータベース内にフォルダを作成し、ド
キュメントを分類し管理する事ができます。ウイ
ンドウズのファイルエクスプローラと同じ様にフ
ォルダ内にもフォルダを作成する事ができます。
新しいフォルダを作成するには、デザインウイン
ドウのフォルダビューでマウスの右ボタンクリッ
クを行い、メニューから New を選びます。New
document ダイアログから Folder を選び、OK ボタ
ンをクリックします。
Folder1 のような名称が付けられた新しいフォルダ
が表示されますので、名称を適当なものに変更し
て下さい。名称を変更するには、フォルダのアイ
フォルダを使用し、構成されている
コンをクリックし、選択した状態でメニューから
デザインデータベースの例
Edit » Rename（ショートカットでは F2）を実行し
ます。文字がハイライトされ、新しい名前に変更する事ができます。

ドキュメントの移動、コピー、削除
デザインエクスプローラでは、ファイルエクスプローラと同じ様にショートカット
キーをサポートしています：
•

SHIFT+クリック、 CTRL+クリック、ドラッグによるエリアの指定でドキュ
メントやフォルダを選択できます。

•

DELETE キーを押すと、現在選択しているものを削除します。

•

現在選択しているものをドラッグアンドドロップすると、あるフォルダか
ら別のフォルダへ移動する事ができます。
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•

選択しているものをマウスの右ボタンでドラッグアンドドロップすると、
メニューが表示され、Copy（コピー）、Move（移動）、Create Shortcut
（ショートカットの作成）が選べます

•

CTRL+C

で現在選択しているものをコピーし、CTRL+V でペイストを行いま

す。
•

マウスの右ボタンクリックで、Copy（コピー）、Cut（カット）、Delete
（削除）等の操作ができます。

ドキュメント、フォルダの名称変更
ドキュメントやフォルダの名称を変更するには、（アイコンをクリックし）選択の
状態にし、メニューから Edit » Rename を実行するか、ショートカットの F2 を押しま
す。文字の回りが囲まれハイライト表示されます。拡張子を含めて新しい名称を入
力します。Protel 99 では、デザインデータベース内のドキュメントを識別するため
に拡張子を使用しません。従って、拡張子は、自由に設定する事ができます。ある
いは無くてもかまいません。
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デザインチームによるデータベースの共有設定
Protel 99 の SmartTeam テクノロジーによって、ドキュメントに対するアクセス権を
デザインチームのメンバー毎にコントロールが可能です。デザインチームは、各デ
ザインデータベースに保存されます。メンバーの設定、フォルダ及びドキュメント
レベルでのアクセス権の設定等、ネットワークで供給されている標準的な機能と似
ています。
新規作成したデザインデータベースにアクセス権は設定さ
れていま せん 。 アクセ ス権 の設定が 有効 に なるの は 、
Admin にパスワードを設定してからです。この操作を行っ
た後、デザインデータベースをオープンしようとすると、
メンバーの名前とパスワードを入力するダイアログが表示
されます。この機能を有効に使用するには、メンバーの定
義も必要になります。
新しいデザインデータベースを作成した後、デザインエク
スプローラのナビゲーションパネルでデザインチームフォ
ルダをオープンし、Members フォルダをクリックし、フォ
ルダをオープンし、新しいメンバーを作成して下さい。更に Permissions フォルダを
クリックし、アクセス権を設定して下さい。
♦ Admin にパスワードを設定すると、デザインデータベースをオープンす
るとき、ログインのダイアログが表示されます。

チームメンバーの作成
デザインデータベースを新しく作成すれば、
Admin と Guest の 2 人のメンバーがデフォ
ルトで作成されます。新しいメンバーを作
成するには、Members のフォルダビューで
マウスの右クリックを行い New Member を
選びます。
User Properties のダイアログが表示され、
必要な項目を設定します: Name （ログイ
ン時、セッションウインドウの表示、パー
ミションの設定に使用されます。） に使
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用します。Description はユーザーの詳細、Password には、ログインに使用するパス
ワードを設定します。
♦ 注意：
注意：新しいメンバーとパスワードは、Admin としてログインした場合に設
定できます。メンバー名は大文字・小文字を認識しませんが、パスワードは大
文字・小文字を認識します。

メンバーのアクセス権設定
デザインデータベースのアクセス権は、デフォルトですべてのメンバーにリード
（読み取り）、ライト（書き込み）、クリエイト（作成）、デリート（削除）の権
利があります。
♦ 注意：
注意： アクセス権
アクセス権は階層構造に従います。– データベースの高
は Admin でログイン
いレベルで設定したアクセス権は、下位のレベルにもそ
した場合のみ設定可
のまま適応されます。
能です。
デフォルトのアクセス権
新規にデータベースを作成した場合は、次の設定がデフォルトとして適用されま
す：
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メンバー

ドキュメント

アクセス権

設定

Admin

¥

[R,W,D,C]

バックスラッシュ（¥）は、デザインデ
ータベースのルート（あるいは、フォ
ルダの最上位）を示します。これは
Admin がデータベースのルート及びそ
れ以下のフォルダに対し、Read（読み
取り）、Write（書き込み）、 Delete
（削除）、Create（作成）する権利が有
る事を示します。これはデータベース
を自由に扱える事を意味します。

Guest

¥

[R]

A Guest（ゲスト）はデザインデータベ
ースの読み込みだけが可能です。

[All
Members]

¥

[R,W,D,C]

[All Members] は「すべてのメンバー」
を意味します。これは（ゲストを除
く）すべてのメンバーに対し、データ
ベースの何処でも読み取り、書き込
み、削除、作成の権利が有る事を示し
ます。
データベースに制約を設けるには、こ
のアクセス権を読み取り専用等に設定
します。

[All
Members]

¥Design Team

[]

すべてのメンバーは Design Team フォル
ダとそれ以下のフォルダに対し、アク
セス権がありません。Members、
Permissions、Sessions フォルダを見る事
はできますが、オープンする事はでき
ません。これにより Admin だけが、メ
ンバー、アクセス権の修正が行えま
す。

[All
Members]

¥Design Team
¥Sessions

[R,W,D,C]

各メンバーは Sessions フォルダに対し
てすべての権利が有ります。このルー
ルは Sessions フォルダに対し設定され
ており、上記の Design Team フォルダで
設定したルールは適応されません。
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アクセス権の設定例
アクセス権の設定例を次に示します：
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1.

Admin はデータベースに対し、読み取り、書き込み、作成、削除の権利が
有ります。

2.

Guests はデータベースのドキュメントの読み取りが可能です。

3.

[All Members]（すべてのメンバー）は、データベース内のすべてのドキュ
メントトを読み出す事ができます。デフォルトでは、読み取り、書き込み、
作成、削除の権利がありますが、このデザインデータベースでは、一般的
な設定から読み込みの権利だけに変更されています。この場合、何か作業
をするには他のアクセス権を追加する必要が有ります。

4.

メンバーの Gustaf は Rate Controller.pcb を除く、Documents フォルダとそれ
以下のフォルダに対し、読み取り、書き込み、作成、削除ができます。
Rate Controller.pcb に対しては、読み込みしかできません。

5.

Joe は Rate Controller.pcb を除く、Documents フォルダとそれ以下のフォル
ダに対しては、読み込み専用となります。Rate Controller.pcb に対しては、
読み取り、書き込みができます。Joe は、新規ファイルの作成やファイル
の削除（Rate Controller.pcb も含む）ができません。

6.

Vern はデータベース全体で、読み取り、書き込み、作成、削除のアクセス
権を持っています。

デザインチームによるデータベースの共有設定

オープンしているドキュメントのモニタリング
同じデザインデータベースで共同作業を行っている場合、
各メンバーがどのドキュメントをオープンしているか把握
するのは重要な事です。デザインデータベースでどのドキ
ュメントがオープンされているか知るには、Sessions フォ
ルダを参照します。
Sessions フォルダは、ドキュメントの名称、デザインデー
タベース内での位置、オープンしているメンバー名、コン
ピュータ名、ロックの状態が表示されます。
次に Sessions フォルダの例を示します：

1.

Gustaf は Rate Controller.prj と Timing Module.sch の 2 つのドキュメントをオ
ー プ ン し て い ま す 。 彼 は 、 Timing Module.sch を ロ ッ ク し 、 Rate
Controller.prj もロックしようとしています。他のチームメンバーは、これ
らのドキュメントをオープンする事はできますが、通常のアクセス権があ
っても保存する事はできません。

2.

Joe は Rate Controller.pcb オープンし、それをロックしています。

3.

Vern は Rate Controller.prj と Timing Module.sch オープンしています。これ
らのドキュメントは、他のメンバーによってロックされています。従って、
Vern はこれらのドキュメントを変更した場合、アクセス権があっても保存
する事はできません。
♦ メニューから View » Refresh を実行すると、Sessions フォルダの
リストが更新されます。
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ドキュメントのロック
Sessions フォルダのドキュメントアイコン上でマウスの右ボタンをクリックすると、
ロックあるいはロックを解除できます。上の図では、ドキュメントをロックしよう
としています。一度ロックを行うと、それをロックしたメンバーだけが解除できま
す。ドキュメントをロックしたメンバーがそれをクローズすると自動的にロックは
解除されます。
ロックしたドキュメントはアクセス権が与えられている他のメンバーによりオープ
ンする事ができます。既にオープンされ、ロックされているドキュメントを他のメ
ンバーがオープンしようとすると、ドキュメントは他のメンバーがオープンし、ロ
ックされ、読み取り専用になるという内容のメッセージが表示されます。
♦ ドキュメントをロックするには、Sessions フォルダに表示されている名前
の上で、マウスの右ボタンクリックを行います。
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既存のプロテルデザインで作業する場合
Protel 99 のデザインエクスプローラでドキュメントをオープンするには、デザイン
データベース内に保存（あるいはリンク）されている必要があります。以前作成し
たスケマティックや PCB のファイルを直接ハードディスクからオープンし、保存す
る事はできません。以前のバージョンで作成したのドキュメントをオープンする際、
新しいデザインデータベースに自動的にインポートされ、それからドキュメントが
オープンされます。
メニューから File » Open を実行し、File Type（ファイルの種類）を All Files (*.*)にし、
ハードディスクにあるプロテルドキュメントを選択します。これを行うとドキュメ
ントデザインデータベースに保存するためのダイアログが表示されます。デザイン
データベースのファイル名を入力し、OK をクリックすると選んだドキュメントが
インポートされ、編集のためオープンされます。表示されているドキュメントは、
デザインデータベースにインポートされたもので、オリジナルはハードディスクに
残っています。ハードディスクのオリジナルを更新するには、編集したものをデザ
インデータベースからエクスポートする必要が有ります。

既存のデザインをデザインデータベースに変換
デザインエスプローラで既存のプロテルドキュメントをオープンすると、デザイン
エクスプローラは、新しいデザインデータベースに自動的にインポートします。あ
るいは先にデザインデータベースを作成し、自分の好みに応じたフォルダをデータ
ベース内に作成してからフォルダビューでマウスの右ボタンクリックを行い、メニ
ューから Import、あるいは Import Project を実行して下さい。
新規作成したデザインデー
タベースのフォルダービュ
ーで、マウスの右ボタンク
リックを行い、プロジェク
トをインポート。
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ドラッグアンドドロップによるインポート
ウインドウズのファイルエクスプローラからデザインエクスプローラに直接ドラッ
グアンドドロップによる操作もできます。これは、数が多いドキュメントをデザイ
ンデータベースにインポートする場合に便利です。フォルダをクリックし、デザイ
ンデータベースにドラッグアンドドロップを行うと、サブフォルダを含めたすべて
のドキュメントがインポートされます。フォルダの階層もデザインデータベース内
で自動的に復元されます。

ファイルエクスプローラからフォルダをデザインエクスプローラでオープンしているデ
ザインデータベースに、直接ドラッグアンドドロップできます。

外部ドキュメントへのリンク
場合によっては、ドキュメントをハードディスクに保存したい事が有ります。この
ような時には、そのドキュメントをデータベースにインポートせずにリンクさせま
す。リンクしたドキュメントは、デザインデータベースに保存されないので、ハー
ドディスクにそのまま残ります。これにより他の設計者が使用できたり、以前のバ
ージョンのプロテル製品で使用できます。
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既存のコンポーネントライブラリを使用
既存のライブラリをそのままの .LIB フォーマットで残し、 Protel 99 でもこれらのラ
イブラリを使用したい場合が有ります。Protel 99 と Protel 98 の両方で、これらのラ
イブラリを共用するには、次の様にして下さい。新しいライブラリのデザインデー
タベースを作成し、既存のライブラリドキュメントをインポートではなく、リンク
させて下さい。

既存の回路図プロジェクトと PCB のシンクロナイズ
Protel 99 では、スケマティックと PCB 間で、デザイン情報を受け渡しするのにデザ
インシンクロナイザーを使用します。シンクロナイザーでスケマティックから PCB
へ、簡単にデザイン情報が転送されます。
メニューから Update PCB あるいは Update Schematic を実行し、シンクロナイザーを起
動すると、どのドキュメントに対して実行するかを指定します。このシンクロナイ
ザーを行うと、Update ダイアログが表示され、ここでシンクロナイズのプロセスを
コントロールすることができます。
シンクロナイズの方向選択
シンクロナイザーを起動するとき、まず、元
になるものとターゲットになるものを選ぶ必
要があります。情報は、元になるドキュメン
トから抽出され、ターゲットが更新されます。
スケマティックから PCB を更新する事も、あ
るいは PCB からスケマティックを更新する事
も行えます。

♦ 最初のマッチングで、シン
クロナイザーはデジグネーター
を元に行います。– スケマティ
ックのデジグネーターと PCB
のデジグネーターが一致してい
る事が重要です。

シンクロナイザーを起動する場合、どちらから行えば良いでしょうか？これはスケ
マティック、PCB のどちらが新しいかによって違いますので、御自身で判断して下
さい。ネットリストを読み込んだ後、PCB でフットプリントやデジグネーターやコ
ンポーネントの値を変更しましたか？スケマティックで変更を行いましたか？どち
らが新しいかによって、Update PCB を実行するか、Update Schematic を実行するか決
めて下さい。
♦ スケマティックから PCB をアップデートする場合、コンポーネントと結線
の両方の情報が転送されます。PCB からスケマティックを更新すると、コンポ
ーネントの属性が更新され、新しいコンポーネントと結線の違いはレポートと
して作成されます。
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シンクロナイズを初めて起動する場合
デザインシンクロナイザーは、スケマティックと PCB の各コンポーネントをマッチ
させるためにアイデンティファイヤーを使用します。既存のデザインに対し、シン
クロナイズを行う場合は、これらのアイデンティファイヤーの割り当てが必要にな
ります。これはインポートしたスケマティックと PCB ドキュメントに対し、初めて
にシンクロナイズを行う場合に発生します。
アップデートを実行すると、Update Design のダイアログが表示されます。Preview
Changes か Execute ボタンを押すと、すぐに Confirm Component Associations ダイアロ
グが表示されます。このダイアログでコンポーネントのマッチングを行えます。
デ ザ イ ン シ ン ク ロ ナ イ ザ ー の 使 用 方 法 に 付 い て の 詳 細 （ Confirm Component
Associations ダイアログボックスの詳細も含みます）は、このハンドブックのスケマ
ティック・キャプチャー セクションの回路設計情報を PCB へ渡すを参照して下さ
い。
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Protel 99 のテクノロジー
Protel 99 には、プロテルが開発したスマートチーム、スマートドック、スマートツ
ールというスマートソフトウェアテクノロジーが内蔵されています。Protel 99 では、
これらのテクノロジーが集約されています。
•

すべての PCB 設計に関するツールがひとつの環境に統合化されています。

•

すべてのデザインドキュメントをひとつのデザインデータベースの保存す
る事ができます。

•

チームワークのコラボレーション機能でドキュメントのアクセス権の設定
やロック等の制御ができます。

スマートツールテクノロジー
Protel 99 は Protel のスマートツールテクノロジーが内蔵されています。スマートツ
ールテクノロジーにより、プロテルのエディタとアクティブドックエディタをデザ
インエクスプローラという、ひとつのユーザーインターフェースで使用する事がで
きます。
スマートツールテクノロジーは、ユーザーインターフェース（クライアント）と各
ツール（サーバー）を別々にするというクライアント／サーバーアーキテクチャー
が基になっています。
PLD schematic circuit
design
editor
simulator

auto
routing

PCB
layout

ActiveDoc
signal
editor
integrity (eg, Word)

future
tools

Design Explorer
図にでは、各サーバーがデザインエクプローラにプラグインされ、
そして各サーバー同士が連動している事を示しています。
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クライアント／サーバーアーキテクチャーとは？
プロテルのクライアント／サーバーアーキテクチャーは、デザインツールを統合す
るための新しい試みです。各デザインツールを別々のスタンドアロンアプリケーシ
ョンとして開発するのではなく、クライアント／サーバーアーキテクチャーでユー
ザーインターフェース（クライント）とデザインツール（サーバー）に分けるとい
う考えに基づいています。Protel 99 では、デザインエクスプローラがクライアント
で、各ツールがサーバーになります。
デザインエクスプローラとは？
デザインエクスプローラはアプリケーションや実行モジュールと呼ばれます。ウイ
ンドウズのスタートメニューから Protel 99 を選ぶとデザインエクスプローラが実行
します。
外部的にデザインエクスプローラは、ナビゲーションパネル、メニュー、ツールバ
ー、ショートカットキー等、すべてのユーザーインターフェース機能を提供します。
内部的に、デザインエクスプローラは各サーバーモジュールを実行させるためのプ
ラットフォームです。サーバーがプラグインされると、デザインエクスプローラに
は、どのような機能（プロセス）とどのようなメニュー、ツールバー、ショートカ
ット（リソース）があるのかという情報が告げられます。ユーザーがメニューを選
択すれば、デザインエクスプローラはそれらのメッセージを正しくサーバーに伝え、
それによりサーバーがプロセスを実行します。
サーバーとは？
サーバーとは、デザインエクスプローラにプラグインして使用するモジュールです。
サーバーには、スケマティックエディタのようなドキュメントエディタや回路シミ
ュレータのような複雑な解析エンジンから、基板の穴数を数えるような簡単なユー
ティリティに至るまでいろいろなものがあります。
ソフトウェアの用語では、Protel 99 の各サーバーは DLL（Dynamic Link Library）と
呼ばれています。マイクロソフトウインドウズで DLL は、関数とプロシージャーの
ライブラリで、他のアプリケーションや他の DLL によって使用されます。マイクロ
ソフトが開発した EXE/DLL モデルは、ソフトウェアにより再利用できるようにな
っています。ソフトウェアの機能をこれらのライブラリに保存すれば、複数のアプ
リケーションがその機能を必要なときに呼び出す事が可能です。ウインドウズは、
素早くそして簡単に使える機能については、ライブラリ（DLL）の機能を使って構
成されています。
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Protel 99 は、このモデルを拡張し、関数とプロシージャーを各サーバー DLL の内部
に作成し、デザインエクスプローラのメニュー、ツールバー、ショートカットを通
じてユーザーが直接利用できるようにしました。
デザインエクスプローラのメニュー、ツールバー、ショートカットを通しサーバー
の関数が明らかになっているのと同じ様に、各サーバーの関数は、他のサーバーに
対し、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）として公開され
ます。API は DLL のすべての関数がどのように使用されているかという定義です。
API が公開されれば、「オープン」と呼ばれ、DLL の関数は他の EXE や DLL から
呼び出す事ができます。
デザインエクスプローラのリソースからユーザーが呼び出せる機能と同じものがプ
ログラミングによっても呼び出せます。API では、更に強力な機能が用意されてお
り、現在オープンしているデザインドキュメントの情報を直接扱う事ができます。
PCB サーバーを例にとって考えると、PCB エディタでオープンしているドキュメン
トの内容を直接 API を使って、オートルーターで調査することができます。このメ
カニズムを使い、PCB 内のオブジェクトに関する情報を抽出し、それに対して配線
情報（トラックとビア）を PCB ドキュメントに戻す事ができます。
サーバーの種類

サーバーは 3 つのグループに分類されます：
ドキュメントエディタ/ビューワ
ドキュメントエディタ ビューワ – これらのサーバーはドキュメント編集（あるいは表示）
するためのものです。例えば、スケマティックエディタ、PCB レイアウトエディタ
はこれに含まれます。

– これらのサーバーは、いくつかのページにわたる質問に対して順番に答
えていくウイザード形式です。例えば、PCB コンポーネントウイザードがこれに当
たります。

ウイザード

– これらのサーバーは、ドキュメントエディタサーバーの一部
として動作します。通常、これらの機能はドキュメントエディタに組み込まれてい
るメニューからアクセスします。これらの例としては、PCB のオートルーターがあ
り、これは PCB メニューに AutoRoute として追加されています。別の例としては回
路シミュレーターがあり、これはスケマティックエディタの Simulate メニューとし
て追加されています。
ユーティリティサーバー

♦ サーバーの追加・削除等に付いては、デザインエクスプローラのカス
タマイズの章のサーバーに関する作業を参照して下さい。
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アクティブドックサーバーとは？
ア ク テ ィ ブ ド ッ ク は 、 マ イ ク ロ ソ フ ト が 開 発 し た OLE （ Object Linking and
Embedding）による、高度な情報交換の技術です。OLE は、アプリケーション間で
の情報と機能を交換するために開発されました。
アクティブドック OLE では、ドキュメントはオブジェクトとして定義されています。
このモデルでアクティブドックホスト（アクティブドックサーバーによって作成さ
れたドキュメントをサポートするアプリケーション）は、アクティブドックサーバ
ーのドキュメントだけでなく、メニューとツールバーも同じ様に表示する事ができ
ます。
実際にアクティブドックサーバーは、アクティブドックホストの内部で動作します。
プロテルのデザインエクスプローラはアクティブドックホストですので、デザイン
エクスプローラの環境下でアクティブドックサーバーが動作する事になります。ア
クティブドックサーバーには、マイクロソフトのワード、エクセルやグラフィカル
デザイン、モデリングソフトウェアツールの Visio 等があります。
デザインエクスプローラにアクティブドックサーバーをインストールする必要はあ
りません。デザインエクスプローラは、コンピュータにインストールされているす
べての OLE サーバーを自動的に認識します。

スマートドックテクノロジー
スマートドックテクノロジーにより、複数のデザインチームのドキュメントを一つ
のデザインデータベースにまとめられることで、ドキュメントの統合化と管理が行
えるようになりました。デザインデータベースには、スケマティックシート、PCB、
ガーバーファイルから、マイクロソフトのワードで作成されたレポート、エクセル
のスプレッドシート、AutoCAD で作成された機構図面、Visio で作成されたプロジ
ェクト図面まで、あらゆるタイプのドキュメントを保存する事が可能です。
ウインドウズのファイルエクスプローラと同じ様に、デザインエクスプローラを使
って、デザインデータベース内のドキュメントに対し、フォルダの作成、コピー、
ペイスト、削除、ドラッグアンドドロップによるフォルダ間の移動等の操作が行え
ます。また、ウインドウズのファイルエクスプローラからデザインエクスプローラ
へ直接ドラッグアンドドロップも行えます。
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スマートチームテクノロジー
スマートチームテクノロジーにより、今まで不可能だったデザインチームよる共同
作業行えます。スマートチームテクノロジーで、すべてのチームメンバーが同時に
同じデザインデータベースで作業する事ができます。チームメンバーを設定すれば、
チームメンバー別にフォルダやドキュメントに対するアクセス権を設定する事がで
きます。
各チームメンバーは、他のメンバーがどのドキュメントがオープンしているか確認
でき、そのドキュメントが上書きされるのを防ぐため、マウスのクリックでロック
することができます。
チームの機能は全てデザインエクスプローラレベルでコントロールされ、ネットワ
ークの機能には依存しません。
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デザインエクスプローラのカスタマイズ
デザインエクスプローラは、ユーザーがカスタマイズする事ができます。ツールバ
ー、パネルの位置を変更できるのと同じ様にツールバーやメニュー、ショートカッ
トキーを新規作成する事ができます。
新しくツールバーやメニュー項目を追加するには、リソースとプロセスについて理
解する必要が有ります。

リソース – メニュー、ツ−ルバー、ショートカットキー
デザインエクスプローラでは、ドキュメントのオープンやクローズ、編集、あるい
はそのドキュメントを元にデータを生成する等の操作が行えます。すべての操作は、
デザインエクスプローラのメニューやツールバー、キーボードショートカットを通
して行われます。メニュー、ツールバー、キーボードショートカットのリストをデ
ザインエクスプローラでは、リソースと呼んでいます。
デザインエクスプローラのすべてのリソースは、カスタマイズする事ができます。
ツールバーにボタンを追加したり、メニュー作り替えたり、自分の好みに合わせた
ショートカットが作成できます。
リソースを理解するには
デザインエクスプローラで、コンポーネントの配置や拡大率の変更、画面の再描画
等、「行われる」機能はすべてプロセスによって実行されます。これらのプロセス
は、リソースにより呼び出されます。プロセスについての詳細は、次のプロセスを
理解するにはのトピックを参照して下さい。
リソースには、メニュー、ツールバー、ショートカットキーの 3 種類があります。
インストールの間、各ツールのリソース定義ファイルはデザインエクスプローラに
読み込まれ、共通のリソース定義ファイルとして保存されます。修正はすべて共通
のリソースに行われます。各ツールのリソースはいつでも元のデフォルトの状態に
戻せます。

46

デザインエクスプローラのカスタマイズ

メニュー

メニューは、すべてウインドウズモデルと同じ様に構成されて
います。これによりファイルのオープンや保存、印刷、あるい
はカットやコピー、ペイスト等の標準的な操作は、どのエディ
タでも使用できます。このため異なるエディタでも作業が同じ
様に行えます。

♦ メニュー
を編集するに
は、メニュー
バーをダブル
クリックして
下さい。

ポップアップメニュー

デザインエクスプローラでは、 特別なショートカットと
して、グラフィカルなエディタではキーボードからメニ
ューを呼び出せるようになっています。例えば、スケマ
ティックエディタで F キーを押すと、File メニューが表
示され、T を押すと Tools メニューが表示されます。こ
れで簡単にメニュー（サブメニューも含みます）にアク
セスできます。
ショートカットキーは、メニューテキストを入力すると
ころに、{} 括弧で定義します。
ツールバー

デザインエクスプローラのツールバーは、各サイドに固定した
り、ワークスペース上にフローティングの状態にする事ができ
ます。位置はどこにでも変更できます。
ツールバーを新たに作成したり、既存のものを修正し、現在デ
ザインエクスプローラで使用可能な別のプロセスに割り当てる
事ができます。ツールボタンの新規作成に付いては、この章の
後半に説明があります。

♦ ツールバー
を編集するに
は、ツールバ
ーのタイトル
部分をダブル
クリックして
下さい。

キーボードショートカット

各ドキュメントエディタには、少なくとも 1 つのショートカットキーテーブルがあ
ります。これらのテーブルは、修正する事ができます。別のテーブルを作成する事
もできます。
キーボードショートカットには、CTRL、SHIFT、ALT と別のキーの 2 つのキーを使っ
たキーコンビネーションも設定できます。ショートカットキーの編集は、 Client
menu » Customize を実行します。
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♦ キーボードショートカットを直接プロセスに割り当てるのと同じ様
に、キーボードのキーをポップアップメニューに割り当てる事もできま
す。間違ってキーをポップアップメニューと直接プロセスに割り当てた場
合は、プロセスが優先されます。
デフォルトのメニュ、ツールバー、ショートカット
各サーバーのデフォルトのリソースは、リソースファイル（*.RCS）に定義されて
います。このファイルには、メニュー、ツールバー、ショートカットの初期設定が
含まれています。これらのリソースは、システムリソースとして認識され、デザイ
ンエクスプローラの環境から削除する事はできません。但し、カスタマズする事は
できます。
インストールを行っている間、各ツールのリソースファイルは、デザインエクスプ
ローラに読み込まれ、共通のリソースファイルが作成されます。修正を行った場合
は、この共通のリソースファイルに対して行われます。どのツールのリソースも元
のデフォルトの状態に戻す事ができます。
リソースをデフォルトに戻すには

デザインエクスプローラでは、メニュー、ツールバー、ショートカットキーを自由
にカスタマイズする事ができます。必要に応じていつでもこれらをオリジナルの状
態に戻すことができます。これを行うには、 Client menu » Servers を実行します。
EDA Servers ダイアログが表示されますので、希望のサーバーをダブルクリックし、
Defaults ボタンを押します。これで選択されていたサーバーのメニュー、ツールバ
ー、ショートカットキーがデフォルトの状態に戻ります。
♦ リソースをデフォルトに戻すと、特定のメニュー項目が消えてしまう事があ
ります。これは消えてしまったメニューが、他のサーバーにプラグインされてい
る場合に起こります。例えば、スケマティックエディタのリソースを元に戻す
と、Simulate と PLD メニューは消えてしまいます。これを元に戻すには、Sim サ
ーバーと Pld サーバーについてもリソースをデフォルトにする作業を行って下さ
い。
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リソースのカスタマイズ

ショートカットキーを新しく追加したい場合、メニューを変更したい場合、あるい
は、あるツールバーを表示させたい場合は、リソースをカスタマイズする必要があ
ります。

現在アクティブなドキュメントエディタのリソースをカスタマイズするには、 Client
menu » Customize を実行し、Customize Resources ダイアログボックスを表示します。
スケマティックシートがアクティブであれば、Customize Resources のダイアログで
は、スケマティックエディタのリソースにアクセスする事ができます。
上にあるタブをクリックし、編集したいリソースを選び、メニューボタンから適切
なコマンドを選んで下さい。
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メニューボタンをクリックすると次の項目があります:
リソースの削除(Delete)
リソースの削除

Delete で選択しているリソースを削除します。このメニューを選ぶと、確認のため
のダイアログが表示されます。このダイアログの中に “Remove from Global Resource
Pool” というオプションが有ります。このオプションにチェックが無ければ、このリ
ソースは、デザインエクスプローラ環境から削除されず、このリンクしているエデ
ィタから削除されます。
リソースのコピー(Replicate)
リソースのコピー

新しいリソースを作成するとき、何も無い状態から始めたくない場合、Replicate を
実行します。選択されているリソースのコピーが作成され、編集ができます。
他のドキュメントからインポート(Import
From Other Documents)
他のドキュメントからインポート

このオプションを使うと、他のサーバーのリソース、あるいは、先に作成してあっ
たものをインポートすることができます。
リソースの編集(Edit)
リソースの編集

メニューから Edit を選ぶと、ツールバー、メニュー、ショートカットキーテーブル
等のダイアログが表示され編集が行えます。
♦ リソース編集の ダ
イアログにもショーカ
ットがある事に気がつ
くでしょう。マウスの
右ボタンクリックで、
メニューが表示されま
す。INSERT と DELETE キ
ーで項目の追加と削除
ができ、項目をクリッ
クし、ドロップするこ
とで順序を変更する事
ができます。また、ダ
ブルクリックで割り当
てられているプロセス
を変更できます。
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メニューアイテム、ショートカットキー、ツールボタンにプロセスを割り当て

リソースを作成するには、基本的に 2 つのステップが必要です：
1.

ツールボタン、メニューアイテム、ショートカットキーのどれかを作成

2.

これらのリソースを選んだとき実行しされるプロセスを割り当て

リソースにプロセスを割り当てる方法は、どのリソースでも基本的には同じです。
上の図に示すように、ボタン、メニュー、ショートカットキーを選んだときに起動
されるプロセスを各ダイアログで指定します。
プロセスの検索

Process のフィールドには、このリソースを選択したときに起動されるプロセスを指
定します。Browse ボタンで Process Browser ダイアログが表示されます。Browser の
フィルター機能で、必要なプロセスをすぐに見つける事ができます。
プロセスの詳細情報が必要な場合は？

Info ボタンを押すと、選択されているプロセスに関
するオンラインヘルプが表示され、プロセスパラメ
ータなどの詳細な情報が得られます。

♦ プロセスとプロセス
パラメータに関する詳細
は、プロセスを理解する
にはの章を参照して下さ
い。

例: ツールバーの新規作成

新しくツールバーを作成するには、2 つの方法が有ります。既存のツールバーをコ
ピーし、それを編集する方法と、全く新たに作成する方法です。この例では、PCB
エディタでプリミティブを配置するための新しいツールバーを作成します。
1.

PCB ドキュメントをアクティブにし、メニューの Client menu » Customize を
実行します。

2.

Toolbar タブをクリックし、メニューをポップアップさせ、 New を選び、
Toolbar Properties ダイアログを表示します。

3.

Name フィールドに “Primitives” と入力します。

4.

ボタンを追加するには、最初に空白のところでマウスでクリックし、それ
から INSERT キーを押します。 ツールバーのウインドウに新しいボタンが
追加されますので、このボタンにプロセスを割り当てます。
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5.

新しいボタンをダブルクリックすると、Button ダイアログが表示されます。
次に プロセスブラウザを使いプロセスを指定します。

6.

Browse ボタンをクリックし、Process Browser ダイアログを表示します。

7.

“Show Processes for” ドロップダウンリストを PCB にします。

8.

Filter のフィールドに “place” と入力します。

これで place の文字列で始まる PCB プロセスの一覧が表示されます。コロン(:)
の前のサーバー名は、フィルターに考慮されないので注意して下さい。フィル
ターには、* と ?（一文字） のワイルドカードが使用できます。
9. PCB:PlaceString のプロセスを選び、OK ボタンをクリックします。（ショ
ートカット：マウスの左ボタンをダブルクリック）
これで Button ダイアログに戻ります。次にこのボタンにビットマップを割り当
てます。
10. ここでは、既に用意されているものを使用します。Bitmap File のフィール
ドの横に有る Browse ボタンをクリックします。
Image File ダイアログが表示されます。ボタンのビットマップは¥Program
Files¥Client99¥System¥Buttons フォルダにインストールされています。
52

デザインエクスプローラのカスタマイズ

11. File Name フィールドに “t*.bmp” と入力し、Enter キーを押します。
ダイアログには、“t”で始まるビットマップファイルが表示されます。
12. text.bmp ファイルの上でダブルクリックします。
Image File ダイアログを閉じると、Button ダイアログに戻ります。文字 T のイ
メージのテキストビットマップ が表示されるのを確認して下さい。
13. OK ボタンを押し、Button ダイアログを閉じます。

新しく作成した Primitives ツールバーの最初のボタン

14. ステップ 4 から 13 を繰り返し、次の 5 つのボタンを追加して下さい。
プロセス

ビットマップ

PCB:PlaceArc
PCB:PlaceFill
PCB:PlaceVia
PCB:PlacePad
PCB:PlaceTrack

arc.bmp
rect.bmp
via.bmp
pad.bmp
track.bmp

15. 画面表示されるときに 2 段に分けるには、セパレーターを挿入します。4
番目のボタンをハイライトさせ、ダイアログメニューから Separator を選び
ます。このボタンの上に空白のスペースが表示されます。
16. Close ボタンをクリックし、Edit Toolbar ダイアログボックスを閉じます。
新しいツールバーが作成され、Customize Resources ダイアログの Available
Toolbars のリストに追加されます。
17. OK をクリックし、Customize Resources ダイアログを閉じます。
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新しい Primitives ツールバーがデザインエクスプローラの環境で使用
可能なリソースとして保存され、自動的に PCB エディタにリンクさ
れます。

プロセスを理解するには
デザインエクスプローラにインストールされている各サーバーの機能は、サーバー
のプロセスによりあきらかになります。プロセスのコンセプトを理解し、それらが
どのように動作し、起動するかが判れば、デザインエクスプローラの環境をカスタ
マイズする事ができるようになるでしょう。
プロセスとは？
プロセスとは、ソフトウェアが行うジョブの集まりと考えられます。このジョブと
は、画面の再描画のような簡単なものであったり、ポリゴンの配置のように複雑な
ものもあります。
デザインエクスプローラで何か操作を行えば、プロセスが実行されます。メニュー
から File » Save を実行すれば、SaveDocument のプロセスが起動されます。スケマテ
ィックのメニューから Place » Wire を実行すると、PlaceWire プロセスが起動され、
シートにワイヤが配置できるようになります。メニュー、ツールバー、ショートカ
ットキーでプロセスが起動でき、それらをプロセスラウンチャーと呼びます。プロ
セスによって、作業が行われます。
各プロセスは、プロセスアイデンティファイヤーで識別されます。プロセスアイデ
ンティファイヤーには、コロンで区切られたサーバー名とプロセス名が含まれ、2
つのプロセス名を例として示します。構文は次の様になります：
Client:SaveDocument
Sch:PlaceWire
デザインエクスプローラに供給されている各プロセスの定義と各サーバーについて
は、オンラインヘルプに記載されています。プロセスを割り当てるそれぞれのダイ
アログに Info ボタンがあります。このボタンを押すとプロセスの詳細についてのヘ
ルプファイルが表示されます。

54

デザインエクスプローラのカスタマイズ

プロセスの起動
メニューやツールボタンをク
リックする事でプロセスが起
動（launch）されます。起動
されたプロセスが何かを判断
し、それを実行できるサーバ
ーに送られ、サーバーが実際
に作業を行います。
プロセスを起動するものを プ
ロセスラウンチャー と呼びま
す。プロセスラウンチャーに
は次のものがあります：
• メニュー
• ツールボタン
• キーボードショート
カット

Sch:ZoomIn

プロセスラウンチャーは 3 種類（ツールバーボタン、ショ
ートカットキー、メニュー）あり、すべて同じ Sch:ZoomIn
プロセスが起動されます。

プロセスパラメータ
デザインエクスプローラのプロセスにはパラメータが使用できます。プロセスには、
いくつかの複数のパラメータが使用できるものがあります。プロセスパラメータと
は何でしょうか？プロセスとは、ソフトウェアが行う一連の仕事と考えられます。
プロセスパラメーターは仕事をどのように実行さるかという指示と考えて下さい。
Sch:PlacePart というプロセスについて考えてみます。このプロセスを起動（Place »
を実行）すると、配置したいライブラリ名を指定するためのダイログが表示さ
れます。ここを入力すると次に使用するデジグネーターを入力するダイアログが表
示され、それから部品がカーソルのところに現れます。ライブラリ名とデジグネー
ターをダイアログに入力する代わりに、プロセスを起動する時にこれらの情報を渡
す事ができます。
Part

ツールボタンを押すと、プロセスパラメータが渡され
ます。パラメータはプロセスラウンチャーを編集する
ダイアログの Parameters のフィールドに入力します。
（例：Button ダイアログ）

♦ プロセス のパラ メ
ーターはマクロでも扱
えます。
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PartType=74HC00 | LibReference=MM74HC00 | Library=ns03-c.lib | Orientation=0 | Designator=U10 | $Description=Quad 2-input positive Nand gate

Sch:PlacePart プロセスを起動するツールバーを編集。これでパラメータが渡されます。

= ライブラリファイルの名前。ライブラリが他のところにある場
合は、パスも含めて下さい。
LibReference = コンポーネントの名称
Designator = コンポーネントに設定したいデジグネーター
PartType
= このコンポーネントに設定したいパートタイプ、あるいはコメ
ント
Orientation = コンポーネントの向き。
$Description = このパラメーターでボタンのツールチップが設定できます。
Library

このボタンを押すと、74HC00 が指定されたデジ
グネーターを付けられ、カーソルのところに現
れ、配置する事ができます。

♦ Info ボタンを押すとその
プロセスに関するオンライン
ヘルプが表示されます。

パラメーターシンタックス
プロセスにパラメータを渡す場合、Parameters のフィールドには次の様に記述しま
す；
parameter1 = value1 | parameter2 = value2 | parameter3 = value3

各パラメーターは、垂直バー “|” のシンボルで区切られます。順序は特に関係あり
ません。また、不要なパラメーターについては記入する必要は有りません。パラメ
ーターテキストは大文字・小文字を区別しないので、LibReference と libreference は
同じになります。
プロセスのパラメーター情報にアクセスするには、Edit Menu、Edit Button、Edit
Keyboard Shortcut のダイアログの Info ボタンを押して下さい。
♦ マクロでパラメーターを渡す場合については、オンラインヘルプのマクロ
のトピックを参照して下さい。
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サーバーに関する作業
デザインエクスプローラをインストールすると、すべてのサーバーが自動的にイン
ストールされます。通常、サーバーをマニュアルでインストールしたり、削除した
りする必要はありません。サーバーは、実際に使用されるまでメモリに読み込まれ
る事はないので、特に理由が無ければデザインエクスプローラから削除する必要は
ありません。
サーバーの種類
デザインエクスプローラでは、4 種類のサーバーをサポートしています：
•

プロテルドキュメントエディタ – スケマティックエディタのようなタイプ

•

プロテルウイザード – PCB ボード作成ウイザードのようなタイプ

•

プロテルユーティリティサーバー – PCB オートルーターのようなタイプ

•

アクティブドックサーバー – マイクロソフトワードやエクセル等

Protel 99 には、広範囲に渡るドキュメントエディタサーバーが含まれています。
•

スケマティックエディタ – 回路図とコンポーネントの編集に使用

•

PCB エディタ – PCB レイアウトとフットプリントの編集

•

テキストエディタ – PLD のソースファイルのようなテキストファイルの編
集

•

スプレッド – スプレッドシートの編集

•

チャート – スプレッドシートからチャートを作成します

•

マクロ – デザインエクスプローラ環境でマクロを実行するために用いられ
ます。

Protel 99 では、たくさんのユーティリティサーバーが含まれています：
•

回路シミュレーター – 回路図からダイレクトに解析とシミュレーションを
行います。

•

ネットリスター – スケマティックからいくつかのフォーマットでネットリ
ストを作成します。

•

デザインシンクロナイザー – スケマティックから PCB へ、PCB からスケ
マティックへデザインの情報を渡します。
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•

PLD コンパイラ – CUPL-HDL 、スケマティックで作成された PLD デザイ
ンをコンパイルします。

•

PCB オートプレーサー – PCB コンポーネントを自動配置。

•

PCB マニュアルーター – 押し退け機能を備えたマニュアルルート。

•

PCB オートルーター – PCB の自動配線を行います。

•

この他に部品表作成、スプレッドシートへの出力、プロジェクトライブラ
リの作成などのユーティリティサーバーが用意されています。

サーバーのインストール
Protel 99 を CD からインストールすると、全ての
サーバーが自動的にインストールされます。マ
ニュアルでサーバーをインストールする場合は、
次の手順を実行して下さい：
1. クライアントメニューから Servers を選
びます。EDA Servers ダイアログが表
示され、現在インストールされている
サーバーの一覧が表示されます。
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♦ アクティブドックサーバ
ーはインストールする必要が
ありません – デザインエクス
プローラは、コンピュータに
インストールされているアク
ティブドックサーバーを自動
的に認識します。

デザインエクスプローラのカスタマイズ

メニューボタンを押し、Install を選びます。ドキュメントをオープンするダイ
アログが表示されます。
1.

サーバーインストールファイル（例えば advsch.INS、spread.INS）を指定
します。

2.

Open（開く）をクリックし、サーバーをインストールします。

EDA Servers ダイアログの下側に表示されているステータスで正常にインストールさ
れたかチェックして下さい。
サーバーの起動と停止
サーバーをインストールした状態であれば、ステータスは、“Not Started”になってい
ます。サーバーが Not Started であれば、メモリを占有していません。すぐにスター
トしなくても、それを使用すれば自動的にスタートします。通常、メモリを開放す
る必要が無ければ、特にマニュアルでサーバーを停止する必要は有りません。
サーバーの削除
通常、デザインエクスプローラからサーバーを削除する必要は有りません。サーバ
ーを削除してもサーバーのファイルがハードディスクから削除される訳では有りま
せん。単に、デザインエクスプローラの環境からサーバーが削除されるだけです。
デザインエクスプローラからサーバーを削除す
るには：

♦ サーバーを削除する場
合は、その前にサーバーを
停止する必要が有ります。
ドキュメントがオープンさ
れていると、そのサーバー
が使用されているので、停
止する事ができません。

1.

クライアントメニューから Servers を実
行します。EDA Servers ダイアログが
表示され、現在インストールされてい
るサーバーが表示されます。

2.

削除したいサーバーのアイコンをクリ
ックします。

3.

メニューボタンから Remove を選びます。

4.

Confirm ダイアログが表示されますので、Yes をクリックします。
♦ デザインエクスプローラからサーバーを削除すると、それに関連
する全てのリソースが削除されます。ツールバーの追加など、デフォ
ルトのリソースに対してカスタマイズを行った場合は、その情報が失
われます。新たに作成したカスタムリソースはそのまま残ります。
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テキストエディタ
Protel 99 には、テキストエディタが装備されています。テキストエディタが統合さ
れていますので ASCII ファイルを見る場合は、デザインエクスプローラの環境か
ら離れる必要は有りません。レポートファイルの参照、マクロファイルや PLD ソ
ースの作成が行えます。一般的なテキストファイルはすべてテキストエディタで
作成する事ができます。
テキストエディタには、カット、コピー、ペイスト、文字列の検索・置換といっ
た一般的なテキストエディタにある標準的な機能が有ります。またシンタックス
ハイライトの機能も備えられています。この機能は、構文をベースにしたドキュ
メントに対し、単語やシンボル、識別子を設定した色で表示するものです。この
機能は、予約語や構造名を使用するマクロスクリプトやソースコードのドキュメ
ント編集に役立ちます。
テキストエディタでは、このシンタックスハイライトの機能を複数の言語に対し
て設定できます。シンタックスハイライトは各言語に対して個別に設定すること
ができます。
各言語内 で、reserved word （予約語）、 symbol（シ ンボル ）string（文 字）、
number（数字）、comment（コメント） 、 identifier（識別子）の 6 つのタイプの構
文識別子が用意されています。識別子に用いる単語や文字、色の割り当ては変更
することができです。

言語
テキストエディタには、定義済みの
言語がいくつか用意されています。
また、新たに作成する事も可能です。
これらの言語とは、フランス語や中
国語ではなく、構文をハイライトす
るための設定を示します。
言語は、Languages ダイアログ（テ
キストエディタのメニュー Tools »
Change Language を実行するか、ある
いはパネルの Change Language ボタ
ンを押します。）から作成、編集、
削除が行えます。リスト表示されて
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いる言語をクリックし、マウスの右ボタンクリックを行うとメニューが表示され
ます。
言語は、ドキュメントのファイル拡張子と関連付けられます。関連付けを行うに
は、Languages ダイアログで設定したい言語をダブルクリックし、Edit Syntax ダイ
アログが表示します。Associated Files のフィールドにファイル拡張子を入力します。
複数の拡張子を設定をするには、各拡張子をコンマで区切って下さい。

シンタックスハイライト
シンタックスハイライトには、2 つの異なる部分があります。最初は、シンタック
スの編集で、2 つめは、各構文識別子をハイライトさせる色の設定です。
構文を編集するには、メニューの Tools » Change Language を実行します。 これで
Languages ダイアログが表示されます。編集したい言語を選び、Edit ボタンを押し
ます。Edit Syntax ダイアログが表示されますので、ここで予約語や、コメントや区
切りの文字、意味のある記号やファイルの拡張子等を指定します。

選択した言語を定義するための Edit Syntax ダイアログ

ハイライトさせる色の割り当ては、Text Editor Properties ダイアログ（メニューか
ら Tools » Preferences を実行）で行います。
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ドキュメントオプション
Tools » Options を実行すると、Text

Editor Properties ダイアログが表示されます。ユ
ーザー設定が行えます。Text Colors のタブのところでハイライト表示する色の設
定が行えます。

マクロ
デザインエクスプローラには、マクロサーバーが含ま
れています。マクロサーバーはビジュアルベーシック
™のサブセットであるクライアントベーシックという
記述言語をサポートしています。
マクロの強力な機能により Protel 99 を効率よく使用することができます。マクロ
サーバーはデザインエクスプローラ環境のすべてのプロセスをサポートし、これ
らのプロセスにパラメーターを渡す事も可能です。マクロはデザインエクスプロ
ーラで動作するすべてのサーバーで使用できます。
マクロにより、続けて行われるプロセスを記述したり、ダイアログを使用して、
そこからユーザーが値を選択するといった複雑なウイザードも作成する事もでき
ます。また、マクロサーバーでは OLE オートメーションもサポートしています。
これにより他の（OLE オートメーションをサポートしている）ウインドウズアプ
リケーションを操作することもできます。
クライアントベーシックは、コンパイルによるものではなくインタプリタにより
実行されます。従って作成したマクロをすぐに実行できます。デザインエクスプ
ローラ環境下のすべてのプロセスと同じ様に、プロセスラウンチャーから実行す
る事ができます。クライアントベーシックには、ブレークポイントの指定、変数
の監視、シングルステップでの実行、現在実行しているコードがどれか判別でき
るスピードでのリアルタイムアニメーション等のデバッグツールが用意されてい
ます。
♦ クライアントベーシックを使ったマクロの作成方法、サンプルプログラム
がオンラインヘルプに記載されています。詳細についてはそちらを参照して下
さい。
マクロサーバーには、エラーフラグ機能が有ります。エラーが有れば、マクロの
記述ファイルがテキストエディタにオープンされ、エラーが合ったところをハイ
ライト表示し、エラーの状態がダイアログに表示されます。
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Protel 99 デザイナーズハンドブックのこのセクションは、スケマティック･エディ
タを使用した回路設計を段階的に解説します。このセクションでは、回路図作成
に必要な基本的な機能、エレクトリカルルールチェック、ネットリスト作成、プ
リントアウトなどについて多くの情報を得ることができます。スケマティック･エ
ディタで使用するオブジェクト、コマンドプロセスに関してはオンラインヘルプ
で説明されています。
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スケマティックシート･
スケマティックシート･エディタ
スケマティック･エディタは、デザインプロジェクトを構成する回路シートファイ
ルの作成、編集、ルールチェック、及びプリントアウトを行います。ネットリス
トやデザインレポートの生成や回路図のプリントアウトに必要なツールやユーテ
ィリティは、すべてこのスケマティック･エディタに含まれています。

スケマティックライブラリー･
スケマティックライブラリー･エディタ
ライブラリー･エディタは、回路図作成に使用する部品を作成、編集、管理するた
めのものです。スケマティックでパートとは、マルチパーツの部品の一部(たとえ
ば 7400 のゲートアレイの内のひとつ)、又は一般的な部品(抵抗等)を表すシンボル
を意味します。ライブラリー･エディタには、スケマティックシートエディタと共
通の多くの機能に加え、部品の作成、及びライブラリー管理のための特別な機能
が含まれています。

設計能力
スケマティック･エディタは、多くの機能を含んだ完全な電子回路設計システムで
す。スケマティック･エディタを単独で回路設計に使用することができますが、シ
ミュレーションと PCB レイアウトのツールと併用すれば、統合設計システムのフ
ロントエンドとして使用することができます。スケマティック･エディタを使用す
るほど、その機能の高さと、柔軟性がおわかりいただけるはずです。
スケマティック･エディタは、システムメモリ及びハードディスク容量の範囲なら、
どんなサイズのシングルシート、マルチシート、階層設計でも取り扱うことがで
きます。シートサイズの規格は、A,B,C,D,E, A4-A0 と、最大 65 x 65 インチまでの
サイズが可能です。また、カスタムボーダーやタイトルブロックを作り、独自の
テンプレートを作成することもできます。
部品ライブラリーのサポート
Protel 社のライブラリー開発センターでは、新しい部品ライブラリーの作成を常時
行っており、Protel 社の Web サイト(http://www.protel.com)から無償でダウンロード
することができます。
階層構造とマルチシートのサポート
スケマティック･エディタは、複数の回路による階層設計をサポートしています。
Windows のファイルマネージャに似たデザインエクスプローラーを使用して、階
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層設計を視覚的に操作することができ、各シートのアイコンをクリックすれば、
複雑な階層設計でも回路図間を自由に移動することができます。
ガイデッドワイヤリング機能
ガイデッドワイヤリング機能
シート上のオブジェクトを効率よく接続するためのエレクトリカルグリッド機能
が用意されており、電気的なオブジェクトには、ワイヤが吸着して接続されます。
この機能がアクティブになっていると、カーソルは電気的な接続点にジャンプし、
接続点を示すホットスポットが表示されます。これによりマウスのボタンをクリ
ックするだけで、部品間の接続を行うことができます。さらに、ワイヤ同士が接
した場合には、ジャンクション(接点)が自動的に配置されます。
ドラッグ機能により、電気的なオブジェクトを移動した場合には、部品間の接続
が維持され、オブジェクトが複雑に移動しても、ワイヤによる接続状態が保たれ
ます。
柔軟なセレクト機能
シート単位、接続単位、範囲単位でオブジェクトをセレクトすることができます。
セレクトしたオブジェクトはグループとして扱われ、別のオブジェクトを新たに
セレクト、またはセレクトを解除することができます。セレクトしたオブジェク
トは、Edit のコマンドでカット、コピー、ペースト、クリア、移動等の操作を行う
ことができます。また、Windows のクリップボードをサポートしており、ワープ
ロソフトなどの Windows の汎用のアプリケーションへ貼り付けることができます。
Add Template to ClipBoartd(Tools-Preferences ダイアログボックス)の機能を使うと、
シート枠やタイトルブロックを含めた図面全体をクリップボードにコピーするこ
とができます。
高度な編集機能
回路作成に使用するオブジェクト(部品、ワイヤなど)の属性は、オブジェクトをダ
ブルクリックしてダイアログボックスで行います。ダイアログボックスには、そ
のオブジェクトの属性が表示されます。スケマティック･エディタには、グローバ
ルエディット(一括変更)機能があり、1 回の変更を図面全体、またはプロジェクト
全体に適用することができます。例えば、あるワイヤの属性を変更する場合、そ
の色や線幅等を変更すれば、その変更を他のワイヤに適用することができます。
部品やその他のオブジェクトも同様に、一括変更が可能です。
文字の編集は高度な検索･置換機能によりサポートされており、複数の回路で構成
されるプロジェクトの場合にもこの機能を使用することができます。
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ライブラリー管理機能
スケマティック･エディタには、高度なライブラリー管理機能があります。必要な
だけライブラリーを開いて編集することができ、回路図の編集中でも、ライブラ
リーにアクセスできます。
Protel では、多数のメーカーの部品ライブラリーが用意されています。部品は、ラ
イブラリー･エディタから直接検索したり、回路図上に配置することができます。
ネットワークにライブラリーファイルをインストールすれば、同時に複数のユー
ザーがライブラリーファイルにアクセスすることが可能になります。回路図に配
置された部品は、ライブラリーレベルでの変更に基づいて、グローバルに更新す
ることができます。
部品には、読み込み専用のテキストフィールドが 8 個と、255 文字まで入力可能な
シートレベルのテキストフィールドが 16 個あります。テキストフィールドは、ラ
イブラリー･エディタでフィールド名を付けることができます。
スペシャルストリング
スペシャルテキストストリングにより、図面タイトル、ファイル名や、プリント
アウト時 の日付、時刻 などの様々な情報を シート 上に挿入できます 。例え ば
｢.DATE,｣というストリングは現在の日時を表示します。スペシャルストリングは、
シートテンプレートにも使用することができます。
フォントのサポート
スケマティック･エディタでは、Windows の TrueType フォントを使用する事ができ
ます。システムフォント(Design-Options ダイアログボックス)は、部品のピン、ポ
ート、パワーオブジェクト(電源･グランドのシンボル)、図面枠などに使用されま
す。
アレイ配置機能
コピーしたオブジェクトは、連続して貼り付けることができ、リピートの回数、X
軸, Y 軸方向の配置間隔、及び自動ナンバリングの設定が可能です。
アライメント((整列)
アライメント
整列)機能
シート上のオブジェクトは、左/右/上/下側や、水平/垂直、及び配置グリッド等に
整列させることができます。
回路の検証機能
エレクトリカルルールチェック機能によって、大きな複雑な回路でも短時間で検
証することができます。ERC の物質的/論理的なチェック基準は、設計者が自由に
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が設定できます。不確定な入力ピンなどの物質的/論理的な障害をエラーマーカー
とレポートにより出力することができます。
Windows によるプリント･プロットアウトのサポート
ドットマトリクス、レーザープリンタ、カラープリンタ、ペンプロッタ、ポスト
スクリプトプリンタ等への出力は、すべて Setup Printer のコマントで操作します。
Windows がサポートしているデバイスはすべて使用でき、ドローイングツールに
よって高品質な回路図のプレゼンテーションが可能です。
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スケマティック･キャプチャーの基本
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スケマティック･キャプチャー(回路図入力)とは、コンピュータ支援による回路の
概要を作成するプロセスす。スケマティック･キャプチャーで回路を定義すること
は、実際に製品として使用されるプリント基板の論理的な設計を行うプロセスで
す。

コンピュータによる回路設計
外見上、スケマティック･キャプチャーは、従来より行われていた手書きによる回
路図の作成と似ています。スケマティック･キャプチャーでは、ワイヤ(配線)と部
品を使用して、図面を作成し、これが設計情報として記録されます。コンピュー
タ支援のスケマティック･キャプチャーシステムは、作図プロセスの自動化、及び
編集作業の簡略化など、多くのメリットがあります。
このスケマティック･キャプチャーの最も大きなメリットは、設計段階と動作確認
段階とをリンクできる点です。図面から必要な回路部分を取り出し、シミュレー
ションやプリント基盤レイアウトに応用することができます。また回路図入力は、
IC デザインから FPGA や PLD プログラミング、プリント基板設計等、多くの設計
工程のエントリーポイントとなります。
スケマティック･エディタでは、コンピュータシステムによって得られる多くのデ
ーター管理機能を使用することができます。例えば、作成された個々の回路図は
それぞれ独立したものですが、階層プロジェクトとして使用すれば、各々の回路
が相互にリンクします。このリンクにより、1 回の操作でデザイン全体の一括編集、
検証、ネットリスト作成や部品表の作成を行うことができます。
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スケマティックの部品情報
部品は、ライブラリーの中に格納されており、ライブラリーは、部品メーカーの
データブックに相当します。
ライブラリーファイルの中の各部品は、1 つ以上のコンポーネント･パート･デスク
リプションで構成されており、これらの情報が、回路図上に配置されます。
ライブラリー･エディタでは、マルチパーツ(複数のゲートで構成される TTL ゲー
トアレイの様な部品)の場合は、各パートごとにそれぞれ個別のシート上でレイア
ウトすることができます。
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部品のモデル
部品がスケマティックシートに配置された場合でも、実際のコンポーネントの情
報は、ライブラリーに格納されたままです。部品の作成や編集作業は回路図上で
は行わず、ライブラリー･エディタで行なわれ、ライブラリーでの部品の編集は回
路図上の部品に反映させることができます。
部品が回路図に配置されると、それ
U1A
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ぞれの部品情報は"キャッシュ"に付
3
加されます。キャッシュとは、メモ
2
リー内に格納されるライブラリーで
7400
U1A
す。回路図が保存される際に、回路
4
図上に配置されているすべての部品
6
5
情報がキャッシュから回路図のファ
7400
イルへ、読み取り専用のライブラリ
U1A
9
ーとして格納されます。このシステ
8
ムにより、回路図のファイルを配布
10
する際には、ライブラリーを添付す
7400
る必要がありません。また回路図内
U1A
12
に保存されているライブラリーは、
11
13
その回路図専用のライブラリーとし
て使用することができ、回路図から
7400
ライブラリーファイルを作成するこ
部品名はパネルに
4 つのパートを持つ
とができます。回路図をオープンし
表示されます。
SN7400
た際には、回路図ファイルに格納さ
れているライブラリー情報がキャッ 1 つの部品には、複数のパートで構成される TTL 論
シュに格納されます。回路図上の部 理部品の様に、複数のパートを含むことができま
品情報、およびキャッシュに格納さ す。個々のパートは、回路図の任意の場所に別々に
配置することができます。
れている部品情報を元のライブラリ
ーから最新の情報に更新することができます。更新されたキャッシュの内容をレ
ポートに出力することができます。
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接続情報
スケマティック･エディタの主な機能の 1 つとして、接続情報の認識があげられま
す。接続情報は、回路図上の電気的なオブジェクト間の物理的な接続を認識しま
す。また、複数の回路による階層設計では、シート間の接続を行います。また、
オブジェクト間の物理的な接続の維持の役目も果たします。例えば、相互に接続
されているオブジェクトを接続状態を維持したまま移動することができます。ネ
ットリストの作成や、エレクトリカルルールチェックでは、接続情報が更に重要
になります。
電気的なオブジェクトをシートに配置するプロセスを、ワイヤリングといいます。
ワイヤリングは、接続情報を取り扱う能力を持っており、視覚的、論理的な接続
を行うことにより、電気的な接続を完成させるものです。
ワイヤリングに用いる基本的なオブジェクトは、ワイヤと呼ばれる特別な線で、
これにより部品間を電気的に接続させます。更に、ワイヤリングに用いるオブジ
ェクトとして、グループ化された複数のネットを表すバス、ワイヤとバスを接続
するバスエントリー、及び交差しているワイヤや部品のピンを接続するジャンク
ション等があります。
また電気的なオブジェクトには次の特別なものが用意されています。エレクトリ
カルルールチェックにおいて検証を行わない個々のネットのシミュレーションポ
イントに設置する(No ERC)、PCB レイアウトの属性を指定する｢PCB ディレクティ
ブ｣、そして物理的には接続されていなくともシート間の電気的な接続を示すネッ
ト識別子(ネットアイデンティファイア)です。例えば、ネットアイデンティファイ
アは、複数の回路図で構成されるプロジェクトで、シート間を接続する場合に使
用されます。
ネット識別子
先に述べたように、ネット識別子のオブジェクトは、ワイヤで接続されていない
部分の接続を行います。ネット識別子のオブジェクトには、ネットラベル(単一シ
ート内、及び複数の図面間の接続)、ポート(複数のシート間の接続)、シートエン
トリー(階層の上位シートと下位シートの接続)、パワーポート(単一シート、およ
び複数のシートで共通の電源･グランド)があります。
部品のヒドゥンピン(見えないピン)は、電源ピンとして機能する特別なオブジェク
トです。ヒドゥンピンはシート上の同じ名前のヒドゥンピンとネットに接続され
ます。ヒドゥンに設定されていないピンは、接続されているとはみなされないの
で、ワイヤで接続しなければなりません。
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接続情報を使用する
方法
電気的な接続は、電気的なオブジェクト、又はネット識別子を設置することによ
り行います。電気的なオブジェクトには、物理的な接続を行うものと、論理的な
接続を行うものがあります。
物理的な接続
物理的な接続は、電気的なオブジェクトを接触させることによって行います。簡
単な例として、部品のピンにワイヤが接触していれば、これは物理的な接続とみ
なされ、スケマティック･エディタはこの物理的に接続された状態から、2 つのオ
ブジェクトが電気的に接続されていることを認識します。
電気的なオブジェクトを接続させる際に接続点を表すホットスポットが表示され、
接続の確認ができます。
論理的な接続
論理的な方法による接続は、ネット識別子(ネットラベル、ポート、シートエント
リー、パワーポート、ヒドゥンピン)を配置することによって行われます。論理的
な接続では、ワイヤを配置したり物理的な接触は必要ありませんが、シート内及
びシート間で、各オブジェクトの名称が完全に一致していることが必要です。こ
の論理的接続の使い方については、プロジェクトマネージメント、及びネットリ
ストの章を参照して下さい。
接続方法の規則
オブジェクト同士は電気的なホットスポットが接触したときに接続されます。接
続の特別 なケースとし て、次のものがあり ます。 エレクトリカルグ リッド が
ON(Design » Options)になっているとき、カーソルは近くのホットスポット(電気的
な接続点)までジャンプし、ドット形状に変わります。電気的なオブジェクトを設
置したり移動するには、ホットスポットが表示されているときに、マウス左ボタ
ンをクリックします。
個別の接続
個別の接続規則
接続規則
ワイヤとワイヤ

ワイヤの端と端が接触している、又はワイヤ同士が重なって(オーバーラップして)
いる場合は、接続とみなされます。重なっているワイヤがシート上のどこかで終
了している場合は、接続とはみなされません。直角に交差しているワイヤは、ジ
ャンクションが配置された場合以外、接続とはみなされません。
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ワイヤとバス

バスは、グループ化されたワイヤを視覚的に表現したもので、ネットリスト上の
特別な接続機能はありません。バスにワイヤを接続する際には、ホットスポット
が表示されたり、バスをドラッグするときには接続状態を保ちつことができます
が、バスは電気的な接続を維持するものではありません。ワイヤとバスを接続す
るためには、バスエントリーを使用します。バスの接続には、論理的接続を示す
ネットラベルを配置する必要があります。
ワイヤと部品のピン

ワイヤの終端に接触しているピンは、どの様な角度でも、接続されていると認識
されます。ワイヤの途中に直角に接触しているピンは、その位置にジャンクショ
ンが配置されていなければ、接続とはみなされません。オートジャンクションの
機能が ON(Tools » Preferences)の場合、ジャンクションは、ワイヤとピンが垂直に接
した際に、自動的に配置されます。
ワイヤとポート

ワイヤの端とポートの端と接触している場合には、接続されていると認識されま
す。
ワイヤとシートエントリー

ワイヤの端と、シートエントリーの端が接している場合には、接続されていると
認識されます。
バスとオブジェクト

バスは複数のワイヤをまとめる際に視覚的な表現を行い、ネット上の接続は行い
ません。ネット識別子(ネットラベル、ポート)を使用したバスとオブジェクトの論
理的な接続は、バスの端とオブジェクトの端を接触させます。(ネットラベルとバ
スを参照) また、ポートと接続する場合には、どの様な場合でも、バスの端とポー
トの端を接触させる必要があります。
ネットラベルとワイヤ

ネットラベルは単一のワイヤに対して配置します。ネットラベルをワイヤの上に
配置するには、縦、または横方向のグリッド上に配置します。ネットラベルは縦、
または横に配線されたワイヤに配置することができ、45 度や他の角度のワイヤに
配置することはできません。
ネットラベルとバス

バスは視覚的なオブジェクトであり、物理的な接続を得ることはできません。バ
スは、バスの上にネットラベルを置くことにより、論理的な接続が行われます。
バス上に配置するネットラベルには、バスに含まれるすべてのワイヤのネット名
を 記 入 し ま す 。 例 え ば 、 HA[0..19] と い う バ ス ネ ッ ト ラ ベ ル 名 は 、 HA0, HA1,
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HA2...HA19 というネットを含んでいることを表しています。バスとバスエントリ
ーは、Edit » Select » Net コマンドを使用しても、その指定されたバスやバスエント
リーはセレクトされません。
ピンとオブジェクト

ピンは他のピンや、ワイヤ、ネットラベル、シートエントリー、ポート等と接続
することができます。ヒドゥンピン(隠れているピン)は、同じ名前のネットに直接
接続されます。ヒドゥンピンではない普通のピンは、Sheet Path(Edit-Part ダイアロ
グボックス)にファイル名を指定した場合、他のシート上のオブジェクトとも接続
することができます。
ピンとピン

ピンとピンは、ピン同士が接触していれば、どの様な角度でも接続されます。
No ERC シンボル

No ERC オブジェクトは、ピン又はワイヤに接触している場合に、接続されている
と認識されます。
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回路の検証
回路の検証は、設計過程において、物理的、電気的、論理的に正当性を立証する
工程です。スケマティック･エディタでは、回路の検証機能として、レポート作成
や、エレクトリカルルールチェック(ERC)などの多くの機能が提供されます。
エレクトリカルルールチェックレポート
エレクトリカルルールチェックのレポートは、単一シート、または複数のシート
で構成されるプロジェクトでの電気的なエラーと警告を報告をするものです。エ
レクトリカルルールチェックでは、様々な基本的なエラーをレポートすることが
できます。例えば、部品の中で接続されていない入力ピンや、異なったネット間
のショート等のレポートが可能です。各々のプロジェクトに個々にルールを設定
することができます。No ERC のシンボルを配置することによって、特定の箇所の
ルールチェックを ERC システムから除外することができます。
ERC のマトリックスを使用することで、ピン、ポート、シートエントリーの接続
を、エラー又は警告の条件に設定することができます。
複数の回路図で構成されるプロジェクトで ERC を行う場合には、接続状態を区別
するために Net Identifier Scope を使用します。例えば、Net Labels and Ports Global
ルでは複数のシートにわたって同じラベルのネットが接続され、ローカルなネッ
トラベル(Only Port Global)では一枚のシート内でだけで接続されます。ネットリス
トを出力するのと同じように、Net Identifier Scope で設定します。
Add Error Markers を選択すると、エラーや警告を示すシンボルが該当する部分に表
示されます。シートからエラー状態が解消されると、これらのシンボルは個々に
除去されます。
♦ ERC の実行は、回路設計においての重要な工程です。ERC により報告され
たエラーメッセージを確認し、回路図の修正を行ってください。問題点の解決
後、回路情報を PCB レイアウトへ渡してください。

シートとプロジェクトのチェック
回路図を作成している間、有用な多くのデザイン検証機能をワークスペース内で
ダイレクトに使うことができます。Edit » Select » Net と Edit » Select » Connection のコ
マンドは、ネットラベルやワイヤによって接続されたすべてのオブジェクトをハ
イライト表示します。(この場合、コンポーネントピンはセレクトしません)これら
のコマン ドは、接続さ れているかどうかの チェッ クを行う場合に便 利です 。
Reports » Selected Pins のコマンドは、セレクトされたオブジェクトに接続されてい
るすべてのシート上のやピンのリストを表示します。
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スケマティックから PCB レイアウトへのリンク
スケマティックと PCB の同時設計
Protel 99 には、高度な設計同期機能があります。この機能によりスケマティックと
PCB の設計ファイルが自動的に照合されます。旧バージョンで、スケマティック
の変更を PCB に反映するには、フォーワード･アノテーションと呼ばれる方法によ
り行われていました。そして、PCB での設計変更情報は、バック･アノテーション
によりスケマティックに戻されていました。Protel 99 では、シンクロナイザー機能
により、これらの相互のリンクが実行されます。
シンクロナイザーを実行すると、スケマティックシートと PCB の双方で部品情報
と接続情報を別々に検査し、一方に合うように他方を更新します。シンクロナイ
ザーを実行する場合、スケマティックのメニューから Update PCB from Schematic を
選択、または PCB のメニューの Update Schematic from PCB を選択します。これによ
り、ソース側、ターゲット側を自由に選択できます。
スケマティックに PCB レイアウト情報を付加する
PCB レイアウト･ディレクティブにより、回路作成の工程で、配線トポロジや優先
順位、配線幅、ビアのサイズ等を指定することができます。シンクロナイザーが、
レイアウト･ディレクティブによりデザインルールを生成するように設定されてい
る場合(Design » Synchronizer Options を選択)、この情報は自動的に PCB に変換され
ます。
スケマティックと PCB のクロスプロービング
スケマティックと PCB の設計ファイルを同時に開いている場合、クロスプロービ
ング機能により、相互に対応するオブジェクトを参照することができます。クロ
スプロービングは両方向性の機能です。
例えば、スケマティック･エディタでクロスプローブのボタンを押して部品を選択
すると、PCB エディタで、対応する PCB 部品が表示されます。クロスプロービン
グ機能では、スケマティックのピンと PCB のパッド、スケマティックのネットラ
ベルと PCB 上の対応するネットのクロスプロービングがサポートされています。
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スケマティック･エディタの設定
操作環境の設定
スケマティック･エディタの操作環境の設定は Tools » Preferences メニューで行いま
す。Preferences ダイアログボックスは、3 つのタブに分かれています。
Schematic タブ
Pin Options

Pin Option はピンの名前(PinName)と番号(PinNumber)の位置を設定します。ピンの
端からの距離(部品本体からの距離)を表します。単位は 1/100 インチです。
Auto-Junction

オートジャンクションの On/Off を切り替えます。オートジャンクション機能はワ
イヤ同士の交点にジャンクションを自動発生させます。
Drag Orthogonal

ドラッグ操作で部品を移動するとき、ワイヤは 90 度のコーナーで接続状態を維持
します。Drag Orthogonal の On/Off の切替えで、ワイヤの配線モードを切り替える
ことができます。
OrCAD Load Options

Copy Footprint From / To は、OrCAD 側で、フットプリントが記載されているパー
ツフィールドを Protel の FootPrint フィールドにコピーするために使用します。
OrCAD (TM) Port の設定により、回路図に配置されているポートの長さがポート名
に比例した長さにロックされます。OrCAD SDT Ⅳでは、ポートのサイズの変更は
できませんので、Protel で設計した回路図を OrCAD SDT Ⅳへ戻す場合には、ここ
にチェックを入れてください。
Default Template File

Default Template File を選択すると新しい回路シートをオープンした際に、指定し
たシートテンプレートが回路図シートに設定されます。
Graphical Editing タブ
Clipboard Reference

この設定が ON になっている場合、Edit » Copy または Edit » Cut を行う際に、リファ
レンスポイントを指定することができます。これは、コピーされた回路を、貼り
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付ける際に役に立ちます。コピーした際に指定したリファレンスポイントは、貼
り付ける際のカーソルの位置になります。
Add Template to Clipboard

この設定が ON になっていると、コピーまたはカットを行った際に、図面の枠まで
クリップボードにコピーされます。
Convert Special Strings

この設定が ON の場合、画面およびプリントアウト時に、スペシャルストリングの
内容を表示させます。スペシャルストリングの詳しい説明は シートテンプレート
の項目を参照して下さい。
Display Printer Fonts

すべての出力デバイス(プリンターやプロッターなど)では、すべてのフォントはサ
ポートされていません。(Windows が自動的に代用のフォントを用意します。)プリ
ントアウトされるテキストフォントの状態を確認する場合、この設定を ON にしま
す。
Center of Object

オブジェクトを移動、ドラッグする場合、オブジェクトのリファレンスポイント
(部品やポートなどのリファレンスポイントを持つもの)、またはオブジェクトの中
心(リファレンスポイントを持たないオブジェクト)をつかんで操作します。
Object’s Electrical Hot Spot

オブジェクトに電気的特性がある場合、この設定をオンにすると、オブジェクト
のホットスポット(ピンの端)をつかんで操作することができます。
Auto Zoom

部品へジャンプ移動するときに自動的に表示倍率が設定されます。この設定が Off
の場合には、表示倍率はそのままの状態になります。
Undo Stack Size

操作のやり直し(Undo)の回数を設定します。回数の上限はメモリーに依存します。
Default Primitives Tab
Default Primitives ではシートに配置する各オブジェクトの初期設定を行います。部
品番号、パートタイプなどのフォントの設定、ワイヤやテキストの色など、代表
的なオブジェクトのデフォルト値が含まれています。
ユーザーが設定したデフォルト値は、ADVSCH.DFT に保存されます。また、ユー
ザー独自の DFT ファイルへの保存や読み込みを行うことができます。permanent チ
ェックボックスを使用すれば、デフォルト値が固定されます。
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図面の設定
スケマティック･エディタでは、回路シートの大きさや図面枠等、広範囲のカスタ
マイズを行うことができます。これらのシート操作により、特殊な用途の図面の
作成や、カスタマイズ操作を容易に行うことができます。
図面の設定を行うには、メニューから Design » Options を選択します。Document
Options のダイアログボックスが表示されます。
Sheet Options
Document Options ダイアログボックスでは、図面の大きさ、スタイル、グリッド、
会社情報、システムフォントの設定を行うことができます。
シートサイズの設定

スケマティック･エディタでは、10 種類の標準サイズ、またはカスタムのシートサ
イズを指定することができます。カスタムの大きさは最大 65 x 65 インチまで可能
です。
スケマティック･エディタのシートは、横(横長)、縦(縦長)のどちらの方向でも画面
表示、プリントアウトができます。標準シートのサイズは次のとおりです。
サイズ
横 x 縦 (inch)
横 x 縦 (mm)
A
11.00
8.50
279
216
B
17.00
11.00
432
279
C
22.00
17.00
559
432
D
34.00
22.00
864
559
E
44.00
34.00
1078
864
A4
11.69
8.27
297
210
A3
16.54
11.69
420
297
A2
23.39
16.54
594
420
A1
33.07
23.39
840
594
A0
46.80
33.07
1188
840
OrCAD A
9.90
7.90
251
200
OrCAD B
15.40
9.90
391
251
OrCAD C
20.60
15.60
523
396
OrCAD D
32.60
20.60
828
523
OrCAD E
42.80
32.80
1087
833
Letter
11.00
8.50
279
216
Legal
14.00
8.50
356
216
Tabloid
17.00
11.00
432
279
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シート内で最大限使用できるワークエリアは、出力機器によって決まります。多
くのプリンターやプロッターは、シートのエッジ部分をプリントできませんので、
前もってテスト出力し、ワークエリアを確認して下さい。出力デバイスによって
は、ANSI と ISO の標準ボーダー仕様が完全に出力できない場合もあります。スケ
マティック･エディタでは、これを補うため、プリント/プロットのアウトプットを
スケーリングすることができます。
シート枠が表示されていれば、ワークエリアはより小さくなリます。デフォルト
のシート枠は、実際の大きさよりも 0.2-0.4 インチ(約 5-10mm)程度小さく設定され
ています。
Template

テンプレートは、回路図面の土台になります。テンプレートの作成と使用につい
ては、シートテンプレートおよび関連する項目を参照してください。
Borders

シートの枠を設定する際には、すべての出力機器がシートのエッジまで完全にプ
リントできるとは限りません。例えば、多くのレーザープリンタはプリントする
エリアの外側に 0.15 インチ(4 ミリ)程度の余白を残します。100%のスケールを選択
すると、"A"や"A4"等の標準 ANSI ボーダーは、プリントされないことがあります。
ご使用の出力機器に応じたスケールを設定して下さい。
Title block

Protel では、2 種類の形式のタイトルブロックが用意されています。デフォルトの
タイトルブロック、又は少し大きい ANSI スタンダードのタイトルブロックのどち
らかを使用できます。シートサイズ、ファイル名、日付等のタイトルブロック内
の情報のいくつかは、自動的に表示されます。ユーザー独自のタイトルボロック
を作成する場合は、タイトルブロックをオフにしてください。
Snap Grid

スナップグリッドは、オブジェクトをシート上に配置したり操作したりる場合に
カーソルが固定されるグリッドです。テキスト等のオフグリッドのオブジェクト
を配置、移動するような特別な場合以外は常に ON に設定しておきます。
Visible Grid

ビジブルグリッドは、シート上で目視で確認するためのグリッドです。一般的に
は、スナップグリッドと同じ値、もしくはスナップグリッドの倍数に設定します。
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Electrical Grid

エレクトリカルグリッドは、スケマティック･エディタのガイデッドワイヤリング
を機能させるグリッドです。ワークスペース内で電気的特性のあるオブジェクト
を移動し、それが別のオブジェクトのエレクトリカルグリッドの範囲内に近づく
と、移動しているオブジェクトがジャンプして接続され、ホットスポットがハイ
ライト表示され、接続完了の確認ができます。エレクトリカルグリッドは、スナ
ップグリッドよりもやや小さい値に設定して下さい。設定が異なるとオブジェク
トがスナップグリッドを飛び越えて配置するのが難しくなります。
Organization (ユーザー情報
ユーザー情報)
ユーザー情報
Document Option ダイアログボックスの Organization タブをクリックすると設計者
の情報を入力することができ、スペシャルストリングとリンクさせることができ
ます。スペシャルストリングの説明と使用例については、シートテンプレートの
項目を参照して下さい。
図面で使用する単位
スケマティック･エディタとライブラリー･エディタの両方で、0.01 インチの解像度
をサポートしています。ステータスバーの左側に表示されている単位は、シート
スタイルに関係なく 100 分の 1 インチです。
システムフォントの変更
システムフォントには、図面枠の文字、デフォルトのタイトルブロック、ピンの
名前、ピンの番号、パワーポート(電源やグランドのシンボル)、シートエントリー
が含まれます。詳細はフォントの項目を参照して下さい。

シートテンプレート
シートボーダー、タイトルブロック及びそれに含まれるグラフィックなどは、シ
ートテンプレートにより形成することができます。スケマティック･エディタでは、
各シートサイズにシートテンプレートが用意されています。
ユーザー独自のシートテンプレートを作成することができます。シートテンプレ
ートは、標準のスケマティックシートから作成されます。シートテンプレートは
File ≫ Save As で DOT という拡張子を付けて保存します。作成したテンプレート
は、新しい図面、又は既存の図面のどちらにも使用することができます。
カスタムのタイトルブロックやグラフィックなどと同じ用に、シートテンプレー
トにはスペシャルストリングが使用できます。
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スペシャルストリング
スペシャルストリングは、プリント･プロットアウトの
際にスケマティック･エディタにより変換されま
す。.TITLE の様なスペシャルストリングは、Document
Options ダイアログボックスの Organization タブの各フ
ィールドとリンクします。また.DATE の様なスペシャ
ルストリングには最新の情報(この場合は日付)が表示さ
れます。スペシャルストリングは、テンプレートでも通
常のシートにでも使用することができます。

♦ スペシャルスト
リングはシートテン
プレートと一緒に使
用することで効率的
に活用できます。

テンプレートにスペシャルストリングを配置する度に、テキストの内容をその都
度設定する必要はありません。代わりに、Document Options のダイアログボックス
に入力します。そして、プリントアウトの際にはそれぞれのスペシャルストリン
グが Document Options の各フィールドに入力されたテキストに置き換えられます。
変換された文字は、スペシャルストリングの . の位置に表示されます。
入力したテキストを画面で確認する場合は、Preferences ダイアログボックス(Tools
» Preferences)の Graphical Edit タブの Convert Special Strings を ON にして下さい。
Document Options ダイアログボックスの Organization タブの各項目とリンクするス
ペシャルストリングは以下のとおりです。
.ORGANIZATION

Organization フィールドのテキスト

.ADDRESS1

最初の Address フィールドのテキスト

.ADDRESS2

2 番目の Address フィールドのテキスト

.ADDRESS3

3 番目の Address フィールドのテキスト

.ADDRESS4

4 番目の Address フィールドのテキスト

.SHEETNUMBER

Sheet No.フィールドのテキスト

.SHEETTOTAL

Sheet Total フィールドのテキスト

.TITLE

Document Title のテキスト

.DOCUMENTNUMBER

Document Number のテキスト

.REVISION

Document Revision のテキスト

次のスペシャルストリングはドキュメントがプリントされる時点での情報が
自動的に挿入されます。
.DOC_FILE_NAME
.TIME

ファイル名
時刻

.DATE

日付

スペシャルストリングの配置は Place » Annotation メニューで行います。
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テンプレートの作成方法
以下にテンプレートの作成方法を以下に説明します。
1. メニューから File » New を選択し、新規のスケマティックシートを開きます。
2. メニューから Design » Options を選択し、Sheet Options タブをクリックしてく
ださい。
3. Standard Style でシートサイズを選択します。
4. Title Block チェックボックスにチェックがされていないことを確認し、OK ボ
タンをクリックしてください。
シートの右下を拡大表示し、標準のタイトルブロックが表示されていない事
を確認してください。(ショートカット:拡大表示する場所にカーソルを移動し、
キーボードの PAGE UP キーを押します。)
以上で新しいタイトルブロックを描画する準備ができました。
5. Drawing Tools ツールバーからライン選択、または Place » Drawing Tools » Line
メニューを選択します。
6. クロスのカーソルが表示されますので、キーボードの TAB キーを押します。
7. Line ダイアログが表示されますので、カラーボックスをクリックし色番号
4(黒)を選択して OK ボタンをクリックして、Line ダイアログに戻ります。
8. Line Width(線幅)を Smallest に設定します。
9. OK ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じます。
10. シート上でマウスをクリックすると、ラインの作成が開始します。
11. 配線中にマウスをクリックすると、ラインが屈折します。
12. マウスの右ボタン(または ESC キー)をクリックすると、ラインが終了します。
カーソルを別の場所へ移動してマウスをクリックすると、別のラインが開始
します。マウスの右ボタンを 2 回クリック(ESC キーを 2 回押す)と、ラインの
配置が終了します。
13. 次に、メニューから View » Snap Grid を選択し、スナップグリッドを解除しま
す。
14. メニューから Place » Annotation を選択して、文字を配置します。
15. クロスのカーソルが表示されたら、キーボードの TAB キーを押します。
16. ダイアログボックスが表示されますので、Font Change ボタンをクリックしま
す。
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17. 適当なフォントを選択し、サイズを 16 に設定をして OK ボタンをクリックし
ます。
18. Text フィールドで.TITLE と入力し OK ボタンをクリックしてダイアログボッ
クスを閉じます。TITLE の前には、必ずピリオド(.)を入力してください。
19. 作成したタイトルブロックにカーソルを移動し、マウスの左ボタンをクリッ
クして文字を配置します。
.TITLE のスペシャルストリングには Document Options ダイアログボックスの
Title に記入した文字が表示されます。それでは、タイトルブロックのカスタ
マイズを続けます。
20. 続 け て テ キ ス ト を 配 置 し ま す 。 配 置 中 に TAB キ ー を 押 し て 、 今 度
は.DOCUMENTNUMBER というテキストを入力し、フォントとサイズを設定
してタイトルブロック内に配置します。
21. 配置が終了したら ESC キーを押してコマンド
を終了します。
22. Place » Drawing Tools » Graphic でテンプレートに
グラフィックファイルを配置することができ
ます。グラフィックを配置した際には、大き
さをタイトルブロックに合わせて調整します。
次にこのシートをテンプレートとして保存します。
23. メニューから File » Save Copy As を選択します。

♦ グラフィックを配置
しても、実際にドキュメ
ントに含まれるのはグラ
フィックイメージではな
く、グラフィックファイ
ルにアクセスするポイン
ターだけです。回路図を
別のコンピュータに移す
ときは、関連するグラフ
ィックファイルも移して
下さい。

24. Name フィールドに名前を入力し、Format を
Schematic template binary(*.dot)に設定します。
OK ボタンをクリックするとテンプレートファイルが保存されます。

25. 拡張子 DOT として保存したテンプレートファイルは、1 枚のスケマティック
シートにも複数のシートで構成されるプロジェクト全体にも使用することが
できます。
♦ テンプレート作成後にはスナップグリッドを ON に設定し直し
てください。
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作成したテンプレートを設定するには
作成したテンプレートは、新しくファイルを開く度に自動的に使用することがで
きます。 Tools » Preferences メニューを選択し、Prefernces ダイアログボックスの
Schematic タブの Browse ボタンを押します。ここで、作成したテンプレートファイ
ルを選択します。OK ボタンを押し、Preferences のダイアログボックスに戻ると、
Default Template Name のフィールドに作成したテンプレート名が表示されます。
OK ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じます。File » New で新しいシー
トを開いたときに、作成したテンプレートが自動的に読み込まれます。
テンプレートの操作
テンプレートの操作
テンプレートは、どのシートにも使用することができます。Design » Template のメ
ニューにはでテンプレートを操作する 3 つのメニューがあります。
• Update - テンプレートが変更された場合に、変更内容をアップデートします。
Apply to All ボタンをクリックすると、複数のシートを開いていた場合、全て
のファイルのテンプレートをアップデートします。現在のシートだけ更新し
たい場合は、OK ボタンをクリックして下さい。
• Set Template File Name -現在設定されているテンプレートを削除して、別の
テンプレートを設定する場合に使用します。
• Remove Template - テンプレート情報を削除します。(旧テンプレートのシー
トサイズだけは残ります。)
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スケマティック･エディタでの作業
回路図作成には、スケマティックシート･エディタとライブラリー･エディタの 2 つ
のドキュメント･エディタを使用します。どちらのドキュメント･エディタも使い
方はほとんど同じで、ライブラリーに含まれているオブジェクトを使ってシート
に配置することによって設計を行います。オブジェクトを配置したり、その属性
を変更、シート上で配置、削除する方法は、どちらのドキュメントエディタでも
共通です。基本的にどちらのエディタも、使う目的は違いますが、使い方は同じ
です。
スケマティックシート･エディタでは回路図の作成や編集作業を行い、ライブラリ
ー･エディタでは、部品の作成や編集作業を行います。

シートの表示操作
各シートはそれぞれ独自のウィンドウに表示され、このウィンドウを通してシー
トを見ることになります。シートの表示は自由に拡大/縮小することができます。
View のメニューには表示のコマンドがあり、例えば Fit All Object は配置されたオ
ブジェクトがすべて見えるように、また Fit Document ではシート全体が表示されま
す。表示を変更する場合、以下のショートカットキーを使用することもできます。
• PageUp

拡大表示

• PageDown

縮小表示

• Home

現在のカーソル位置を中心に画面の再描画

• End

画面の再描画

画面の移動
パンニング
ズームインによってシート全体が見えなくなった場合、スクロールバーを使って
画面を移動します。スクロールバーにはスライドボタンがあり、このボタンをク
リックして画面を上下左右に移動します。スライドボタンの位置で現在画面のど
のあたりが表示されているかが解ります。スライドボタンよりも上や下（または
右や左）をクリックするとスクロールの単位が大きくなり、スクロールバー端の
矢印をクリックすると画面がより細かい単位でスクロールされます。画面にシー
ト全体が表示されている場合は、スクロールバーは表示されません。
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スクロールバーでは一方向にしか画面移動できませんが、自動パンニングを使う
ともっと自由に画面移動することができます。カーソルがクロスになっていると
きは自動パンニング機能が ON になっています。オブジェクトを配置、選択、移動、
削除するなどの編集操作を行う場合に、カーソルがクロスになります。
このカーソルはマウスまたはキーボードの矢印キーで動かすことができ、カーソ
ルが表示ウィンドウの枠にぶつかると画面が移動します。画面移動のスピードを
上げるには、SHIFT キーを押しながら移動します。自動パンニングのスピードの設
定は、Preferences ダイアログボックス(Tools » Preferences)の Graphical Editting の
Auto Pan Option の Step Size と Shift Step Size を変更します。自動パンニングには他
にも 2 つのオプションがあり、Fixed Size Jump では一定の単位で画面が移動し、
Re-Center ではシートが画面の半分シフトし、カーソルが中心に書き換えられます。
ブラウジング(検索
ブラウジング 検索)
検索
スケマティックシート･エディタ
のコンポーネント･ブラウザ･パネ
ルを使用して、シートやプロジェ
クト全体からオブジェクトを容易
に検索することができます。

表示モードを切り替えま
す。

パネルの上部の設定を Primitives
に設定すると、現在の回路図およ
びプロジェクト全体が検索されま
す。

Filter を使用する事で、
表示するオブジェクトを
制限する事ができます。

表示するオブジェクトを
選択します。

オブジェクトの一覧が表
示されます。
(ここでは部品の一覧が
表示されています。)

リスト表示されているオブジェク
トの一覧から、回路図に配置され
ている目的のオブジェクトを検索
することができます。
パネルには Text、Jump、Edit の 3
つのボタンがあります。ブラウズ
リストからアイテムを選択してか
らこれらのボタンを使用して下さ
い。

一覧表示をリフレッシュします。

選択されているオブジェ
クトに対し、テキストフィ
ールドの表示、ジャン
プ、編集の操作ができ
ます。

• Jump ボタンをクリックすると、選択したオブジェクトが中心に表示されるよ
うに画面がジャンプします。
• Text ボタンをクリックすると、選択したオブジェクトを中心に画面が移動し、
オブジェクトのテキストフィールドを編集する Change Text Field For Part ダイ
アログボックスが現れます。
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• Edit ボタンをクリックすると、選択したオブジェクトを中心に画面が移動し、
オブジェクトの属性を編集するダイアログボックスが現れます。
• 検索を行う前に、Update List のボタンでブラウズリストをリフレッシュして
下さい。
• リスト内のオブジェクトを選択すると、そのオブジェクトに関する情報がス
テータスバーに表示されます。
オブジェクトへのジャンプ
オブジェクトへの素早い移動方法としてジャンプ機能が用意されています。スケ
マティック･エディタでは、シートの原点、指定座標、ロケーションマーク、エラ
ーマーカーへのジャンプを行うことができます。ジャンプ機能により、回路図全
体の拡大/縮小表示を繰り返すことなく、大きく複雑なレイアウトを効率的に取り
扱うことができます。
原点
Edit » Jump » Origin で、絶対座標(0, 0)にジャンプします。原点は、スケマティック
シートではシートの左下、ライブラリー･エディタではシートの中央です。
座標指定
Edit » Jump » New Location で、座標値を入力してジャンプを行います。
ロケーションマークの使用

スケマティック･エディタでは、10 個のロケーションマークを使用することができ
ます。ロケーションマークによって各シートの指定の位置に移動することができ
ます。Edit » Set Location Marks のコマンドでロケーションマークを配置することがで
きます。
ロケーションマークへのジャンプ

(ショートカット: J-1、J-2 等)で設定したロケーションマ
ークにジャンプすることができます。
Edit » Jump » Location Mark X
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ナビゲーションパネルを使用したプロジェクト間の移動
デザイン･エクスプローラーを使用して、作業
中のデザイン･データーベース(Ddb)内のドキュ
メントの一覧を参照することができます。
+ をクリックすると、そのフォルダ、またはプ
ロジェクトに含まれているドキュメントが展開
して表示されます。- をクリックすると、フォ
ルダ、およびプロジェクトが簡易表示になりま
す。ドキュメントのアイコンをクリックすると、
そのドキュメントが開かれ、作業ウィンドウに
表示されます。
また、スケマティック･エディタのメインツールバーの Up/Down Hierarchy ボタン
を使用して、プロジェクトのシート間を移動することができます。

Up/Down Hierarchy 機能の詳細については、マルチシートデザインとプロ
ジェクト管理の章を参照してください。
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オブジェクトの配置
スケマティック･エディタでのオブジェクトの配置操作は、簡潔に行うことができ
ます。配置や編集の操作は、ツールの選択、マウスによる配置、マウスによる移
動など、他の Windows のグラフィックツールとほぼ同じです。
個々のオブジェクトの詳細はプリミティブの章を参照して下さい。この章では
個々のオブジェクトの配置方法について説明します。
オブジェクトを配置する方法は 3 つあり、メニュー、ツールバー、またはショート
カットキーのいずれかを使って配置します。全てのオブジェクトは同じ手順で配
置することができます。例としてワイヤの配置方法を説明します。部品の配置は
部品とライブラリーの章を参照してください。
ワイヤの配置
シート上にワイヤを配置するには
1. シートを拡大表示します。(キーボードの PageUp キーで拡大できます。)
2. メニューから Place » Wire を選択します。(ショートカットキー:P,W ま
たはワイヤリングツールバーのワイヤボタン)
Note : クロスのカーソルが表示されます。このクロスのカーソルがシート上
でオブジェクトを配置、編集するカーソルの型です。(Tools » Preferences でカ
ーソルの形状を変更できます).
3. マウスの左ボタン(または ENTER キー)でワイヤの配置を開始します。
マウスを移動すると、カーソルはスナップグリッドに沿って移動します。
Design » Options でスナップグリッドの大きさを変更できます。
4. カーソルを移動し、ワイヤを曲げる位置でマ
ウスの左ボタンをクリック、または ENTER キ
ーを押します。
5. カーソルを移動し、もう一度ワイヤを曲げる
位置でマウスの左ボタンをクリック、または
ENTER キーを押します。
6. ワイヤの終点でマウスの左ボタンをクリック
します。
Note : カーソルがクロスヘアのときには、ワイ
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♦ キ ー ボ ー ド の
DELETE キ ー を 押 す
と、最 後 に 配置 した セ
グメン ト が 削除 され ま
す。ESC キー、または
マウス の 右 ボタ ンを ク
リック す る とワ イヤ の
配置が キ ャ ンセ ルさ れ
ます。
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ヤ配置のモードであることを示しています。これにより、その都度 Place »
Wire を選択しなくても、シート上に別のワイヤの配置作業を連続して行うこ
とができます。
♦ 配置済のワイヤを変更するには、オブジェクトの編集の章を参照して
ください。
7. ワイヤの配置作業を終了する場合は、ESC キー、またはマウス右ボタン 2 回
押します。カーソルは元のポインタ(矢印)に変わります。
ワイヤの配置モードについて
スケマティック･エディタでは、ワイヤ、バス、ラインの配置の際に配線モードを
切り換えることができます。ワイヤ、バス、ラインの配置中にキーボードのスペ
ースキーを押すと、モードが切り替わります。ワイヤの配置には、オートワイヤ
モードを使用することができます。
自由角度モード

自由な角度でワイヤを配置することができます。
90 度モード

ワイヤの配置が縦方向と横方向のみに制限されます。これには、ワイヤの始点と
カーソルとの間を短く結ぶモードと、長く結ぶモードの 2 つがあります。
45/90 度モード

ワイヤの配置が、0、45、90、135、180、225、270、315 度に制限されます。これ
には、カーソルとの間を直線で保つモードと、45 度に保つモードの 2 つがありま
す。
オートワイヤモード

オートワイヤモードでは、クリ
ックした最初の点から、次にク
リックした点までを自動で配線
します。クリックする位置は、
電気的な接続点(ピン等)に制限
されません。シートのあらゆる
場所に配置可能です。オートワ
イヤのパラメータを変更するに
は、ワイヤ配置中に TAB キー
を押してください。
♦ オートワイヤモードの場
合、配線中のワイヤは点線で
表示されます。
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ガイデッドワイヤリングとオートジャンクション
スケマティック･エディタの高度な機能としてガイデッド
ワイヤリングとオートジャンクションの 2 つの機能があり
ます。
ワイヤを部品のピンなどの電気的な接続点に移動してく
ださい。エレクトリカルグリッドにより、カーソルは電
気的な｢ホットスポット｣にジャンプし、接続点を示す形
状に変化します。
ガイデッドワイヤリングは、ワイヤの端を、正確な位置に移動するための機能で
す。ズームレベルが低い場合にもワイヤの
配置を素早く行うことができます。
♦ エレクトリカルグリッド
は、スナップグリッドより
ワイヤを配置している際には、ジャンクシ
も、小さい値で設定してくだ
ョンの設置を気にする必要はなく、オート
さい。エレクトリカルグリッ
ジャンクション機能により 2 つのワイヤ、
ドがスナップグリッドよりも
ワイヤとポート、ワイヤとパワーポートが
大きい場合、ワイヤ等のオブ
T 字型に接続されたとき、ジャンクション
ジェクトを配置し難くなりま
が自動的に配置されます。
す。
グラフィカルオブジェクトの作成
グラフィカルオブジェクト(長方形、多角形、円弧、楕円、自由曲線等)も同じよう
に作成･編集することができます。それぞれのオブジェクトは、数回のマウス操作
で配置することができます。オブ
ジェクト作成の詳細については、
プリミティブの章を参照して下さ
い。
四角形
多角形
Note : グラフィックイメージを配
置した場合、グラフィックファイ
ルにリンクされており、シートに
は保存されません。グラフィック
楕円
ファイルの保存先を変更した場合
には、シート上のグラフィックイ 丸型四角形
メージをダブルクリックし、ダイ
アログボックスで正しいファイルの保存先を指定してください。
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編集操作
スケマティック･エディタでは、オブジェクト編集方法として、ダイアログボック
スで行う方法と、オブジェクトに対して視覚的に編集を行う方法の 2 つがあります。
色やフォントの変更などの主な操作は、ダイアログボックスで属性を編集し、サ
イズの変更など、他の操作は視覚的な操作で編集作業を行います。
ワークスペース内のオブジェクトを視覚的に編集するには、最初にオブジェクト
をフォーカスする必要があります。Edit » Change メニューを使用して目的のオブジ
ェクトをクリックし、ダイアログボックスで編集作業を行います。
配置中の編集操作
オブジェクトを配置している途中で、オブジェクトの属性
を変更することができます。カーソルでオブジェクトを移
動しているときに、TAB キーを押すとダイアログボックス
が表示されます。配置しながら属性の編集を行うことは次
のメリットがあります。
• TAB キーにより変更された属性が、その種類のオブジ
配置する前に TAB
キーを押して編集
ェクトの初期値になります。例えばワイヤを配置する
ときに TAB キーを押して色を変更した場合、それ以後、 します。
設定された色でワイヤが配置されます。これらの設定内容は、デフォルトフ
ァイル(ADVSCH.DFT ファイル)に収容されます。TAB キーによる初期値の設
定は、Preferences ダイアログボックス(Tools » Preferences)の Default Primitives
タブの Permanent チェックボックスに依存します。Permanent にチェックが入
っている場合は、これらの変更は初期値にはならず、チェックが入っていな
い場合に、初期値として設定されます。
• 部品番号や部品名、ネットラベルなど、数値情報のある属性は、配置の度に
自動的に更新されます。
• TAB キーでの属性の設定は配置の後に編集する必要がなく、回路図作成の作
業を効率的に行うことができます。
配置済みのオブジェクトの編集
すでに配置されているオブジェクトを編集するには、Edit » Change メニューを選択
し、マウス左ボタンをクリック(ショートカット: マウス左ボタンをダブルクリッ
ク)します。個々のオブジェクトは、それぞれの属性を持っています。編集したオ
ブジェクトの属性を、グローバルエディットの機能で他のオブジェクトにも一括
して適用することができます。

95

スケマティック･キャプチャー

♦ グローバルエディットの機能に関しての詳細は、グローバルエディット の
章を参照してください。
編集操作 - フォーカスとセレクト
オブジェクトを視覚的に編集できることにより、画面で表示されているオブジェ
クトを直接変更できるというメリットがあります。単一のオブジェクト、または
グループ化されたオブジェクトを編集するには最初に、編集するオブジェクトを
識別させる必要があります。これはフォーカス、または セレクトによって行なわ
れます。
他の Windows アプリケーションでセレクトとは、オブジェクトを処理するために
前もって選択するというコンセプトです。オブジェクトをコピーし、他の場所に
貼り付けることがその例です。セレクトされたされたオブジェクトに対して、直
接編集することができます。例えば、選択されたオブジェクトを移動するなどの、
多くの視覚的な編集操作を行うことができます。
スケマティック･エディタは他の Windows アプリケーションとは違い、フォーカス
とセレクトという 2 つの独立したオブジェクトの選択方法があります。実際の操作
ではこの 2 つの方法を繰り返して使用します。スケマティック･エディタでは、選
択の作業を 2 つの個々のプロセスを分割することによって、複雑なオブジェクトの
難しい処理を行うことができます。
フォーカス
スケマティック･エディタでは、オブジェクトにカ
ーソルをあててマウス左ボタンを一回クリックする
と、そのオブジェクトがフォーカスされ、表示が変
わります。これは Windows でアイコンを選択する
操作に似ています。

♦ 別のオブジェクトを
クリック すると 、フォ
ーカスが 次のオ ブジェ
クトに切り替わりま
す。シー ト上の 何も無
い場所で クリッ クする
とフォー カスが 解除さ
れます。

一度にフォーカスできるオブジェクトは 1 つだけで
す。フォーカスされたオブジェクトは、頂点にハン
ドルまたは点線のアウトラインが表示されます。例
えば、シートに配置されている四角形をマウス左ボ
タンでクリックすると、アウトラインが点線で表示され、各コーナーにはハンド
ルが表示されます。ネットラベルの上でマウスをクリックすると同じ様にフォー
カスされ、アウトラインが点線で表示されます。
フォーカスされたオブジェクトの編集

オブジェクトがフォーカスされているときは、そのアイテムのグラフィック特性
を編集することができます。
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オブジェクトを視覚的に編集するには、オブジェクトをクリックしてフォーカス
し、表示されたハンドルを操作します。オブジェクトのハンドルは、マウスで操
作でき、オブジェクトの頂点に現れたハンドルをドラッグしてオブジェクトのサ
イズや形状を変更することができます。
フォーカスされているオブジェクトを移動するには、マウス左ボタンで行います。
フォーカスしているオブジェクトを削除する場合は、Delete キーを使用します。オ
ブジェクトの移動とドラッグの操作に関する詳細は、移動とドラッグの章を参照
してください。

NetLabel1

C14
0.1uF
オブジェクトがフォーカスされた様子
ハンドルとラインの性質

オブジェクトは、形状を編集できる特性を持っています。例えば、ワイヤ、バス
などのオブジェクトを配置する際、方向を変えるときにコーナーを設けます。こ
れらのオブジェクトがフォーカスされると、コーナー部分にはハンドルが表示さ
れます。これらのオブジェクトは複雑な形状をしている場合がありますが、1 つの
オブジェクトとして編集(移動、カット、コピー、ペースト、クリア、削除)するこ
とができます。
配置されているオブジェクトのハンドルは、追加、削除を行うことができます。
オブジェクトの頂点とコントロールポイントの追加

頂点とコントロールポイントを追加するには
1. オブジェクトをクリックしてフォーカスします。
2. オブジェクトがフォーカスされ、コーナーにハンドルが表示されます。ハン
ドル部分にカーソルをあて、マウス左ボタンをクリックしながら、コーナー
を追加する場所で INSERT キーを押します。
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3. 新しいコーナーが作成されたらマウスのボタンを放します。
カーソルがクリックした場所ではなく、グリッドにジャンプしてしまう場合は、
Preference ダイアログボックスの Object's Electrical Hot Spot の設定を OFF にして下
さい。
コーナー、コントロールポイントの削除

編集作業を行っている際に、オブジェクトのコーナーやコントロールポイントを
削除したい場合があります。オブジェクトのコーナーやコントロールポイントの
削除は以下の方法で行います。
1. オブジェクトをクリックしてフォーカスします。
2. カーソルをハンドルにあて、マウス左ボタンをクリックします。
3. Delete キーを押して、コーナー(またはコントロールポイント)を削除します。
ハンドルを削除すると、カーソルは残っているハンドルの上に移動します。
フォーカスのまとめ

例示したように、オブジェクトを視覚的に編集するには、まずフォーカスするこ
とが必要です。フォーカスでは、Edit » Copy, Cut, Paste, Clear 等のクリップボードを
使用するコマンドは使用できません。クリップボードを使用するコマンドは、セ
レクションで使用することができます。
セレクト
セレクト
セレクトは、オブジェクトを操作するもう 1 つの方法です。セレクトは、フォーカ
スとは異なり、オブジェクト単体又はオブジェクトのグループに対して使用する
ことができます。
オブジェクトをセレクトしても、フォーカスの
♦ セレクトは、 Edit » Copy,
様にオブジェクトを囲む点線、アウトライン、
Cut, Paste, Clear 等のクリップ
ハンドル等は表示されません。その代わり、セ
ボードを使用するコマンドで
レ ク ト さ れ た オ ブ ジ ェ ク ト は 、 Tools »
使用することができます。
Preferences のダイアログボックスで設定されて
いるセレクションカラーで表示されます。(初期設定では黄色に設定されていま
す。)
セレクトされたオブジェクトは、移動、切り取り、コピー、貼り付け、削除の操
作を行うことができます。Edit » Move のコマンドは、セレクトしたオブジェクトを
まとめて一回の操作で移動、回転を行うことができます。スケマティック･エディ
タでは、セレクションを、グローバルエディットの機能で使用することができ、
セレクトされているオブジェクト、またはセレクトされていないオブジェクトに
条件を指定して一括変更することができます。
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スケマティック･エディタの複雑なセレクト機能の最大の特長は、先にセレクショ
ンに追加されたオブジェクトをディセレクトしなくても、セレクトされている
個々のオブジェクトをマウスでクリックすることができるという点です。これで、
現在のセレクション内容に影響を与えることなく、個々のオブジェクトに対して
様々な操作を行うことができます。
オブジェクトをセレクトするには以下の方法があります。
• オブジェクト上で SHIFT キーを押したままマウス左ボタンをクリックすると、
セレクションの On/Off が切り替わります。
• マウスをクリックしたままオブジェクトを囲みます。囲まれたオブジェクト
はセレクトされます。
• Edit » Select と Edit » DeSelect のメニューでセレクトとセレクトの解除ができま
す。
• オブジェクトをダブルクリックするとダイア
ログボックスが表示され、Selection にチェッ
クを入れるとオブジェクトがセレクトされた
状態になります。Option ボタンでグローバル
エデットを行うことができます。グローバル
エディットに関しては、グローバルエディッ
トの章を参照してください。

♦ 目的のオブジェクト
のみを確実にセレクトす
るには、セレクトを行う
前 に 、 Edit » DeSelect
All(ショートカット: X-A)
で、セレクトを解除して
ください。

オブジェクトのセレクトにおいて予期しない結果
になった場合、Edit » Undo のコマンドで、元の状態に戻すことができます。
個々のオブジェクトをセレクトするには

単一のオブジェクトをセレクトするには以下の方法で行います。
1. セレクトするオブジェクト上で、SHIFT キーを押しながらマウス左ボタンク
リックします。
オブジェクトが再描画され、セレクションカラー(Tools » Preferences で設定)で
表示されます。繰り返し、他のオブジェクトをセレクションに追加すること
ができます。
ビープ音が鳴る場合、またはセレクトできない場合には、シートを拡大表示
(PageUp キー)して、セレクトしたいオブジェクトに直接操作してください。
部品の場合、部品のボディーの部分に操作してください。特に複雑な形状の
部品にはこの方法で行ってください。
他のオブジェクトをセレクションに追加するには
2. 他のオブジェクト上で SHIFT キーを押しながらマウス左ボタンクリックしま
す。
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セレクションを解除するには
3. セレクトされているオブジェクト上で SHIFT キーを押しながらマウス左ボタ
ンクリックします。
セレクトが解除されると、オブジェクトが元の色に戻ります。セレクトされてい
る他のオブジェクト上で Shift キーを押しながらマウスをクリック、または Edit »
DeSelect メニュー(ショートカット :X-A)でセレクトが解除されます。
範囲を指定してセレクトするには

範囲を指定してセレクションを行うことができます。範囲を指定してオブジェク
トをセレクトするには以下の方法で行います。
1. シート上の何もない場所にカーソルを移動します。
2. マウスの左ボタンをクリックします。
ステータスバーに"Choose Second Corner"(2 番目のコーナーを指定してくださ
い)とメッセージが表示されます。
3. マウスを押しながらカーソルを移動します。セレクトする範囲を囲んだら、
マウスの左ボタンを放します。
四角で囲んだ範囲内のオブジェクトがセレクトされます。セレクトされたオ
ブジェクトはセレクションカラーで表示されます。
4. 同じ手順を繰り返して、他のオブジェクトをセレクトします。
メニューを使用したセレクト
メニューを使用したセレクト
Edit » Select のメニューで、特定の範囲の内側、外側、または全てのオブジェクトを

セレクトできます。更にネット単位(ワイヤやネットラベルを使用した接続)、接続
単位(ワイヤを使用した物理的な接続)でのセレクトも可能です。
Edit » De-Select のメニューも同じ様に、Net(ネット単位)や Connection(接続単位)の設
定が選択できます。De-Select のメニューはショートカット:X キーで表示されます。

のメニューでは、セレクションの On/Off の切替えを行うこと
ができます。このコマンドは、Shift+マウス左ボタンでのセレクト操作と同じです。

Edit » Toggle Selection

セレクトされているオブジェクトの操作
セレクトされているオブジェクトに対しては、カットやコピーを行うことができ
ます。コピー、カットしたオブジェクトは、スケマティック･エディタの他のシー
ト上、または他の Windows のアプリケーションに貼り付けることができます。セ
レクトされているオブジェクトは、Edit » Clear または CTRL+Del キーで一括して削
除することができます。
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スケマティック･エディタでのクリップボードの使用は、他の Windows アプリケー
ションと同じ様に行うことができます。操作の流れとして、まず、目的のオブジ
ェクトをセレクトし、セレクトされたオブジェクトをクリップボードにカットま
たはコピーし、そして貼り付けを行います。
クリップボードの使用について

• スケマティック･エディタは、リファレンスポイントを含んだ独自のクリップ
ボードを持っています。このリファレンスポイントは、コピーまたはカット
を行った際に指定されます。コピーまたはカットしたオブジェクトをシート
上に貼り付ける際に、カーソルの位置が原点になります。 Tools » Preferences
ダイアログボックスの Clipboard Reference の設定が On になっている場合、カ
ッ ト ま た は コ ピ ー を 行 う 際 に 、 ス テ ー タ ス バ ー に 、 "Choose Clipboard
Reference Location"(リファレンスポイントを指定してください)とメッセージ
が表示されます。
• Edit » Copy のコマンドは、セレクトされているオブジェクトをクリップボード
にコピーします。
• Edit » Cut のコマンドは、セレクトされているオブジェクトをシート上から削
除し、クリップボードにコピーします。
• Edit » Paste のコマンドは、カットまたはコピーしたオブジェクトを、クリッ
プボードからシートに貼り付けます。
• コピーやカットを行う際に、目的のオブジェクトのみがセレクトされている
必要があります。目的のオブジェクトだけを確実にコピーまたはカットする
には、コピーまたはカットを行う前に、シート上にすべてのオブジェクトの
セレクトを解除(ショートカット:X-A)してください。
• Shift キーを押しながらマウスの左ボタンで、現在のセレクションにオブジェ
クトを追加/削除することができます。
• クリップボードへ格納されるデータは最後にカットまたはコピーされたオブ
ジェクトのみです。カットまたはコピーを行う毎にクリップボードの内容は
書き換えられます。
• Edit » Clear(ショートカット: CTRL+DELETE)のコマンドは、セレクトされてい
るオブジェクトをすべて削除します。このとき、クリップボードの内容は削
除されません。
• スケマティック･エディタでは、コピーする際に、図面枠もクリップボードに
コピーすることができます。設定は Tools » Preferences ダイアログボックスで
行います。
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アレイ貼り付け

のコマンドで、セレクトしたオブジェクトをクリップボードにコピ
ーすることができます。Edit » Paste Array のコマンドは、クリップボードに格納さ
れているオブジェクトを、シート上に複数配置することができます。図は 8 つのデ
ーターをアレイ貼り付けした例です。Clipboard Reference(前項を参照)が On に設定
されている場合には、より簡単に行うことができます。
Edit » Cut, Copy

アレイ貼り付けの機能を使用した 8x データーバスの作成例
図の様に、ワイヤ、ネットラベル、バスエントリーを配置後、Edit » Cut のコマ
ンドで、これらを切り取ります。

メニューから Edit » Paste Array
を選択し、図の様に設定にします。

OK ボタンをクリックすると、切り取ったオ
ブジェクトが、図の様に並べて貼り付け
られます。

Item Count

セレクトしたオブジェクトを何回配置するかを設定します。4 つ入力した場合
には、クリップボード内のオブジェクトが 4 回配置されます。
Text Increment

ネットラベルなど番号の自動割付を設定するものです。1 に設定すると、配置
されたラベルに U1, U2, U3 のように、番号が順番に付加されます。
Horizontal

配置されるオブジェクト間の水平方向の間隔を設定します。10 と入力した場
合には、グリッドと同じ間隔で配置されます。数値の単位は 0.01 インチです。
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Vertical

配置されるオブジェクト間の垂直方向の間隔を設定します。10 と入力した場
合には、グリッドと同じ間隔で配置されます。数値の単位は 0.01 インチです。

グローバルエディット(一括変更
グローバルエディット 一括変更)
一括変更
スケマティック･エディタでは、あるオブジェクトの属性を変更した場合、この変
更内容を同じタイプの他のオブジェクトにも適用することができます。適用範囲
は 1 枚のシートのみ、またはプロジェクト全体に設定することができます。
更に一括変更の適用範囲を制限したり拡大したりすることができます。例えば、
セレクトされているオブジェクトのみ、またはセレクトされていないオブジェク
トのみ、セレクトの状態に関係なく、などを指定することができます。必要であ
れば、さらに複雑な条件を設定することもできます。
基本的に、編集可能なオブジェクトの属性は、すべて一括変更を行うことができ
ます。簡単な例として、ワイヤに指定されているカラーを変更する場合、そのワ
イヤに関連するネット全体を変更する場合があります。また、ある一定のライン
幅のワイヤのカラーを変更したい場合もあります。これらはすべてグローバルエ
ディットで可能になります。グローバルチェンジの応用範囲は設計者の意志どお
りに変更できます。
グローバチェンジには多くの設定があり、最初は少し混乱するかもしれません。
しかし慣れてしまえば、グローバルチェンジを使用して回路編集を効率良く行う
ことができます。
プロジェクトでのグローバルエディット
スケマティック･エディタでは、グローバルエディットの機能により、マルチシー
ト、階層プロジェクトにも一括変更を行うことができます。この機能によって、
プロジェクトの中の様々なアイテムを変更したり、変更のスタイルをプロジェク
トの全てのオープンシートに適用させることができます。Change Scope の設定によ
り、一括変更の適用範囲を指定できます。
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グローバルエディットの設定
各オブジェクトのダイアログボックスには、それぞれ異なるグローバルチェンジ
の設定があるように見えますが、基本的な設定はすべて同じです。以下にグロー
バルエディットの概要を説明します。

オブジェクトが持つ現在の
設定が記入されています。

Attributes To Match by では一括
変更を行う条件を入力します。

Copy Attributes では一括変
更を行う内容を入力します。

Current Attributes (現在の属性
現在の属性)
現在の属性

あるオブジェクトをダブルクリックすると、そのオブジェクトのダイアログボッ
クスがオープンします。ダイアログボックスには、そのオブジェクトの属性が含
まれています。変更は以下の様に行います。
ネットラベル D1,D2...を Data1,Data2...に変更する場合には、図の様になります。文
字のグローバルチェンジを行う場合には、現在のネット名の設定を変更する必要
はありません。
Attributes to Match By (一括変更の条件
一括変更の条件)
一括変更の条件

ダイアログボックスの中央に Attributes To Match By というコラムがあります。こ
のコラムは、グローバルチェンジを行う際の条件を設定します。
Attributes To Match では、それぞれのフィールドに対して条件を設定します。
設定するフィールドには 3 つの項目があります。: Same (属性が一致しているオブ
ジェクトにグローバルチェンジが行われます。); Different (属性が一致していない
オブジェクトにグローバルチェンジが行われます。) Any (属性に関係なくグローバ
ルチェンジが行われます。)
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Match By では、グローバルチェンジを適用する他のオブジェクトの選択を行いま
す。すべて Any と設定すると、同じタイプの全てのオブジェクトにグローバルチ
ェンジが適用されます。
特定の条件で一括変更を行う場合は Match By を設定して使用します。例えば、ネ
ットラベルなどのテキストを条件として設定する場合、Mach by に D*と記入した
場合には、D から始まる文字に対して変更が行われます。
Copy Attributes (コピーする属性
コピーする属性)
コピーする属性

3 つめは Copy Attributes という項目です。Copy Attribute に
は各属性に対するチェックボックスとテキストフィール
ドが含まれています。
このコラムではコピーする属性の指定と他のオブジェク
トにコピーするテキストを記入します。

♦ テキストの変
換の最も簡単な方
法 は 、 {} を 消 去
し、新しい文字を
記入します。

テキストの変換の際に、{D=Data}と記入すると、文字 D は Data に置換されます。
詳細は次の項で説明されています。
Change Scope

最後に設定するパラメータは Change Scope(変更範囲)です。以下の設定があります。
こ の 項 目 で は 、 グ ロ ー バ ル チ ェ ン ジ の 適 用 範 囲 を 、 Change Matching Items In
Current Document(ドキュメント上でマッチするアイテム)、または Change Matching
Items In All Document(プロジェクトで、マッチするアイテム)のどちらかに設定しま
す。Change Matching Items In All Document の場合、オープンされているドキュメン
トでも、プロジェクトの一部でなければ影響は受けません。
OK ボタンを押すと、"D"で始まるすべてのネットラベルの"D"が"Data"に置換され
ます。従って、D1 は Data1 になり、D2 は Data2 になります。もす、"DR"というネ
ットラベルが配置されている場合、DataR に置換される事に注意してください。
♦ 一括変更を行う際に、変更するオブジェクトを明確にする手段として、
予め、変更するオブジェクトをセレクトしておきます。その後、一括変更を
実行してください。この時に Attribute to Match by で Selection を条件にして行
います。
ワイルドカードを使用したテキストのグローバルチェンジ
多くのオブジェクトにはテキストフィールドが含まれています。これらのテキス
トフィールドはワイルドカードを使ってグローバルチェンジを行うことができま
す。ワイルドカードによるグローバルチェンジは、部品、ネットラベル、テキス
ト、シートシンボル、シートエントリー、ポート、パワーポートなどで使用する
ことができます。
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ワイルドカードには"?"と"*"の文字が使用できます。例えば、S*は S から始まる文
字を示しています。ワイルドカードは大文字と小文字が区別されます。
♦ Edit » Find Text と Edit » Replace Text のコマンドでは、異なるオブジェクト間
でテキストの検索、及び置換を行うことができます。これらのコマンドでもワ
イルドカードを使用してテキストの検索と置換を行うことができます。
テキストの置換
テキストストリングの Copy Attribute フィールドは文字の変更を定義します。この
フィールドには 2 つの使い方があります。
このフィールドの中身全部を新しい値で置き換えたい場合は、括弧{}を削除して新
しい値を入力して下さい。
このフィールドのテキストを部分的に置き換えたい場合は、｛旧テキスト＝新テ
キスト｝とします。これは、ストリングの「旧テキスト」の部分を「新テキス
ト」へ変更するということです。例えば{D=Data}と記入した場合には、D は Data
に変換されます。
複雑な置き換えを行う際には、複数の括弧を使用します、この場合、左側から順
に置き換えが行われます。これはとても高度な機能ですが、最初の変更がそれ以
降の変更に影響が出る場合があるため、最終的に予期せぬ結果になってしまうこ
ともあり得ます。置き換えを失敗した場合は Undo で元に戻すことができます。
更に細かく制限したい場合、{!Text=text}とタイプすると、大文字と小文字が区別
され、この場合｢Text｣は｢text｣に変わります。それ以外は大文字と小文字の区別は
されません。置換を失敗した場合は Undo で元に戻すことができます。
まとめ
このグローバルエディット機能を使用することで作業を効率よく進めることがで
きます。しかし場合によっては予期しない結果を招くこともあります。特に複雑
な内容の図面を一括変更する場合などです。例えば、一括変更の条件にセレクト
を使用する場合には、Edit » DeSelect All(ショートカット: X-A)で予め、セレクトを
解除しておきます。結果が思わしくない場合には、必要に応じて Undo/Redo を使
ってやり直しを行うこともできます。

属性のコピー
スケマティック･エディタでは、あるオブジェクトの属性を別のオブジェクトにコ
ピーする高度な機能が備えられています。この機能を使用すると、カーソルで移
動中のオブジェクトの属性を、すでに配置されているオブジェクトにコピーする
ことができます。
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例えば、コンデンサーの配置後に抵抗を配置する場合があります。属性のコピー
機能を利用して配置する部品をコンデンサから抵抗に変える場合、ESC を押して
コンデンサーの配置を終了してしまうのではなく、配置中のコンデンサーを既に
回路図に配置済みの抵抗器の上に移動し、キーボードの INSERT キーを押します。
これにより、コンデンサにが抵抗に変更されます。キーボードの TAB キーを押し
て属性を編集後、配置できます。
属性のコピー機能は、コピー元となるオブジェクト上にマウスを正確に移動して
Insert キーを押します。カーソルの位置がオブジェクトから少しでも外れていると、
属性のコピーは行われません。
この機能では、シートシンボル以外の全てのオブジェクトの属性コピーが可能で
す。よって、この機能を使用すれば、どのオブジェクトも別のオブジェクトにな
り得るわけです。この機能は、新たにオブジェクトを配置する場合にも、配置さ
れているオブジェクトを移動する場合にも使用することができますが、接続され
ている電気的オブジェクトをドラッグしている場合は使用できません。

テキストの検索と置換
スケマティック･エディタでは、シート上、またマルチシートプロジェクトの別の
シートのどこでも、テキストの検索や置換をすることができます。
例えば、マルチシートプロジェクト全体で、ネット名 D1,D2,D3...を Data1, Data2,
Data3...に変更する場合に、グローバルチェンジの機能で変換を行うことができま
すが、ネットラベル、ポートなど、オブジェクトの種類だけ、操作を繰り返し行
う必要が出てきます。テキストの検索と置換の機能では、オブジェクトの種類に
関わらず、文字列の変換を行うことができます。
テキストの検索と置換は以下の手順で行います。
1. メニューから Edit » Replace Text を選択しま
す。
Find And Replace Text ダイアログボックス
が表示されます。
2. 例として、Text To Find のボックスに D*
と記入してください。
テキストの検索と置換の機能では、? また
は * のワイルドカードを使用できます。
3. Replace With フィールドに、置き換え後の
文字を入力します。
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この例では D から始まる文字を変換します。もし Replace With フィールドに
Data と記入した場合には、D から始まる文字がすべて Data に変更されてしま
います。Replace With フィールドに{旧テキスト=新テキスト}という形で入力
すれば、この様な場合にも、D の文字以下を区別することができます。詳細
は下記を参照してください。
4. Scope で変更する範囲を設定します。詳細は下記を参照してください。
5. OK ボタンをクリックして、テキストの置き換えを実行します。
Scope

変更する範囲を、Current Document Only（現在のドキュメントのみ）、又は All
Open Documents（すべてのドキュメント）から選択します。Selection から選択され
ているもの、選択されていないもの、と制限することができます。
Case Sensitive

大文字、小文字の違いを識別してテキストの検索と置換が行われます。置換され
るテキストは、Replace With フィールドに入力したとおりの大文字と小文字になり
ます。
Prompt on Replace

テキストが置換される際に、確認のメッセージが表示されます。
Restricting changes to net identifiers

テキストの検索と置換をネット識別子(ネットラベル、電源ポート、ポートやシー
トエントリー等)に限定することができます。
Conditional String Substitutions

? または * のワイルドカードを使用できます。ワイルドカード * は、検索する文字
の条件を拡張させる場合に使用します。例えば、S*は S で始まる文字だけを検索
します。ワイルドカードで検索する場合は、大文字と小文字の区別はされません。
括弧｛ ｝も、テキスト置換を定義する際に使われます｡{旧テキスト=新テキスト}
の様に変更の条件が設定できます。これは、旧テキスト という文字を 新しいテキ
スト に変更するということです。
複雑な置き換えを行う際には、複数の括弧を使用できます、この場合、左側から
順に置き換えが行われます。これはとても高度な機能ですが、最初の変更がそれ
以降の変更に影響が出る場合があるため、最終的に予期せぬ結果になってしまう
こともあり得ます。置き換えを失敗した場合は Undo で元に戻すことができます。
{!Text=text}とタイプして置換を行うと、大文字と小文字が区別されます。この場
合、 Text は text になります。! がなければ、大文字と小文字は区別されません。テ
キストの置換は、Undo のコマンドで元に戻すことができます。
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オブジェクトの整列
オブジェクトを整列させるには 2 つの方法があります。Edit » Align » Align のコマン
ドで、選択されたオブジェクトの整列方法をダイアログボックスで設定する、又
は別のサブメニューのコマンドを選択して、どちらかの軸上にオブジェクトを整
列させる方法です。

セレクトされているオブジェクトを整列させる場合は Edit » Align » Align のダイア
ログボックス、または Edit » Align » Align Left, Align Right のメニューを選択しま
す。
操作手順

• 目的のオブジェクトのみをセレクトするために、まず、シート全体のセレク
ションを解除します。(ショートカット: X-A)
• 整列させるオブジェクトをセレクトします。
• Edit » Align » Align を選択し、Align Objects ダイアログボックスでオブジェクト
の整列方法を設定します。
• Move primitives to grid はセレクトされているオブジェクトをグリッド上に配
置します。オブジェクトがグリッドから若干ずれていた場合に便利です。
• 整列の結果が思わしくない場合には、Edit » Undo のコマンドで元に戻すことが
できます。
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移動とドラッグ
スケマティック･エディタで、オブジェクトを移動するということは、他との接続
は無視してオブジェクトの位置を変えることです。オブジェクトをドラッグする
ということは、接続を維持したまま位置を変えることです。
移動やドラッグは、1 つのオブジェクトに対しても、セレクトされたオブジェクト
グループに対しても行うことができます。
オブジェクトの移動操作
1 つのオブジェクトを移動する場合は、オブジェクトにカーソルを当て、マウスを
クリックしてオブジェクトをつかみ、目的の位置に移動します。オブジェクトグ
ループを移動する場合は、まず、移動するオブジェクトをセレクトします。セレ
クトされたオブジェクトは、グループとして、単体のオブジェクトを移動する場
合と同じ方法で移動します。この操作は、Edit » Move のサブメニューでも行うこと
ができます。
重なったオブジェクトの移動
オブジェクトはシート上に重ねて配置することができます。オブジェクトの上に
新しいオブジェクトを配置すると、そのオブジェクトの手前に配置されます。ス
ケマティック･エディタでは、重なったオブジェクトの順番を変更することができ
ます。M キーを押すと Move メニューが表示され、以下のサブメニューを選択する
ことができます。
Move To Front

オブジェクトを移動して別のオブジェクトの前(上)に移動します。このコマンドを
起動すると、ステータスバーに Choose Object To MoveTo front (前面に移動するオ
ブジェクトを選択して下さい)とメッセージが表示されます。オブジェクトをクリ
ックすると、移動できる状態になり、もう一度クリックすると重なったオブジェ
クトの手前に配置されます。
Bring To Front

オブジェクトを他のオブジェクトの前面に移動します。このコマンドを起動する
と、ステータスバーに Choose Object To Bring To front(移動するオブジェクトを選択
して下さい)とメッセージが表示されます。オブジェクトをクリックすると、その
オブジェクトは、重なったオブジェクトの前面に移動されます。
Send To Back

オブジェクトを別のオブジェクトの背面に移動します。このコマンドを起動する
と、Choose Object To Send To Back(移動するオブジェクトを選択して下さい)とステ

110

スケマティック･エディタでの作業

ータスバーにメッセージが表示されます。オブジェクトをクリックすると、その
オブジェクトは重なったオブジェクトの背面に移動されます。
Bring To Front Of

オブジェクトを指定した別のオブジェクトの前に表示します。このコマンドを起
動すると、ステータスバーに Choose Object To Bring To Front(前面に移動させるオ
ブジェクトを選択して下さい)とメッセージが表示されます。オブジェクトをクリ
ックすると、今度は｢ターゲット｣とするオブジェクトを選択するよう表示されま
す。移動したオブジェクトは、ターゲットのオブジェクトの前面に移動されます。
Send To Back Of

オブジェクトを指定した別のオブジェクトの後ろに表示します。このコマンドを
起動すると、ステータスバーに Choose Object To Send To Back(背面に移動するオブ
ジェクトを選択して下さい)とメッセージが表示されます。オブジェクトをクリッ
クすると、今度は｢ターゲット｣とするオブジェクトを選択するよう表示されます。
移動したオブジェクトは、ターゲットのアイテムの背面に移動されます。
オブジェクトのドラッグ
設計の過程では、作成した回路のレイアウトを変更する場合があります。この際
に接続状態を維持したまま回路の一部を移動する事もあります。この様な場合に
ドラッグの機能を使用します。
単体のオブジェクトをドラッグする

個々のオブジェクトをドラッグするには、オブジェクトにカーソルを当て CTRL
キーを押したままマウス左ボタンをクリックしてオブジェクトをつかみ、CTRL キ
ーを放して目的の場所にドラッグします。
オブジェクトをまとめてドラッグする

オブジェクトをまとめてドラッグする場合は、まずドラッグするオブジェクトを
セレクトします。Edit » Move » Drag Selection を選択し、セレクトしたオブジェクト
上でクリックして目的の位置にドラッグします。
ドラッグのヒント

• 複雑に接続されている部品などをドラッグすると、ドラッグで引き伸ばされ
たワイヤによりジャンクションが自動的に配置される場合があります。この
様な場合には、Tools » Preferences のダイアログボックスで Auto Junction を Off
にしてください。
• 部品のピン同士が接している場合、ドラッグを行うと、自動的にワイヤが現
れ、接続状態が維持されます。
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• ドラッグ中に CTRL+スペースキーで、接続状態を維持したまま、オブジェク
トを回転させることができます。
• ドラッグ中に CTRL キーを押しながらスペースキーを押すと、ドラッグして
いるオブジェクトが回転します。
• ドラッグ中にスペースキーを押すと、ワイヤの配線角度が切り替わります。
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オブジェクトのドラッグ - 操作例

ピン同士が接した 2 つの部品が配置されていま
す。

X1 をドラッグ(CTRL キーを押しながら部品をク
リック)します。ワイヤが自動的に現れます。

ドラッグ中に SHIFT キーを押しながらスペース
キーを押すと、部品が回転します。

ドラッグ中にスペースキーを押すと、配線モー
ドが切り替わります。

部品を配置する位置でマウスをクリックしま
す。

ドラッグ機能を使用した回路レイアウトの変更例
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編集機能
再帰編集
スケマティック･エディタでは、あるプロセスを実行中に別のプロセスを実行する
ことができ、これを再帰編集といいます。これは非常に高度な機能で、現在行っ
ている作業を中断せずに別の作業を行うことができます。
再帰編集を使うと、作業がより柔軟かつ直感的になりま
♦ プロセスを実行
す。例えば、ワイヤを引き始めて、それをポートに接続
中に他のプロセスを
する場合、まずポートを配置し、それからワイヤを接続
実行するにはショー
します。この際に、ワイヤ配置のコマンドを終了する前
トカットキーを使用
に、ポート配置のコマンド(ショートカット: P-R)を実行す
します。
ると、そのままポートの配置ができます。ポートの配置
が終了後、ERC キーを押せば、再びワイヤの配置を行うことができます。

画面描画の停止
スケマティックで作業中に、いつでも画面の表示サイズや表示位置を変更するこ
とができます。表示サイズや位置などが変わるとシートは再描画されます。画面
の描画中にスペースキーを押すと、画面の描画が停止されます。これにより、画
面表示の変更で再描画される待ち時間を減らすことができます。

マウスのショートカット
このガイドブックを読むと、マウスとキーボード操作を効率的に操作することに
より、作業をスピードアップできることがおわかりいただけると思います。例え
ば、キーボードから P-N と押すと、Place メニューが表示され、ネットラベルが配
置できます。マウスの左ボタンは ENTER キー、右ボタンは ESC キーと同じ役割を
行い、キーボードを使用しなくても操作を行うことができます。また、ダイアロ
グボックスでは、OK や CANCEL ボタンをクリックするよりも ENTER キーと ESC
キーを使用する方が操作を速く行うことができます。
マウスを移動することなく、キーボードからもメニューにアクセスすることがで
きます。オブジェクトを移動中にズームレベルを変更(PageUp, PageDown)したり、
スナップグリッドの切替え(V-G)を行うことができます。
標準の Windows のショートカットでは、ALT+F4 キーでアプリケーションを終了、
CTRL+TAB はドキュメントの表示の切替えを行うことができます。スケマティッ
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ク･エディタは他にもショートカットキーが割り当てられています。ショートカッ
トキーは編集および作成を行うことができます。ショートカットキーのカスタマ
イズについては EDA クライアントについてのマニュアルを参照してください。
Windows キー操作に関しては、Microsoft Windows のユーザーガイドを参照してく
ださい。

キーボードショートカット
キーボードショートカットの作成と編集するには 2 つの方法があります。1 つはキ
ーボードショートカット･エディタ(Client menu » Customize)で作成、編集が可能です。
ここでは既に設定されているショートカットキーを参照でき、更に、新しいキー
にプロセスを割り当てることができます。
キーボードからメニューを表示することもできます。メニューやサブメニューに
下線がある文字は、キーボードから表示することができます。例えば、P を押すと
Place メニューが表示され、更に N キーを押すとネットラベルが配置されます。キ
ーボードから T を押せば、Tools のメニューが表示され、更に N キーを押せばネッ
トリスト作成のダイアログボックスが表示されます。
ショートカットとメニューで、同じキーが割り当てられている場合には、ショー
トカットから起動するコマンドが優先して実行されます。
メニューのショートカットキー
A
B
D
E
F
H
J
L
M
P
R
S
T
V
W
X
Z

Edit » Align サブメニュー
View » Toolbars サブメニュー
Designs メニュー
Edit メニュー
File メニュー
Help メニュー
Edit » Jump サブメニュー
Edit » Set Location Marks サブメニュー
Edit » Move サブメニュー
Place メニュー
Reports メニュー
Edit » Select サブメニュー
Tools メニュー
View メニュー
Window メニュー
Edit » DeSelect メニュー
Zoom ポップアップメニュー
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キーボードショートカット
CTRL + BACKSPACE
ALT + BACKSPACE
PGUP
CTRL + PGDN
PGDN
END
CTRL+HOME
HOME
SHIFT + ←キー
←キー
SHIFT + ↑キー
↑キー
SHIFT + →キー
→キー
SHIFT + ↓キー
↓キー
SHIFT + INSERT
CTRL + INSERT
SHIFT + DELETE
CTRL + DELETE
DELETE
CTRL + 1
CTRL + 2
CTRL + 4
CTRL + 5
CTRL + F
CTRL + G
CTRL + V
CTRL + B
CTRL + T
CTRL + SHIFT + H
CTRL + H
CTRL + L
CTRL + R
CTRL + SHIFT + V
F1
F3
SHIFT + F4
SHIFT + F5
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やり直し
元に戻す
拡大表示
オブジェクト全体を表示
縮小表示
再描画
原点へジャンプ
カーソルを中心に画面移動
カーソルを左に移動(スナップグリッド x10)
カーソルを左に移動
カーソルを上に移動(スナップグリッド x10)
カーソルを上に移動
カーソルを右に移動(スナップグリッド x10)
カーソルを右に移動
カーソルを下に移動(スナップグリッド x10)
カーソルを下に移動
貼り付け
コピー
切り取り
セレクトされているオブジェクトを削除
フォーカスされているオブジェクトを削除
100%表示
200%表示
400%表示
50%表示
テキスト検索
テキスト置換
水平方向 中心に合わせて整列
水平方向 ボトムに合わせて整列
水平方向 トップに合わせて整列
水平方向 等間隔に整列
垂直方向 中心に合わせて整列
垂直方向 左に合わせて整列
垂直方向 右に合わせて整列
垂直方向 等間隔に整列
オンラインヘルプを表示
次のテキストを検索
ドキュメントを並べて表示
ドキュメントを重ねて表示

編集機能

SHIFT + CTRL + 左クリック
SHIFT + 左クリック
CTRL + 左クリック
左クリック
左ダブルクリック
CTRL + マウス左ドラッグ
マウス左ドラッグ

1 つのオブジェクトを移動
セレクションを切り替え
1 つのオブジェクトをドラッグ
オブジェクトをフォーカス
オブジェクトの変更
1 つのオブジェクトをドラッグ
オブジェクトを移動

頻繁に使用されるショートカットキー
スペースキー
X-A

画面の書き換えの中止
全てのセレクトを解除

V-D
V-F

シート全体を表示
配置されているすべてのオブジェクトを表示

PAGE UP

カーソル位置を中心に拡大表示

PAGE DOWN

縮小表示

HOME
END

カーソル位置を中心に画面の移動
再描画

ESC

コマンドの中断

CTRL + TAB

デザインエクスプローラーでオープンしているドキュメント間の
切り替え
起動されているアプリケーションの切り替え

ALT + TAB

オブジェクトの移動中
スペースキー
X
Y
TAB

90 度単位で回転
X 軸に対して反転
Y 軸に対して反転
配置する前に属性を変更

ワイヤ、ラインなどを配線中
DELETE
SPACE

直前のコーナーを削除
配置モードの変更

カーソルがクロスの状態の時
F1
ESC

ショートカットキーのリストを表示
コマンドを終了
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アンドゥとリドゥ
スケマティック･エディタでは、アンドゥとリドゥの操作を簡単に行うことができ
ます。Undo を選択すると、直前に行った操作が元に戻され、もう一度 Undo を選
択すると更に前の状態まで戻ります。
スケマティック･エディタでは、Preferences のダイアログボックスで Undo の回数
を指定できます。回数を 0 に設定すると Undo は行われません。
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回路設計に使用するオブジェクト
スケマティック･エディタでの回路設計、およびライブラリー･エディタでの部品
作成は、オブジェクトを配置することで行います。配置されたオブジェクトは、
レポート作成などに使用されます。
スケマティック･エディタで使用するオブジェクトには、プリミティブオブジェク
トとグループオブジェクトの 2 種類があります。プリミティブオブジェクトには、
ワイヤ、ジャンクション、パワーポート、ネットラベル、シートエントリーなど
のワイヤリングオブジェクト、テキストなどのドローイングオブジェクトが含ま
れます。プリミティブオブジェクトは、スケマティック･エディタの最も基本的な
オブジェクトです。部品はエレクトリカルプリミティブやドローイングオブジェ
クトから構成されるグループオブジェクトです。
各々のオブジェクトには独自の属性があり、配置する度に属性を設定することが
できます。次の項では個々のプリミティブについての詳細を説明します。

回路図は、個々のオブジェクトから構成されます。
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電気的な特性を持つオブジェクト
ワイヤ
C1

ワイヤは、接続を行う線であり、シートに配置す
ることで電気的な接続を行います。
ジャンクション
ジャンクションは小さな丸いオブジェクトで、交
差しているワイヤ同士の接続を行います。
バス エントリー

R1

ジャンクション
R2

ワイヤ

Data[0..7]

D[0..7]

バスエントリー

ポート
バス

バスエントリーは 45 で配置する特別なワイヤで
あり、ワイヤとバスとの接続に使用します。

D4
D5
D6
D7

D0
D1
D2
D3

ネットラベル

バスエントリーは、異なるネットを 1 つのバスに
接続します。バスエントリーを使用することで、複数のワイヤがバスに接続され
ます。
バス
バスは、特別な視覚的なオブジェクトであり、複数のワイヤをまとめる際に使用
します。バスには、電気的な特性はないため、バスによる接続を行うには、図の
様にネットラベルとポートを配置する必要があります。
ネットラベル
部品の複数のピンとワイヤを接続する場合、ネットラベル
により、個々のワイヤに名前が付けられ、ネットリストに
出力されます。

C1
NET1
1

R1

2

1

2

1

R2

2

スケマティック･エディタでは、ネットラベルを配置するこ
とにより、個々のネットに名前を付けることができます。ネットラベルは縦、ま
たは横方向に配置することができます。ネットラベルを配置する際には、ラベル
の左下がワイヤ、またはバスに接している必要があります。図では NET1 のネット
が R1-2、R2-1、C1-1 の 3 つのピンに接続されていることがわかります。
パワーポート
パワーポートは、電源およびグランドに使用する特別な
シンボルです。
パワーポート
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パワーポートは、シート内、または複数のシートで構成されるプロジェクトのシ
ート間で電源およびグランドの接続を行い、部品のピンとも接続することができ
ます。パワーポートは常にネット名により識別され、図面に表示するスタイルで
はネット名は識別されません。
ポート
ポートは、複数の回路図から構成されるプロジェクトに
おいて、シート間の接続に使用します。ポートは、他の
シート上の同じ名前のポート、または子のシートから親
シート上の適切なシートシンボルのシートエントリーに
接続することができます。

♦ ポート、シー
トシンボ ル、シ ー
トエント リーに 関
しては、 マルチ シ
ートとプ ロジェ ク
ト管理 の 章を参 照
してください。

シートシンボル
シートシンボルはプロジェクトを構成する他のシート、または階層下のシートを
表現します。シートシンボルと実際のシートとのリンクはシートシンボルが持つ
Filename の属性によって行われます。シートシンボルの Filename フィールドには、
実際のシートと同じファイル名を記入します。
シートエントリー
シートエントリーは、親シート上のネ
ットと、子シートの同じ名前のポート
を接続します。
プローブ･
プローブ･ディレクティブ
プローブは、デジタルシミュレーショ
ンで使用する特別なマーカーです。

シートシンボル
シートエントリー

テストベクター･
テストベクター･ディレクティブ
テストベクターは、シミュレーションテストベクターとともに、ノードを識別す
る特別なシンボルです。テストベクターは、コラムナンバーから参照され、シミ
ュレーションの際に、テストベクターファイルのコラムを示します。
スティミュラス･
スティミュラス･ディレクティブ
スティミュラス･ディレクティブは、デジタルシミュレーションの際に、ノードま
たはネットを識別するシンボルです。
PCB レイアウト･
レイアウト･ディレクティブ
PCB レイアウトは、ネットにレイアウト情報を付加するシンボルです。

121

スケマティック･キャプチャー

No ERC ディレクティブ
No ERC シンボルは、エレクトリカル･ルールチェックの際に、ピンに関するエラ
ー表示を制限するシンボルです。
ピン
ピンは、部品の信号入出力を行う電気的な特性を持っています。ピンに関する詳
しい説明はライブラリー･エディタの章を参照してください。

電気的な特性を持たないオブジェクト
電気的な特性を持たないオブジェクトは、回路図の装飾用としてシートに配置す
ることができます。これらのオブジェクトは、図面枠の作成や、シートに文章を
記入する際に使用することができます。
ライン
ラインは、線を描くためのオブジェクトです。
ポリゴン
ポリゴンは、多角形を描くためのオブジェクトです。ポリゴンは最低 3 回のマウス
操作で描くことができます。ポリゴンの形は自由に変形することができます。
エリプティカルアーク
エリプティカルアークは、楕円型の円弧を描くためのオブジェクトです。エリプ
ティカルアークは、中心点、X 半径、Y 半径、円弧の開始点、円弧の終了点の 5 回
のマウス操作で配置します。
曲線
曲線は、Sin 波形などの曲線を描くためのオブジェクトです。曲線を描くには、4
回のマウス操作が必要です。1 つめのカーブの作成が終わると次のカーブが作成で
きます。
テキスト
テキストは、シートに記入するコメントとして使用できます。回路のタイトル、
改訂番号、タイミング情報などの回路の説明などに使用します。
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テキストフレーム
テキストフレームは、シートに文章を記入するためのオブジェクトです。テキス
トフレームは、回路の説明などに使用されます。
リクタングル
リクタングルは、塗りつぶし、または塗りつぶさない四角形を描くためのオブジ
ェクトです。リクタングルは、左上のコーナーと右下のコーナーの 2 回のマウス操
作で配置します。
ラウンドリクタングル
ラウンドリクタングルは、塗りつぶし、または塗りつぶさないコーナーが丸型の
四角形です。ラウンドリクタングルは、左上のコーナーと右下のコーナーの 2 回の
マウス操作で配置します。
エリプス
エリプスは、塗りつぶし、または塗りつぶさない楕円形です。エリプスは中心点、
X 半径、Y 半径の 3 回のマウス操作で配置します。
パイ
パイは、塗りつぶし、または塗りつぶさない円弧です。パイは、中心点、半径、
円弧の開始点、円弧の終了点の 4 回のマウス操作で配置します。
グラフィック
グラフィックをシートに配置することができます。次のフォーマットのグラフィ
ックファイルをサポートしています。
BMP, TIF, JPG, WMF
Note : シートに配置したグラフィックは、グラフィックファイルにリンクされてお
り、シートには保存されません。グラフィックの内容を変更した場合には、シー
トに配置したグラフィックも更新されます。
オブジェクトの配置方法に関しては、オブジェクトの配置の章を参照してくださ
い。
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プロセスコンテナ
スケマティック･エディタでは、プロセ
スコンテナにより、特有のプロセスパ
ラメータをシートに設定することがで
きます。

Netlist:RunElectricalRulesCheck
ECL ERC setup
C:\Client 98\SCH4\EXAMPLES\Demo1.ERC

プロセスコンテナによって特有のコマンドプロセスをデザインに付加することが
できます。例えば回路図作成の際に、エレクトリカルルールチェックを行います
が、ERC のコマンドパラメータをシート上に配置することでデザインの作成と同
時に、ERC の設定を行うことができます。
プロセスコンテナの設定

プロセスコンテナの設定は配置したプロセ
スコンテナをダブルクリックし、ダイアロ
グボックスで行います。
プロセス名

Browse ボタンをクリックすると、プロセス
コンテナに割り当てるコマンドプロセスを
参照することができます。
Configure ボタン

ネットリストサーバーのプロセスをプロセ
スコンテナで実行する場合には、Configure
ボタンで設定を行うことができます。ダイ
アログボックスが表示され、必要な項目を
設定することができます。ここで OK ボタ
ンを押しても実行されず、プロセスコンテ
ナのダイアログボックスに戻ります。
(Sch:Annotate プロセスもこの方法で設定す
ることができます。)
Change ボタン

プロセスコンテナを一度実行すると、
Change ボタンでプロセスパラメータを試験することができます。パラメーターの
変更は、この Change ボタン、または Configure ボタンで行うことができます。
すべての プロセスがプ ロセスコンテナから 実行で きるわけではあり ません 。
(Configure ボタンを押し、すぐに実行できない場合)これらのプロセスのパラメータ
を設定するには、Change ボタンを押し、パラメータを記述してください。
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プロセスコンテナの実行

プロセスコンテナの実行は Tools » Process Containers » Run、またはプロセスコンテ
ナをダブルクリックし、ダイアログボックスの Execute ボタンで行います。
プロセスコンテナによるファイル作成

プロセスコンテナで実行するコマンドを、Netlist:CreateNetlist(ネットリスト作成)な
どのファイルを生成するコマンドに設定した場合、出力設定やファイル名などの
パラメータをダイアログボックスで指定できます。プロセスコンテナによってフ
ァイルが生成されると、ファイルが自動的のオープンされ、プロジェクトマネー
ジャにはスケマティックシートの子シートとしてアイコンで表示されます。

フォント
スケマティック･エディタは TrueType フォントをサポートしています。TrueType
フォントは Windows に含まれており、サードパーティからも多くの種類が供給さ
れています。ポストスクリプトのスケールフォントや Windows のラスターフォン
トは、ベクターイメージファイルの一部であれば、使用することができます。
フォントの管理
スケマティック･エディタでのオブジェクトのフォントは、個別に変更可能なもの
と、システムフォントにより管理されているものがあります。
• フォントを個別に変更可能なオブジェクトには、部品番号(Designator)や部品
名(PatyType)、ネットラベル、テキスト、テキストフレーム、シートシンボル
名、シートシンボルファイル名があります。
• システムフォントを使用するオブジェクトには、シート枠、標準のタイトル
ブロック、ピン名、ピン番号、ポート、パワーオブジェクト(電源、グランド)、
シートエントリーがあります。
フォントの変更

あるフォントが個別に変更できるかを簡単に調べるには、そのテキストをダブル
クリックして下さい。そのオブジェクトのダイアログボックスが現れ、そこに
Font Change ボタンがあればフォントを個別に変更できます。ダブルクリックして
もダイアログボックスが現れなかったり、Font Change のボタンがない場合はシス
テムフォントを使用しています。
個別に編集可能なフォントを持つすべてのオブジェクトに対して、使用するフォ
ントの初期設定を行う事ができます。メニューから Tools » Preferences を選択し、
Preferences ダイアログボックスを表示し、Defaults タブをクリックしてください。
フォントを設定したいオブジェクト(ネットラベル等)を選択し、Edit Values ボタン
をクリックします。ここで設定されたフォントは、以後、新規にネットラベルを
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配置する際に使用されます。Preferences ダイアログボックスでは、既に配置されて
いるネットラベルのフォントは変更されません。配置済のオブジェクトのフォン
トを変更するにはグローバルエディットを行ってください。
システムフォントの設定

システムフォントを変更するには、メニューから Design » Options 選択して、
Document Options ダイアログボックスで行います。Sheet Options タブに Change
System Font ボタンがあります。ここで、システムフォントを設定できます。この
設定により、システムフォントを使用するすべてのオブジェクトの文字が変更さ
れます。

126

部品とライブラリー

部品とライブラリー
スケマティックのライブラリーを有効に活用するには、ライブラリー、部品、そ
してパート(1 つの部品を構成する複数のゲート)の各々の関係を理解することが必
要です。ライブラリーは様々な部品の詳細情報を収納しているデータベースです。
部品の詳細情報には、4 つのパートで構成される 74LS00、1 つのパートで構成され
る抵抗やコンデンサー、コイルで構成されるリレーのような複数のパートを持つ
部品の全てのデータが含まれています。
部品の作成/修正、及び管理/編集は、ライブラリー･エディタという独立したエデ
ィタで行い、ここにはライブラリーの管理/編集を行うためのツールが含まれてい
ます。Protel では、回路図エディタやライブラリー･エディタを同時に実行するこ
とができ、回路図とライブラリーを相互にリンクさせることができます。例えば、
回路図から部品を選択して、ライブラリーの中でその部品を編集することができ
ます。

スケマティックのライブラリーとは??
スケマティックのライブラリーとは
スケマティックには多くのライブラリーが付属しており、部品は通常の記述の他
にも ANSI-IEEE や DeMorgan 相当の記述も含まれています。
スケマティックのライブラリーは、回路に配置するための、部品の詳細情報が含
まれています。部品には、複数のパートで表されるものがあります。(例： 74LS00
のようなゲートアレイ等)
ライブラリー･エディタでは、部品データの管理、新しい部品の作成、ライブラリ
ー間の部品の移動/コピーを行うことができます。ライブラリー･エディタの章では、
このライブラリー･エディタの特徴と使い方の概略が説明されています。
♦ Protel ライブラリー開発センターでは、常に新しいライブラリーを提供してい
ます。インターネット web サイト http://www.protel.com/で最新のライブラリーを
ダウンロードすることができます。

部品とパートとは??
部品とパートとは
部品の例としては、プリント基板に配置する抵抗やコンデンサ、コネクターなど
が良い例です。また、電子部品の中には複数のパートを持つものがあります。
74LS00 のゲートアレイは 4 つのゲートから構成されており、ドュアルオペアンプ
は、2 つのオペアンプで構成されています。
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スケマティックライブラリーファイルについて
Protel 99 のスケマティックライブラリーはデザインデーターベースファイル(*.Ddb)
に保存されています。ほとんどのライブラリーは、部品メーカーの仕様になって
おり、メーカー別に各 Ddb ファイルにまとめられています。また、PLD 設計や、
シミュレーションに使用する特別な目的のライブラリーも収録されています。
Protel 99 のスケマティックライブラリーは¥Program Files¥Client99¥Library¥Sch フォ
ルダ内に保存されています。
♦ Protel 99 では、旧バージョンのライブラリーファイル(.LIB)の部品を使
用することができます。これらの旧バージョンのライブラリーは、Protel 99
のスケマティック･エディタに登録することができます。

部品にアクセスするには
♦ パネルには、現在登録されている部品の
一覧が表示されます。Add/Remove ボタンを
クリックすると、ライブラリーの追加と削除
を行う事ができます。
ライブラリー内の部品にアクセスするには、ス
ケマティック･エディタにライブラリーが登録さ
れている必要があります。スケマティック･エデ
ィタのパネルの上部に、追加されたライブラリ
ーがリストされています。
ライブラリーの登録は、メニューから Design »
を選択、またはブラウザパネ
ルの Add/Remove ボタンを使用します。このコ
マンドを実行すると Change Library List ダイアロ
グボックスが現れ、Current File List に新しいラ
イブラリの追加を行います。お使いのコンピュ
ータのメモリーの許容する範囲で、何個でもラ
イブラリーを追加することができます。
Add/Remove Library

ライブラリーが登録された時点で、回路図上に
部品を配置することができます。
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ライブラリーの追加と削除
ブラウザパネルの Add / Remove ボタンをクリックすると、Change Library File List
ダイアログボックスが表示されます。追加するライブラリーファイルを選択し、
Selected Files に追加します。

必要なライブラリーファイルをダブルクリックすると、Selected Files に追加されます。

ダイアログの上部のファイルの場所(I)を使用して、ライブラリー･データベース
(*.Ddb)のが保存されているフォルダへ移動します。Protel 99 のライブラリー･デー
タベースは¥Program Files¥Client99¥Library¥Sch フォルダ内に保存されています。
♦ ライブラリーは Protel 99 のデザイン･データーベース(*.Ddb)に保存されてい
ます。これらのデザインデーターベース(*.Ddb)には、スケマティック･ライブ
ラリーと PCB ライブラリーを混在させることができます。
♦ デザイン･データーベース(*.Ddb)に保存されているライブラリー内の部品に
アクセスするには、Change Libraries File List ダイアログボックスで、Selected
Files リストに登録します。
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部品の検索
必要なライブラリーを追加する操作は簡単に行うことができます。しかし、必要
な部品がどのライブラリーに入っているかがわからない場合には、どうしたら良
いのでしょうか? スケマティック･エディタには、高度なライブラリー検索機能が
含まれています。
部品の検索を行うには、ブラウザパネルの Find ボタン、またはメニューから Tools
» Find Component を選択します。Find Schematic Component ダイアログボックスが表
示されます。

部品の検索のヒント
• Library Reference(部品名)または Description(詳細)で検索を行います。
• 図の様に部品名の前に * (ワイルドカード)を使用することができます。ワイル
ドカードは部品名の後にも付けることができます。
• Description(詳細)で検索を行う場合、複数の文字をキーワードとして検索を行
う事ができます。例えば、barrel と shifter の両方をキーワードとして検索する
には、*barrel* *shifter*と入力します。
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• 検索した結果、部品が見つからなかった場合には Path の項目を確認してくだ
さい。Path が違っていた場合には、正しく設定し直して下さい。
• Add to Library List ボタンで検索されたライブラリーをスケマティック･エディ
タに登録できます。

部品の配置
スケマティック･エディタにライブラリーを登録したら、部品の配置を行うことが
できます。部品を配置するにはブラウザパネルから、部品名を選択し、Place ボタ
ンを押します。

現在使用可能なライブラリーが表示されていま
す。
ライブラリーの登録と削除を行います。
Filter を使用する事で、一覧に表示する部品を限定
する事ができます。
選択されているライブラリーに格納されている部
品が一覧表示されます。

Place ボタンをクリックすると、選択されている
部品が配置されます。

メニューから Place » Part を選択、またはワイヤリングツールバーから Part ボタン
をクリックする操作でも部品を配置することができます。この場合、Component
Library Reference ダイアログボックスが表示されます。リストに登録されているラ
イブラリーに含まれている部品名を入力します。
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♦ 部品の属性は回路図上に実際に配置する前に変更することができます。
部品をカーソルでドラッグしているときに TAB キーを押します。Part ダイ
アログボックスが表示され、部品番号(Designator)、部品名.値(PartType)、
PCB パッケージ情報(FootPrint)を設定できます。同じ部品を配置し続ける場
合、例えば最初に部品番号を U1 とした場合は次から配置する番号が自動的
に U2.U3.U4...と記入されます。
♦ カーソルで部品を移動中は、スペースキーで 90 度単位で回転させたり
X,Y キーでそれぞれの軸に対して反転させることができます。
♦ 複数のゲートで構成されるゲートアレイ等を配置する場合は部品番号の
最後に U1A 等のアルファベットが自動的に付加されます。

部品の属性
スケマティック･エディタで使用するすべてのオブジェクトには、付帯する属性が
あります。同じ様に部品にも属性があり、部品の属性は、ライブラリー･エディタ
で部品の編集を行うときにだけ設定できるものや、回路図に配置してから設定す
ることができるもの、又は回路図/ライブラリーのどちらでも規定することができ
るものがあります。
部品の属性を変更するには、配置された部品をダブルクリック、またはメニュー
から Edit » Change を選択します。それぞれの属性は、グローバルエディットの機能
を使用して一括して変更を行うことができます。グローバルエディットに関して
の詳細はグローバルエディットの章を参照してください。
部品のテキストフィールドについて
部品には、2 種類のテキスト入力フィールドがあります。8 つの読取専用のライブ
ラリーテキストフィールドは、ライブラリー･エディタで記入されたテキストが表
示されており、16 個の Part Field には、配置後にテキストを記入する事ができます。
Library Reference
ライブラリーに登録されている部品名です。最大 255 文字までを扱うことができま
す。
Footprint
プリント基板設計の際の部品パターンを規定する項目です。PCB にネットリスト
が読み込まれると、Footprint から使用する部品形状が決められます。プリント基板
設計ツールにネットリストを正しく読み込ませるためには、PCB ライブラリの中
に存在する PCB 部品の名前がこのフィールドに入ってなければなりません。また、
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PCB エディタでネットリストをロードするときには、PCB ライブラリーが登録さ
れている必要があります。
ライブラリー･エディタで部品作成時に 4 つの FootPrint を予め設定しておくことが
できます。また、回路図配置後にも入力できます。
Designator
Designator には部品番号を記入します。特別な番
号が規定されていないときは、U?、または R?と
して配置されます。
部品を配置する際に部品番号を設定するには、配
置中に TAB キーを押します。同じ部品を連続し
て配置する場合、最初に番号を設定すればその後
は R1、R2 の様に自動的に次の数字が加えられます。

♦ ライブラリー･エディ
タで部品作成を行う際
に、デフォルトの部品番
号を指定することができ
ます。

複数のパートを持つゲートアレイの様な部品の場合、U1A、U1B、U1C、U1D のよ
うに部品番号の後にアルファベットが順番に割り付けられます。
メニューから Tools » Annotate を選択すると部品番号の自動割付ができます。
Part Type
PartType には 74HC32 等の部品名や 220nF 等の部品値を記入します。最大 255 文字
まで入力することができます。
Sheet Path
部品をシートシンボルとして扱う場合に使用します。部品のピンはサブシートの
ポートに接続されます。パーツをシートシンボルとして扱うには、Sheet Path にサ
ブシートのファイル名を記入します。ERC、ネットリスト作成の際にはダイアログ
ボックス上で Descend Into Sheet Parts を ON にします。この設定でネットリストを
出力した場合には、部品はシートシンボルとして扱われるため、部品情報は出力
されません。詳細はマルチシートデザインとプロジェクト管理の章を参照してく
ださい。
Part
このフィールドは、複数のパートで構成されているゲートアレイなどの部品の際
に、幾つ目のパートであるかを、数字で記入します。1 の場合には部品番号に A、
2 の場合には部品番号に B が付加されます。
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Hidden Pins
部品のピンは、ライブラリー･エディタで"Hidden"か"Visible"のどちらかに設定され
ています。通常、電源やグランドのピンがヒドゥンピン(見えないピン)として設定
されています。
ヒドゥンピン(見えないピン)は、同じ名前のネットに自動的に接続されます。ヒド
ゥンピンが、回路図上で表示されている場合には、ワイヤを使用して接続する必
要があります。ゲートアレイの様な複数のパートから構成されている部品のヒド
ゥンピンが表示されている場合には、すべてのパート(例: U2:A, U2:B, U2:C, U2:D)
のヒドゥンピンを表示する必要があります。
Hidden Fields
PartField の 1 から 16 のフィールドは、通常、シート上には表示されません。この
オプションが ON の場合には、この様な隠れているフィールドが表示されます。表
示されたフィールドを個々にダブルクリックして表示と非表示の切替えを行うこ
とができます。
Field Names
Part Field の 1 から 16 のフィールド名は、通常、シートには表示されません。この
オプションが ON の場合には、フィールド名が表示されます。表示されたフィール
ドを個々にダブルクリックして表示と非表示の切替えを行うことができます。フ
ィールド名は、ライブラリー･エディタで記入することができます。
Read Only Library Fields
ライブラリーで部品作成時に記入できる 8 つのテキストフィールドで、回路図に配
置された状態からは読み取り専用としてダイアログボックスに表示され、変更は
できません。記入内容は部品表に出力されます。
Part Fields
8 つのライブラリテキストフィールドに加えて、シートレベルで設定できるパート
フィールドが 16 個あります。これらのフィールドは、表示/非表示、フォント、サ
イズ、カラーをシート内で設定することができます。255 文字まで記入でき、CSV
形式とスプレッド形式の部品表に出力されます。
パートフィールド名はライブラリー･エディタで定義することができます。最大
255 文字まで使用できますが、パーツのダイアログボックスの表示範囲(12 ポイン
トのヘルベチカで、14 文字相当)をこえるものは、テキストの一部分しか表示され
ません。フィールド名は部品表のヘッダーとして使用することはできません。
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Orientation
部品の回転角度を指定します。ライブラリーで部品作成時の角度が 0 度になります。
Mode
スケマティックでは、Normal、De-Morgan、IEEE の 3 つのモードをサポートして
います。このオプションで 3 つのモードの内、どのモードで表示するかを指定でき
ます。それぞれのモードはライブラリー･エディタで作成し、Normal のモードは必
ず作成なければなりません。モードを De-Morgan や IEEE に変更しても、シート上
の部品表示が変わらない場合には、そのモードでは部品は作成されていないこと
を示しています。
Colors
部品の外線、塗りつぶし、ピンの色は設定が可能です。部品に使用する色は基本
的にライブラリー･エディタで設定されますが、シートに配置された後でもカラー
設定を変更することができます。ライブラリーで作成したカラーと異なったカラ
ー を 使 用 す る 場 合 は 、 部 品 を ダ ブ ル ク リ ッ ク し 、 Part ダ イ ロ グ ボ ッ ク ス の
Graphical Attrs タブの Local Colors を ON にして下さい。
部品のボディーが塗りつぶされていない部品では、フィルの色は無視されます。
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スケマティックライブラリー･エディタ

ライブラリー･エディタは、Protel 99 で回路設計に使用する 2 番目のドキュメント
エディタです。ライブラリー･エディタは、回路図で使用する部品を作成、編集す
る場所です。
Protel 99 では、スケマティックライブラリーはライブラリーデザインデーターベー
スに保存されています。これらのライブラリーの多くは、主要な部品メーカーの
データーブックに準拠しています。また、PLD 設計やシミュレーション用の部品
ライブラリーも用意されています。
♦ Protel ライブラリー開発センターでは、新しいライブラリーが常に開発され
て い ま す 。 新 し い ラ イ ブ ラ リ ー は イ ン タ ー ネ ッ ト web サ イ ト
http://www.protel.com で入手することができます。
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ライブラリー･エディタでの作業
Protel 99 では、部品ライブラリーはライブラリーデザインデーターベース(*.Ddb)内
に保存されています。このハンドブックでは、ライブラリーデザインデーターベ
ースとして説明していますが、これらは回路図等が保存されるデザインデーター
ベースファイル(*.Ddb)と全く同じです。
Protel 99 のライブラリーデーターベースは、¥Design Explorer 99¥Library¥Sch フォル
ダに保存されています。
既存のライブラリーを開くには

ライブラリーファイルは、他のドキュメントと同じ方法でライブラリー･エディタ
で開きます。まず、 File » Open を選択し、ライブラリーデザインデーターベース
(*.Ddb)を開きます。そしてデータベース内のライブラリーファイルを開きます。
ライブラリーが開かれると、デザインウィンドウにタブが表示されます。
ライブラリーの新規作成

ライブラリーを新規作成する前に、ライブラリーを保存したいデザインデーター
ベースファイル(*.Ddb)を開きます。そして、データベース内でライブラリを作成
するフォルダを開きます。
ライブラリーを新規に作成するフォルダでマウスの右ボタンをクリックし、プル
ダウンメニューから New を選択します。ダイアログボックスが表示されたら、
Schlib アイコンをダブルクリックします。

ライブラリーを作成するフォルダで、マウス
右ボタンをクリックし、New を選択しま
す。作成したアイコンをダブルクリックする
と、ライブラリーが開かれます。

ライブラリーファイルのアイコンが作成されます。ライブラリーファイルの名前
を変更するには、アイコンをマウスで一回クリックし、キーボードの F2 キーを押
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します。ファイル名を変更できる状態になりますので、ここで入力します。ファ
イル名を入力したら、キーボードの ENTER キーを押します。アイコンをダブルク
リックするとライブラリーファイルが開かれます。
部品とパート
ライブラリーは複数の部品の集
合体です。部品はピン、ライン、
塗りつぶしの四角形などから作
成されるため、コンポーネント
と呼ばれます。また、部品には
複数のパートで構成されている
ものもあります。例えば抵抗器
は 1 つのパートで構成されてい
ますが、抵抗アレーやゲートア
レーは複数の抵抗やゲートから
構成されます。
部品をどの様にパートに分割す
るかは、自由に設定できますリ
レーのコイルとコンタクトを分
けることも、リレー全体をひと
つのパーツとして作画すること
も可能です。4 ピンのコネクタ
も全体を 1 つのパートとして扱
うことも、4 つのパートに分け
ることも可能です。部品にパー
トを追加するにはメニューから
Tools » New Part を選択します。
1 つの部品を構成する各々のパ
ートは別々のシートに作画しま
す。 部 品 は、 分 割 表示 の 他 に
Normal、De-Morgan、IEEE の 3
つの表示モードがあり、各表示
モードはそれぞれ別のシートで
使用します。初期設定ではノー
マル表示に設定されていますの
で、部品を回路図に配置すると
きにその他のモードを選択して
下さい。
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現在のライブラリーファ
イルに含まれている部品
一覧が表示されます。
Place ボタンで選択した
部品が回路図に配置され
ます。
部品の検索を行います。
現在の部品の含まれてい
るパートの数が表示され
ます。
部品グループの一覧が表
示されます。
部品グループに名前を追
加、削除を行います。
部品の詳細を設定
ライブラリーでの変更を
回路図に反映します。

部品のピンの一覧が表示
されます。
ヒドゥンピンを表示

表示モードを切り替えま
す。
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部品の作成と編集

部品の作成、編集に関するコマンドは、Tools メニューからアクセスします。新し
い部品を新規に作成するには...
1. メニューから Tools » New Component を選択します。
2. COMPOONENT_1 という名前の空のシートが現れます。シートの原点はシー
トの中央、すなわち十字線の交点になります。
3. キーボードの PageUp キーを押してグリッドが見えるまでシートを拡大してく
ださい。原点から外れてしまった場合には、メニューから Edit » Jump » Origin
を選択して原点にジャンプしてください。
4. では、最初に部品のボディーを作成します。部品が四角形の場合には、
ツールバーから四角形のボタンを選択、または Place メニューから
Rectangle を選択します。
5. シートの原点でマウスをクリックし、部品のボディーの左上から作成します。
6. マウスを移動し、部品のボディーの四角形の大きさを決めます。ボディーの
サイズは、ピンがすべて入る大きさにします。1 つのグリッドに 1 つのピンが
配置されるので、グリッドに沿ってボディーを作成します。
♦ 画面の表示が中心からずれている場合には、部品が表示される様に画面
を移動します。ショートカット J-O でカーソルが原点にジャンプします。
7. 部品のボディーの右端でマウスをクリックします。
♦ 部品のボディーの大きさは、自由に変更することができます。オブジェ
クトをマウスでクリックすると、フォーカスされるので、ハンドルをマウ
スでドラッグします。オブジェクトの外側をマウスでクリックするとフォ
ーカスが解除されます。
8. 部品のボディーを作成後に、ピンを配置します。ツールバーからピン
のボタンをクリックするとクロスのカーソルが表示されます。配置中
は、ピンの接続点ではない方をマウスでつかんでいます。キーボード
のスペースキーを押すと、90 単位で回転します。
♦ ピンは一方の端だけが電気的な特性を持っています、これを「ホットエ
ンド」といいます。ピンを配置する場合、ピンネームは常にホットエンド
の反対側に表示されます。
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9. ピンを配置する前に TAB キーを押すと、
ピンの属性を変更できます。それぞれの
属性は次に説明します。配置を行う前に
ピンの属性を設定する利点として、ピン
を連続して配置する際に、最初に設定し
た属性が次のピンにも使用され、ピン番
号は自動的に割り付けられます。

♦ ピンの位置を修正するに
は、ピンをマウスでつかんで
移動します。スペースキーを
押すと、90 単位で回転しま
す。

10. ピンの配置が終了したら、部品の作成を終了します。
部品のピンについて

部品はピンによって電気的特性が与えられます。ピンには多くの属性が付帯して
おり、Pin ダイアログボックスで属性の設定を行うことができます。ピンを配置す
る前に属性を設定するには、ピンを移動中に TAB キーを押します。配置した後で
設定する場合は、ピンをダブルクリックします。
Pin Name

ピンの名前はヒドゥンピンの場合を除いて、自由に記入することができます。ヒ
ドゥンピンの場合には、ピンの名前がネット名となり、ピンネームと同じ名前の
ヒドゥンピン、またはネットと自動的に接続されます。
Pin Number

ピンの番号です。ピン番号は他のピンの重複しない様にする必要があります。
Dot symbol

ピンに信号の反転を示す丸いシンボルを付けます。
Clk Symbol

ピンにクロックを示す小さな矢印を付けます。
Electrical Type

エレクトリカルタイプは、エレクトリカルルールチェックの際に使用されます。
ネットリストの作成には使用されません。エレクトリカルルールチェックを行う
場合は Electrical Type を正しく設定して下さい。
Hidden

Hidden のチェックボックスを ON にすると、そのピンは、ヒドゥンピンに設定さ
れ、図面上で表示されなくなります。ヒドゥンピンは、同じ名前のヒドゥンピン、
または同じ名前のネットに自動的に接続されます。通常、電源ピンをヒドゥンピ
ンに設定します。ヒドゥンピンをライブラリーシート上で確認したい場合には、
パネルの Hidden Pin のチェックボックスをチェック、またはメニューから View »
Show Hidden Pins を選択します。
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Show Name

ピンの名前をシートに表示します。
Show Number

ピンの番号をシートに表示します。
Pin Length

ピンの長さを設定します。単位は 1/100 インチです。
部品の詳細記入

各々の部品には部品を形成する視覚的な情報の他に、多くの文字情報を設定する
ことができます。メニューから Tools » Description を選択すると、Component Text
Fields ダイアログボックスが表示され、ここで部品に対する詳細情報を記入するこ
とができます。
Default Designator

回路図に配置する前の初期部品番号を設定します。R?,U?,C?等で設定します。
Footprint

部品の PCB パターンを規定するため 4 つの FootPrint フィールドが用意されていま
す。前もってライブラリー･エディタで規定されていない場合は、部品をシートに
配置したときに入力します。この 4 つのフィールドで、DIP や SMD などの異なっ
たパターンを指定することができます。
Sheet Part Filename

回路図上の部品にシートシンボルとしての役目を持たせることができます。部品
がシートシンボルのモードになっているときは、部品のピンは、下位レベルのサ
ブシートのポートに接続されます。部品にシートシンボルの役目を持たせるには、
Sheet Part Filename のフィールドでファイル名を記入し、ERC,ネットリスト作成の
際にダイアログボックス上で Descend Into Sheet Parts にチェックを入れます。Sheet
Part Filename のフィールドは、回路図に配置した後でも変更することができます。
詳しい説明は、マルチシート設計とプロジェクト管理についての項目を参照して
ください。
Library Text Fields

個々の部品には 8 つのテキストフィールドがあり、これらのフィールドは、255 文
字まで収容することができます。このフィールドに記載した内容は、回路図に配
置後に読み取り専用として Edit Part ダイアログボックスの Read Only Fields に表示
されます。このフィールドは部品表に出力することができます。

141

スケマティック･キャプチャー

Part Text Fields

Component Text Field のダイアログボックスで、16 個のパートフィールドの名前を
規定することができます。255 文字まで使用することができますが、スケマティッ
クシート上へ配置したときに、Edit Part のダイアログボックスの表示エリアを越え
るとテキストストリングの一部分しか表示されません。表示エリアは、ダイアロ
グボックスのフォント（12 ポイントのヘルベチカ）で 14 文字分です。
Description

部品に対する注釈を記入します。255 文字まで入力可能で、部品検索の際に部品名
と一緒に使用できます。
部品のグループとは ?

パッケージを共有する部品が数多くあり、部品形状もピン番号も同じですが、ラ
イブラリーではそれぞれ独立した部品名を設定することができます。これらはメ
ーカーは異なるが同じデバイスの場合や、120ns と 80ns の RAM のように同じパッ
ケージでも仕様が異なっている場合が考えられます。これらの各々を個別の部品
で管理するよりも、まとめてアクセスできる方が便利です。
スケマティックライブラリー･エディタでは、1 つの部品情報で複数の名前を設定
して、まとめてライブラリーに収容する「部品グループ」というコンセプトを用
いています。例えば、TTL のライブラリーには 1800 個の異なる名前の部品が含ま
れていますが、実際の部品情報の数は、600 個になります。
部品のコピー
Tools » Copy Component のコマンドでライブラリー内、または異なるライブラリー間
で部品をコピーすることができます。コピー元のライブラリーを表示し、コマン
ドを実行すると、Destination Library のダイアログボックスが表示され、ここでコ
ピー先のライブラリを選択します。OK をクリックするとコピーが実行されます。
ライブラリー･エディタでライブラリーファイルが 1 つしか開かれていない場合は、
ダイアログボックスは表示されません。

ライブラリー内で部品のコピーを行うと、パネルの部品リストには、同じ部品名
が 2 つ表示されます。そのうちの 1 つを画面に表示し、メニューから Tool » Rename
Component を選択して部品名を変更して下さい。
回路図への更新

ライブラリー･エディタで部品を編集した後、回路図上にすでに配置されている部
品に変更内容を更新することができます。
1. ライブラリー･エディタで、パネルの Update Schematics ボタンをクリック、ま
たはメニューから Tools » Update Schematics を選択します。ライブラリーの部
品情報が回路図に読み込まれます。
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2. スケマティック･エディタでは、メニューから Design » Update Parts in Cache を
選択すると、開いているシート上の全ての部品情報が、ライブラリーファイ
ルの部品情報と比較され、異なっているものはライブラリーから更新されま
す。
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ライブラリー･エディタのレポート
ライブラリー･エディタでは、3 種類のレポートを作成することができます。
部品レポート

このレポートには表示されている部品に関する全ての情報が出力されます。具体
的には、構成するパートの数、グループに追加されている部品名、ピンに関する
詳細情報です。このレポートファイルには CMP という拡張子が付きます。
ライブラリーレポート

このレポートには、ライブラリ内のすべての部品とその詳細が出力されます。こ
のレポートファイルの拡張子は REP です。
コンポーネントルールチェックレポート

これは作成した部品の検証を行うためのレポートです。検証する項目を設定し、
OK をクリックすると、テキストエディタにレポートが出力されます。このレポー
トファイルの拡張子は ERR です。
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マルチシート設計とプロジェクト管理
スケマティック･エディタでは、単一シート、または複数のシートによる回路設計
をサポートしており、複数のシートをまとめてプロジェクトとして管理すること
ができます。
設計作業を行うシートの枚数に制限ははありません。一度に開くことのできるシ
ートの枚数は、お使いのコンピューターに搭載されているメモリーに容量に依存
します。

概要
スケマティック･エディタでは、複数の回路図から構成されるプロジェクトを扱う
際に、普通の図面と同じく、デザインエクスプローラーのナビゲーションパネル
でアイコンをクリックして開くことができます。
回路設計は、シングルシート、又は互いにリンクされた複数のシートで構成され
ます。
マルチシートプロジェクトは、1 枚
の回路図ではカバーできない大きな
ものや、複雑なデザインをサポート
します。デザインが特に複雑でない
プロジェクトには複
場合でも、複数のシートをプロジェ
数のシートが含ま
クトとして管理するメリットがあり
れます。
ます。例えば、デザインには様々な
モジュラーエレメントがあり、これ
らのモジュールを同時に個々のファ
イルとして、モジュールごとに別の
エンジニアが設計することができます。またレーザープリンタなどの小さな出力
機器にシート毎にプリントアウトすることができ、大変便利です。
2 つ以上の回路図が何らかの形でリンクしている場合、これを｢マルチシートプロ
ジェクト｣と呼びます。マルチシートプロジェクトを構成する方法はいろいろあり
ますが、個々のデザインの種類、サイズ、構造などによって使い分けられます。
スケマティック･エディタでは、プロジェクトの管理を簡単にするため、様々な機
能が用意されています。
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プロジェクトの管理
プロジェクト管理とは、簡単にいえば、プロジェクトを構成する各シート間のリ
ンク情報を、明確に維持管理することです。シート間のリンク情報は、ネットリ
ストレベルで接続性を確保します。例えば、これらのリンクによって、プロジェ
クト内の各シートをナビゲート/アクセスすることができ、更にマルチシートでの
ネットリスト作成やエレクトリカルルールチェック(ERC)を行うことができます。
各シートがリンクすることにより、コマンド 1 つでプロジェクト全体を開く、また
は保存することができます。また、グローバルチェンジ機能でシート間で一括し
て変更を行うことができます。
♦ スケマティック･エディタでは、複数の回路図で構成されるプロジェクト
で、部品番号の割り付けや、ネットリスト作成等を行う場合、プロジェクト全
体(マスターシートと関連するすべてのシート)が自動的に開かれます。

プロジェクトの構造
スケマティック･エディタの主な機能として、
複雑な階層構造のプロジェクト管理やナビゲ マスター
ーションを視覚的に行うことができます。複 シート
数のシートから構成されるプロジェクトには、
マスターシートという特別なシートがあり、
これが階層設計の元になるシートです。階層 サブシート
とはプロジェクトを構成するマスターシート
とその他のサブシートとの関係を示すもので
す。
階層設計の特別な例として複合シートがあります。サブシートの一種である複合
シートは、既に作成されているサブシートの複製として使うことができます。こ
の階層構造にはいろいろなフォームがあり、各シートを結合する方法によって規
定されています。
♦ 階層プロジェクトによって、設計者は個々のブロック別に設計作業を進める
ことができます。プロジェクトを作成する方法として、上位ブロックから設計す
るトップダウン、又は下位ブロックから設計するボトムアップ作成方法がありま
す。
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マスターシートとサブシート
複数のシートでプロジェクトを作成するには、マスターシート上にシートシンボ
ルが必要です。マスターシートには最低 1 つ以上のシートシンボルを配置します。
シートシンボルとは、階層内の別のシート(サブシート)を図形で示すオブジェクト
です。
シートシンボルの設定項目には表示色、サイズ、位置などの属性の他に、Name と
Filename という 2 つの設定項目があります。Name は参照用の名前で、Filename は
シートシンボルで示されたサブシートのファイル名を記入し、マスターシートと
サブシートのリンクの役目を果たします。
マスターシートに置かれたシートシンボルによってプロジェクトを構成する各シ
ートの構成が表され、電気的な接続を表すためにはネット識別子を使用します。
ネット識別子はシート間を接続する役目を果たします。
1

2

4

3

このシートシンボルは、
Filter.sch のサブシート
を示しています。

D

C

C

Lowpass Filter
J1

J2
Filter In

1
2

1

1

Filter Out

2

B

B

Filter.sch

2

3

4

A

D

D

A

D

My Design.sch
1

2

3

4

マスターシート
R1

C

C

Filter In

Filter Out

10k
C1
220n
B

B

サブーシート
A

A

Filter.sch
1

2

3

4

サブシートをプロジェクトに追加する
シートをプロジェクトに追加するには、マスターシート上にシートシンボルを配
置します。配置したシートシンボルをダブルクリックし、ダイアログボックスの
Filename フィールドに、サブシートのファイル名(例:sub_sheet1.sch)を記入します。
プロジェクトマネージャの内容が更新され、サブシートがプロジェクトに追加さ
れた様子がわかります。
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マルチシート設計での接続方法について
スケマティック･エディタでのプロジェクトの作成は、いくつかの方法があります。
シート間のネットの接続にはネット識別子を使用します。
ネットリストを作成する際に、ダイアログボックスの Net identifier scope の設定フ
ィールドで、ネット識別子をどの様に適用するかを指定します。ネット識別子を
使用したシート間の接続方法には、基本的に 2 つの種類があります。サブシートか
ら他のサブシートに水平にダイレクトに接続する方法、または、サブシートと親
シートとの縦の接続方法があります。水平の接続では、サブシート間のネットラ
ベルとネットラベル、またはポートとポートが接続されます。縦の接続ではマス
ターシートのシートエントリーからサブシートのポートへ接続されます。
マルチシートデザインの階層管理のコンセプトは一件複雑に見えますが、基本さ
え理解すれば、複雑なプロジェクトを容易に管理することができます。
ネット識別子
ネット識別子とは、シート間の接続を行うオブジェクトのことです。
ネット識別子は、1 枚のシート、あるいはプロジェクトを構成する複数のシート間
で、同一のネットに属するオブ
パワーポート
シートエントリー
ジェクトを接続するために使用
ネットラベル
します。接続の方法として、物
理的接続(オブジェクトがワイ
ヤにより直接他のオブジェクト
に接続)と論理的接続(ネット識
ポート
別子が同じ名前を持つ他のネッ
トにリンク)の 2 つの方法があり スケマティックには 5 つのネット識別子があり、図はその内の 4
つを示しています。5 つめは部品に使用するヒドゥンピンです。
ます。
ネット識別子には以下のオブジェクトがあります。
ネットラベル

ネットラベルは、ネット名を識別するために使用します。同じ名前のネットラベ
ルが配置された個所は、シート内、またはシート間で自動的に接続されます。ネ
ットラベルはワイヤ、バス、部品のピンに配置します。
ポート

プロジェクト内のシート間の接続に使用します。ポートは他のサブシートの同じ
名前のポート、または親シート上のシートエントリーに接続されます。

148

マルチシート設計とプロジェクト管理

シートエントリー

シートシンボル内に配置し、下位のサブシート上の同じ名前のポートへ接続され
ます。
パワーポート

電源やグランド示すオブジェクトです。プロジェクト内で同じ名前のパワーポー
トはすべて接続されます。
ヒドゥンピン

ヒドゥンピンは、部品の電源･グランドピンに使用する特別な隠れたピンで、パワ
ーポートと同様に、プロジェクト内で同じ名前のネットに接続されます。
♦ バスを使用した接続には、ネットラベルとポートが必要です。詳細は オ
ブジェクトの章を参照してください。
ネット識別子の適用範囲
複数のシートで構成されるプロジェクトでネットリストを出力した場合、接続情
報はネット識別子の適用範囲に依存します。ネット識別子の適用範囲を、ローカ
ル(シート内のみ)、グローバル(シート間で共通)、Sheet Symbol / Port Connections(シ
ートエントリーとポートを接続)から指定します。
例えば、Clock1 という名前のネットラベルの適用範囲が「ローカル」であれば、
他のシート上の Clock1 という名前のネットラベルには接続されません。
また、ネットラベルは｢グローバル｣なネット識別子として使用することもできま
す。例えば、個々のシート上の｢Clock1｣というネットラベルを同じネットとして取
り扱うことができます。パワーポートとヒドゥンピンは、常時グローバルなネッ
ト識別子ですので、常にシート間での接続が行われます。
ネット識別子の適用範囲は、ネットリストの作成(Design » Create Netlist)、又はエレ
クトリカルルールチェック(Tools » ERC)を行う際に設定します。
プロジェクト内のネット識別子の適用範囲は、プロジェクト作成の最初に決定し
なければなりません。どの方法を選択するかで、プロジェクトの構成が形成され
ます。これらの設定について、次の項で説明します。

149

スケマティック･キャプチャー

プロジェクトの構成方法
スケマティック･エディタでのプロジェクトとネット識別子との関係を、プロジェ
クト構成の 5 つのモデルを例にとって説明します。
スケマティック･エディタでは、プロジェクトはすべて階層構造になっています。
階層が 2 階層のみの場合、1 つのマスターシート上にすべてのサブシートを示すシ
ートシンボルを配置します。モデル 1 とモデル 2 では OrCAD(モデル 1)や Protel
DOS スケマティック(モデル 2)でサポートされているフラットなプロジェクトです。
♦ マルチシートプロジェクトを作成する際には必ずマスターシートを作成
し、マスターシート上にサブシートを示すシートシンボルを配置します。これ
でプロジェクトに関わるすべてのシートを定義しています。
モデル 1 - ポートを使用してシート間を接続する

Sheet_1
Sheet_1.Sch

Sheet_2
Sheet_2.Sch

Master.sch

このモデルの
場合、ネット
ラベルでのシ
ート間の接続
は行われませ
ん。

C1
C2
RESET

C1
C2
RESET

シート間は、
同名のポート
同士で直接接
続されます。
sheet_1.sch

sheet_2.sch

この階層モデルは、"フラット設計を表し、ポートのみを使用して複数のシート間のリ
ンクを行い、水平方向にリンクしたプロジェクトを作成します。マスターシート上の
シートシンボルはプロジェクト全体のシート構成を示し、接続情報はすべてサブシー
トに示されています。
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モデル 1 は、フラットデザインと呼ばれ、サブシートはすべて同じ階層レベルで作
成されています。マスターシートにはプロジェクトを構成するすべてのシートを
示すシートシンボルが配置されていますが、各シート間の接続についてはマスタ
ーシート上には記載しません。
このモデルでは、ポートを使用してシート間が接続されており、ポートは他のシ
ート上の同じ名前のポートに接続されます。しかし、個々のシート上のネットラ
ベルは、そのシート内にだけに適用され、他のシートには接続されません。
このモデルは、1 枚の大きな設計図を個々のページに切り分けたような構造です。
このモデルは限定されたサイズのデザインには適しますが、各ポートに正確な名
前を付けなければならないので、大きな設計の管理には適していません。
Net Identifier Scope の設定

ネットリスト作成や ERC を行う際には、Net Identifier Scope の設定を Only Ports
Global に設定します。
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モデル 2 - ネットラベルとポートを使用してシート間を接続する

Sheet_1
Sheet_1.Sch

Sheet_2
Sheet_2.Sch

Master.sch

C1

C1

C2

C2

RESET

RESET

このモデルの場合、シ
ート間は、同名のネッ
トラベルとポート同士
で接続されます。
sheet_1.sch

sheet_2.sch

このモデルもモデル 1 と同様に、フラットな構造になります。マスターシート(親シー
ト)上にはサブシート(子供のシート)を示すシートシンボルが配置され、プロジェクト
全体の構成を示し、接続情報はすべてサブシートに示されています。モデル 1 との違
いは、シート間の接続に、ポートとネットラベルを使用している点です。

このモデルもモデル 1 の様にフラットデザインと呼ばれています。トップ図面には
下位のシートを示すシートシンボルが配置され、プロジェクト全体の構成を示し、
接続情報はすべてサブシートに示されています。このモデルでは、シート間の接
続に、ポートとネットラベルが使用できます。
Net Identifier Scope の設定

ネットリスト作成や ERC を行う際には、Net Identifier Scope の設定を Net Labels
and Ports Global に設定します。
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モデル 3 - 階層構造のプロジェクト

Sheet_1
Sheet_1.Sch
RESET

Sheet_2
Sheet_2.Sch
RESET

Master.sch

ネットラベルでは、シー
ト間は接続されません。
C1

C1

C2

C2

RESET

RESET

ポートは、上階層のシートエ
ントリーと接続されます。

sheet_1.sch

sheet_2.sch

このモデルは、シンプルな階層を表現しており、それぞれのシート間の接続はマスタ
ーシートにまとめられています。マスターシート上のシートエントリーからサブシー
ト上の同じ名前のポートに接続されます。このモデルではネットラベルはローカルに
なります。

3 番目のモデルは、最もシンプルな階層構造のプロジェクトです。このモデルは、
階層がツリー構造で構成されます。このモデルでは、シートシンボルは、子のシ
ートを示し、シート間の接続は、親シートから子シートへ行われます。
シート間の接続は縦に行われ、シートシンボルに含まれているシートエントリー
と、サブシート上の同じ名前のポートが接続されます。従って、親シート上で、
シートシンボル同士をワイヤで接続します。
♦ モデル 3 は、シートの構造が段階的になっており、階層構造と呼ばれま
す。階層の数は、必要なだけ追加することができます。
Net Identifier Scope の設定

ネットリスト作成や ERC を行う際には、Net Identifier Scope の設定を Sheet Symbols
/ Port Connections に設定します。.
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モデル 4 - 複雑な階層プロジェクト
Sheet_2
Sheet_2.Sch
Sheet_1
Sheet_1.Sch

RESET

RESET
Sheet_2
Sheet_2.Sch
C1

RESET

C2
Master.sch

RESET

ports connect to
sheet entries
C1
sheet_2.sch

C2
RESET

net labels C1
and C2 are
local to each
sheet

Only one instance of sheet 2 exists
in a complex hierarchy, so both sheet
entries reference the same port, until
you flatten the design.

sheet_1.sch

この階層モデルは、複雑な階層を表し、プロジェクト内で同じサブシートが複数使用
されています。マスターシートのシートエントリーとサブシート上の同じ名前のポー
トが接続されます。このモデルの場合、ネットラベルはローカルです。

4 番目のモデルは、複雑な階層プロジェクトです。このモデルでは、1 つのシート
がプロジェクト中で何回も使用されています。
このモデルはステレオアンプの様に右と左のチャンネルが同一の回路で構成され
ている回路設計に最適です。
複雑な階層を簡略化する

複雑な階層プロジェクトでは、ネットリストを出力する際に、メニューから Tools
» Complex to Simple を選択し、プロジェクトをフラット化させます。これにより、
個々の複製されているシートに、ファイル名が付けられ、シートのコピーが作成
されます。また、このコマンドでフラット化を行った場合、部品番号が双方の図
面で同じになるため、Tools » Annotate のコマンド等を使用して部品番号の割り付け
を行う必要があります。
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Net Identifier Scope の設定

モデル 4 の場合、Complex To Simple を実行後、ネットリスト作成や ERC を行う際
には、Net Identifier Scope の設定を Sheet Symbols / Port Connections に設定します。
モデル 5 - シートパーツを使用した階層プロジェクト
1

2

3

4

D

D

F1
J1
C

J2
Filter In

1
2

1

In

2

Out

Filter Out

C

1
2

FILTER
B

A

B

ピン(In)は、サブシートのポー
ト(In)に接続されます。
1
2
1

D

2

A
4

3
My Filter.sch

3

4

D

C
In

Out

B

C
ポート(Out)は、上階
層のピン(Out)に接続
されます。
B

A

A

Filter Circuit.sch
1

2

3

4

モデル 5 では、部品をシートシンボルとして使用することができます。

このモデルは特殊なモデルで、部品にシートシンボルの役目をさせることができ
ます。プログラマブルデバイスや、内部回路を持つ部品などの場合、シートシン
ボルを用いるよりも、部品で表記した方が、より具体的に回路を表現することが
できます。
このモデルでネットリストを作成すると、特別な部品は、ネットリストには出力
されず、部品の下位シートの回路情報が出力されます。
このモデルを使用するには以下の操作を行います。
1. 部品の Part ダイアログボックスの Sheet Path フィールドで、サブシートのフ
ァイル名を記入します。
2. ネットリスト作成や ERC を行う際には、ダイアログボックスの Descend Into
Sheet Parts にチェックを入れます。
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部品のピンは、シートエントリーの役目をして、Part ダイアログボックスの Sheet
Path で指定されたシート上のポ
ートに接続されます。
ライブラリー･エディタで、部
品を作成する際に、メニューか
ら Tools » Description を選択し、
ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス の Sheet
Part Filename のフィールドで、
サブシートの名前を記入するこ
とができます。

Sheet Path フィールドに部品
とリンクするサブシートのファ
イル名を記入します。

Net Identifier Scope の設定

モデル 5 の場合、ネットリスト
作成や ERC を行う際には、Net
Identifier Scope の 設 定 を Sheet
Symbols / Port Connections に設
定 し ま す 。 更 に Descend Into
Sheet Parts にチェックを入れて
下さい。

Descend Into Sheet Parts に
チェックを入れると、サブシート
の回路を含めたネットリストが
作成されます。チェックを入れ
ない場合には、サブシートは無
視され、この部品情報がネット
リストに出力されます。

階層設計のまとめ
モデル 3、4、5 は複雑なプロジェクトの構成を示す例です。シートシンボルは各機
能ブロックを表し、シートエントリはサブシートにつなぐコネクタの役目をしま
す。
階層構造は、マスターシートを｢親｣、シートシンボルで表されたサブシートを
｢子｣と考えるとよくわかります。階層デザインの用語では、｢子｣は｢親｣から分れ
たものです。更に、｢子｣のシートは｢孫｣に分けることができ、こうしてトップか
らボトムまでの階層を構成することができます。
以上に説明したように、階層のモデルには、それぞれ独立した子のシートを含ん
だシンプルな例（モデル 3）と、同じ｢子｣シート（及び孫シート）が複数含まれて
いる複雑なモジュールの例（モデル 4）があります。
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階層プロジェクトでの作業
スケマティック･エディタには、プロジェクトの作成、作業を容易に行うための機
能が数多く用意されています。それらには、階層プロジェクトツリー表示、サブ
シートやシートシンボルを作成、そして複雑な階層をシンプルにする等の機能が
含まれています。
プロジェクトの管理
階層プロジェクトを扱うためには、プロジェクトを構成する多くの複雑なシート
関係をナビゲートする手段が必要です。このために、スケマティック･エディタに
はプロジェクトマネージャと、Up/Down Hierarchy ボタンが用意されています。
ナビゲーションパネルを使用する

ナビゲーションパネルで、シートを表して
いるアイコンをクリックすると、そのシー
トがアクティブになります。
Up/Down Hierarchy ボタン

スケマティックのメインツールバーには、
階層プロジェクトの上位シートと下位シー
トを移動するボタンがあります。
Up/Down Hierarchy のボタンをクリッ
クすると、ステータスバーに"Choose
Port,Sheet Symbol,Sheet Part or Sheet
Entry"(ポート、シートシンボル、部品、シートエントリーのどれかを選択し
て下さい)と表示されます。シートエントリーをクリックするとサブシート
の同じ名前のポートが表示されます。シートシンボル、またはシートパーツ
をクリックすると、サブシートに画面が移動します。
ポートをクリックすると、上位シートのシートシンボルが表示されます。
シートシンボルとサブシートの作成方法
スケマティック･エディタでは、プロジェクトの構築を自動化する機能が用意され
ています。
トップ-ダウン設計
トップ ダウン設計

トップ-ダウンの方法で設計を進める場合には、マスターシートで機能ブロックと
してシートシンボルを配置していきます。メニューから Design » Create Sheet From
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を選択すると、シートシンボルに対応した新しいスケマティックシートが
作成されます。

Symbol

このメニューを選択し、マウスでシートシンボルをクリックすると、シートシン
ボルに対応した新しいスケマティックシートが作成されます。新しく作成された
サブシートには、シートエントリーに対応したポートが自動的に配置されます。
ボトムアップ設計

ボトムアッでプロジェクトの作成を行う場合は、既に作成されているサブシート
を開き、マスターシートに、必要なだけ、シートシンボルを作成します。マスタ
ーシートを表示し、メニューから Design » Create Symbol From Sheet を選択します。
Choose Document to Place ダイアログボックスからサブシートを選択します。
ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス で 、 サ ブ シ ー ト の フ ァ イ ル を 選 択 す る と 、 "Reverse
Input/Output Directions"とメッセージが出ます。その後、十字のカーソルとともにシ
ートシンボルが表示されます。シートシンボルの Filename には、サブシートのフ
ァイル名が記入され、サブシート上のポートに対応したシートエントリーが付加
されます。
"Reverse Input/Output Directions"のメッセージは、サブシートの各ポートには I/O タ
イプがあり、あるポートの I/O 属性が Output である場合、Yes(はい)のボタンを押
すと、このポートに対するシートエントリーの I/O 属性が Input となり、シートシ
ンボルの左側に配置されます。No(いいえ)と答えると、このポートに対応するシー
トエントリーの I/O 属性が Output となり、シートシンボルの右側に配置されます。

158

回路設計の検証

回路設計の検証
設計者の意図が回路入力のプロセスで正しく反映され、正確なネットリストが出
力できるかどうかを確認するために、デザインの検証を行います。スケマティッ
クにはエレクトリカルルールチェック(ERC)という機能が用意されています。この
機能では、アウトプットピンが別のアウトプットピンに接続されているなどの電
気的な不良と、未接続のネットラベルや部品番号の重複などの作図上のミスの両
方を検証します。
メニューから Tools » ERC を選択すると、Setup Electrical Rule Check ダイアログボッ
クスが表示され、エレクトリカルルールチェックの設定を行います。ERC により 2
種類の結果が報告されます。まずエラーチェックレポートが作成され回路図上の
電気的/論理的不良がリストされます。2 つめは、回路図上のエラー発生箇所にエラ
ーマーカーが配置されます。

エラーの検出を避けるには
ERC によるエラーやワーニングのメッセージを限定するには、メニューから Place
» Directive » No ERC を選択し、エラーの検出を避ける個所にエラーマーカーを配置
します。配置した個所は、ERC が行われず、レポートやエラーマーカーも出力さ
れません。
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検証機能
ERC の機能では、部品の接続されていない入力ピンや、別の名前の付いたパワー
ネット間のショートなどの基本的な電気的エラーが幅広くレポートされます。
エレクトリカルルールチェックの設定
メニューから Tools » ERC を選択する
と Setup Electrical Rules Check ダイア
ログボックスが表示され、エレクト
リカルルールチェックの設定を行い
ます。以下の設定項目があります。
Multiple Net Names On Net

1 つのワイヤ、またはバスに、
名前の異なるネットラベルが配
置されているときにエラーを出
します。
Unconnected Net Labels

ワイヤやバスの上の正確に配置
されていないネットラベルが存
在するときにエラーを出します。
Unconnected Power Objects

回路図中の電気部品に正確に接続されていない VCC や GND 等のパワーオブ
ジェクトが存在するときにエラーを出します。
Duplicate Sheet Numbers

複 数 の 回 路 図 で 同 じ シ ー ト 番 号 (Design » Options ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス の
Organization のタブを参照)が割り当てられているときにエラーを出します。
Duplicate Component Designators

同じ部品番号(Designator)を持つ複数の部品が存在するときにエラーを出しま
す。このエラーが起こるのは Annotate コマンド（部品番号の自動割付）が行
われていない場合や、同じ回路図を階層構造下に複数枚使用したにもかかわ
らず、Tools » Complex to Simple で階層構造のシンプル化を行わなかった場合に
多く発生します。
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Bus Label Format Errors

バスに正しい書式のネットラベルが配置されていない場合にエラーを出しま
す。バスの論理的な接続はバス上にネットラベルを配置することで認識され
ます。バス上に配置するネットラベルの形式は HA0、HA1、HA2 のワイヤを
バスに接続した場合、HA(0..2)と定義します。例えば、HA[0..19]のバスラベル
は、HA0 から HA19 のネットが含まれているいことを示します。
Floating Input Pins

未接続の入力ピンが存在するときにエラーを出します。
Suppress Warnings

オンにすると、マトリックスでエラー(赤)に設定された部分のみをチェックし、
ワーニング(黄色)のチェックは行いません。これにより、出力されるエラーの
量を制限して修正を行いやすくし、エレクトリカルルールチェックのスピー
ドも向上します。
その他の設定項目
Create Report File

エレクトリカルルールチェックの結果をレポートファイルとしてテキストエ
ディタに出力します。
Add Error Markers

回路図上のエラー、ワーニングの発生点にエラーマーカーを配置します。ス
ケマティック･エディタでは、図面上のエラーマーカーへジャンプする機能が
備えられています。
Descend Into Sheet Parts

オンにするとシートパーツをシートシンボルとして扱います。配置されてい
るシートパーツが未配線の場合は、パーツを階層下のシートとみなしてチェ
ックされます。シートパーツとは、シートシンボルの役目をするように設定
された部品で、部品のピンが階層の下位シートのポートに接続されます。詳
細はマルチシート設計とプロジェクト管理の章を参照してください。
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Net Identifier Scope の設定
複数のシートで構成されるプロジェクトをチェックする場合には、Net Identifier
Scope の設定を行います。この項目はプロジェクトのネット識別子(ネットラベル、
ポート、シートエントリー)の適用範囲を定義します。ここで設定した項目は、ネ
ットリスト作成の時も同じでなくてはなりません。
Net Identifier Scope の詳細については、ネットリスト、マルチシート設計とプロジ
ェクト管理の各章を参照して下さい。

ERC マトリックスの設定
エレクトリカルルールチェックのエラーやワーニング(警告)は、ピン、ポート、シ
ートエントリー間のマトリクスによって規定します。
このマトリクスは、アクロス/ダウン
方式で読みとられます。例えば、出
力ピンに接続されている入力ピンの
状態を見る場合、マトリクス左側の
Input Pin の列を検索し、次にマトリク
ス上部の Output Pin の行を検索して該
当個所を探します。該当個所のカラ
ー表示が緑色であれば、警告無しと
いうことを示しています。同様に、
出力ピンに接続された出力ピンのレ
ポート状態を見ると、該当個所のカ
ラー表示が赤色であり、この場合は
エラーの表示が出されます。
マトリクスの設定を変更する場合は、
マトリクス内の各四角形をマウス左
ボタンでクリックします。クリック
する度にノーレポート(緑色)、ワーニ
ング(黄色)、エラー(赤色)、再びノー
レポート(緑)に戻ります。
ネットリスト出力の前に、必ず ERC を実行して下さい。スケマティック･エディタ
では、回路図上に電気的/理論的な違反があっても、ネットリストを出力すること
ができますが、それは不完全で有益なものではありません。ネットリストを出力
する前に、ERC のレポートを参照し、エラーを解決してください。

162

回路設計の検証

エラーレポートの例
Error Report For : Z80 Processor¥Z80 Processor.prj

1-Jan-1999

12:00:00

1 Error Duplicate Designators POWER.SCH C3 At (320,471) And CPU.SCH C3 At
(374,109)
2 Error Multiple Net Identifiers : CPU.SCH RESET At (270,220) And CPU.SCH
RST At (330,220)
3 Warning Unconnected Input Pin On Net N00121
Z80 Processor.prj (U5-6
310,620)
4 Error Floating Input Pins On Net N00121Pin Z80 Processor.prj (U5-6
@310,620)
5 Warning Unconnected Net Label On Net CLOCK CPU.SCH CLOCK
End Report

エラーレポートには、エラーやワーニングの発生しているシートやその位置を知
らせる情報が含まれており、また必要な箇所には接続情報や部品情報も含まれて
います。

エラーを解決するには
スケマティック･エディタでは、エレクトリカルルー
ルチェックにより報告されたエラーを解決するコマン
ドが用意されています。
ブラウザを使用したエラーマーカーへのジャンプ
スケマティック･エディタのパネルの下部には、ブラ
ウザが用意されています。このブラウザは、プロジェ
クトに含まれている様々なオブジェクトを一覧表示す
ることができます。
ブラウザ設定を Error Markers に設定して下さい。シー
ト上に配置されたエラーマーカーの一覧が表示されま
す。1 つめのエラーマーカーを選択して Jump ボタン
を押すと、選択したエラーマーカーが表示されます。
エラーの内容がステータスバーに表示されます。また、
ブラウザの一覧から、エラーメッセージを選択し、
Text ボタンを押すと Change Text Field For Error Marker
ダイアログボックスが現れ、エラーの内容のテキスト
が参照できます。
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クロスプロービング
スケマティック･エディタは、Protel 99 で動作する他のエディタとクロスプ
ロービングを行うことができます。クロスプロービングは、エラーレポート
とスケマティックシートを相互に参照する際に便利です。クロスプローブの
ボタンを押し、エラーマーカーをクリックすると、該当するエラーレポート
が強調表示されます。
代表的なエラーの原因
エラーは次のいくつかの項目によって出力されます。
• 接続ミスによるエラー -ワイヤやピンが重なっている、ワイヤとラインの使用
個所が誤っている、ピンの端にワイヤが接続されていない、バスやワイヤが
ポートの端に接続されていない等。
• スペルミスによるエラー - ネット識別子(ポート、ネットラベル、シートエン
トリーなど)のスペルが誤っている、ピンやポートの属性の設定に問題がある
等。
• 部品によるエラー - 部品作成時に、部品のピンが適切な位置に配置されてい
ない。またはピンの IO 属性が適切でない等。
• 設計方法によるエラー - 出力ピン同士が接続されている等。
エラーの追跡
エラーの解決は、シート上に配置されたエラーマーカーをもとにエラー
の内容を把握します。もしエラーマーカーの内容に問題がなければ作業
を続けます。メインツールバーにマルチシートデザインを支援する上下
の矢印ボタンが用意されており、ボタンを押し、シート上のポートをク
リックすることで階層の上下のシートへ移動することができます。
♦ 一般的に、オープン回路の状態では、入力ピンは接続されていない状態に
なっています。この状態の場合、ERC を行うと、入力ピンに Floating Input Pin
の警告が報告されます。回路構成にミスがない場合には、一時的に入力ピンを
出力ピンに接続、または入力ピンに No ERC シンボルを配することでエラーの
発生を避けることができます。
♦ バスラインにエラーは報告された場合、バスに接続されているポートやネ
ットラベルなどのスペルミスがないか、またはバスの接続方法にミスがないか
確認してください。
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PCB レイアウトのための準備
回路設計が完了すると、設計工程は PCB レイアウトへ移ります。基板設計の前に、
この章に記載されている内容を確認し、回路設計に見落しがない事を確認してく
ださい。

部品番号の割り付け
部品番号を割り当てるプロセスをアノテーションと呼び、設計作業のどの段階で
も行うことができます。アノテーションによって部品番号(Designator)の欠番や重
複を防ぐことができます。メニューから Tools » Annotate を選択すると、Annotate ダ
イアログボックスが表示され、部品番号の一括記入ができます。ダイアログボッ
クスでは以下の 3 つから割り付け方法を選択します。
All Parts

すべての部品の部品番号を割り付け直します。
? Parts

R?、C?、U?等の部品番号が記入されていない部品にだけ番号を割り付けます。
Reset Designators

R?、C?、U?等の部品番号が記入されていない部品にだけ番号を割り付けます。
プロジェクトの設計で、サブシートが重複している(モデル 4 を参照)場合には、
Complex to Simple のコマンドで、階層を簡素化した後、部品番号を割り付けてくだ
さい。プロジェクトの作成に関しては、マルチシート設計とプロジェクト管理 の
章のモデル 4 を参照してください。
アノテーションの際の部品のグループ化
複数のパートを含む部品トの識別とグループ化をする場合、例えば 7404 インバー
タゲートの 5 つを U1 として 1 つの部品にする場合は、Group Parts Together If Match
By のフィールドを使用します。デフォルトでは Part Type フィールド毎にグループ
化される設定になっていますが、16 個のパーツフィールドと 8 個のライブラリテ
キストフィールドの組み合わせでグループ識別をさせることもできます。
2 つのパートを持つオペアンプをグループ化する場合には、部品をダブルクリック
してダイアログボックスを表示し、Part Field(1〜16 のどれか)に部品を識別するた
めの文字を記入します。例えば、グループ化するオペアンプの Part Field に"Stage1"
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と記入します。アノテーションのダイアログボックスで記入したフィールドにチ
ェックを入れると、同じ部品として部品番号が割り付けられます。

フットプリントの確認
PCB へネットリストを出力する場合には、スケマティックのすべての部品にフッ
トプリントを記入する必要があります。フットプリントとは、PCB で使用する部
品名のことです。スケマティックの部品のピン番号と、PCB のフットプリントの
パッドの番号は必ず一致していることが必要です。
フットプリントの記入ミスを防ぐ方法として、スプレッドシートへ出力する機能
を使用できます。メニューから Edit » Export to Spread を選択します。Export ウィザ
ードが起動します。
ウィザードでは、スプレッドシートに出力する回路図の必要な情報を選択するこ
とができます。Primitives から Part のみを選択し、Designator と Footprint を出力し
ます。
スプレッドシートにウィザードで選択したフィールドが一覧表示されます。フッ
トプリントに記入ミスや未記入の部分があった場合には、スプレッドシート上で
入力します。スプレッドシートのメニューから File » Update を選択すると、スプレ
ッドシートで入力、編集した内容がスケマティックに読み込まれます。

ERC の実行
ネットリストを出力する前に、エレクトリカルルールチェックを実行します。エ
レクトリカルルールチェックにより、回路図の作成ミスや電気的な接続ミスなど
を検索することができます。詳細は回路設計の検証の章を参照してください。

PCB レイアウトディレクティブ
回路図上のワイヤに、PCB レイアウトディレクティブを配置する事により、回路
図に PCB レイアウトの情報を付加することができます。メニューから、 Place »
Directives » PCB Layout を選択し、回路図のワイヤにレイアウトディレクティブを配
置します。設計情報を PCB エディタに渡す際、PCB レイアウトディレクティブ情
報が PCB のデザインルールに変換されます。PCB レイアウトディレクティブでは、
以下の PCB レイアウト情報を設定する事ができます。
Track Width - トラックの線幅
Via Width - ビアの直径
Topology - 接続形状
Priority - 配線の優先順位
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Layer - 配線層

PCB レイアウトの準備
これで回路設計からプリント基盤設計工程に移る準備ができました。PCB を新規
に作成するには、PCB ファイルを新規に作成、または PCB ボードウィザード(New
Document ダイアログの Wizard タブ)を使用することができます。詳細情報につい
ては、このハンドブックの PCB 設計の章にある基板の定義を参照してください。
PCB で基板外形の設定後、設計情報をスケマティックから PCB へ渡す事ができま
す。この方法については、次の項の 回路設計情報を PCB へ渡す を参照してくださ
い。
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回路設計情報を PCB へ渡す
Protel 99 には、シンクロナイザーによる高度な同期設計機能があり、この機能によ
り、設計情報をスケマティックから PCB へ簡単に移管する事ができます。(この機
能により、PCB からスケマティックへ設計情報を戻すこともできます。)
シンクロナイザーは、スケマティックの部品情報と接続情報を読み取り、PCB 上
で部品を配置し、パッド間の接続線(ラッツネスト)を追加します。
同期設計機能は、目的のドキュメントを更新する機能で、現在のドキュメントの
最新の情報に基づいて実行されます。
♦

Update PCB

設計情報をスケマティックから PCB へ送り、PCB を変更します。

♦ Update Schematic
します。

設計情報を PCB からスケマティックへ送り、回路図を変更

設計情報の移管
回路図の情報を PCB へ渡すには、スケマティック･
エディタのメニューから Design » Update PCB を選択
します。
を実行する際、プロジェクト内のどの回
路図が表示されているかは関係ありません。シンク
ロナイザーは自動的にプロジェクト内のすべての回
路を解析します。
Update PCB

♦ 回路図に対応する
PCB ファイルが作成さ
れていない場合には、
PCB ファイルが自動的
に新規作成されます。

問題点の確認
スケマティック･エディタでメニューから、Design » Update PCB を選択すると、シン
クロナイザーが起動し、設計情報を送る際に問題になる個所、例えば、部品番号
の記入漏れ、重複、フットプリントの記入ミス、等が確認されます。
問題のある個所が検出された場合には、Update ダイアログボックスで問題点の情
報が表示されます。問題点を解決するには、回路図を再度検証し、前章(PCB レイ
アウトの準備)の記載を確認してください。
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シンクロナイザー Update ダイアログボックス

Update ダイアログには以下の設定項目があります。
接続

Net Identifier Scope - この設定により、プロジェクトの場合に、シート間の接続の
方法が決定されます。プロジェクト内で、トップ図面のシートシンボル内に配置
されているシートエントリを使用して下階層サブシートと接続する場合には、
Sheet Symbol/Port Connections を選択してください。ネットラベル、またはポート同
士を使用してサブシート間で直接接続する場合には、その他の設定を選択してく
ださい。シート間の接続方法ついては、マルチシート設計とプロジェクト管理の
章を参照してください。
部品

Delete Components - ターゲットドキュメントには配置されているが、元のドキュ
メントには配置されていない部品をすべて削除します。この設定は、スケマティ
ックで大きな設計変更があり、PCB に配置されているの余分な部品を自動的に消
去したい場合に使用します。
Update Footprints - この設定が ON の場合、フットプリントの変更が、元のドキュ
メントからターゲットドキュメントへ送られます。
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設計ルール

シンクロナイザーは、回路図に配置されている PCB レイアウトディレクティブか
ら、PCB レイアウト情報を読み取り、PCB のデザインルールへ送ります。これを
行うには Generate PCB Rules の設定を ON にしてください。この機能には 2 つのモ
ードがあります。
• Only add missing PCB rules - PCB 上の目的のネットに、デザインルールが定
義されていない場合、または PCB レイアウトディレクティブとルールの内容
が一致していない場合に、PCB レイアウトディレクティブの設定に適合する
ように更新されます。
• Strictly follow Schematic directives - PCB 上の目的のネットに、デザインルー
ルが定義されていない場合、または PCB レイアウトディレクティブとルール
の内容が一致していない場合に、PCB レイアウトディレクティブの設定に適
合するように更新されます。更に、PCB レイアウトディレクティブで指定さ
れていないデザインルールは削除されます。
PCB レイアウトディレクティブがどのようにデザインルールに適用されるかにつ
いては、PCB レイアウト情報の送付の項を参照してください。
変更内容の確認

Update ダイアログの下部に、Preview Changes ボタンがあります。シンクロナイザ
ーによる変更内容を確認する場合、変更を実行する前にこのボタンを押してくだ
さい。
Preview Changes ボタンをクリックすると、Changes タブが表示され、目的のドキュ
メントで行われる変更内
容の一覧が表示されます。
ダイアログボックスの下
部の Only show errors にチ
ェックを入れると、エラ
ーだけが表示されます。
変更内容の一覧の上で、
マウスの右ボタンをクリ
ックするとメニューが表
示されます。Delete を選
択すると変更を消去する
こと がで き ます 。 Report
ボタンをクリックすると、
変更内容の一覧がレポー
トされます。
変更を実行する前に内容を確認し、エラーがないかを確認してください。
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シンクロナイザーによる PCB ファイルの選択
シンクロナイザーでは、回路図に対応する PCB ファイルの検索方法として、以下
の様な方法がとられています。まず、回路図が保存されている同じフォルダが検
索され、このフォルダから PCB ファイルが検索された場合には、それが使用され
ます。このフォルダに複数の PCB ファイルが存在する場合、PCB ファイルを選択
するメッセージが表示されます。同じフォルダに PCB ファイルが存在しない場合、
デザインデーターベースファイル(*.Ddb)内の全体が検索され、デザインデーター
ベース内のすべての PCB ファイルのリストが表示されます。デザインデーターベ
ース内に PCB が存在しない場合、回路図と同じフォルダに新規の PCB ファイルが
作成されます。

シンクロナイザーによる PCB での部品配置
シンクロナイザーにより、回路図で指定されたフットプリントが PCB 上に配置さ
れます。シンクロナイザーにより設計情報を渡す前に、PCB 上で Keep Out レイヤ
ーを使用して基板外形が作成されていた場合には、部品は基板外形の右側に配置
されます。基盤外形が作成されていない場合には、部品はワークスペースのの中
央(座標値 X=5000,Y=5000)に配置されます。

PCB レイアウト情報の変換
シンクロナイザにより、スケマティックに配置された PCB レイアウトディレクテ
ィブは PCB のデザインルールに変換されます。レイアウトディレクティブの設定
は、対応する PCB のデザインルールに変換されます。
PCB レイアウトディレクティブ

PCB デザインルール

Track Width

Width Constraint

Via Width

Routing Via Style

Topology

Routing Topology

Priority

Routing Priority

Layer

Routing Layers
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回路の設計変更を PCB へ反映するには
通常の設計工程では、回路設計で変更が行われ、その後、後工程の既存の PCB レ
イアウトへ渡されます。
Protel では、最初にスケマティックから PCB へ設計情報を渡した方法と全く同じ方
法で、回路の設計変更を PCB へ反映する事ができます。スケマティック･エディタ
のメニューから、Design » Update PCB を選択すると、シンクロナイザーによりスケ
マティックと PCB が解析され、それぞれの相違点が認識されます。そして、個々
の違いに対してマクロが作成され、これらのマクロを実行することにより回路設
計と PCB 設計の同期がとられます。

シンクロナイザーによる部品情報の検索
回路図と PCB の同期が取られると、回路図と PCB で対応する部品には、適合識別
子が割り付けられます。この方法により、回路図と PCB で別々に部品番号の割り
付けを行う事ができます。スケマティック、または PCB で Design メニューから
Update を実行することで、常時、双方の同期をとることができます。
適合識別子がスケマティックにも PCB にも見つからない部品が存在する場合、シ
ンクロナイザーは、その部品の適合コンポーネントを見つけようとします。適合
しない部品がシンクロナイザーにより検出されると、自動的に Confirm Component
Association ダイアログに情報が表示されます。

適合している部品と適合していない部品の一覧が Confirm Components Associations ダイアロ
グボックスに表示されます。
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シンクロナイザーは、部品番号により最初の適合を行い、適合が正しく行われた
どうかを常に点検します。Apply ボタンをクリックすると、部品に適合 ID が与え
られます。
スケマティックから PCB への更新が行われると、回路図上の適合しない部品が
PCB に追加され、PCB 上の適合しない部品は、Update ダイアログの Components の
設定に応じて削除か報告がされます。
PCB からスケマティックへの更新が行 われると、適合しない参照側の部品が
Preview Changes Report に一覧表示さ れ、適 合しな いター ゲット側の部品は 、
Update ダイアログの Components の設定に応じて削除か報告がされます。

シンクロナイザーによる設計情報の移管方法
スケマティックから PCB へデザイン情報を送るために、シンクロナイザーは部品
情報と接続情報を展開し、マクロを作成します。マクロにより、新規の部品配置
や新規のネット追加、ネットへのノードの追加等が行われます。
マクロを実行することができない(例: 使用できるフットプリントがない等)場合、
Update ダイアログの Change タブにエラーの内容が表示されます。
エラーの解決
マクロを実行する前に、エラーや警告を解決してください。以下にエラー/警告に
ついて説明します。以下のエラーの記述により、エラーの原因が何であるかを把
握してください。
Net not found

マクロが、PCB に存在しないネットのノードの追加/削除、ネットの削除、ネット
名の変更を行おうとしている。
Component not found

部品番号がマクロ内で正しく指定されていない、まやは部品が PCB ネットリスト
内にない場合にノードの追加や削除を行おうとしている。または、PCB ネットリ
スト内に存在しないフットプリントや、部品番号、コメントを変更しようとして
いる。
Node not found

指定されたピンが存在しない部品からノードを削除したり追加しようとしている。
または指定されたネットに存在しないノードを削除しようとしている。
Net already exists

PCB に既に存在するネットに、ネットを追加しようとしている。
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Component already exists

PCB 上に既に存在する同じ部品番号を持つ部品を追加しようとしている。
New footprint not matching old footprint

古いフットプリントで使用されているピンと新しいフットプリントで使用されて
いるピンとが適合していない。これは、古い部品より新しい部品の方がピン数が
少ない、または、スケマティックのピン番号が PCB 部品のピン番号と異なる場合
に起こります。
Footprint not found in Library

PCB のライブラリーに指定されたフットプリントがなく、更にクロスリファレン
スファイル(ADVPCB.XRF)で指定される代用のライブラリーリファレンスもない場
合に、マクロが新規のフットプリントを追加、または変更しようとしている。
Alternative footprint used instead (warning)

PCB に登録されているライブラリーにスケマティックで指定したフットプリント
がない場合に、代用のフットプリント名がクロスリファレンスファイル
(ADVPCB.XRF)に定義されており、このクロスリファレンスファイルによってフッ
トプリントがロードされる場合にこのメッセージが表示されます。代用のフット
プリントが正しいかどうかマクロが実行される前に、このウォーニングにより常
に確認されます。
♦ マクロが PCB ライブラリーに存在しないフットプリントをロード、また
は変更しようとすると、部品の PartType からクロスリファレンスファイル
(ADVPCB.XRF)が検索されます。クロスリファレンスファイルには、部品が
タイプ別にリストされており、その部品の適切なフットプリントが定義され
ています。例えば、U1 が 74LS00 でそのフットプリントが記入されていない
場合、このフットプリントを追加するマクロは、XRF ファイルの 74LS00 を
参照し、クロスリファレンスファイルで定義されている 74LS00 用のフットプ
リント DIP14 が読み込まれます。
まとめ

回路設計情報を PCB レイアウトに渡す際の問題点は、通常 2 つのカテゴリーに分
類することができます。
1. 部品のフットプリントの記入漏れ、または必要な PCB ライブラリーが登録さ
れていない。
2. 新しいフットプリントが古いフットプリントと適合しない - スケマティック
の部品のピン番号が PCB フットプリントのピン番号と違う場合に起こります。
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スケマティックのライブラリーには、多くの部品が用意されており、PCB のライ
ブラリには、一般的なフットプリントしかありません。これらの各部品は異なる
ピン配置を持っています。
例えば、スケマティックでトランジスターのピンは、"E"、"B"、"C"の様になって
おり、ダイオードも同様に、"A"、"K"となっています。しかし PCB ライブラリー
のフットプリントのパッドは、数字で管理されていますので、そのままでは、双
方の番号が一致しません。
PCB フットプリントを変更し、スケマティックのピン番号に合わせるか、スケマ
ティックのピン番号を変更して PCB フットプリントに合わせるか、何れかの作業
が必要になります。
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回路図の印刷
概要
回路図を完成させることは、設計作業の一部でしかあり
ません。ほとんどの場合、画面とは別に参照できる図面
が必要になります。スケマティック･エディタは、様々な
出力の設定を用意しています。基本的に、Windows がサ
ポートするプリンタやプロッタは、すべて使用可能です。

♦ Printer Setup
ダイアログボッ
クスで Properties
ボタンをクリッ
クすると、プリ
ンタの用紙を設
定できます。

プリント･プロットアウト
スケマティック･エディタでは、
プリントやペンプロットも、他
の Windows アプリケーション
と同様に行われます。ラスター
及びポストスクリプトのプリン
タドライバー、そしてベクター
プロッターのドライバは、
Windows によって管理され、プ
リント･プロットアウトが行わ
れ ま す 。 Windows 環 境 で は 、
様々な出力機器がサポートされ
ています。
スケマティック･エディタとラ
イブラリー･エディタでプリン
ト･プロットアウトを行うには、
メ ニ ュ ー か ら File » Setup
Printer(ショートカット: F-R)を選択します。
ダイアログボックスには以下の設定項目が用意されています。
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Selecting a Printer
ここには、Windows のコントロールパネルでインストールされた出力機器が表示
さ れ ま す 。 ( 詳 細 に つ い て は 、 Windows の ユ ー ザ ー ガ イ ド を 参 照 し て 下 さ
い。)Windows に付属しているドライバーは、ほとんどの出力機器をサポートして
います。出力機器の新しい商品に対応してドライバーも定期的にアップデートさ
れていますので、最新のプリンタドライバーについては、Microsoft Windows のサ
ポート部またはプリンタのメーカーに問い合わせて下さい。
♦ 回転されたフォントは、すべてのプリンタでサポートされているわけで
はありません。また、代用フォント(又はデバイス独自の内部フォント)は、回
路図内のテキストが水平又は垂直で、かつ規定のサイズ以下の場合にだけ使
用することができます。ポストスクリプトプリンタでは、任意の角度に回転
したフォントもサポートしています。
Batch Type
Current Document(一枚のみ)と All Document(すべてのシート)の 2 つのモードから選
択します。スケマティック･エディタから All Document(すべてのシート)を選択す
ると、現在開かれているすべてのシートが出力されます。ライブラリー･エディタ
からこの設定を選択すると、開いているライブラリー内のすべての部品情報が出
力されます。また、ライブラリー･エディタの場合、その部品に関するすべての表
示、例えば各パーツの DeMorgan 及び IEEE 表示等がプリントされ、コンポーネン
トディスクリプションのフィールドがシートに追加されます。
Color mode
Color(カラー)と Monochrome(モノクロ)の 2 つのモードから選択します。カラーモ
ードでは、画面に指定した色で、プリンター･プロッタードライバーに基づいて印
刷色を決定します。モノクロのポストスクリプトや HP-PCL のデバイスでは、カラ
ーをグレースケール(灰色の濃淡)でプリントします。グレースケールの度数は、デ
バイスとドライバーによって決定されます。モノクロでは、黒か白のソリッドカ
ラーでのみプリントされ、混合色やグレースケールでは出力されません。モノク
ロは解像度の低いドットマトリックスプリンタやシングルペンプロッタに適して
います。
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Margins
デバイスの許容する範囲内で左右上下の余白を自由に設定することができますが、
ポストスクリプトプリンタ等、一部の出力機器はシート枠いっぱいまでのプリン
トをすることができません。Scale や Scale to Fit Page を併用することで出力する範
囲の縦横比に基づいた倍率が決定されます。実際にプリントを行う前に、各設定
の全体のイメージをチェックするには、Preview ボタンを使用して下さい。Preview
ボタンを押すと、左右上下の余白が最小限に設定されます。
プリント/プロットアウトの拡大と縮小
プリント プロットアウトの拡大と縮小
プリントやプロットは、指定したスケール、又はページマージンに応じて拡大、
縮小して出力することができます。
Scale

0.001%から 400%の間で倍率を入力します。
Scale to Fit Page

プリンタの用紙サイズとユーザーの指定した余白に基づいて印刷倍率が自動的に
設定されます。縦横比を変えないで、用紙を有効に利用できます。
♦ プリンタドライバーが非プリントエリアを設定しますので、このオプシ
ョンを使用するときはマージンを 0 に設定して下さい。
タイル出力
プリントアウトするシートやライブラリーがプリンターの用紙サイズを超える場
合、自動的に複数の枚数に分割してタイルプリントすることができます。プリン
トアウトされた各用紙には、重複する部分が設定されていますので、シートの端
の部分が欠けてしまうことはありません。Printer Setup ダイアログボックスで、
Preview ボタンをクリックするとプリントイメージを前もって参照できます。
♦ 用紙を分割してプリントアウトする場合でも、シートの縦横方向、余白
の設定などを変更すれば、プリント枚数を減らすことが可能です。Preview を
利用して最適な方法を設定して下さい。
プリンターのプロパティー
Properties ボタンを押すと、使用するプリンターのプロパティーのダイアログボッ
クスが現れ、そのプリンターに関する用紙サイズ、方向、印刷枚数等の設定が表
示されます。
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Refresh ボタン
各項目を設定したら、Preview ボタンを押してプレビューを参照してください。
プリントアウトの実行
各項目の設定が終わったら、プリントアウトを実行する場合は Print ボタン、設定
を保存してダイアログボックスを閉じる場合には OK ボタン、設定を保存しないで
ダイアログボックスを終了する場合は Cancel ボタンを押して下さい。プリントや
プロットが実行されているとき、プリントされているページがダイアログボック
スに表示されます。ファイルに出力する場合は、出力ファイル名を入力するダイ
アログボックスが表示されます。
ポストスクリプトのプリンターについて
特定のポストスクリプトプリンタでは、規定の時間内にプリントの終了信号を受
信しないと、印刷を中断し、データを破棄してしまうことがあります。ポストス
クリプトプリンタを使用していてページが足りなかったりした場合、コントロー
ルパネルからプリンタのアイコンを選択し、プリンタの Configure ボタンをクリッ
クしてください。そして、タイムアウトの値を 500 秒かそれ以上に変更してくださ
い。これで、Windows のプリントマネージャがプリント作業をキャンセルするこ
とはなくなります。
部品は印刷されるがワイヤなどの接続部分が印刷されないというような不完全な
印刷結果の場合は、プリンタのメモリー不足が考えられます。レーザープリンタ
ーは出力する前に、全体のイメージをメモリーに取り込みますので、メモリーが
足りない場合は、メモリーに取り込まれたイメージだけがプリントされます。
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レポートの作成
部品表
スケマティックのメニューから、Reports » Bill of Materials を選択すると Bom Wizard
ダイアログボックスが表示され、部品表の出力形式や、出力項目選択しながら部
品表を出力することができます。スケマティック･エディタでは次の 3 種類の形式
の部品表を出力することができます。
Protel 形式
Protel テキスト形式の部品表は、テキストフォーマットのテキストで出力され、フ
ァイル名は*.BOM になります。
CSV 形式
CSV 形式の部品表はカンマ( ' )で区切られたテキスト形式で、Microsoft Excel など
のスプレッドシートプログラムで編集することができます。CSV 形式の部品表は
*.CSV と名付けられます。
Client Spreadsheet
Spread 形式の部品表は Protel のスプレッドシートに出力され、Excel 互換の形式で
保存できます。

クロスリファレンスレポート
で回路図の各部品の部品番号、部品名、及びシート名を示
すリストが出力されます。このレポートは*.XRF と名付けられた ASCII テキストフ
ォーマットです。

Reports » Cross Reference

プロジェクトレポート
Reports » Project Hierarchy で、プロジェクトの構成のリストが生成されます。このレ

ポートは ASCII テキストで、ファイル名は*.REP になります。
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ネットリストの比較
Reports » Netlist Compare で、2 つの異なるネットリストの比較を行うことができ、相
違点がレポートで報告されます。このコマンドは、Protel 形式、Protel2 形式、
Tango 形式のネットリストの比較を行うことができます。結果レポートは*.REP と
い名前で作成されます。
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データーベースとのリンク
スケマティック･エディタには、外部のデータベースを取り扱う為の 2 つの機能が
装備されています。
• 部品の 16 のパートフィールドにデーターベースからの自動読み込みを行う事
ができます。
• 回路図に配置されている様々なオブジェクトの属性をデーターベースとリン
クさせます。

データーベースリンクについて
回路図に配置されている部品の
パートフィールド(Part ダイアロ
グボックスの Part Field タブ)に
一定の時間間隔でデーターベー
スからの自動読み込みを行うこ
とができます。
スケマティック･エディタで作
成されたデーターベースファイ
ルは、シートや部品そのものに
付属しているものではありませ
ん。スケマティックシートが開
かれる度に部品にデーターベー
スの情報がリンクされます。デ
ーターベースとのリンクの設定
は ADVSCH99.INI ファイルに保
存され、スケマティック･エデ
ィタを起動すると読み込まれま
す。
Tools » Database Links のダイアログボックスでデーターベースの読み込みの設定を
行います。16 個のパートフィールドを個別に設定することができます。これらは、
同じデーターベース、または異なるデーターベースとリンクすることができます。
チェックボックスにチェックを入れると、データーベースとのリンクがオンにな
ります。Update every のフィールドでは、データーベースの情報を読み込む時間間
隔を設定します。
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データーベースリンクの設定

部品のパートフィールドとデーターベースとのリンクを行うには、Linking Setup ダ
イアログボックスの Part Field にチェックを入れ、Configure ボタンをクリックしま
す。Database Linking for Part Field "X"ダイアログボックスが表示されます。
♦ ダイアログボックスのタイトルバーは、Linking Setup ダイアログボックス
で選択されたフィールドの番号が表示されます。
データーベースの指定

最初に Browse ボタンをクリックして、データーベースファイルを指定します。
dBaseⅢと dBaseⅣ形式のデーターベースがサポートされています。
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データーベースフィールドの選択

データーベースファイルを選択したら、スケマティックにインポートするフィー
ルドを指定します。入力するデーターベースのフィールドとスケマティックの部
品のフィールドを選択します。Update Part Field With からデーターベースのフィール
ドを選択し、Current Part Field Link からスケマティックのフィールドを指定します。
図では Part Field1 に MANUFACTUR を読み込む様に設定されています。
この図の様に、キーフィールドを
(PARTNAME=Lib Ref)と設定した場合、こ
のキーフィールドを元に、データーベースか
ら部品のパートフィールドにデーターが読
み込まれます。

Note : 図の様に、パートフィールドの名前を、デ
ーターベースのフィールド名と一致させるには、
予めライブラリーエディタで設定しておきます。
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キーフィールドの設定

外部データーベースとリンクを行うには、どのレコードを読み込むかを識別する
キーフィールドが必要です。例えばデータベースに部品の詳細リストが含まれて
いた場合、部品のライブラリーリファレンス(部品名)をキーフィールドに割り当て
ます。これでデーターベースと部品の Part Field のリンクが設定されます。例えば、
データーベースに PARTNAME という部品の名前が入力されたフィールドがある場
合には、データーベースの PARTNAME フィールドとスケマティックの Library
Reference(部品名)をキーフィールドとして設定することができます。
♦ データーベースとのリンクを行うにはキーフィールドを正確に指定する必
要があります。例えばデーターベースの PARTNAME フィールドとスケマティ
ックの部品のライブラリーリファレンスが一致している場合に両者をキーフィ
ールドとして割り当てることで他の項目のリンクを行うことができます。
キーフィールドを選択するには、Database Fields のリストからデーターベースのフ
ィールド(例:PARTNAME)を選択し、Part Attribute のリストからスケマティックの
一致するフィールド(例:Library Reference)を選択します。>>ボタンをクリックして
Key Fields のリストに登録します。
♦ 個々のフィールドで別々のデータベースキーフィールドを設定することが
できます。
データーの更新
データーベースと部品のフィー
ル ド と の リ ン ク は 、 Linking
Setup ダイアログボックスで一
定の時間間隔で自動的に行うこ
とができます。
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データーベースの入出力
スケマティックには、データベースのインポート/エクスポートを行う機能があり、
スケマティックシートに配置されたオブジェクトの属性値の読み込みや出力がで
きます。配置されている各々のオブジェクトは、それぞれに属性を持っており、
例えばワイヤには、カラー、幅、そして選択状態という 3 つの属性があります。部
品は合計 33 個の属性を持っています。データーベースのインポート/エクスポート
を行う場合、転送する項目を選択し、インポート/エクスポートの範囲を Current
Sheet(現在のシートのみ)、 Current Project(現在のプロジェクト)、All Open Sheets(す
べてのシート)から設定します。
選択した属性の値がデータベースファイルとして作成されると、DBMS(データベ
ース管理システム)又は dBaseIII と dBaseIV を読み込むことのできるアプリケーシ
ョンによって編集できます。
データベースを正しく扱うには、データを編集した後でデータベースのインポー
トを行って下さい。インポートする範囲の中で各々のプリミティブを識別する方
法が必要があります。
特別なキーアトリビュート
複数のシートの中のどの位置にプリミティブが存在するかを認識するため、ロケ
ーションという属性があります。ロケーションには 2 種類有り、1 つは、プリミテ
ィブが存在するシートを示すドキュメントファイルネームです。もう 1 つは、ワイ
ヤやラインのように X-Y の位置情報を持っていないオブジェクトの為のバーテク
スアレーというプリミティブです。
データベースからのインポートを行うとき、ロケーションが各々のオブジェクト
の位置を識別するためのキーとなります。

186

データーベースとのリンク

データベースの出力
File » Export to Database で

Export to Database ダイアログボックスが表示されます。

出力するデータベースに、選択したオブジェクトに基づいた名前が表示されます
が、必要に応じて変更することができます。
プリミティブの選択

Primitives のリストでは、アドバンストスケマティックで使用するプリミティブが
表示されています。プリミティブを選択して Selected Primitives リストボックスに
追加します。
♦ オブジェク
プリミティブを選択したら Attributes のボックスから出力
トを選択する度
する属性を選択します。Attributes のボックスには選択さ
に、個別のデー
れているプリミティブに含まれている属性が表示されま
タベースが作成
す。
されます。
各々の属性は、データベースではセルフィールドとなっ
て識別されます。データベースを作成するとき、各々の属性にフィールド名が付
けられます。
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属性の選択

選択したオブジェクトに対して、出力する属性を選択します。
♦ 選択されたオブジェクトのデータベースを出力する際に、必ずロケーシ
ョンの項目も含めて出力して下さい。ロケーションの情報がないと、入力を
行ったときに、各シートのそれぞれのプリミティブの位置がデータベースと
一致しなくなります。
出力範囲の設定

プリミティブとその属性を設定後、出力する範囲を設定します。Current Sheet、
Current Project、All Open Sheet の 3 つの中から、出力する範囲を設定します。
データベースからの入力
メニューから File » Import from Database を選択すると Import Database File ダイアログ
ボックスが表示されます。入力するプリミティブを選択して、Browse ボタンをク
リックしてデーターベースファイルを指定して OK をクリックします。Scope や
Action を設定してデーターベースの入力を行います。
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データベースからインポートするということは、データベースの情報をシート上
の各プリミティブの情報に付加することです。したがって、データベースから何
を取り出しどこへ持っていくかを明確にしなければなりません。
データーベースから取り出す情報を設定するには、データベースのフィールドを
オブジェクトの属性に割り当てます。識別を行うには Scope と Key Attributes を使
用します。
属性の割り当て

Key Attributes を選択後、入力する属性を割り当てます。このとき、先に選択した
Key Attributes も含めることができます。Attributes のボックスから入力するフィー
ルドを選択し、次に Object's Attributes のどれに割り当てるかを選択し、最後に Set
Mapping のボタンを押します。選択したフィールドとアトリビュートがマッピング
可能であれば、Mapped Attribute に表示されます。選択したフィールドがオブジェ
クトの属性にマッピングできない場合は、ダイアログボックスが現れて同じタイ
プではないという警告が出ます。同じタイプであるためには、両者は、正数、実
数、ASCII バリューでなければなりません。
キーフィールドの設定

データベースが決まると、Attributes のボックスに全てのフィールド名がリストさ
れます。これらはデータベースの各フィールドを識別している名前です。これら
のフィールドをオブジェクトのアトリビュートにマッピングする前に、デザイン
中の各オブジェクトの存在を識別するためのキーアトリビュートを設定します。
Mapped Attributes のボックスで、そのオブジェクトの存在を識別する属性を選択し、
Key ボタンを押します。キーフィールドには、X location、Y location、Document
File Name、Vertex Array などがあります。入力するスコープに応じたキーフィール
ドを選択して下さい。入力スコープが現在のシートであれば、X-Y location(または
Vertex Array)で充分ですが、1 枚以上のシートに入力する場合には Document File
Name も選択して下さい。
入力オプション入力オプション Scope

データーベースの読み込みの範囲をカレントシート、プロジェクト、全てのシー
トに設定できます。Only Selected Items チェックボックスにチェックを入れると限
定した範囲に読み込むことができます。
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入力オプション入力オプション Action

データーベースの読み込み方法には以下の 3 種類があります。
• imported as new objects - 新しく作成されたオブジェクトにデーターベースを読
み込みます。
• used to update existing objects - シートのすべてのオブジェクトに対してデータ
ーベースを読み込みます。
• update existing objects if they exist and add new objects if they do not - 新しく作成
したオブジェクトと既に作成されているオブジェクトの両方にデーターベー
スを読み込みます。
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サードパーティーツールとのインターフェイス
この章では、設計情報を Protel 99 のスケマティック･エディタから他の設計環境へ
渡す方法ついて説明します。
Protel 99 のスケマティック･エディタは、HP-EEsof 高周波シミュレーションツール
や Xilinx FPGA 設計ツール、OrCAD SDT、OrCAD Capture v7 等の多くのサードパ
ーティーの設計ツールと一緒に作業することができます。
サードパーティーツールとインターフェースをとる通常の方法は、ネットリスト
を使用します。この章でも、スケマティック･エディタからネットリストを作成す
るための説明が記載されています。
♦ EEsof と Xilinx の設計例は Protel 99 に付属しています。これらの例には、
設計環境とのインタフェースの方法についてのドキュメントがあります。
♦ OrCAD と Protel DOS スケマティックの変換についての情報は、プロテル
のウェブサイトを確認してください。

OrCAD Capture ver 7.x ファイルの変換
Protel 99 では、OrCAD Capture ver 7.x の DSN ファイルを、直接 Protel 99 のスケマ
ティックシートとライブラリーに変換することができます。変更プロセスは完全
に自動化されており、OrCAD の DSN ファイルを Protel のデザインデーターベース
ファイル(*.Ddb)にインポートすれば、自動的に変換されます。
DSN ファイルの読み込み方法
ファイルの読み込み方法
1. メニューから File » Open を選択します。
2. ダイアログボックスが表示されますので、ファイ
ルの種類(T)を OrCAD Capture files (*.Dsn)に設
定します。
3. OrCAD Capture ver 7 のファイル(*.DSN)を指定し
て開く(O)ボタンをクリックします。

♦ OrCAD の フ ァ イ
ルを読み込む前に、
予めスケマティック･
エディタに登録され
ているライブラリー
を外してください。

4. New Design Database ダイアログボックスが表示されます。Database File Name
のフィールドに、保存するファイル名を記入し、Browse ボタンで保存先のド
ライブとフォルダを指定します。
5. 設定ができたら OK ボタンをクリックします。OrCAD Capture ver 7 の Dsn フ
ァイルが Protel99 の Ddb ファイルに変換され、画面に表示されます。
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OrCAD では、スケマティックシート内に部品情報は保存されません。部品情報は、
デザインキャッシュと呼ばれる内部のライブラリーに保存されています。
このキャッシュを Protel のライブラリーに最初に変換する必要はありません。また
シートが変換される際に、Protel 99 のスケマティック･エディタでキャッシュを使
用できるようにする必要はありません。デザインキャッシュは自動的にスケマテ
ィックライブラリーに変換されます。一度これが行われると、作業中のデータベ
ースは、スケマティック･エディタのライブラリーリストに追加され、この新しい
ライブラリ(変換されたデザインキャッシュ)はシートの変換プロセス中使用可能に
なります。
OrCAD Capture の DSN ファイルの変換
OrCAD のすべての回路図は、プロジェクトとして Protel 側に変換されます。以下
の図にどのようにプロジェクトの構造が変換されるかを示します。

OrCAD のサンプルファイルは、図の様に Protel 99 に変換されます。Protel 99 で
は、OrCAD の階層は、Protel のプロジェクトに変換されます。

• OrCAD の Dsn ファイル内のフォルダーは、Protel では、シートシンボルが配
置されたスケマティックシートに変換されます。
• OrCAD のスケマティックシートは、Protel のスケマティックシートに変換さ
れます。
• 階層化に接続されているピンは、シートエントリーに変換されます。
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• OrCAD のポートは、Protel にポートに変換されます。
OrCAD では、スケマティックページ間の水平方向の接続はオフページコネクター
により行われています。この水平方向の接続は、以下の方法で Protel 99 では垂直
方向の接続に変換されます。
• OrCAD のオフページコネクターは、Protel では赤で表示されるポートに変換
されます。
• シートエントリーは、シートシンボル上に作成されます。これも赤で表示さ
れます。
• ネットラベルを持つワイヤにより、親シート上に内部シート接続が作成され
ます。
注意

• OrCAD から 変換し たプロジ ェク トでネ ットリ ス トを 作成す る場合 、 Net
Identifier Scope は SheetSymbol / Port Connection に設定します。
• OrCAD で、ユーザーにより作成された部品の位置は、正確に再現されません。
変換後、部品の位置を確認してください。
• OrCAD のグラフィックは変換されません。グラフィックは赤い長方形で示さ
れます。
• Protel 99 では、バスピンはサポートされません。これらのピンは、通常のピ
ンに変換され、レポートで通知されます。
• OrCAD では異なる名前のバスの接続がサポートされていますが、Protel では
サポートされません。
• Protel では回転されたポートとオフページコネクターはサポートされません。
これらはワイヤで接続されます。ただし、水平に表示されません。
• ミラーリングはサポートされません。
• Protel では、シートエントリーをシートシンボルの外側に配置することはでき
ません。
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ネットリストの作成
ネットリストはほとんどの回路設計の分
野で共通です。簡単にいえば、ネットリ
ストとは回路を構成している部品情報と
接続情報を要約したものです。
一般的にネットリストは ASCII テキスト
形式です。典型的なネットリストには、
部品のパッケージ情報などの回路の構成
部品に関する記述、部品間の接続情報の
一覧の 2 つの基本情報が含まれています。
スケマティック･エディタでは、回路を設
計を終了することなく、ネットリストを
作成し、チェックを行うことができます。
ネットリストの形式
ネットリストには様々な形式があります
が、通常は次の 3 つの基本情報を含んだ
ASCII テキストファイルで作成されます。
1) 回路内の部品の詳細
2) 回路内のピン間の接続リスト
3) 特定のネットリストフォーマットでは、部品情報や接続情報に追加情報を入
れることができます。この情報は、ネットリストの基本情報ではカバーでき
ないシミュレータや PCB レイアウトとのリンクに使用されます。
特定のネットリストではこれらの情報がセットになって記述されているものもあ
りますが、Protel 形式では別々のセクションにデータを分けてあります。
ネットリストはテキストファイルです。汎用のテキストエディタ等で作成/編集す
ることができます。
ワープロソフト等でネットリストを編集する場合は、編集した後のネットリスト
をテキスト形式で保存して下さい。他の形式で保存した場合、画面に現れないコ
ントロールキャラクターにより、PCB エディタでネットリストが読めなくなる場
合があります。
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ネットリストを作成する
スケマティック･エディタでは、いつでもネットリストを作成することができます。
メニューから Design » Create Netlist(ショートカット: D-N)を選択すると、Netlist
Creation ダイアログボックスが表示され、ネットリスト作成の設定を行います。
出力形式

スケマティック･エディタでは、以下の出力フォーマットをサポートしています。
Algorex
AppliconBRAVO
AppliconLEAP
Cadnetix
Calay
Calay90
Case
CBDS
ComputerVision
EDIF 2.0
EDIF 2.0 Hierarchical
EEDesigner
EEsof Libra

EEsof Touchstone
FutrureNet
Hilo
Integraph
Mentor BoardStation 6
Multiwire
OrCAD – PLDnet
OrCAD – PCB II
PADS Ascii
PCAD
PCAD NLT
Protel
Protel 2

Protel – Hierarchical
Protel Wirelist
Racal Redac
Scicards
Spice
Spice Hierarchical
Star Semiconductor
Tango
Telesis
Vectron
VHDL
Xilinx XNF

Net Identifier Scope

Net Identifier Scope では、複数の回路図で構成されるプロジェクトでネットリスト
を作成する場合に、ネット識別子によるシート間の接続方法を設定します。ネッ
ト識別子にはネットラベル、ポート、シートエントリ、パワーポート及びヒドゥ
ンピンがあり、すべて部品間を論理的に接続するために使用します。
プロジェクトに関する詳細はマルチシート設計とプロジェクト管理 の章を参照し
てください。Net Identifier Scope には全部で 3 つの設定があります。
Net Labels and Ports Global

この設定では、プロジェクト内のすべてのシートに対し、ネットラベルとポ
ートが共通していると認識されます。すなわち、個々のシート上のネットラ
ベルやポートは、同じ名前の他のシート上のネットラベルやポートに接続さ
れます。このモデルは Protel Schematic 3(DOS) と同様に動作し、シート間は水
平方向にリンクします。
Only Ports Global

この設定では、ネットラベルはシート内のみに適用され、シート間の接続は、
同じ名前のポートで接続されます。この設定は OrCAD SDT の"Flat" プロジェ
クトの手法です。このモデルではシート間は水平方向にリンクします。
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Sheet Symbol / Port Connections

この設定では、各シート間の接続は上位シートのシートシンボルのシートエ
ントリーとサブシートのポートで行われます。ポートは、親シート上のシー
トシンボルの中のシートエントリーにだけ接続しているとみなされます。こ
の設定は OrCAD SDT の"Hierarchical"プロジェクトの手法です。この設定では
シート間は縦方向にリンクします。
Sheets to Netlist

Active Sheet - 現在のシートからネットリストを作成します。
Active Project - プロジェクト内のすべてのシートからネットリストを作成しま
す。
Active Sheet plus sub-sheets - 現在のシートと、下階層にあるシートからネット
リストを作成します。(現在のシートより上の階層のシートからは作成されま
せん)
その他の設定

他の 4 つの設定はネットリストの内容を定義します。
Append Sheet Number to Local Net Names

この設定では、各ネットに、シート番号(Design » Options ダイアログボックス
の Organization タブ)が付加されます。ネット名にシート番号が付加されるこ
とにより、ネットラベルはシート内のみで接続されます。この設定はネット
リストの出力結果に、接続されるべき個所が接続されていない場合などの問
題が発生した場合に有効です。ネット名にシート番号が付加されますので、
どのシートから出力されたネットかを確認することができます。
Descend Into Sheet Parts

プロジェクトにシートパーツが使用されている場合に ON にします。シート
パーツとはシートシンボルの役をする部品のことで、この部品のピンは、子
シートの同じ名前のポートに接続されます。Edit Part ダイアログボックスの
Sheet Path フィールドで子シートとのリンクを行います。この設定が ON にな
っている場合、ネットリストはシートパーツをシートシンボルの様に扱いま
す。詳細はマルチシート設計とプロジェクト管理の章を参照してください。
Protel ネットリストのフォーマット
Protel の PCB では、ネットリストに使用する部品番号とフットプリントは、12 文
字の英数字のみに制限されています。コメントは 32 文字までです。ネット名は 20
文字までです。ピン番号は 4 文字の英数文字に制限されます。これらの文字列には
スペースを入れる事はできません。

196

サードパーティーツールとのインターフェイス

Protel または Protel2 ネットリストには、使用可能なメモリの許す限り部品数および
ネット数を設定することができます。
Protel 形式のネットリスト

Protel 形式のネットリストは、ASCII テキスト形式であり、部品情報と接続情報の
2 つのセクションに分けられています。最初に部品情報、その次に接続情報が記載
されます。
[
U8
DIP16

部品情報記述の開始
部品番号
パッケージ情報(FootPrint) これと同じ名称の部品(パターン)が PCB

74LS138

ライブラリにも必要です。
部品名、部品値(PartType)

(blank)

追加規定のため、3 行の余白

(blank)
(blank)

]

部品情報記述の終了

次に接続情報のセクションが続きます。
(
CLK

接続情報記述の開始
ネット名(回路図上でネット名が規定されていない場合はスケマテ

U8-3

ィック･エディタにより N00001 等の任意の名前が付けられます。)
接続されている部品番号とそのピン番号(ピン番号は PCB のライブ

J21-1
U5-5
)

ラリと必ず一致させることが必要です。)
2 番目の部品番号とそのピン番号
その他の部品番号とそのピン番号
接続情報記述の終了

Protel 2 形式のネットリスト

Protel2 形式のネットリストは Protel 形式の拡張バージョンです。追加フィールド
のサポートなどで区別することができます。Protel2 形式のネットリストは 3 つの
セクションに分かれており、各フィールドにはまず名前が付けられ、以下フィー
ルドデータが続きます。
PROTEL NETLIST 2.0
[
DESIGNATOR
U1
FOOTPRINT
DIP20
PARTTYPE
AmPAL16L8
DESCRIPTION
Description

The netlist header.
Begin component delimiter.
(Each field is first named)
Component designator.
Library pattern (footprint).
Part Type field (when placed).
Description field from schematic.
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PART FIELD 1
(Field name can be defined in schematic)
Part Field 1
Part fields (1-16) from schematic.
(etc.)
LIBRARYFIELD1
Library Part Field 1
Library fields (1-8) from schematic lib.
]
End component delimiter.
(
Begin net delimiter.
VCC
Net name.
U1-20 AMPAL16L8-VCC POWER
First node in net.
Includes: Component -pin designator.(single blank space)
Part type-Pin name.(single blank space)
Pin electrical type.
U2-14 4001-VCC POWER
Last component-pin node in net.
)
End net delimiter.
{
Begin Layout Directive delimiter.
TRACK
(Each field is first named).
10
Size of tracks (mils).
VIA
50
Diameter of vias (mils).
NET TOPOLOGY
SHORTEST
Net Topology for routing.
ROUTING PRIORITY
MEDIUM
Routing priority.
LAYER
UNDEFINED
Routing layer.
}
End Layout Directive delimiter.
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VHDL ネットリストの作成
Protel で出力する VHDL ネットリストは、IEEE VHDL 標準 1076/93 に準拠していま
す。標準のロジックベクターは、IEEE std_logic 1164 に応じて定義されます。Protel
では、1 つのプロジェクトにスケマティックシートと VHDL コードを混在すること
ができます。
Xinlinx 用 部品ライブラリー

Protel には、2000 から 7000 シリーズの Xilinx ライブラリーが用意されています。
これらのライブラリーは Xilinx.Ddb ライブラリーデータベースに収録されています。
混在モード設計の作成

回路図と VHDL ソースファイルがプロジェクト内で混在する場合、トップシート
はスケマティックシートである必要があります。VHDL ソースファイルは、他のス
ケマティックシートと同様に、シートシンボルの Sheet Symbol Filename フィール
ドにファイル名を入力することによりシートシンボルから参照されます。
また、部品を使用して VHDL ファイルにリンクすることもできます。この場合、
部品の Sheet Path Field に VHDL ファイルのファイル名を入力してください。
VHDL ネットリストについて

宣言の実体は、デザインのトップシート用に作成され、シート内の回路は対応す
るアーキテクチャーの宣言に変換されます。シート上の各部品はそのアーキテク
チャ宣言で VHDL コンポーネントになります。
このプロセスはトップシートの各シートシンボル/サブシートで繰返されます。宣
言そのものは、シートシンボル用に作成され、サブシート上の部品とシートシン
ボルは、対応するアーキテクチャ宣言内で VHDL コンポーネントになります。
VHDL ネットリストの作成

VHDL ネットリストを作成するには、スケマティック･エディタのメニューから
Design » Create Netlist を選択します。Netlist Creation ダイアログボックスで、Output
Format を VHDL に設定します。ネットリスト出力には、3 種類の設定があります。
Active Sheet - 現在のシートからネットリストを作成します。
Active Project - プロジェクト内のすべてのシートからネットリストを作成します。
Active Sheet plus sub-sheets - 現在のシートと、下階層にあるシートからネットリス
トを作成します。(現在のシートより上の階層のシートからは作成されません)

199

スケマティック･キャプチャー

200

Section 4

回路シミュレーション
ミクストシグナルシミュレーションー概要

203

シミュレーションを始めるには

206

シミュレーションの設定と実行

210

波形解析ウィンドウ

242

電圧ソースと電流ソース

249

コンポーネントとモデル

266

シミュレーションが実行されない回路について

288

SPICE 変数とアナログオプション

293

デジタルデザインのシミュレーション

300

201

回路シミュレーション

202

ミクストシグナルシミュレーション - 概要

ミクストシグナルシミュレーション - 概要

プロテルデザイナーズハンドブックのこのセクションでは、アナログとデジタル信
号が混在するデザインのシミュレーションをどのようにして行うか説明します。サ
ーキットシミュレータはスケマティックエディタと統合化されており、デザインが
完成したらスケマティックシートから直接シミュレーションを実行することができ
ます。
このセクションを読むと、回路を準備するために必要な機能の使い方やいろいろな
形式のシミュレーション解析方法、波形のプロットや操作方法などのシミュレータ
を使用するために必要なすべての情報が得られます。
回路の作成
シミュレーションを実行するための最初のステップは、スケマティックエディタで
回路図を作成する事です。サーキットシミュレータでは、それぞれの回路エレメン
トについて、使用するシミュレーションモデルやコンポーネントのタイプなどの特
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別な情報が必要です。この情報はシミュレーション用のスケマティックシンボルラ
イブラリに保存されます。
シミュレーション用のスケマティックシンボルライブラリは、ライブラリデータベ
ース Sim.ddb にあります。このファイルは¥Program Files¥Design Explorer
99¥Library¥Sch¥Sim.ddb にインストールされます。これらライブラリにある各
シンボルは、シミュレーションモデルとリンクされており、デザインが完成したら
スケマティックから直接シミュレーションの設定や実行ができます。シミュレーシ
ョンの設定変更や再実行はいつでも行うことができます。
アドバンストシミュレーションテクノロジー
サーキットシミュレータにより、アナログ／デジタル混在信号回路の「実際と同じ
様に」シミュレーションが正確に行なわれます。実際のブレッドボードから得られ
たような結果が出力されます。実世界の部品と同様にデバイスは機能し、各モデル
も実世界と同じように機能します。例えばデジタル IC は、遅延やセットアップ、ホ
ールド時間を正確に持っています。
デザインのいろいろな面をテストしたり解析するために、広範囲に渡る各種の解析
手法が用意されています。
SPICE との互換性

サーキットシミュレータは、バークレイ SPICE3f5/Xspice の拡張版を使用しており、
アナログやデジタルデバイスのいろいろな組み合わせを正確にシミュレートできま
す。この時、D/A コンバータや A/D コンバータを挿入する必要はありません。この
「ミクストシグナル」シミュレーションまたは「ミクストモード」シミュレーショ
ンが可能な理由は、シミュレータが TTL や CMOS デジタルデバイスを含むデジタ
ルデバイスの正確なイベント駆動型のモデルを持っているためです。
デジタルシミュレーションの SimCode

サーキットシミュレータは、本当のミクストシグナルシミュレータです。つまり、
アナログとデジタルの両方のデバイスが混在する回路を解析することができます。
しかし、デジタル回路が複雑になると標準のイベント駆動型でない SPICE 命令を使
用して回路のシミュレーションを行うことは一般的ではありません。従って、シミ
ュレータには特別な言語があり、この言語により、イベント駆動型の XSPICE の拡
張版を使用してデジタルデバイスのシミュレーションを行うことができます。シミ
ュレーションライブラリにあるデジタルデバイスは、Digital SimCodeTM 言語を使用し
てモデル化されています。この言語はプロテルサーキットシミュレータで用いられ
るために特別に作成された言語です。

204

ミクストシグナルシミュレーション - 概要

デバイスメーカー
デバイスメーカーモデルのサポート
メーカーモデルのサポート

シミュレータは、モトローラやテキサスインスツルメント等のモデル製造業者で作
成されたモデルをサポートします。これらのデバイスメーカーはアナログシミュレ
ータの互換性を考え、純粋な SPICE モデルを提供します。シミュレータは、これら
のモデルを直接読むことができます。
広範囲に渡るモデルライブラリ
広範囲に渡るモデルライブラリ

サ ー キ ッ ト シ ミ ュ レ ー タ 用 の 回 路 図 シ ン ボ ル は 、 ¥Program Files¥Design
Explorer 99¥Library¥Sch¥Sim.ddb ライブラリデータベースに収められてい
ます。これらのライブラリの各シンボルは、スケマティックシートにシンボルを置
くだけで「シミュレーション可能」です。すなわち、適切なシミュレーションモデ
ルにリンクされています。これらライブラリは、プロテル製品向けのライブラリを
専門に開発している、プロテルライブラリディベロップメントセンターで常にメン
テナンスと開発が行われています。これらのライブラリは、プロテルのウェブサイ
ト www.protel.com からダウンロード可能です。
シミュレーションの制限

サーキットシミュレータでは、回路レベルのアナログシミュレーションやゲートレ
ベルのデジタルシミュレーションに制限はありません。回路は一枚のシートでも複
数のシートでもかまいません。回路の大きさは、システムがインストールされた PC
の RAM 容量により制限されます。
サポートされている解析方法
サポートされている解析方法

サーキットシミュレータは、多くの解析手法をサポートしています。例えば、AC
スモールシグナルや過渡解析、DC トランスファーなどがあります。これらの基本
解析に加え、モンテカルロ解析やパラメータと温度のスイープ、フーリエ解析など
があります。
従属ソース

サーキットシミュレータには、線形と非線形の従属ソースがあります。これらは回
路での動作が定義された「ブラックボックス」として使用します。
線形従属ソース

E, F, G 及び H デバイスは「定義済み」の単純な線形従属をモデル化します。
これらのデバイスを使用することにより、単純な線形効果のシミュレーション
を簡単に行うことができます。
非線形従属デバイス

これらのデバイスにより、いろいろな関数（log、ln、exp、sin など）を使用し
て回路に電圧や電流の式を定義することができます。
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シミュレーションを始めるには
シミュレーション用ライブラリを使って回路を作成すると、3 段階のステップでシ
ミュレーションを実行することができます：
1. 適切なソースを回路に追加。
2. 観察したい点を定義。
3. 解析の設定。
これでシミュレーションを実行する準備ができました。自分の回路をシミュレーシ
ョンを実行する前に、サンプルファイルをご覧下さい。サンプル回路は、すべて一
つのデザインデータベースに保存されています。

サンプル回路
サーキットシミュレータにはいろいろな解析のタイプや使用できるいろいろなタイ
プのデバイスを紹介するため多くの回路例があります。
シミュレータのいろいろな設定オプションを試してみるときは、この例題を参照し
て下さい。例題を試して見る場合、それぞれの解析手法がどのように設定されてい
るかについての情報については、シミュレーションのセットアップと実行の章を参
照して下さい。
♦ サンプルは次のフォルダを参照して下さい。
¥Program Files¥Design Explorer 99¥Examples¥Circuit Simulation
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回路の作成
Protel 99 には、約 5800 のシミュレーション可能なアナログとデジタルのスケマティ
ックコンポーネントがあり、それぞれはシミュレーションモデルとリンクされてい
ます。これらのコンポーネントはすべて PCB 用のものと互換性があり、PCB に適し
たピンアウトとフットプリントを持っています。
コンポーネントの配置
シミュレーション可能なスケマティックライブラリは、¥program files
¥client99¥library¥sch¥sim¥sim.ddb ライブラリデータベース内にあります。
これらのライブラリの検索方法についてのヒントはコンポーネントとモデルの章の
コンポーネントライブラリのトピックを参照して下さい。
デシグネータの設定
コンポーネントのデシグネータのプリフィックスには制限はありません。例えば、
IC に U1、U2、IC1、IC2、X1、X2 というデシグネータを設定することができます。
コンポーネントとシミュレーションの乗算子
コンポーネントやシミュレーションの値の後につけ
ることができる文字はスケールファクタ（乗算子）
で、ナノの"n"、キロの k"などがあります。使用で
きるスケールファクタを表に示します。その他の文
字は無視されます。スケールファクタの後の文字も
無視されます。スケールファクタは数字のすぐ後ろ
に置いてください。数字とスケールファクタの間に
スペースを置くことは認められません。シミュレー
タでは大文字・小文字は区別されません。文字は大
文字でも小文字でもかまいません。以下に 3 つの例
を示します：
10, 10V, 10Volts, 及び 10Hz はすべて同じ数値 10 を示
します。これらの文字は有効なスケールファクタで
ないので文字は無視されます。

Scale factor

Represents

T

10 12

G

10 9

Meg

10 6

K

10 3

mil

25.4 –6

m

10 -3

u (or

)

10 –6

n

10 -9

p

10 –12

f

10 –15

M, m, MA, MSec, and MMhos はすべて同じスケールファクタ 10-3 を示します。それぞ
れ、最初の"m"の後の文字は無視されます。
1000, 1000.0, 1000Hz, 1e3, 1.0e3, 1KHz, 及び 1K はすべて 1000 を示します。
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ソースコンポーネントの追加
シミュレーションを実行する前に、適当なソースコンポーネントを追加して回路に
電源を供給する必要があります。これらは、Simulate » Sources サブメニューから配
置することができます。最も適切なソースを選んでください。ソースを配置すると
値 を 調 整 す る 事 が で き ま す 。 ま た ¥Program Files¥Design Explorer
99¥Library¥Sch¥Sim.ddb ライブラリデータベースのシミュレーションシンボ
ルライブラリから直接それらを配置することもできます。
シミュレータには、DC、Sin、Pulse、Exponential、Piece Wise Linear、FM ソースコ
ンポーネント、さらに線形・非線形の従属ソースコンポーネントがあります。
ソースが配置された後は、それをダブルクリックすると値を設定する事ができます。
ソースコンポーネントの設定に関する情報については、電圧ソースと電流ソースの
章を参照して下さい。

プロットする点の定義
波形が表示される回路内の点は、Analyses Setup ダイアログ（ Simulate » Analyses
Setup を実行します。）で指定します。General タブの下側に Available Variables と
Active Variables という 2 つのリストがあります。波形は、Active Variables リスト中
の各変数が自動的に表示されます。現在、変数がそのリストにあるかどうかは問題
ではありません。波形が表示された後で波形の表示に変数を追加したり削除したり
できます。
表示の定義に関する詳細は、シミュレーションの設定と実行の章の取得したシミュ
レーションデータの表示と保存のトピックを参照して下さい。

解析の設定
Simulate » Analyses Setup を選択し、Analyses Setup ダイアログをポップアップ表示し
て下さい。このダイアログでシミュレーションの設定を行います。

ダイアログは General タブが表示されます。このタブを使用し、行いたい解析を有
効にする事ができます。ダイアログの残りのタブでは解析方法の設定を行います。
各解析方法の設定に関する詳細は、シミュレーションの設定と実行の章を参照して
下さい。
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Analyses Setup ダイアログの下側にある Advanced ボタンにより、多くの SPICE 変数
にアクセスすることができます。これらは高度な設定で、これらの変更は変更する
ために特別な理由がある場合にだけにして下さい。各変数についての詳細は、
SPICE 変数の設定の章を参照して下さい。回路のシミュレーションがうまく実行で
きない場合、シミュレーションができない回路についての章を参照して下さい。

シミュレーションの実行
解析方法の設定が完了すると、シミュレーションを実行するための準備は完了です。
シミュレーションの実行は、メニューから Simulate » Run を実行し、Analog Setup ダ
イアログの Run Analyses ボタンを押して下さい。または、Simulation Tools ツールバ
ーの Run ボタンを押して下さい。
ステータスバーにシミュレーションの進行状態が表示されます。ネットリストの作
成中にエラーがある場合、シミュレーションが停止し、エラーファイルを表示する
かどうか尋ねるメッセージボックスが表示されます。詳細情報については、シミュ
レーションができない回路についての章を参照して下さい。

シミュレーション結果の表示
シミュレーションが終了すると、波形解析ウインドウに自動的に結果が表示されま
す。このウインドウ下側のタブをクリックすると各解析結果が表示されます。パネ
ル上の Scaling コントロールで波形の表示を調整することができます。パネルが表示
されていない場合、メニューから View » Panel を選択すると、パネルを表示すること
ができます。
コントロールや計測カーソルの使用についての詳細は、解析ウインドウの使用方法
の章を参照して下さい。
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シミュレーションの設定と実行
メニューから Simulate » Analyses Setup を選択し、Analyses Setup ダイアログを表示し
て下さい。このダイアログで、シミュレーションに関するオプションや解析手法の
設定をすべて行います。Analyses Setup ダイアログには、解析手法のイネーブルやデ
ータコレクションオプションの設定を行う General タブとそれぞれの解析手法の設
定を行うタブがあります。
回路を作成したら、Analyses Setup ダイアログ下側の Run Analyses ボタンをクリック
するか、Simulation Tools ツールバーの Run ボタンをクリックするか、メニューから
Simulate » Run を選択することによりシミュレーションを実行することができます。
特定の解析手法を行うためのシミュレータの設定方法に関する詳細情報については、
それぞれの解析手法のトピックを参照して下さい。
シミュレーションが実行されると、その進行状況がステータスバーに表示されます。
メニューから Simulate » Run が実行されると、最初に回路をネットリストに変換する
作業が始まります。ネットリストが生成されると、そのネットリストはシミュレー
ションエンジンに渡されます。シミュレーションエンジンにより、シミュレーショ
ンの進行状況に応じて波形が表示されます。

ステータスバーにより、進行状況が表示され、波形ウインドウにシミュレーション
結果が表示されます。
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シミュレーションが終わると、Simulation analyses ウインドウに結果が表示されます。
このウインドウ下側には、実行された解析手法に対応するタブがあります。波形の
操作に関する詳細は、波形解析ウインドウの章を参照して下さい。

シミュレーションデータの取得や表示、保存のための設定
Analyses Setup ダイアロ
グの General タブの下側
には 、 ど の タ イ プ の 解
析デ ー タ を フ ァ イ ル に
保存 す る か を 設 定 す る
ため の オ プ シ ョ ン と 、
どの 波 形 が 波 形 ウ イ ン
ドウ に 表 示 さ れ る か を
設定 す る た め の オ プ シ
ョンがあります。
取得するデータのオプショ
ン
Collect Data For オプショ
ンに よ り 、 計 算 に 使 用
したいデータやファイルに保存したいデータを設定します。ドロップダウンリスト
から必要なオプションを選択して下さい。リストには 5 つのオプションがあります。
最初の 4 つのオプションの 1 つを選択するとシミュレータで計算したい情報（電圧、
電流、電力、インピーダンスなど）や保存したい情報を指定できます。
最初の 4 つのオプションのそれぞれに対して、回路内で利用可能なすべての変数を
保存することができます。5 番目のオプション、Active Variables では、シミュレー
タに下の Active Variables リストに追加された変数のデータだけを保存することを指
示します。このオプションは、出力ファイルの大きさを最小にしたい場合に使用し
て下さい。
また、Active Variables オプションを使用して、マルチパスシミュレーション（モン
テカルロ法、パラメータスイープ、温度スイープ）が行われている間に、どのノー
ドが調べられるかを指定することができます。Active Variables オプションが選択さ
れない場合、データはこれらの解析に対して回路内のすべてのノードで取得されま
す。
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利用できる変数とアクティブ変数
Available Variables リストは、Collect Data ドロップダウンリストで選択されたデータ
コレクションオプションに対して利用できる回路変数のすべてを表示します。この
リストで示されるすべての変数のデータがシミュレータにより保存されます。
（Active Variables オプションが Collect Data ドロップダウンリストで選択された場合
を除く）
Active Variables に設定された各変数は、自動的に波形ウインドウに自動的に表示さ
れます。
SimView の設定
シミュレーションを実行すると、結果は SimView 波形ウインドウに表示されます。
波形ウインドウでは、必要に応じて表示を変更することができます。表示スケール
を変更したり、ノードデータを追加したり、既存のノードデータを削除したりでき
ます。Simulation Data ファイル（.SDF）を閉じると、設定情報がこのファイルに保
存されます。
デフォルトではシミュレーションデータファイルを再オープンした場合、前と同じ
ように結果が表示されるように表示の設定は保持されます。シミュレーションを再
実行し設定した通りに Analyses やノードを表示したい場合、SimView Setup を保存
されている直前の設定から変更し、アクティブシグナルを表示して下さい。
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過渡解析
過渡解析により、通常オシロスコープで表示されるような出力を生成することがで
きます。時間の関数として過渡出力変数（電圧または電流）がユーザ定義の時間に
わたり計算されます。回路の DC バイアスを決めるために過渡解析を実行する前に
Operating Point 解析が自動的に実行されます。ただし、User Initial Condition オプシ
ョンがイネーブルにされている場合、Operating Point 解析は実行されません。この
オ プ シ ョ ン に つ い て の 詳 細 情 報 に つ い て は 、 こ の ト ピ ッ ク の 後 に あ る Initial
Condition オプションのトピックを参照して下さい。

過渡解析により、電圧と電流が時間の関数として計算されます。
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過渡解析の設定
過渡解析は、Analyses Setup ダイアログの Transient/Fourier タブで設定します。
（Simulate » Analyses Setup を実行して下さい。）
過渡解析は、必ず時間 0 から
始 ま り ま す 。 0 か ら と Start
Time の間では、シミュレータ
は、回路を解析しますが結果
は保存されません。Start Time
と Stop Time の間では、回路
の解析と解析が完了したとき
に表示される結果の保存が行
われます。
Step Time は、解析で使用され
る時間の公称のインクリメン
ト値です。ただし、実際の時
間ステップは、収束のために
シミュレータにより自動的に
変化します。Maximum Step により、過渡データを計算する場合にシミュレータが使
用する時間ステップの変化する大きさが制限されます。デフォルトでは、Step Time
または(Stop Time - Start Time)/50 のどちらか小さい方が使用されます。一般的に、
Step Time と Maximum Step は同じ値が設定されます。
過渡解析パラメータの自動計算
値の設定に自身が無い場合、Set Defaults ボタンを押すと過渡解析パラメータが自動
的に計算されます。Start Time は 0 に設定され、Stop Time と Step Time、Maximum
Step は、回路の最小周波数ソースに基づく Cycles Displayed と Points per Cycle のデフ
ォルト値を使用して計算されます。例えば、回路の最小周波数ソースが 10KHz でデ
フォルトが Cycles Displayed=5 で Points per Cycle=50 の場合：
Stop Time = 1/10KHz * 5
= 100uS * 5
= 500uS
Step Time = (1/10000) / 50
= 2uS
Max Step = Step Time
= 2uS
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過渡解析の Always set defaults のオプションが有効であれば、シミュレーションの前
に、このボタンを押したのと同じ状態でシミュレーションを行います。
初期状態オプションを使用する場合
Use Initial Conditions オプションをイネーブルすると、過渡解析は定義された初期状
態から始まります。この場合、Operating Point 解析は省略されます。過渡解析を動
作している状態から始めたい場合にこのオプションを使用して下さい。
このオプションを使用するには、回路のコンポーネントに初期状態を定義する
か、.IC デバイスを配置する必要があります。コンポーネント上をダブルクリックし
IC パーツフィールドを編集して下さい。コンポーネントの種類に応じた詳細情報に
ついては、 コンポーネントとモデル の章を参照して下さい。または、Simulation
Symbols.lib ライブラリから.IC デバイスを配置して下さい。
定義された Initial Condition を持たないコンポーネントは、初期値として 0 が使用さ
れます。
♦ 一般的に過渡解析の初期状態を設定するには、.IC デバイスを使
用する方が良いでしょう。.IC デバイスの詳細についてはこの章の
最後の回路状態の初期設定のトピックを参照して下さい。
オブジェクトはオーバ
Note: コンポーネントの IC 値により、ネットに付けられた.IC
値により、ネットに付けられた
ライドされます。

過渡解析の実行
過渡解析を実行するには：
1. 上で説明したように過渡解析パラメータを設定して下さい。
2. Analyses Setup ダイアログ（Simulate » Analyses Setup を選択して下さい。）
の General タブの Transient/Fourier Analysis オプションをイネーブルにして
下さい。
3. このオプションをイネーブルし、ダイアログの下側にある Run Analyses ボ
タンを押すか、Simulate » Run メニューアイテムを選択してシミュレーショ
ンを開始して下さい。
ステータスバーにシミュレーションの進行状態が表示されます。ネットリストの作
成中にエラーが検出されると、シミュレーションが停止し、エラーファイルを表示
するかどうかのメッセージファイルが現れます。このファイルを調べエラーを修正
してください。詳細情報については、シミュレーションが実行されない回路につい
ての章を参照して下さい。
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デザインがネットリスト化されると波形ウインドウが現れ、計算されたシミュレー
ション結果が表示されます。
表示された解析ウインドウで電圧や電流、電力の無駄使いなどの回路波形を表示し
たり計測したりできます。このウインドウに関する作業についての詳細は、波形解
析ウインドウの章を参照して下さい。
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AC 小信号解析 （AC スイープ）
AC 解析により、回路の周波数応答を示す出力が生成されます。この解析では、周
波数の関数として小信号 AC 出力変数が計算されます。まず、Operating Point 解析が
実行され回路の DC バイアスが計算されます。次に回路の信号ソースが固定振幅の
サイン波生成器に置き換えられます。さらに指定された周波数域に渡り回路が解析
されます。AC 小信号解析の出力は通常、伝達関数です。（電圧ゲイン、トランス
インピーダンス等）

AC 小信号解析により、回路の周波数応答が示されます。
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AC 解析の設定
AC 小信号解析の設定は、Analyses Setup ダイアログ
（Simulate » Analyses Setup を選択して下さい。）の
AC Small Signal タブで行われます。

回路には、AC パーツフィ
ールドに 値を持 つソー ス
が一つ必要です。

回路には、AC パーツフィールドに値を持つソースが少なくとも一つ必要です。こ
のソースはシミュレーション中、サイン波生成器に置き換えられます。このサイン
波生成器の周波数は Start Frequency から Stop Frequency の間で、Test Points と Sweep
Type により定義されるステップ値で変化します。
Sweet Type は、どのようにテストポイントが決定されるかを定義します。Sweep オ
プションには以下ものがあります：
Sweep オプション

Linear
Decade
Octave

意味

テストポイントの総数
ディケード毎のテストポイントの数
オクターブ毎のテストポイントの数

スイープされるサイン波の振幅と位相はソースのパーツフ
ィールドで指定されます。ソースをダブルクリックしこれ
らの値を設定してください。AC パーツフィールドに電圧
で振幅を入力し、AC Phase パーツフィールドに degree 単
位で位相を設定して下さい。単位は必要ありません。
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♦ 出力変数が 0dB
を基準とするよう
に、AC 振幅を 1 に
設定して下さい。
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AC 小信号解析の実行
AC 小信号解析を実行するには：
1. 上で説明したように AC 小信号解析のパラメータを設定して下さい。
2. AC パーツフィールドに値を持つソースが、少なくともひとつ回路にある
ことを確認して下さい。
3.

Analyses Setup ダイアログ（Simulate » Analyses Setup を選択して下さい。）
の General タブの AC Small Signal Analysis オプションをイネーブルにして
下さい。

4. このオプションをイネーブルにした後、ダイアログの底部の Run Analyses
ボタンを押すか、Simulate » Run メニューアイテムを選択しシミュレーショ
ンを開始して下さい。
ステータスバーにシミュレーションの進行状態が表示されます。ネットリストの作
成中にエラーが検出されると、シミュレーションが停止し、エラーファイルを表示
するかどうかのメッセージファイルが現れます。このファイルを調べエラーを修正
して下さい。詳細情報については、シミュレーションが実行されない回路について
の章を参照して下さい。
デザインがネットリスト化されると波形ウインドウが現れ、計算されたシミュレー
ション結果が表示されます。
表示された解析ウインドウで電圧や電流、電力の損失などの回路波形を表示したり
計測したりできます。このウインドウに関する作業についての詳細は、波形解析ウ
インドウの章を参照して下さい。
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DC スイープ解析
DC スイープ解析により、カーブトレーサのような出力を生成できます。この解析
法は、あらかじめ決められたステップで選択されたソースの電圧を変更しながら一
連の Operating Point 解析を行い、DC 伝達カーブが出力されます。オプションの設定
により、セカンダリソースを設定することができます。

DC トランスファー解析−それぞれの曲線は、入力電圧（プライマリソー
ス）が-0.7V から-1.5V の間で変化したときの、出力電圧を表わします。供給
電圧（セカンダリソース）により、曲線の組が与えられます。
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DC スイープ解析の設定
DC スイープ解析の設定は、Analyses Setup ダイアログ（Simulate » Analyses Setup を選
択して下さい。）の DC Sweep タブで行って下さい。

Source Name は、回路中の電源の名前で、Step で設定された値で変化します。Start、
Step、Stop Value により、スイープのレンジと解像度が定義されます。プライマリソ
ースは必ず必要ですが、セカンダリソースはオプションになります。セカンダリソ
ースが指定される場合、プライマリソースは、セカンダリソースの各値に対してレ
ンジ全体に渡りステップで変化します。
DC スイープ解析の実行
1. 上で説明したように DC スイープ解析のパラメータを設定して下さい。
2. Analyses Setup ダイアログ（Simulate » Analyses Setup を選択して下さい。）
の General タブの DC Sweep Analysis オプションをイネーブルして下さい。
3. こ の オ プ シ ョ ン を イ ネ ー ブ ル し た 後 、 ダ イ ア ロ グ の 下 側 に あ る Run
Analyses ボタンを押すか、Simulate » Run メニューアイテムを選択し、シミ
ュレーションを実行して下さい。
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ステータスバーにシミュレーションの進行状態が表示されます。ネットリストの作
成中にエラーが検出されると、シミュレーションが停止し、エラーファイルを表示
するかどうかのメッセージファイルが現れます。このファイルを調べエラーを修正
して下さい。詳細情報については、シミュレーションが実行されない回路について
の章を参照して下さい。
デザインがネットリスト化されると波形ウインドウが現れ、計算されたシミュレー
ション結果が表示されます。
表示された解析ウインドウで電圧や電流、電力の損失などの回路波形を表示したり
計測したりできます。このウインドウに関する作業についての詳細は、波形解析ウ
インドウの章を参照して下さい。

DC オペレーティングポイント解析
オペレーティングポイント解析
過渡解析や AC 小信号解析が行われる前に、シミュレータにより最初にオペレーテ
ィングポイント解析が行われます。オペレーティングポイント解析により、回路の
DC バイアスが分かります。この場合、インダクタは短絡回路でコンデンサはオー
プン回路として解析が行われます。またこの解析により、AC 小信号解析で使用さ
れる回路内の非線型デバイスの小信号モデルは線形化されます。AC ソースの存在
は考慮されません。
オペレーティングポイント解析の実行方法
オペレーティングポイント解析の実行方法
オペレーティングポイント解析は過渡解析または AC 小信号解析がイネーブルにす
ると自動的に実行されます。解析の結果は、シミュレーションエンジンに内部的に
使用されます。オペレーティングポイントの計算結果を調べたい場合、Operating
Point analysis をイネーブルしてください。これを行うには：
1. Analyses Setup ダイアログ（Simulate » Analyses Setup を選択して下さい。）
の General タブの Operating Point Analysis をイネーブルして下さい。
2. 電流、電源とインピーダンスの計算を追加するには、Analyses Setup ダイア
ログの General タブの Collect Data For オプションを Node Voltages, Supply
Currents, Device Currents and Powers に設定して下さい。
3. このオプションをイネーブルした後、ダイアログの下側の Run Analyses ボ
タンを押すか、メニューの Simulate » Run を選択し、シミュレーションを実
行して下さい。
ステータスバーにシミュレーションの進行状態が表示されます。ネットリストの作
成中にエラーが検出されると、シミュレーションが停止し、エラーファイルを表示
するかどうかのメッセージファイルが現れます。このファイルを調べエラーを修正
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してください。詳細情報については、シミュレーションが実行されない回路につい
ての章を参照して下さい。
結果は波形ウインドウの Operating Point のタブをクリックすると表示されます。ノ
ードやデバイスを追加するには、パネルの Waveforms のリストで名称を選び、Show
ボタンをクリックします。
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モンテカルロ解析
モンテカルロ解析は、デバイスの誤差をランダムに変化させシミュレーションを複
数回実行します。この機能は、標準解析（AC、DC、過渡）のどれかがイネーブル
されている場合だけ使用できます。シミュレータは Setup Analyses ダイアログの
Active Variable リストに追加されたノードのモンテカルロデータだけを保存します。
サブサーキットデータは、モンテカルロ解析では変化しません。基本コンポーネン
トと基本モデルだけが変化します。

モンテカルロ解析を使用して、コンポーネントの誤差による回路への影響を
調べて下さい。
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モンテカルロ解析の設定
モンテカルロ解析の設定は、Analyses Setup ダイアログ（Simulate » Analyses Setup を
選択して下さい。）の Monte Carlo タブで行います。
モンテカルロ解析のオプションは、以下の通りです：
Simulation Runs

シミュレーションを実行したい回数を入力してください。例えば、10 を入力すると
シミュレーションが 10 回が実行されます。それぞれのシミュレーションでは決めら
れた誤差範囲のなかで異なるデバイスの値が用いられます。
Simulation Seed

シミュレータは、モンテカルロ解析のための乱数を生成するためシードを使用しま
す。デフォルトのシード値は−1 です。異なる乱数列を使用してシミュレーション
を実行したい場合、シード値を他の値に設定して下さい。
Default Distribution

モンテカルロ解析で生成される乱数は、以下の 3 種類の分布から選択することがで
きます:
Uniform distribution（均一分布）
（均一分布）

Uniform 分布は、フラットな分布です。値は指定された誤差範囲に渡り均一に
分布します。例えば、10%の誤差を持つ 1K の抵抗の場合、900 オームと 1100
オームの間の値が均一の確立で生成されます。
Gaussian distribution（ガウシアン分布）
（ガウシアン分布）

値はガウシアン（釣り鐘型）曲線に沿って分配されます。中央が代表値で、指
定された誤差の＋/−3 の標準偏差です。1K ＋/−10%の値の抵抗の場合、分布
の中心は 1000 オームで+3 の標準偏差が 1100 オーム、−3 の標準偏差が 990 オ
ームです。このタイプの分布では、指定された値に近い値ほど生成される確立
が高くなります。
Worst Case distribution（ワーストケース分布）
（ワーストケース分布）

この分布は、範囲の端点（ワーストケース）が使用される以外は均一分布と同
じです。1K＋/−10%の抵抗の場合、990 オームと 1100 オームの２つの最悪の
場合の値からランダムに値が選択されます。シミュレーションが実行される場
合、上端の最悪値（1100）または下端の最悪値（990）が使用される確立は同
じです。
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MonteCarlo Default Tolerances

デバイスを次の 6 種類に分類し、それぞれデフォルトの誤差を設定することができ
ます。分類は抵抗、コンデンサ、インダクタ、DC ソース、トランジスタ（ベータ
フォワード）、デジタル Tp（デジタルデバイスの伝播遅れ）です。
誤差は実際の値またはパーセントで指定できます。例えば、抵抗の誤差を 10 または
10%として設定できます。1 キロオームの抵抗が 10 の誤差を持つ場合、抵抗は 990
から 1010 オームまで変化します。
デバイスは他のデバイスに関係なく変化します。例えば、回路に 10K オームの 2 つ
の抵抗がありデフォルトの誤差が 10%に設定されている場合、最初のシミュレーシ
ョンでは 1 つのレジスタが 953 オームで、もう 1 つが 1022 オームになるかもしれま
せん。シミュレータは独立した乱数を使用し、各デバイスの値を生成します。
Specific Device Tolerances

Specific device tolerances を指定すると Monte Carlo Default Tolerances の代わりにこち
らが優先されます。Specific Device Tolerance を追加するには、ダイアログの Specific
Device Tolerance でマウスの右ボタンをクリックし、ポップアップメニューから Add
を選択して下さい。（ショートカット：INSERT キーを押して下さい）Monte Carlo
Device and Lot Tolerances ダイアログがポップアップ表示されます。このダイアログ
の属性を以下に示します。：
Designator

必要な回路デバイスを選択して下さい。
Parameter

デバイスに必要なパラメータを設定して下さい。サポートされるパラメータは、
デジタルコンポーネントの伝播遅れやトランジスタのベータフォワード、ポテ
ンショメータの抵抗です。
Device Tolerance

このデバイスの誤差です。
Device Tracking Number

相関のある誤差の変化が必要とされる場合、デバイスに共通のトラッキング番
号を割り付けてください．2 つのデバイスに同じ Device Tracking Number と
Device Distribution を設定すると、シミュレーションのデバイス値が計算される
時、同じ乱数が両方のデバイスで使用されます。
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Device Distribution

このトピックの最初に説明したように、デバイスの分布の種類を選択して下さ
い。
Lot Tolerance, Tracking and Distribution

これらの設定は、Device の設定と同じように使用して下さい。これらの設定に
より、定義と相関のあるデバイス誤差を行うことができます。デバイスとロッ
ト誤差の両方を設定することができます。ただし、どちらかを必ず設定する必
要があります。シミュレータによりデバイスとロット誤差が別々に計算され
（別々の乱数を使用する）それらが互いに加えられます。
値が完全な相関関係に無く、しかも完全に独立でもない場合、デバイスとロッ
ト誤差を組み合わせることは有効です。例えば、2 つのパックに入った抵抗が
あるとします。この場合、（ウェハーが違うため）ロット誤差は大きいと考え
られますが、デバイス誤差（同じパッケージの中の各抵抗の違い）は小さいと
考えられます。このような場合、デバイス誤差を無視することはできません。
なぜなら、回路全体の性能には制限があるからです
以下の例を考えてみましょう：
デバイス誤差 1%（デバイストラッキングなし）の 1K の抵抗 R1 と R2 を考え
ます。これらの抵抗には同じ Lot Tracking 番号でロット誤差 4%があります。
それぞれのモンテカルロ法の実行では、まず両方の抵抗に＋/−4%の間の同じ
ロットバリエーションが割り付けられます。その次に各レジスタに＋/−1%の
間のデバイス誤差が割り付けられます。その結果、トータルで 5%（1%＋4%）
の誤差が与えられます。
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モンテカルロ解析の実行
モンテカルロ解析を実行するには：
1. モンテカルロ解析のパラメータを上で説明したように設定して下さい。
2. Analyses Setup ダイアログ（ Simulate » Analyses Setup を実行します。）の
General タブの Monte Carlo Analysis オプションをイネーブルにします 。

3. モンテカルロ解析では、多くのデータが計算されます。計算されるデータ
の量を制限するには、Analyses Setup ダイアログの Collect Data For オプショ
ンを Active Variables に設定して下さい。このオプションにより、モンテカ
ルロデータは Active Variables フィールドに表示されている変数に対して計
算されます。上図でモンテカルロデータが OUTPUT 変数に対してだけ計算
されている様子を示します。
4. こ の オ プ シ ョ ン を イ ネ ー ブ ル し た 後 、 ダ イ ア ロ グ の 下 側 に あ る Run
Analyses ボタンを押すか、Simulate » Run メニューアイテムを選択し、シミ
ュレーションを実行して下さい。
ステータスバーにシミュレーションの進行状態が表示されます。ネットリストの作
成中にエラーが検出されると、シミュレーションが停止し、エラーファイルを表示
するかどうかのメッセージファイルが現れます。このファイルを調べエラーを修正
してください。詳細情報については、シミュレーションが実行されない回路につい
ての章を参照して下さい。
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デザインがネットリスト化されると波形ウインドウが現れ、計算されたシミュレー
ション結果が表示されます。
どの解析方法がイネーブルであるかに応じて、AC や DC、過渡解析ウインドウにモ
ンテカルロ解析の結果が表示されます。解析ウインドウの波形からモンテカルロ解
析を計測できます。このウインドウでの作業に関する詳細は、波形解析ウインドウ
の章を参照して下さい。

パラメータスイープ
パラメータスイープ機能により、指定した範囲で指定された値でデバイスの値を変
化させる事ができます。シミュレータは、イネーブルした解析（AC や DC、過渡解
析）を複数回実行します。パラメータスイープでは、基本コンポーネントや基本モ
デルを変化させることができます。ただし、サブサーキットデータは解析中に変化
させることはできません。
また、変化させるセカンダリパラメータを定義することもできます。セカンダリパ
ラメータが定義されると、セカンダリパラメータのそれぞれの値に対してプライマ
リパラメータがスイープされます。例えば、ステップサイズがプライマリスイープ
で 3 回、セカンダリスイープで 3 回定義されている場合、コンポーネントの値は、
P1 と S1、P2 と S1、P3 と S1、P1 と S2、P2 と S2、P3 と S2 ・・・となります。

回路のコンポーネント値を 1 つスイープさせた時のノード OUT の電圧
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パラメータスイープの設定
パラメータスイープの設定は、Analyses Setup ダイアログ（Simulate » Analyses Setup
を選択。）の Parameter Sweep タブで行います。

パラメータスイープには、Parameter、Strat Value、Stop Value、Step Value のデータ
が必要です。パラメータは単一のデシグネーション（例えば C2）または、括弧の中
にデバイスパラメータを持つデシグネータ（例えば U5[tp_val]）を使用できます。
以下に使用できるパラメータの例を示します：
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例

値

RF

デシグネータが RF の抵抗

Q3[bf]
R3[r]

トランジスタ Q3 のベータフォワード
ポテンショメータ R3 の抵抗

option[temp]

温度

U5[tp_val]

デジタルデバイス U5 の伝播遅れ
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♦ 通常、シミュレーションでは温度を変化するには、温度スイープを使
用します。しかし、温度はパラメータスイープでも変化させることができ
ます。このことは、2 つのパラメータスイープでプライマリまたはセカン
ダリパラメータのどちらかを温度として変化させたい場合に有効です。
Relative Value オプションをイネーブルに
オプションをイネーブルにすると
すると
Parameter Sweep タブで Use Relative Values オプションをイネーブルすると、Start
Value や Stop Value、Step Value に入力された値は、パラメータの既存またはデフォ
ルト値に加算されます。例えば、以下の設定のパラメータスイープを考えて下さ
い：
1. 1K オームの抵抗。
2. Start、Stop、Step のの各値は、それぞれ–50、50、20。
3. Relative Values をイネーブルにします。
シミュレーションが実行される場合、以下の抵抗値が使用されます：950、970、990、
1010、1030、1050
パラメータスイープの実行
パラメータスイープを実行するには、
1. パラメータスイープ解析では、多くのデータが計算されます。計算される
データの量を制限するには、Analyses Setup ダイアログの Collect Data For オ
プションを Active Variables に設定してください。このオプションにより、
モンテカルロデータは Active Variables フィールドに表示されている変数に
対して計算されます。
2. パラメータスイープ解析のパラメータを上で説明したように設定して下さ
い。
3. Analyses Setup ダイアログ（Simulate » Analyses Setup を選択。）の General タ
ブの Parameter Sweep オプションをイネーブルして下さい。
4. こ の オ プ シ ョ ン を イ ネ ー ブ ル し た 後 、 ダ イ ア ロ グ の 下 側 に あ る Run
Analyses ボタンを押すか、メニューの Simulate » Run を選択し、シミュレー
ションを実行して下さい。
ステータスバーにシミュレーションの進行状態が表示されます。ネットリストの作
成中にエラーが検出されると、シミュレーションが停止し、エラーファイルを表示
するかどうかのメッセージファイルが現れます。このファイルを調べエラーを修正
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してください。詳細情報については、シミュレーションが実行されない回路につい
ての章を参照して下さい。
デザインがネットリスト化されると波形ウインドウが現れ、計算されたシミュレー
ション結果が表示されます。
どの解析方法がイネーブルにであるかに応じて、AC や DC、過渡解析ウインドウに
パラメータスイープ解析の結果が表示されます。解析ウインドウの波形からパラメ
ータスイープ解析を計測できます。このウインドウでの作業に関する詳細は、波形
解析ウインドウの章を参照して下さい。

温度スイープ
温度スイープは、AC、DC、過渡解析の標準の解析手法と組み合わせて使用するこ
とができます。設定された温度域の各温度で回路の解析が行われ、各温度でのシミ
ュレーション結果が生成されます。
温度スイープ解析の設定
温度スイープの設定は、Analyses Setup ダイアログ（ Simulate » Analyses Setup を選
択。）の Temperature Sweep タブで行って下さい。
指定された温度で各解析が実行されるように標準の解析手法を設定して下さい。
温度スイープ解析の実行
温度スイープ解析を実行するには、
1. 温度スイープ解析では、多くのデータが計算されます。計算されるデータ
の量を制限するには、Analyses Setup ダイアログの Collect Data For オプショ
ンを Active Variables に設定して下さい。このオプションにより、モンテカ
ルロデータは Active Variables フィールドに表示されている変数に対して計
算されます。
2. 温度スイープ解析のパラメータは Analyses Setup ダイアログの Temperature
Sweep タブで設定します。
3. Analyses Setup ダイアログの General タブの Temperature Sweep オプションを
イネーブルにして下さい。
4. こ の オ プ シ ョ ン を イ ネ ー ブ ル し た 後 、 ダ イ ア ロ グ の 下 側 に あ る Run
Analyses ボタンを押すか、Simulate » Run メニューアイテムを選択し、シミ
ュレーションを実行して下さい。

232

シミュレーションの設定と実行

ステータスバーにシミュレーションの進行状態が表示されます。ネットリストの作
成中にエラーが検出されると、シミュレーションが停止し、エラーファイルを表示
するかどうかのメッセージファイルが現れます。このファイルを調べエラーを修正
してください。詳細情報については、シミュレーションが実行されない回路につい
ての章を参照して下さい。
デザインがネットリスト化されると波形ウインドウが現れ、計算されたシミュレー
ション結果が表示されます。
どの解析方法がイネーブルであるかに応じて、AC や DC、過渡解析ウインドウに温
度スイープ解析の結果が表示されます。解析ウインドウの波形から温度スイープ解
析を計測できます。このウインドウでの作業に関する詳細は、波形解析ウインドウ
の章を参照して下さい。

フーリエ解析
過渡解析で計算される過渡データの最後のサイクルに基づきフーリエ解析が行われ
ます。例えば、基本周波数が 1.0KHz の場合、最後の 1ms サイクルの過渡解析デー
タがフーリエ解析に使用されます。
1
K
H
z
の
矩
形
波
の
周
波
数
ス
ペ
ク
ト
ラムを示すフーリエ解析結果
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フーリエ解析の設定
フーリエ解析の設定は、Analyses Setup ダイアログ（ Simulate » Analyses Setup を選
択。）の Transient/Fourier タブで行って下さい。フーリエ解析を行うには過渡解析を
イネーブルにする必要があります。解析のために基本周波数と必要なハーモニック
の数を入力して下さい。
フーリエ解析の実行
フーリエ解析の実行するには、
1. 上で説明したようにフーリエ解析のパラメータを設定して下さい。
2. Analyses Setup ダイアログ（Simulate » Analyses Setup を選択。）の General タ
ブの Transient/Fourier オプションをイネーブルにして下さい。
3. こ の オ プ シ ョ ン を イ ネ ー ブ ル し た 後 、 ダ イ ア ロ グ の 下 側 に あ る Run
Analyses ボタンを押すか、Simulate » Run メニューアイテムを選択し、シミ
ュレーションを実行して下さい。
ステータスバーにシミュレーションの進行状態が表示されます。ネットリストの作
成中にエラーが検出されると、シミュレーションが停止し、エラーファイルを表示
するかどうかのメッセージファイルが現れます。このファイルを調べエラーを修正
して下さい。詳細情報については、シミュレーションが実行されない回路について
の章を参照して下さい。
デザインがネットリスト化されると波形ウインドウが現れ、計算されたシミュレー
ション結果が表示されます。
表示された解析ウインドウでフーリエ解
析の波形を計測できます。このウインド
ウでの作業に関する詳細は、 波形解析ウ
インドウの章を参照して下さい。
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♦ 各ハーモニックの大きさと位
相についての詳細は、シミュレ
ー シ ョ ン 情 報 フ ァ イ ル
（ DesignName.SIM ） を 参 照 し て
下さい。
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伝達関数解析
伝達関数解析では、DC 入力抵抗と DC 出力抵抗、DC ゲインが計算されます。
伝達関数解析の設定
伝達関数解析の設定は、Analyses Setup ダイアログ（ Simulate » Analyses Setup を選
択。）で行って下さい。入力リファレンスとして使用される Source と計算で参照さ
れるノード（デフォルトでは 0）を選択して下さい。
伝達関数解析の実行
伝達関数解析を実行するには、
1. 上で説明したように伝達関数解析のパラメータを設定して下さい。
2. Analyses Setup ダイアログ（Simulate » Analyses Setup を選択。）の General タ
ブの Transfer Function オプションをイネーブルにします。
3. こ の オ プ シ ョ ン を イ ネ ー ブ ル し た 後 、 ダ イ ア ロ グ の 底 部 に あ る Run
Analyses ボタンを押すか、Simulate » Run メニューアイテムを選択し、シミ
ュレーションを実行して下さい
ステータスバーにシミュレーションの進行状態が表示されます。ネットリストの作
成中にエラーが検出されると、シミュレーションが停止し、エラーファイルを表示
するかどうかのメッセージファイルが現れます。このファイルを調べエラーを修正
してください。詳細情報については、シミュレーションが実行されない回路につい
ての章を参照して下さい。
デザインがネットリスト化されると波形ウインドウが現れ、計算されたシミュレー
ション結果が表示されます。
解析ウインドウの Transfer Function タブで回路の各ノードの DC 入力抵抗、DC 出力
抵抗、DC ゲインが表示されます。このウインドウでの作業に関する詳細は、波形
解析ウインドウの章を参照して下さい。
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ノイズ解析
ノイズ解析により、回路における抵抗や半導体デバイスのノイズコントリビューシ
ョン（ノイズ影響度）を計測することができます。シミュレータにより、ノイズの
スペクトラム密度(V^2/Hz)をプロットすることができます。コンデンサとインダク
タ、制御ソースはノイズツリーとして扱われます。以下のノイズ計測をシミュレー
タにより行うことができます：
Output Noise

指定された出力ノードで計測されたノイズ
Input Noise

入力に加えられたノイズの量により出力のノイズが計算されます。例えば、出力ノ
イズが 10p で回路のゲインが 10 の場合、入力で 1p のノイズが加えられ出力で 10p
のノイズが計測されます。この場合、入力ノイズは 1p となります。
Component Noise

回路の各コンポーネントの出力ノイズコントリビューションです。トータルの出力
ノイズは抵抗と半導体デバイスのそれぞれのノイズコントリビューションを加えた
値になります。これらのコンポーネントのそれぞれがある量のノイズを発生し、コ
ンポーネントの場所から回路の出力の間のゲインで増幅されます。このように同じ
コンポーネントでも、回路の位置により出力ノイズに及ぼす影響はそれぞれ異なり
ます。
ノイズ解析の設定
ノイズ解析の設定は、
Analyses Setup ダ イ ア ロ グ
（Simulate » Analyses Setup を
選択。）の Noise タブで行
います。
ノイズ計算の入力リファレ
ンスとして使用される
Source を選択して下さい。
Start 周波数と Stop 周波数、
計算実行される Test Points
の数を入力して下さい。こ
れらテストポイントの分布
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は、Sweep Type により周波数レンジに渡って定義されます。Points Summary フィー
ルドに 0 を入力すると、入力と出力のノイズだけが計測されます。1 が入力される
と各コンポーネントのノイズコントリビューションが計測されます。
ノイズ解析の実行
ノイズ解析を実行するには、
1. Noise パラメータを上で説明したように設定して下さい。
2. Analyses Setup ダイアログ（Simulate » Analyses Setup を選択。）の General タ
ブの Noise Analysis オプションをイネーブルにします。
3. こ の オ プ シ ョ ン を イ ネ ー ブ ル し た 後 、 ダ イ ア ロ グ の 底 部 に あ る Run
Analyses ボタンを押すか、Simulate » Run メニューアイテムを選択し、シミ
ュレーションを実行して下さい。
ステータスバーにシミュレーションの進行状態が表示されます。ネットリストの作
成中にエラーが検出されると、シミュレーションが停止し、エラーファイルを表示
するかどうかのメッセージファイルが現れます。このファイルを調べエラーを修正
して下さい。詳細情報については、シミュレーションが実行されない回路について
の章を参照して下さい。
デザインがネットリスト化されると波形ウインドウが現れ、計算されたシミュレー
ション結果が表示されます。
表示された解析ウインドウで Noise 解析波形を見ることができます。入力と出力の
ノイズ波形は、NI（出力ノード）と NO（出力ノード）のラベルが付けられていま
す。

インピーダンスプロット解析
インピーダンスプロット解析では、任意の 2 点間のインピーダンスが示されます。
通常、AC Analysis ウインドウにプロットされます。インピーダンスプロットには、
独自の設定ダイアログはありません。
インピーダンスプロット解析の設定
インピーダンスプロット解析の結果を表示するには、Analyses Setup ダイアログの
General タブにある Collect Data For ドロップダウンリストからどちらかのオプション
を設定して下さい：
•

Node Voltages, Supply and Device Currents

•

Node Voltages, Supply Currents, Device Currents and Powers
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Available Variables リストでソースを選択し、それを Active Variables リストに追加し
てください。VIN というデシグネータを持つソースが、VIN(z)としてリストに表示
されます。
インピーダンスプロット解析の実行
シミュレーションを実行すると、Analyses ウインドウにインピーダンスプロットが
表示されます。これは特に、AC Analysis ウインドウでインピーダンス vs 周波数を
調べるのに有効です。インピーダンスの計測は、電源のプラス端子の電圧を同じ端
子からの電流出力で割ることにより計算されます。
また、回路の出力インピーダンスのインピーダンスプロットも行うことができます。
回路の出力インピーダンスを計測するには：
1. 入力からソースを削除します。
2. 回路の入力を入力電源が接続される場所で GND に接続して下さい。
3. 回路に接続される負荷を削除して下さい。
4. 2 端子ソースを出力に接続して下さい。ソースのプラス端子を出力に接続
し、マイナス端子をグランドに接続して下さい。
5. 先に説明したように Variables を設定して下さい
6. シミュレーションを実行して下さい。
インピーダンスプロットでは、通常 Y 軸を Magnitude に変更します。これを行うに
は、波形ディスプレイがシングルセルモードである必要があります。波形ウインド
ウで右クリックしポップアップメニューから Scaling を選択してください。Scaling
Options ダイアログで Y 軸を Magnitude に設定して下さい。
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特別な SPICE 情報をネットリストに記述
スケマティックシートに Text Frame を配置する事で、ネットリストに特別な SPICE
シミュレーション情報を記述することができます。テキストフレームの最初の行は、
“.NSX” として下さい。これに続くテキストフレームの行は、記述された通り正確に
シミュレーションネットリストに出力されます。
テキストフレームを使用して相互インダクタを設定する例
以下にテキストフレームを使用して 2 つのディスクリートのインダクタ間の相互イ
ンダクタを設定する例を示します。この例では、K1 は相互インダクタのリファレン
ス（文字 K で始まればどんなものでもかまいません。）で、L1 と L2 は 2 つのイン
ダクタのデシグネータ、0.5 はカップリング係数です。
.NSX
K1 L1 L2 0.5
Vin

Vout
L1
1m

L2
1m

R
1k

GND

ネットリストからのシミュレーションの作成
スケマティックからシミュレーションを実行する場合、デザイン情報はネットリス
ト形式でシミュレーションエンジンに渡されます。このネットリストは一時的なフ
ァイルとして作成され、シミュレーションが完了すると自動的に削除されます。
ネットリストから直接シミュレーションを実行することもできます。これを行うに
は、ドキュメントの編集ウインドウでネットリストがオープンされている必要があ
りま す 。 （ 現 在 オ ー プ ン され て い る 各 ド キ ュ メ ン トは タ ブ が 表 示 さ れ て い ま
す。.NSX タブがあるかチェックして下さい。）アクティブドキュメントである必要
はありません。作成するには、メニューから Simulate » Create Spice Netlist を選択し、
ネットリストを表示して下さい。
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注意：
注意：デザインデータベースで保存されるネットリストはシミュレーションでは使用

されません。ネットリストがオープンされていない場合、一時的にネットリストが
作成され使用されます。ネットリストがオープンされている場合、そのネットリス
トが使用されます。

回路の初期状態設定
非安定で双安定な回路のようなデザインで、シミュレーションが収束する前にノー
ド電圧があらかじめ決められた値であることが要求される場合があります。シミュ
レータには、これら実現するための機能として Nodeset 及び Initial Condition デバイ
スや Initial Conditions オプションがあります。Nodeset と Initial Condition デバイスは、
Simulation Symbols.lib ライブラリにあります。
.NS デバイス(Nodeset)
デバイス
Nodeset デバイスを使用して、シミュレーションの準備段階のオペレーテ
ィングポイント解析のノードの開始電圧を指定します。オペレーティング
ポイント解析が完了すると、制限が解放されバイアス解析が続けられます。
デバイスを配置した後、以下の属性を指定する必要があります：
Attribute / Part Field

設定

Designator

各 Nodeset デバイスには、デシグネータが必要になりま
す。（例：NS1）

Part Type

ノード電圧（例：12）

.IC デバイス(Initial
Condition)
デバイス
Initial Condition デバイスを使用して、過渡解析の初期状態を設定します。シミュレ
ータが初期状態を決定する方法は、IC デバイスによる方法と、Analyses Setup ダイ
アログの Transient/Fourier タブの"Use Initial Conditions”オプションの設定による方法
があります。
Use Initial Conditions オプションがイネーブルで無い場合、オペレーティン
グポイント解析の間 IC デバイスにより指定されたノード電圧の値が保持
されます。過渡解析の次のシークエンスではこの制限はなくなります。
SPICE エンジンは、矛盾しない DC ソリューションを計算する事ができる
ので、こちらの方法を推奨します。
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Attribute / Part Field

Setting

Designator

各 IC デバイスには、デシグネータが必要になります。
（例： IC1）

Part Type

ノード電圧（例：5）

初期状態オプションの使用
Analyses Setup ダイアログの Transient/Fourier タブの Use Initial Conditions オプション
がイネーブルになると、オペレーティングポイント解析が実行されません。代わり
に .IC デバイスにより指定されたノード電圧が使用されコンデンサやダイオード、
BJT、JFET、MOSFET の初期状態が計算されます。オペレーティングポイント解析
が実行されないために、適当なノード電圧を指定する必要があります。Use Initial
Condition オプションをイネーブルすることに関する詳細情報については、シミュレ
ーションの設定と実行の章にある過渡解析のトピックを参照して下さい。
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波形解析ウインドウ

シミュレータはシミュレーションデータと波形を、マルチタブ波形解析ウインドウ
を使用して表示します。このウインドウにより、シミュレーション結果をすばやく
簡単に解析することができます。
解析のそれぞれからの結果は、波形解析ウインドウの別々のタブに表示されます。
各解析手法の設定に関する詳細情報は、シミュレーションの設定と実行の章を参照
して下さい。
波形解析ウインドウの動作はオシロスコープに似ています。Panel のスケールオプシ
ョンを調整すると、調べたい波形の部分を正確に表示することができます。また、
波形解析ウインドウには、計測カーソルがあり、このカーソルを使用して波形を直
接計測することができます。
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波形の表示
シミュレーションが実行されている間、シミュレーション結果がプロットされます。
シミュレーションが完了後、ウインドウの下側の適当なタブをクリックしてそれぞ
れの解析手法の結果を表示することができます。オペレーティングポイント解析の
結果は、電圧や電流、電力の各ノードまたはデバイスに対する計算結果のリストと
して表示されます。オペレーティングポイント解析の結果は、Analyses Setup ダイア
ログの General タブで設定される Collect Data の設定に応じて表示されます。
♦ 波形ウインドウに表示する回路内のノードはどのように設定するのでしょう
か？ シミュレーションの設定と実行 の章の 取得したいシミュレーションデー
タ、表示したいシミュレーションデータ、保存したいシミュレーションデータ
の設定のトピックを参照して下さい。

波形の大きさの変更
波形の縮尺は、最初に表示される時に自動的に決められます。Y 軸方向の縮尺は、
すべての波形が表示され、最大の波形がうまくウインドウを占めるようにすべての
波形で同じ縮尺が使用されます。X 軸方向の縮尺は、解析手法の種類に応じて決め
られます。例えば、過渡解析での X 軸の長さは、Start Time - Stop Time で定義されま
す。
波形の大きさや位置を変更するには、Panel（パネルを表示するには、View » Panel を
選択します。）上のスケーリングつまみを使用して下さい。
current
Y division
size

current
X division
size

default location
of the zero
reference point

zero reference
is offset by this
amount
(Y Offset)

縮尺を変更するには Scaling つまみを使用して下さい。
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X 軸方向の大きさ変更
パネルの X Division Size を変更する事で、波形を水平
方向に拡張したり縮小したりできます。値を入力する
か、縮尺ボックスのすぐとなりにある小さい上下の矢
印を押して縮尺を変更して下さい。
Y 軸方向の大きさ変更
パネルの Y Division Size を変更する事で、波形を垂直
方向に拡張したり縮小したりできます。縮尺された波
形の位置が Y Offset によりどのように影響されるかに注意して下さい。一時的に Y
Offset をゼロに設定し、Y Division Size の変更により波形がどのように表示されるか
を確認して下さい。
Y 軸方向のオフセット
方向のオフセット調整
のオフセット調整
Y Offset により、波形のゼロ基準点が Y 軸に沿って移動します。ゼロ基準点のデフ
ォルト位置は、Y 軸の中央です。Y Offset が負の値の場合、ゼロ参照点は下方へ移
動します。Y Offset が正の値の場合、ゼロ基準点は上方へ移動します。Y Offset に値
を入力するか、小さい上下の矢印を押してゼロ基準点の位置を調整して下さい。
波形縮尺の再設定
波形の縮尺を再設定するには、まず波形が何も選択されていない（波形名のところ
にドットが表示されていない）ことを確認し、それからパネルの Fit Y ボタンをクリ
ックして下さい。
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個別の波形の大きさの変更
個別の波形の縮尺を変更す
る前にその波形を選択する
必要があります。波形の横
の一覧にある名前をクリッ
クして波形を選択してくだ
さい。選択された波形にの
み縮尺が適用されたことを
示すために縮尺の色がどの
ように変更されるか注意し
て下さい。

スケーリングコントロール
を使用して、選択された波
形の縮尺を変更して下さ
い 。 Y Division Size と Y
Offset を変更することができ
ます。この例では、Y
Division Size は、2.5V/div か
ら 5V/div に 変 更 さ れ 、 Y
Offset は"In"波形が上へ移動
するように変更されまし
た。
名前を再びクリックする
と、“In”波形の選択が解除さ
れます。Y 軸の目盛りの表
示が消え、代わりに各名前
の隣に縮尺が表示されま
す。これは、各波形の縮尺
が違う場合に起こります。
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個別セルでの波形の表示
別々の領域（またはセル）に各波形を表示す
るには、Panel の All Cells オプションをクリッ
クして下さい。この機能は、デジタル信号を
別々に表示したい場合に使用して下さい。
♦ セルの中でマウスの右ボタンをクリッ
クすると All Cells と Single Cell が切り替わ
ります。

同じセルでの複数波形の表示
まず、回路のシミュレーションを実行しデフ
ォルト設定で選択された波形を表示して下さ How the waveforms appear in separate cells
い。この場合、それぞれの波形は、個別のセルに表示されます。波形をクリック＆
ドラッグしセルに移動することにより、簡単にセルに波形を移動することができま
す。Single Cell 表示に切替えると、これら 2 つの波形が表示されます。

2 つの波形を同じセルで表示するために クリック、ドラッグドロップします。右クリックしてシングルセルモ
ードに切替えてください。
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波形軸のスケール
波形軸のスケール
AC 解析波形では、いろいろなモードで波形を表示することができます。X 軸は線形、
対数、Y 軸は絶対値、マグニチュード、位相で表示できます。スケールを変更する
には、波形が表示されている時にメニューから Options » Scaling を選択して下さい。
また、波形解析ウインドウで右クリックして表示されるメニューから Scaling を選択
し、Scaling Options ダイアログを表示することもできます。

シミュレーションポイント
シミュレーションポイントの表示
ポイントの表示
滑らかな曲線なのか、尖ったエッジなのか波形の形に確信がもてない場合、シミュ
レーションデータのポイントを表示して結果が十分に計算されているかを確認する
ことができます。
シミュレーションデータ点を表示するには、メニューから Design » Options を選択し
Document Options ダイアログの Show Data Points オプションをイネーブルして下さい。
データが計算された位置に小さいマルが表示されます。

同じ色で表示された波形の識別
波形解析ウインドウには、同じ色で波形が表示された場合、各波形を識別するため
の機能があります。メニューから Design » Options を選択し Show Designation Symbols
オプションをイネーブルすると、識別シンボルが各波形上に表示されます。波形が
個別セルに表示されている場合、識別シンボルは四角形が使用されます。複数の波
形が同じセルに表示されている場合、各波形に異なる形状のシンボルが使用されま
す。

識別シンボルを使用すると各波形を明確に識別できます。
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計測カーソルの使用
2 つの計測カーソルにより、波形を直接計測することが
できます。過渡解析の波形から時間や振幅を直接計測
できます。また、AC 小信号解析の波形から 3dB の点を
計測することができます。また、2 つのカーソルを使用
して、同じ波形上あるいは異なる波形上の 2 点を計測
することができます。
2 つの計測カーソルはそれぞれ表示されている任意の波
形に割り付けることができます。計測カーソルを使用
するには：
リストから波形の名称を選び、

1. カーソルを割り付けたい波形をドロップダウ カーソルを割り付けます。
ンリストから選択します。
2. 文字が表示されている小さいタブがウインド
ウの上部に表示されます。ドラッグし、適切
な位置に移動して下さい。
3. 現在のカーソル位置の X と Y の値を、パネル
の Measurement Cursors から読み取って下さい。

ウインドウ上部のタブをドラッグ
する事で位置を変更できます。

複数回
複数回のシミュレーションの
のシミュレーションの表示方法
表示方法
モンテカルロ解析やパラメータスイープ解析、温度スイープ解析では、実際には複
数のシミュレーションが実行されます。それぞれのシミュレーションでは、一つま
たはそれ以上の回路パラメータが変化します。それぞれのシミュレーション結果は、
波形名の後に文字と番号が追加され識別されます。文字により解析法の種類が識別
され（モンテカルロ解析は m、温度スイープ解析は t、パラメータスイープ解析は p
です）、番号はそれぞれの解析結果を表わします。また、回路図の値で実行された
シミュレーションの波形もあります。この波形には、文字や番号が追加されません。
以下に例を示します：
output-p1
パラメータスイープ解析 1 回目のノード output の電圧
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output-p2

パラメータスイープ解析 2 回目のノード output の電圧

output-p3

パラメータスイープ解析 3 回目のノード output の電圧

output
output-m1

通常のシミュレーションのノード output の電圧
モンテカルロ解析 1 回目のノード output の電圧

output-t1

温度スイープ解析 1 回目のノード output の電圧

電圧ソースと電流ソース

電圧ソースと電流ソース
デザインのシミュレーションを実行する前に、適当な電源やソースを配置する必要
があります。
♦ ソースを設定する場合、単位（V または A）は必要ありません。必要に応じ
て乗算子（meg、u、k など）を使用してください。乗算子の詳細については、シ
ミュレーションを始めるにはの章のコンポーネントとシミュレーション値のトピ
ックを参照して下さい。

ソースコンポーネントの配置
サブメニューからソースを配置することができます。¥Program
Files¥Design Explorer 99¥Library¥Sch¥Sim.ddb から直接配置すること
ができます。各ソースのイメージには、ライブラリ内のソースの名前が表示されま
す。ソースを配置した後、それをダブルクリックして属性を設定して下さい。

Simulate » Sources

コンスタントソース
コンスタントソースを使用して、回路の電源を
設定してください。ソースを配置したら、以下
のような Source コンポーネントの属性を設定す
る必要があります。
Attribute / Part Field

設定

Designator

必要な名前を設定して下さい。（例：VDD）

Part Type

ソースの振幅や電圧、電流（例：12）

AC Magnitude (V or A)

このソースに基づく小信号 AC 解析を行う場合、これを設定して
下さい。（通常、1 ボルト）

AC Phase (degrees)

小信号電圧の位相

注意：
： VSRC2 はデフォルトで

GND に接続されています。
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正弦波ソース
このソースを使用して正弦波波形を作成して下さい。ソース
を配置した後、コンポーネントのパーツフィールドに以下の
属性を設定して下さい。
Attribute / Part Field

設定

ソース名を設定します。（例： INPUT）

Designator
DC （V または A）

オペレーティングポイント解析で使用される DC オフセット

AC （V または A）

AC 小信号解析を行う場合、これを設定して下さい。（通常、
1 ボルト）

AC Phase (degrees)

AC 小信号電圧または電流の位相

Offset（V または A）

DC オフセット電圧または電流

Amplitude（V または A）

正弦波波形のピーク値（例：100m）

Frequency (Hz)

正弦波電圧または電流の周波数（例 1000）

Delay (s)

ソース電圧が供給されるまでの遅れ（例：500u）

Damping Factor (1/s)

正弦波波形の振幅が小さくなる速度（例：250）

Phase (degrees)

時間ゼロでの正弦波波形の位相シフト量（例：0）

表の値を属性に設定した正弦波ソース(VSIN)により生成された波形
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正弦波の定義
Start Delay で始まる波形は以下の式で記述されます。ここで t=時間のインスタンス
です：
= VO
V(t0 to tSD)
V(tSD to tSTOP)

= VO +VA sin(2πF (t-SD)) e-(t-SD)THETA

DC Offset (VO)

負の端子（通常、GND）を持つ信号発生器の DC バイアスを調整するために使用さ
れ、ボルトまたはアンペアで計測されます。
Peak Amplitude (VA)

出力を振った場合の最大振幅で、DC Offset も含みます。ボルトまたはアンペアで計
測されます。
Frequency (F)

出力の周波数で、単位はヘルツです。
Start Delay (SD)

正弦波の開始遅れにより出力の位相シフトを定義して下さい。
Damping Factor (THETA)

正の値により指数関数的に減少する振幅波形が生成されます。負の値では、指数関
数的に増加する振幅波形が生成されます。

周期的なパルスソース
このソースを使用して繰り返し発生するパルス列を作成するこ
とができます。ソースを配置したら、コンポーネントのパーツ
フィールドに以下の属性を指定して下さい。
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Attribute / Part Field

設定

ソース名を設定します。（例：INPUT）

Designator
DC（V または A）

オペレーティングポイント解析で使用される DC オフセッ
ト

AC（V または A）

AC 小信号解析を行う場合、これを設定して下さい。（通
常、1 ボルト）

AC Phase (degrees)

AC 小信号電圧、または電流の位相。

Initial（V または A）

時刻ゼロの電圧、または電流（例：0）

Pulsed （V または A）

時刻 Delay+Rise Time の電圧または電流（例：5）

Time Delay (s)

ソースが Initial から Pulsed まで変化する前の時間

Rise Time (s)

Initial 電圧から Pulsed 電圧までの立ち上がりに要する時間、
>0 である必要があります。（例：4u）

Fall Time (s)

Pulsed 電圧から Initial 電圧までの立ち下がりに要する時間、
>0 である必要があります。（例：1u）

Pulse Width (s)

Pulsed 電圧が保持される時間（例：0）

Period (s)

最初のパルスの始まりから 2 番目のパルスが始まるまでの
時間（例：5u）

表の値を属性に設定した周期的なパルスソース(VPULSE)により生成された波形
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波形の定義
波形は以下のように記述されます。ここで T=時間のインスタンスです。中間点は線
形補間により記述されます：
V(t0)

= VI

V(tSD)

= VI

V(tSD+tTR)

= VP

V(tSD+tTR+tPW)

= VP

V(tSD+tTR+tPW+tTF) = VI
V(tSTOP)

= VI

Initial Amplitude (VI)

負の端子（通常、GND）を持つ出力の初期振幅で、ボルトまたはアンペアで計測さ
れます。
Pulse Amplitude (VP)

出力の最大振幅で、ボルトまたはアンペアで計測されます。
Period (=1/freq)

出力の１周期の長さです。
Pulse Width (PW)

VI に向かう前の、出力が VP のままの長さです。
Rise Time (TR)

VI から VP へ向かう間の長さです。
Fall Time (TF)

VP から VI へ向かう間の長さです。
Delay to Start (SD)

出力が VP に向かい始めるまでの VI のままでいる遅れの長さです。
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ピースワイズリニアソース
このソースを使用して、時間のいろいろな点で電圧（または電
流）を設定して任意の波形を作成してください。ソースを配置
したら、コンポーネントのパーツフィールドに以下の属性を指
定して下さい。
Attribute / Part Field

Designator

設定

ソース名を設定します。（例：INPUT）

DC （V または A）

オペレーティングポイント解析で使用される DC オフセット

AC （V または A）

AC 小信号解析を行う場合、これを設定して下さい。（通
常、1 ボルト）

AC Phase (degrees)

AC 小信号電圧、または電流の位相

時間 – 電圧（または 電圧（または電流）を時間の各点で設定して下さい。（例：
0U 5V 5U 5V 12U 0V 50U 5V 60U 5V）
電流）のペア
（秒−V/A）
File Name

このオプションを使用して外部ファイルで定義される PWL 波
形を参照します。ファイルは同じディレクトリに置かれ、拡
張子は .PWL として下さい。

Time/Voltage 属性に 0U 5V 5U 5V 12U 0V 50U 5V 60U 5V を設定した PWL ソースに
より生成された波形
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ピースワイズ波形の定義
ピースワイズリニアデータは、一つまたは二つのソースから生成される必要があり
ます：
1. PWL ソースの Time/Voltage Part Field に 8 つの以下の点を直接入力し波形を
記述することができます。各点で指定される時間は、前の値よりも大きい
値である必要があります。
2. 任意の数の点が記述された ASCII テキストファイルで波形を定義できます。
値はペアで入力される必要があり、各ペアは時間とそれに続いて振幅が記
述されます。データ行の最初の文字は、プラス文字(+)で始まり、各行は
255 文字まで記述することができます。値は、スペースまたは複数のスペ
ース、タブで区切ってください。値は、科学表記または工学表記を使用す
ることもできます。行の最初の文字がアスタリスク(*)の場合、コメント行
になります。以下に例を示します：
* Random Noise Data
+ 0.00000e-3 0.6667 0.00781e-3 0.6372 0.01563e-3 -0.1177
+ 0.02344e-3 -0.6058 0.03125e-3 0.2386 0.03906e-3 -1.1258
+ 0.04688e-3 1.6164 0.05469e-3 -0.3136 0.06250e-3 -1.0934
+ 0.07031e-3 -0.1087 0.07813e-3 -0.1990 0.08594e-3 -1.1168
+ 0.09375e-3 1.4890 0.10156e-3 -0.2169 0.10938e-3 -1.4915
+ 0.11719e-3 1.4914 0.12500e-3 0.1486
中間の値は、線形補間により設定されます。
.PWL ファイルは、デザインデータベース内のシミュレーションする回路と同
じフォルダに置いて下さい。

注意:
注意
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エクスポーネンシャルソース
このソースを使用してエクスポーネンシャル波形を作成しま
す。ソースを配置したら、コンポーネントのパーツフィール
ドに以下の属性を指定して下さい。
Attribute / Part Field

Designator

設定

ソース名を設定します。（例：INPUT）

DC （V または A）

オペレーティングポイント解析で使用される DC オフ
セット

AC （V または A）

AC 小信号解析を行う場合、これを設定して下さい。
（通常、1 ボルト）

AC Phase (degrees)

AC 小信号電圧または電流の位相

Initial Value（V または A）

時刻ゼロの電圧または電流（例：0）

Pulse Value（V または A）

出力が振られた場合の最大振幅（例：5）

Rise Delay (s)

ソースが Initial から Pulsed まで変化する前の時間
（例：1u）

Rise Time (s)

RC 充電時定数。（例：700u）

Fall Delay (s)

ソースが Pulsed 電圧から Initial 電圧まで変化する時間、
>0 である必要があります。（例：1u）

Fall Time (s)

RC 放電時定数です。（例：300n）

上表の値を属性に設定した Exponential Source により生成された波形
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エクスポーネンシャル波形の定義
波形は以下の式で記述されます。ここで t=時間のインスタンスです：
= VI
V(t0 to tRD)
V(tRD to tFD)

= VI + (VP - VI) (1 - e-(t - tRD) / tRT)

V(tFD to tSTOP)

= VI + (VP - VI) (-e-(t - tRD) / tRT) + (VI - VP) (1 - e-(t - tFD) / tFT)

Initial Amplitude (VI)

負の端子（通常、GND）を持つ出力の初期振幅で、ボルトまたはアンペアで計測さ
れます。
Pulse Amplitude (VP)

出力の最大振幅で、ボルトまたはアンペアで計測されます。
Rise Time Delay (RD)

出力が立ち上がり始める t0 からの時間の点です。エクスポーネンシャル波形の開始
の遅れにより、出力の位相シフトが与えられます。
Rise Time Constant (RT)

標準の RC 充電時定数です。
Fall Time Delay (FD)

出力が立ち下がり始める t0 からの時間の点です。
Fall Time Constant (FT)

標準の RC 放電時定数です。
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周波数変調ソース
このソースを使って周波数変調波形を生成することがで
きます。ソースを配置したら、コンポーネントのパーツ
フィールドに以下の属性を指定して下さい。
Attribute / Part Field

Designator

設定

ソース名を設定します。（例：INPUT）

DC（V または A）

オペレーティングポイント解析で使用される DC オフ
セット

AC（V または A）

AC 小信号解析を行う場合、これを設定してください。
（通常、1 ボルト）

AC Phase (degrees)

AC 小信号電圧または電流の位相

Offset（V または A）

信号発生器の DC オフセット（例：2.5）

Amplitude（V または A）

出力電圧または電流のピーク値（例：2.5）

Carrier (F)

キャリア周波数（例：100K）

Modulation

変調インデックス（例：5）

Signal (F)

変調周波数（例：10K）

表の値を属性に設定した FM Source により生成された波形
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FM 波形の定義
波形は以下の式で記述されます。ここで t=時間のインスタンスです：
V(t) = VO +VA sin(2πFCt + MDI sin(2πFSt))
DC Offset (VO)

負の端子（通常、GND）を持つ信号発生器の DC バイアスを調整するために使用さ
れ、ボルトまたはアンペアで計測されます。
Peak Amplitude (VA)

出力の最大振幅で、DC Offset も含みます。ボルトまたはアンペアで計測されます。
Carrier Frequency (FC)

変調されない出力の周波数で、ヘルツで設定します。
Modulation Index (MDI)

変調レベルを表わす変調信号の振幅の関数に応じた値です。
MDI = (frequency deviation) / FS
Signal Frequency (FS)

変調される出力の周波数で、ヘルツで設定します。
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線形従属
線形従属ソース
従属ソース
標準の SPICE 線形従属ソースがサポートされます。それぞれの線形依存ソースには
2 つの入力端子と 2 つの出力端子があります。出力端子での電圧／電流は、入力端
子の電圧／電流の線形関数になり、ソースのゲイン／相互コンダクタンス／相互抵
抗に依存します。
¥Program
Files¥Design
Explorer
99¥Library¥Sch¥Sim.ddb
の
Simulation Symbols.lib から線形従属ソースを配置して下さい。各ソースは、ライブ
ラリ内でのソースの名前と一緒にそのイメージが表示されます。
電圧制御電流ソース
ソースを配置したら、以下の属性を定義して下さい：
Attribute / Part Field

Designator
Part Type

設定

必要なソース名を設定します。（例：GSRC1）
ソースの相互コンダクタンス。モー
（1/Ω）で設定します。

電圧制御電圧ソース
ソースを配置したら、以下の属性を定義して下さい：
Attribute / Part Field

Designator
Part Type

設定

必要なソース名を設定します。（例：ESRC1）
ソースの電圧ゲイン。ボルトで設定。

電流制御電流ソース
ソースを配置したら、以下の属性を定義して下さい：
Attribute / Part Field

Designator
Part Type
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設定

必要なソース名を設定します。（例：FSRC1）
ソースの電流ゲイン。アンペアで設定。

電圧ソースと電流ソース

電流制御電圧ソース
ソースを配置したら、以下の属性を定義して下さい：
Attribute / Part Field

設定

Designator

必要なソース名を設定します。（例：HSRC1）

Part Type

ソースの相互コンダクタンス。モー（1/Ω）で
設定。

周波数／
周波数／電圧コンバーター
電圧コンバーター
ソースを配置したら、以下の属性を定義して下さい：
Attribute / Part Field

Designator

設定

必要なソース名を設定します。
（例：FTOV1）

VIL

入力のローレベルのスレッショルド

VIH

入力のハイレベルのスレッショルド

CYCLES

電圧出力毎の周期

電圧制御正弦波発振器
ソースを配置したら、以下の属性を定義して下さい：
Attribute / Part Field

Designator

LOW
HIGH
C1
C2
C3
C4
C5
F1
F2
F3
F4
F5

設定

必要なソース名を設定します。
（例：SINVCO1）

ピーク出力のローの値
ピーク出力のハイの値
点 1 の入力調整電圧
点 2 の入力調整電圧
点 3 の入力調整電圧
点 4 の入力調整電圧
点 5 の入力調整電圧
点 1 の出力周波数
点 2 の出力周波数
点 3 の出力周波数
点 4 の出力周波数
点 5 の出力周波数
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電圧制御矩形波発振器
ソースを配置したら、以下の属性を定義して下さい：
Attribute / Part Field

Designator

LOW
HIGH
CYCLE
RISE
FALL
C1
C2
C3
C4
C5
F1
F2
F3
F4
F5
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設定

必要なソース名を設定します。
（例：SQRVCO1）

ピーク出力のローの値（デフォルト値 0）
ピーク出力のハイの値（デフォルト値 5）
デューティサイクル[0,1]（デフォルト値 0.5）
立ち上がり時間[0,]（デフォルト値 1u）
立ち下がり時間[0,]（デフォルト値 1u）
点 1 の入力調整電圧（デフォルト値 0）
点 2 の入力調整電圧（デフォルト値 1）
点 3 の入力調整電圧（デフォルト値 2）
点 4 の入力調整電圧（デフォルト値 3）
点 5 の入力調整電圧（デフォルト値 4）
点 1 の出力周波数[0,]（デフォルト値 0）
点 2 の出力周波数[0,]（デフォルト値 1k）
点 3 の出力周波数[0,]（デフォルト値 2k）
点 4 の出力周波数[0,]（デフォルト値 3k）
点 5 の出力周波数[0,]（デフォルト値 4k）

電圧ソースと電流ソース

電圧制御三角波発振器
ソースを配置したら、以下の属性を定義して下さい：
Attribute / Part Field

Designator

LOW
HIGH
CYCLE
C1
C2
C3
C4
C5
F1
F2
F3
F4
F5

設定

必要なソース名を設定します。
（例： TRIVCO1）

ピーク出力のローの値（デフォルト値-1）
ピーク出力のハイの値（デフォルト値 1）
デューティサイクル[0,1]（デフォルト値 0.5）
点 1 の入力調整電圧（デフォルト値 0）
点 2 の入力調整電圧（デフォルト値 1）
点 3 の入力調整電圧（デフォルト値 2）
点 4 の入力調整電圧（デフォルト値 3）
点 5 の入力調整電圧（デフォルト値 4）
点 1 の出力周波数[0,]（デフォルト値 0）
点 2 の出力周波数[0,]（デフォルト値 1k）
点 3 の出力周波数[0,]（デフォルト値 2k）
点 4 の出力周波数[0,]（デフォルト値 3k）
点 5 の出力周波数[0,]（デフォルト値 4k）

非線形従属
非線形従属ソース
従属ソース
シミュレータは標準の SPICE 非線形従属電圧と電流ソース
を サ ポ ー ト し て い ま す 。 ¥Program Files¥Design
Explorer 99¥Library¥Sch¥Sim.ddb 内 の Simulation
Symbols.lib から非線形従属ソースを配置して下さい。
ソースを配置したら、以下の属性を定義してください；
Attribute

設定

Designator

必要なソース名を設定します。

Part Type

ソース波形を定義する式（例 ：V(IN)^2）
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波形の定義
電圧および電流波形は以下のように記述して下さい：
V=式 または I=式
V または I の値により、デバイスにかかる電圧またはデバイスを流れる電流が決め
られます。V または I を表わす式は、システムの電圧ソースを通過する電圧または
電流の任意の式です。
式の中で回路のノードを参照するには、まず Net Label を使用してスケマティックの
ノードに名前を付けて下さい。その次に、Net Label のプロパティの Net フィールド
で定義される名前を使用して、以下の構文に従いノードを参照して下さい：
V(net) ノード Net の電圧が参照されます。
I(net)

ノード Net の電流が参照されます。

例

例えば、回路内に IN というネットラベルを持つノードがある場合、ソースの Part
Type に以下のような記述ができます：
V(IN)^3
COS(V(IN))
デフォルトでは、ノードは、Spice Reference Net Name で参照されます。これは、
Analog Options（デフォルトは GND）ダイアログで指定されます。また、以下の構
文により、式に直接異なるリファレンスノードを使用することができます：
V(netlabel1,netlabel2)
例

LN(COS(LOG(V(NetLabel1,NetLabel2)ˆ2)))-V(NetLabel2)ˆV(NetLabel1)

サポートしている関数

ABS
SIN
COS
TAN

LN
ASIN
ACOS
ATAN

標準演算子

+ - * / ˆ unary -If
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SQRT
ASINH
ACOSH
ATANH

LOG
EXP
SINH
COSH

電圧ソースと電流ソース

注意

log や ln、sqrt で引数が 0 より小さい場合は、その値の絶対値が使用されます。ゼロ
の割り算やゼロの log や ln が実行されると、エラーになります。また、導関数で定
義されていない値が実行される場合もエラーが発生します。
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コンポーネントとモデル
シミューレータは、標準の SPICE 構文を使用して回路で使用されるアナログデバイ
スを記述します。ほとんどの場合、ライブラリからコンポーネントを配置するだけ
で値が設定され（抵抗のように）、シミュレーションが実行されます。各コンポー
ネントには、デシグネータプリフィックスやピンマッピングなどでのシミュレーシ
ョンに必要なすべての情報含まれています。
また、SPICE はコンポーネントの動作をより正確にモデル化することができる多く
の拡張機能を持っています。例えば、計測情報に基づいて抵抗のシミュレーション
を行ったり、トランジスタの作動温度を指定したりすることです。
コンポーネントがスケマティックシートに配置された後、コンポーネントのパーツ
フィールドに特別な情報を入力して下さい。各デバイスに対してパーツフィールド
に入力する情報に関する詳細については、デバイスディスクリプションのトピック
を参照して下さい。
また、自分でシミュレーション可能なスケマティックシンボルを作成することもで
きます。スケマティックシンボルをモデルへリンクする方法については、この章の
後のシミュレーション可能なコンポーネントの作成のトピックを参照して下さい。
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コンポーネントシンボルライブラリ
シミュレータには、広範囲に渡るシミュレーション用のスケマティックシンボルラ
イブラリが用意されています。このライブラリには、回路設計で通常使用されるデ
バイスのほとんどが含まれています。コンポーネントシンボルは機能毎にライブラ
リにグループ分けされています。シンボルライブラリの一覧を以下に示します：
74XX.LIB

JFET.lib

Simulation Symbols.lib

7 Segment Displays.lib

Math.lib

Timer.lib

BJT.lib

Mesfet.lib

Transformer.lib

Buffer.lib

Mosfet.lib

Transmission lines.lib

CAmp.lib

OpAmp.lib

Tube.lib

CMOS.lib

Opto.lib

UJT.lib

Comparator.lib

Regulator.lib

Crystal.lib

Diode.lib

Relay.lib

Misc.lib

Fuse.lib

SCR.lib

Triac.lib

IGBT.lib

Switch.lib

シ ン ボ ル ラ イ ブ ラ リ は 、 ¥Program Files¥Design Explorer
99¥Library¥Sch¥Sim.ddb ライブラリデータベースにあります。これらライブラ
リの各コンポーネントには、シミュレーションモデルまたはサブサーキットへのリ
ファレンスが含まれています。
ライブラリのコンポーネントの検索
強力な検索機能を使用して特定のコンポーネントのスケマティックシンボルライブ
ラリをすばやく検索することができます。Library Reference（ライブラリ内のコンポ
ーネントの名前）または、コンポーネントの Description、またはその両方により検
索を行うことができます。
Tools » Find Component を選択し、Find Schematic Component のダイアログを表示し、
コンポーネントを検索して下さい。
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コンポーネントの検索に関するヒント

•

一般的に Library Reference による検索の方が早くなります。

•

メーカーが異なり、違うプリフィックスやサフィックスを使用している場
合、検索文字列の前や後ろに * （ワイルドカード）を使用して下さい。

•

複数語の Description で検索を行う場合、記述フィールドに複数の検索文字
列を使用して検索がヒットするチャンスを増やして下さい。ワイルドカー
ド 文 字 で 各 語 を 囲 み 、 ス ペ ー ス で 区 切 っ て 下 さ い 。 （ 例 − *barrel*
*shifter* )

•

検索に失敗した場合、Path が正確に指定されているかを確認して下さい。
また、ライブラリで知っているコンポーネントを検索してみて、正しく設
定されているかどうかを確認して下さい。

•

コンポーネントが見つかったら Add to Library List ボタンを使用して下さい。
このボタンを押すと、選択されたライブラリがスケマティックエディタで
使用可能なライブラリリストに追加されます。

モデルとサブサーキット
シミュレータの SPICE エンジンには、以下のアナログコンポーネントのモデルが組
み込まれています；抵抗、コンデンサ、インダクタ、相互インダクタ、独立電圧ソ
ースと電流ソース、従属ソース、損失無しと損失有りの伝送ライン、スイッチ、均
一分布 RC ライン、それから 5 つの半導体デバイス；ダイオード、BJT、JFET、
MESFET、MOSFET。また、シミュレータには、これらのデバイスの特定のインス
タンスの動作を定義する多くのモデルファイルがあります。これらのモデルファイ
ルは通常、拡張子 .MDL が付けられています。
また、シミュレータは、オペアンプやレギュレータ、タイマー、クリスタルなど、
階層サブサーキットシンタクスを使用するより複雑なデバイスの記述をサポートし
ています。サブサーキットは、デバイスモデルに似たやり方で定義や参照が行われ
る SPICE エレメントで構成されます。サブサーキットの大きさや複雑さには制限が
ありません。サブサーキットは、他のサブサーキットからコールすることができま
す。各サブサーキットは、しばしば モデル として参照されるサブサーキットフ
ァイル（*.CKT）内で定義されます。
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デバイスの記述
デバイスの記述
♦ ディスクリート部品（抵抗等）は別として、コンポーネントの Part Type
は、シミュレーションモデル参照のために使用されます。ノンディスクリート
部品（オペアンプ等）では、別のモデルを参照したい場合にだけ Part Type の値
を変更して下さい。
抵抗
標準の抵抗と同様に、シミュレータは、半導体抵抗もサポートしています。半導体
抵抗により、関数として抵抗をモデル化したり、デバイスが動作する温度を指定し
た り で き ま す 。 抵 抗 シ ン ボ ル は 、 ラ イ ブ ラ リ デ ー タ ベ ー ス ¥Program
Files¥Design Explorer 99¥Library¥Sch¥Sim.ddb 内 の Simulation
Symbols.lib にあります。
Attribute / Part Field

設定

Designator

抵抗の名称

Part Type

抵抗値−ジオメトリック定義で値が指定される場合は、無視さ
れます。

L#

抵抗の長さ（メートル）

W

#

Temp #

抵抗の幅（メートル）
このデバイスが動作する温度（摂氏℃、デフォルトは 27）
# これらのオプションにはデフォルト値があります。必要な場合だけ設定して下さい。

コンデンサ
標準のコンデンサと同様に、シミュレータは、半導体コンデンサもサポートしてい
ます。半導体コンデンサにより、関数として抵抗をモデル化したり、コンデンサの
初期電圧を設定したりできます。コンデンサシンボルは、ライブラリデータベース
¥Program Files¥Design Explorer 99¥Library¥Sch¥Sim.ddb 内 の
Simulation Symbols.lib にあります。
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Attribute / Part Field

設定

Designator

コンデンサの名称

Part Type

コンデンサ値−ジオメトリック定義で値が指定される場合は、
無視されます。

L#

コンデンサの長さ（メートル）

W#

コンデンサの幅（メートル）

IC

初期状態−時間ゼロにおけるコンデンサの電圧。Setup Analyses
ダイアログの Use Initial Conditions オプションがイネーブルの場
合にだけ適用されます。
# これらのオプションにはデフォルト値があります。必要な場合だけ設定して下さい。

インダクタ
イ ン ダ ク タ シ ン ボ ル は 、 ¥Program Files¥Design Explorer
99¥Library¥Sch¥Sim.ddb ライブラリデータベースの Simulation Symbols.lib にあ
ります。インダクタの属性を以下に示します：
Attribute / Part Field

Designator

設定

インダクタの名称

Part Type

インダクタ値

IC

初期状態−時間ゼロにおけるインダクタの電圧。Setup Analyses
ダイアログの Use Initial Conditions オプションがイネーブルの場
合にだけ適用されます。
# これらのオプションにはデフォルト値があります。必要な場合だけ設定して下さい。

カップリングインダクタ
標準の SPICE インダクタカップリング構文を使用して対になったインダクタを使用
することができます。これについては、シミュレーションの設定と実行の章のネッ
トリストに特別な SPICE 情報を記述のトピックを参照して下さい。
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ダイオード
標 準 の ダ イ オ ー ド と ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド の シ ン ボ ル は 、 ¥Program Files
¥Design Explorer99¥Library¥Sch¥Sim.ddb 内の Diode.lib にあります。ダイ
オードの属性を以下に示します：
Attribute / Part Field

Designator

設定

ダイオードの名称

Part Type

ダイオードタイプ

Area #

エリアファクタにより、指定されるモデルの等価並列デバイス
の数が指定されます。この設定により、モデルのパラメータの
数が影響されます。

Off / On #

"Off"に設定するとオペレーティングポイント解析の間ダイオー
ド電圧がゼロになります。シミュレーションを収束させたいと
きに有効です。

IC

初期状態−時間ゼロにおけるダイオード間の電圧。Setup
Analyses ダイアログの Use Initial Conditions オプションがイネー
ブルの場合にだけ適用されます。

Temp （摂氏℃）#

このデバイスが作動中の温度。（デフォルトは 27℃）

# これらのオプションにはデフォルト値があります。必要な場合だけ設定して下さい。

トランジスタ
BJT

BJT のモデルは、Gummel と Poon の積分充電モデルに基づいています。ただし、
Gummel-Poon パラメータが指定されない場合、モデルは単純な Ebers-Moll モデルが
使 用 さ れ ま す 。 BJT シ ン ボ ル は 、 ¥Program Files ¥Design
Explorer99¥Library¥Sch¥Sim.ddb 内の Bjt.lib にあります。BJT の属性を以下
に示します：
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Attribute / Part Field

Designator

設定

トランジスタの名称
トランジスタタイプ

Part Type
Area #

エリアファクタにより、指定されるモデルの等価並列デバイスの
数が指定されます。この設定により、モデルのパラメータの数が
影響されます。

Off / On #

"Off"に設定するとオペレーティングポイント解析の間端子電圧
がゼロになります。シミュレーションを収束させたいときに有
効です。

IC

初期状態−VBE と VCE（カンマで区切られた 2 つの値）の時間
ゼロの電圧。Setup Analyses ダイアログの Use Initial Conditions オ
プションがイネーブルされている場合にだけ適用されます。

Temp （摂氏℃）#

このデバイスが作動中の温度。（デフォルトは 27℃）

# これらのオプションにはデフォルト値があります。必要な場合だけ設定して下さい。
JFET

JFET モデルは、Shichman Hodge の FET モデルに基づいています。JFET シンボルは、
¥Program Files¥Design Explorer 99¥Library¥Sch¥Sim.ddb 内 の
JFET.lib にあります。JFET の属性を以下に示します：
Attribute / Part Field

Designator

トランジスタの名称
トランジスタタイプ

Part Type
Area

設定

#

エリアファクタにより、指定されるモデルの等価並列デバイス
の数が指定されます。この設定により、モデルのパラメータの
数が影響されます。

Off / On #

"Off"に設定するとオペレーティングポイント解析の間端子電圧
がゼロになります。シミュレーションを収束させたいときに有
効です。

IC

初期状態−VDS と VGS （カンマで区切られた 2 つの値）の時間
ゼロの電圧。Setup Analyses ダイアログの Use Initial Conditions オ
プションがイネーブルされている場合にだけ適用されます。

Temp（摂氏℃）#

このデバイスが作動中の温度。（デフォルトは 27℃）

# これらのオプションにはデフォルト値があります。必要な場合だけ設定して下さい。
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MOSFET

シミュレータは、Shichman Hodges の BSIM 1,2,3 と MOS2,3,6 モデルをサポートし
て い ま す 。 MOSFET シ ン ボ ル は 、 ¥Program Files¥Design Explorer 99
¥Library¥Sch¥Sim.ddb 内の MOSFET.lib にあります。MOSFET の属性を以下に
示します：
Attribute / Part Field

Designator

設定

トランジスタの名称

Part Type

トランジスタタイプ

L#

チャンネル長（メートル）

W#
AD

チャンネル幅（メートル）
ドレインエリア（meters2）

#

AS #

ソースエリア（meters2）

PD #

ドレインジャンクションの周囲長（メートル）

PS #

ソースジャンクションの周囲長（メートル）

NRD #

ドレイン拡散の等価番号

NRS

#

ソース拡散の等価番号

OFF

#

“Off”に設定するとオペレーティングポイント解析の間端子電圧
がゼロになります。シミュレーションを収束させたいときに有
効です。

IC

初期状態−VDS と VGS、VBS（カンマで区切られた 3 つの値）
の時間ゼロの電圧。Setup Analyses ダイアログの Use Initial
Conditions オプションがイネーブルされている場合にだけ適用さ
れます。

Temp（摂氏℃）#

このデバイスが作動中の温度。（デフォルトは 27℃）

# これらのオプションにはデフォルト値があります。必要な場合だけ設定して下さい。
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MESFET

MESFET モデルは、Statz の GaAs FET に基づいています。MESFET シンボルは、
¥Program Files¥Design Explorer 99¥Library¥Sch¥Sim.ddb 内 の
MESFET.lib にあります。MESFET の属性を以下に示します：
Attribute / Part Field

Designator

設定

トランジスタの名称
トランジスタタイプ

Part Type
Area

#

エリアファクタにより、指定されるモデルの等価並列デバイス
の数が指定されます。この設定により、モデルのパラメータ数
に影響を及ぼします。

Off / On #

"Off"に設定するとオペレーティングポイント解析の間、端子電
圧がゼロになります。シミュレーションを収束させたいときに
有効です。

IC

初期状態−VDS と VGS（カンマで区切られた 2 つの値）の時間
ゼロの電圧。Setup Analyses ダイアログの Use Initial Conditions オ
プションがイネーブルされている場合にだけ適用されます。
# これらのオプションにはデフォルト値があります。必要な場合だけ設定して下さい。

電圧／電流制御スイッチ
シミュレータには、異なるスレッショルド電圧や抵抗のパラメータを持つ多くのス
イッチが定義されています。これらのスイッチのスケマティックシンボルは、
¥Program Files¥Design Explorer 99¥Library¥Sch¥Sim.ddb 内 の
Switch.lib に あ り ま す 。 各 コ ン ポ ー ネ ン ト は 、 ¥Program Files¥Design
Explorer 99¥Library¥Sim¥Simulation Models.ddb 内の Switch フォルダの
同じ名前のモデルにリンクされています。
これらのモデルを必要に応じて参照することにより、自分のスイッチモデルを定義
して下さい。以下の表でライブラリの各スイッチについて説明します。
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コンポーネント

説明

CSW

デフォルトの電流制御スイッチ

SW

デフォルトの電圧制御スイッチ

SW05

VT=500.0m

SWM10

VT=-0.01

SWP10

VT=0.01

STTL

VT=2.5 VH=0.1

TTL

VT=2 VH=1.2 ROFF=100E+6

TRIAC

VT=0.99 RON=0.1 ROFF=1E+7

SPICE エンジンにより以下のスイッチパラメータが内部的にサポートされます。
電圧制御スイッチ
名前

パラメータと単位

デフォルト値

VT

スレッショルド電圧（ボルト）

0.0 #

VH

ヒステリシス電圧（ボルト）

0.0

RON

ON 抵抗（オーム）

1.0

ROFF

Off 抵抗（オーム）

1/GMIN*

電流制御スイッチ
名前

パラメータと単位

デフォルト値

IT

スレッショルド電流（アンペア）

0.0

IH

ヒステリシス電流（アンペア）

0.0

RON

ON 抵抗（オーム）

1.0

ROFF

Off 抵抗（オーム）

1/GMIN*

# 信号がこの電圧を超えるとスイッチが作動します。
* GMIN は Analog Option ダイアログで定義されます。
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スイッチの使用に関する注意

スイッチのような理想的で高度な非線型要素の使用は、回路のノード電圧に不連続
をもたらす原因になります。スイッチの状態の移行により急速な変更が、数値的な
丸めや誤差の問題になり、時間ステップの不一致やシミュレーションのエラーにな
ります。このような場合、以下のステップにより現象を回避して下さい：
•

まず、ほかの回路要素に対して十分無視できるようにスイッチのインピー
ダンスを高く、または低く設定して下さい。スイッチのインピーダンス
を 理想 に近づけることにより、不連続の問題を悪化させてしまう可能
性があります。

•

MOSFET のような実際のデバイスのモデルを使用している場合、モデル化
されたデバイスの大きさに応じて、on 抵抗を実際のレベルに調整して下さ
い。

•

ス イ ッ チ に 使 用 さ れ て い る ON と OFF の 抵 抗 の 差 が 大 き い 場 合
（ROFF/RON>1e+12）、過渡解析の間に許される誤差に関するエラーが、
TRTOL（Advanced Options ダイアログ）がデフォルト値の 7.0 よりも小さ
くする事で減ることがあります。TRTOL を 1 に設定し、試して下さい。

•

スイッチがコンデンサの近辺に配置される場合、CHGTOL オプションが小
さくなります。（1e-16 で試して下さい。）

これらの変更によりシミュレータの SPICE エンジンは、スイッチのポイントでより
慎重に計算が行うようになります。したがって、回路の急速な変化によるエラーが
なくなります。
ヒューズ
一 般 的 な ヒ ュ ー ズ シ ン ボ ル は 、 ¥Program Files¥Design Explorer
99¥Library¥Sch¥Sim.ddb 内の Simulation Symbols.lib にあります。PartType にヒ
ューズ電流を設定して下さい。ヒューズの属性を以下に示します：
Attribute / Part Field

設定

ヒューズの名称

Designator

溶断時のヒューズ電流、例：250m（アンペア）

PartType
Resistance

#

ヒューズの直列抵抗（デフォルト値はすべてのヒューズモデル
で 1m オーム）

# これらのオプションにはデフォルト値があります。必要な場合だけ設定して下さい。
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クリスタル
ク リ ス タ ル シ ン ボ ル は 、 ¥Program Files¥Design Explorer
99¥Library¥Sch¥Sim.ddb ライブラリデータベースの Crystals.lib にあります。多
くの定義済みのクリスタルと一般的なクリスタルがあります。クリスタルには、
Freq パーツフィールドがあります。しかし、パーツフィールドで設定されている値
を変更しなくてもよい場合、値を入力する必要はありません。一般的な XTAL コン
ポーネント（デフォルトで 1Mhz の周波数を持つ）を使用する場合、Freq パーツフ
ィールドに必要な周波数を入力して下さい。クリスタルの属性を以下に示します：
Attribute / Part Field

Designator
Freq #
RS

#

設定

クリスタルの名称
クリスタルの基本周波数
直列抵抗

C

#

クリスタルのコンデンサ成分

Q

#

等価回路の Q

# これらのオプションにはデフォルト値があります。必要な場合だけ設定して下さい。

♦ クリスタルのデフォルト値を確認するには、適当なシミュレーション
モ デ ル フ ァ イ ル を オ ー プ ン し て 下 さ い 。 ¥Program Files¥Design
Explorer
99¥Library¥Sim¥Simulation
Models.lib
内 の
Crystal フォルダにクリスタルモデルがあります。モデルファイルは、
クリスタルシンボルの Part Type と同じ名前が付けられています。モデルヘ
ッダに .SUBCKT 行で定義されるデフォルト値を持つ各パラメータの説明
があります。
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リレー
リ レ ー シ ン ボ ル は 、 ¥Program Files¥Design Explorer 99
¥Library¥Sch¥Sim.ddb 内の Relay.lib にあります。リレーの属性を以下に示しま
す：
Attribute / Part Field

リレーの名称

Designator

接点のプルイン電圧 e

#

Pullin

接点のドロップオフ電圧

Dropoff #
Contact

設定

接点抵抗（オーム）

#

Resistance

#

Inductance #

コイル抵抗（オーム）
コイルのインダクタンス（ヘンリ）

# これらのオプションにはデフォルト値があります。必要な場合だけ設定して下さい。

トランスフォーマ
ト ラ ン ス フ ォ ー マ シ ン ボ ル は 、 ¥Program Files¥Design Explorer
99¥Library¥Sch¥Sim.ddb 内の Transformer.lib にあります。このライブラリのシ
ンボルは、2 種類のトランスフォーマモデルにリンクされています。−磁化と漏れ
インダクタンス（TRANS と TRANSCT）もサポートするモデルとインダクタの対と
し て ト ラ ン ス フ ォ ー マ を モ デ ル 化 す る モ デ ル （ KTRANSFORMER と
KTRANSFOMERCT）です。
TRANS と TRANSCT の属性を以下に示します:
Attribute / Part Field

Designator
Ratio

#

設定

トランスフォーマの名称
巻き線比=2 次巻き線／1 次巻き線

RP #

1 次側巻き線の抵抗（デフォルト 0.1 オーム）

RS #

2 次側巻き線の抵抗（デフォルト 0.1 オーム）

Leak #

漏れインダクタンス（デフォルト 1u ヘンリ）

Mag #

磁化インダクタンス（デフォルト 1u ヘンリ）

# これらのオプションにはデフォルト値があります。必要な場合だけ設定して下さい。
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伝送線路
伝送線路
シミュレータは、損失の無い伝送線路と、一定パラメータによる分散損失有りの伝
送線路、RC 損失を持つ伝送線路をサポートしています。伝送線路シンボルは、
¥Program Files¥Design Explorer 99¥Library¥Sch¥Sim.ddb 内 の
Transline.lib にあります。伝送線路の属性を以下に示します：
損失無しの伝送線路
Attribute / Part Field

Designator
ZO

#

設定

伝送ラインの名称
特性インピーダンス（オーム）

TD #

伝送遅れ（下の注意を参照して下さい。）

F

周波数（下の注意を参照して下さい。）

NL

周波数 F でのラインの波長に関する伝送ラインの正規
化された電気的な長さ（下の注意を参照して下さい）

IC

初期状態−各伝送線路ポートの電圧と電流 Setup
Analyses ダイアログの Use Initial Conditions オプション
がイネーブルの場合にのみ適用されます。
# これらのオプションにはデフォルト値があります。必要な場合だけ設定して下さい。

損失無しの伝送線路
損失無しの伝送線路の長さの指定
線路の長さの指定

ラインの長さは、2 つの形式のどちらかで指定する必要があります：
• 伝送遅れを直接指定する（例：TD=10ns）
• 周波数 F が正規化された長さ NL と一緒に指定される。周波数が指定され
NL が省略されると 0.25 が使用されます。（すなわち、周波数は 1/4 にな
ります。）

279

回路シミュレーション

損失を持つ伝送線路
損失を持つ伝送線路

これは、単一コンダクタの損失を持つ伝送線路の 2 ポートのたたみ込みモデルを使
用します。損失 0 の損失を持つ伝送線路を使用すれば、損失なしの伝送線路を使用
する場合よりも、精度のよいシミュレーションが可能であることに注意して下さい。
損失を持つ伝送線路モデルには、抵抗やインダクタンス、コンデンサ容量、長さに
関する属性を設定できます。これらパラメータを直接スケマティックコンポーネン
トから設定することはできません。ただし、モデルファイルを作成しそれを参照す
ることができます。これを行うには、ltra.MDL ファイルをコピーしてください。こ
のファイルを編集し、.MODEL ステートメントの後ろを新しいファイル名と同じ名
前に変更し、必要に応じて属性を編集して下さい。この新しいモデルをスケマティ
ックから使用するには、コンポーネントの Part Type フィールドに新しいモデル名を
入力して下さい。
例えば、既存のモデルファイル ltra.MDL から：
.MODEL LTRA LTRA(R=0.000 L=9.130n C=3.650p LEN=1.000)
新しいファイル ltra10.MDL を作成すると：
.MODEL LTRA10 LTRA(R=0.2 L=32n C=13p LEN=10.000)
均一に分布する RC ライン（損失）
ライン（損失）
Attribute / Part Field

Designator

設定

伝送線路の名称

L

#

RC ラインの長さ（メートル）

N

#

RC ラインをモデル化する場合に使用されるセグメントの数

# これらのオプションにはデフォルト値があります。必要な場合だけ設定して下さい。
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デジタルコンポーネント
シミュレータには、デジタルデバイスをシミュレーションするための特別な記述言
語があります。この言語は、イベントドリブンの XSPICE の拡張版で使用されます。
デジタルデバイスは、Digital SimCodeTM 言語を使用してモデル化されます。SimCode
言語の詳細については、デジタルシミュレーションの章を参照して下さい。
¥Program Files¥Design Explorer99¥Library¥Sch¥Sim.ddb 内に 74xx.lib
と CMOS.lib の 2 つのデジタルコンポーネントのライブラリがあります。
これらのライブラリ内のコンポーネントのモデルは、伝播遅れや負荷などのすべて
の属性にデフォルト値が設定されています。必要に応じてコンポーネントの Part ダ
イアログで適当なパーツフィールドを設定し、それぞれのコンポーネントのデフォ
ルト値をオーバライドして下さい：
Attribute / Part Field

Propagation #

設定

デバイスの伝播遅れ。min または max を指定し、あらかじめ
設定されている最小または最大値を使用して下さい。

Loading #

入力負荷特性。min または max を指定し、あらかじめ設定さ
れている最小または最大値を使用して下さい。

Drive #

出力駆動特性。min または max を指定し、あらかじめ設定さ
れている最小または最大値を使用して下さい。

Current #

デバイスの電力を指定するために使用されるデバイス電流。
min または max を指定し、あらかじめ設定されている最小ま
たは最大値を使用して下さい。

PWR value #

電源電圧−デバイスの電源ピンの電圧を設定して下さい。

GND value #

グランド電圧−PWR パーツフィールドが設定された場合、
この電圧も設定して下さい。

VIL value #

ローレベル入力電圧。

VIH value

#

ハイレベル入力電圧。

VOL value

#

ローレベル出力電圧。

VOH value

#

ハイレベル出力電圧。

WARN

"on"に設定すると、セットアップ時間、ホールド時間、リカ
バリ時間、パルス幅、min max 周波数違反、min max 電源違
反のエラー時にメッセージが表示されます。Warining メッセ
ージは、.SIM ファイルに保存され、エラーメッセージ
は、.ERR ファイルに保存されます。
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シミュレーション可能なコンポーネントの作成
シミュレーション可能なコンポーネントの作成の最初の段階は、スケマティックラ
イブラリエディタでスケマティックシンボルを作成することです。シンボルを作成
したら、シミュレーション情報をコンポーネントの Library Fields（ライブラリエデ
ィタのメニューから Tools » Description を選択。）に入力して下さい。この情報によ
り、シミュレーションに必要なコンポーネントの種類やモデルの場所、ピンマッピ
ング情報、SPICE の設定情報が取得されます。

コンポーネントシンボルを作成したら、Library Fields にシミュレーション情報を入力します。

Library Fields と Part Fields
シミュレータは、Library Text Fields（Read-Only Fields として参照できます。）とコ
ンポーネントのパーツフィールドから SPICE 情報とネットリスト情報を取得します。
Text Field で定義される同じ情報がすべてのコンポーネントに必要な訳ではありませ
ん。例えば、ディスクリートのコンポーネントには、モデルの参照情報は必要あり
ません。例えば、各タイプのコンポーネントに必要な情報はシミュレータライブラ
リ（¥Program Files¥Design Explorer 99¥Library¥Sch¥Sim.ddb）のコ
ンポーネントを参照して下さい。以下のこのセクションでは、各 Library Text Field
にどのような情報が設定されるか説明します。
Library Field 1

type=<Device Type>(<SPICE Prefix>)
シミュレーションが実行されるデバイスの種類が指定されます。そして SPICE プリ
フィックスは、以下のようになります。
例： type=NPN(Q)
NPN は、デバイスが NPN BJT であることを示します。Q は、SPICE エンジンで必要
なプリフィックスです。以下の表から種類を選択して下さい：
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デバイスの種類と SPICE プリ
フィックス

機能

CAP(C)

コンデンサ

CCCS(F)

電流制御電流ソース

CCS(W)

電流制御スイッチ

CCVS(H)

電流制御電圧ソース

DIODE(D)

ダイオード

INDUCTOR(L)

インダクタ

IPULSE(I)

パルス電流ソース

IPWL(I)

ピースワイズリニア電流ソース

ISFFM(I)

単一周波数 FM 電流ソース

ISIN(I)

正弦波電流ソース

ISRC(I)

DC 電流ソース

LTRA(O)

損失のある伝送ライン

MUTUALINDUCTANCE(K)

相互インダクタ結合

NDMOS(M)

N チャンネルデプリーション MOSFET

NEMOS(M)

N チャンネルエンハンスメント MOSFET

NJFET(J)

N チャンネル JFET

NMESFET(Z)

N チャンネル MESFET

NPN(Q)

NPN バイポーラ結合トランジスタ

PDMOS(M)

P チャンネルデプリーション MOSFET

PEMOS(M)

P チャンネルエンハンスメント MOSFET

PJFET(J)

P チャンネル JFET

PMESFET(Z)

P チャンネル MESFET

PNP(Q)

PNP バイポーラ結合トランジスタ

POT(R)

可変抵抗またはポテンショメータ

RES(R)

抵抗

SEMICAP(C)

半導体コンデンサ

SEMIRES(R)

半導体抵抗

SIMCODE(A)

デジタル SimCode デバイス

TRA(T)

損失無しの伝送線路

UDRC(U)

均一に分布する RC ライン（損失有り）

VCCS(G)

電圧制御電流ソース

VCSW(S)

電圧制御スイッチ

VCVS(E)

電圧制御電圧ソース

NLDS(B)

非線形依存ソース

VPULSE(V)

パルス電圧ソース
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VPWL(V)

ピースワイズリニア電圧ソース

VSFFM(V)

単一周波数 FM 電圧ソース

VSIN(V)

正弦波電圧ソース

VSRC(V)

DC 電圧ソース

ZENER(A)

SimCode ツェナーダイオード

SUBCKT(X)

サブサーキット

Library Field 2

model=<model name>
デバイスのシミュレーションを実行する場合に使用されるモデルの名前を指定して
下さい。文字列 model=<parttype>が入力されると、コンポーネントの Part Type がモ
デル名として使用されます。
Library Field 3

file={model_path}¥...¥<filename>.*
前のフィールドで指定されるモデル記述されているファイルの場所を示します。
model=<parttype>構文を使用するとこの行は、file={model_path}¥...¥<parttype>.* とな
ります。通常、ファイル拡張子は、.ckt または .mdl になります。このモデルファイ
ルの内容は、ネットリストファイルの終わりに記述されます。
Library Field 4

Pins=1:[pin1<,pin2,pin3,...>]<2:[pin1<,pin2,pin3,...>]...>
シンボルの各パーツのピンを指定して下さい。ここでの順序は固定されません。た
だし、シミュレーションモデルで必要な順序でピン番号を入力すると便利です。こ
れにより、Library Field 5 のマッピング番号の設定が簡単になります。順番の情報は、
モデルファイルのヘッダー部に記述されます。
例：4 素子オペアンプ 741 の場合、この行は以下のようになります：
pins=1:[3,2,4,11,1]2:[5,6,4,11,7]3:[10,9,4,11,8]4:[12,13,4,11,14]
Library Field 5

netlist=<SPICE Data>|<SPICE Data line 2>|...
この行では、SPICE ネットリストファイルでコンポーネントがどのようにネットリ
スト化されるかを定義します。ネットリスト情報が複数行にわたる場合、区切りを
示す文字としてバーチカルバー（|）を使用して下さい。
SPICE データを直接この行に入力するのと同様に、他の Library Field の情報を参照
することもできます。パーセント文字（％）により、他のフィールドを参照するこ
とができます。%に続く文字や数値により、どのフィールドを使用するかを指定し
ます。以下のオプションをこの行に使用できます：
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%D – Device 名称

デバイス名称が挿入されます。名称の最初の文字が SPICE プリフィックスに合致し
ない場合、プリフィックスは、ネットリストの文字列の最初に自動的に挿入されま
す。
%1, %2, %3, .. %n

ネットリストに追加されるデバイスピンです。SPICE モデルで要求される順番です。
番号は、Library Field 4 で指定されるコンポーネントのピン番号のインデックスとし
て使用されます。
例 え ば 、 U1C と い う 名 称 （ U1 の パ ー ツ 3 ） を 持 つ ク ア ッ ド 741 オ ペ ア ン プ
（MC4741）では、Library Field 4 と 5 は、以下のようになります：
pins=1:[3,2,4,11,1]2:[5,6,4,11,7]3:[10,9,4,11,8]4:[12,13,4,11,14]
netlist=%D %1 %2 %3 %4 %5 %M
ネットリストの作成中、この netlist=の行は、以下のように処理されます；
エン
トリ

動作

ネットリストの
結果

%D

名称が挿入され、必要に応じて SPICE プリフィックス
が追加されます。

XU1C

%1

pins=行の 3 番目のパート（U1C であったことを思い出
して下さい。）の最初のピンが挿入されます。

NetOnPin10

%2

pins=行の 3 番目のパートの 2 番目のピンが挿入されま
す。

NetOnPin9

%3

pins=行の 3 番目のパートの 4 番目のピンが挿入されま
す。

NetOnPin4

%4

pins=行の 3 番目のパートの 5 番目のピンが挿入されま
す。

NetOnPin11

%5

pins=行の 3 番目のパートの 5 番目のピンが挿入されま
す。

NetOnPin8

%M

Library Field 2 で指定されるモデル名が挿入されます。

MC4741

ネットリストファイルの結果は、以下のようになります：
XU1C NetOnPin10 NetOnPin9 NetOnPin4 NetOnPin11 NetOnPin8 MC4741
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デジタルデバイスの場合も同様に、Library Text Field 5 で示される番号は Library
Text Field 4 で指定される実際のピン番号の索引として使用されます。アナログシン
ボルの場合と同様に、Library Field 5 のピンの順番は SimCode モデルで定義される順
番と一致する必要があります。SimCode モデルとの違いは、入力と出力のピンが
別々に記述される所です。詳細についてはデジタルシミュレーションの章の 74LS74
シンボルと SimCode モデルの作成のトピックを参照して下さい。
%F1 to %F16 – Text Fields

%F1 から%F16 は、それぞれスケマティックの Part Field の 1-16 を参照します。指定
されたパーツフィールドの値がネットリストに挿入されます。
%IF( ) – Conditional Netlist Entry

参照されるフィールドにデータがある場合、括弧内の内容が挿入されます。これは
ノンリカーシブ（%IF をネストすることはできません）で、パーツフィールドとテ
キストに制限されます。（例 %Fx または%Px）
例えば：
%IF(AC %F2 %F3)

の場合；AC 1 0 と挿入されます。

%IF(PARAMS: %P6) の場合；PARAMS: PartField6Name = PartField6Value
%M – Model Name

Library Field 2 で指定されるモデル名が挿入されます。
%P または %P1 〜 %P16 – Device Parameters

そのパーツフィールドの内容とパーツフィールド名が挿入されます。%P は値が含
まれるすべてのパーツフィールドに置き換えられます。
パラメータが挿入されるフォーマットは、以下のようになります：
<TextFieldName1=TextField1> ... <TextFieldName16=TextField16>
パーツフィールドが値を持っていない場合、何も挿入されません。
%R – Library Reference

Library Reference Field の内容が挿入されます。
%T – Part Type

Part Type の内容がネットリストへ挿入されます。チェックは何も行われません。
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%V – Value

Part Type の内容がネットリストへ挿入されます。値は数値である必要があります。
数値は、整数、浮動小数点数、整数の指数に従う浮動小数点数、標準のスケールフ
ァクタ（乗算子）に従う整数または浮動小数点数を使用することができます。スケ
ールファクタに関する詳細については、シミュレーションを始めるにはの章のコン
ポーネントとシミュレーション値のトピックを参照して下さい。
注意:
注意 乗算子が使用される場合、数値の直後に入力して下さい。乗算子と数値の間に
スペースは許されません。乗算子でない文字は無視されます。
Library Field 8 (Optional)

例：defaults=F1:0,F2:15,F3:6,...
このフィールドを使用して、コンポーネントのパーツフィールドで必要とされるデ
フォルトのパラメータを指定する事ができます。これにより、シミュレータに指定
されたパーツフィールドからラベルを読むことが指示され、デフォルト値がそこに
追加されます。
例えば、損失無しの伝送線路（ライブラリリファレンス LLTRA）には、Text Field 8
に以下のような情報が有ります：
defaults=F1:50,F2:10ns
このコンポーネントが（ネット IN、O と OUT、O の間で）ネットリストに変換され
ると以下が生成されます：
TLLTR1 IN 0 OUT 0 Z0=50 TD=10ns
Part Fields 1-16

コンポーネントがスケマティックに配置されると Part Fields 1-16 は指定することが
できるパラメータとして使用されます。（このトピックの始めの方で説明したよう
に）Library Field 5 の%F1-16, %P, %P1-16 or %PARAMS 構文を使用して、それらを
ネットリストに反映して下さい。
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シミュレーションが実行されない回路について
シミュレーションが実行されない回路について
回路のシミュレーションが実行されない場合、問題が回路にあるのかシミュレーシ
ョンのプロセスにあるのかを判断する必要があります。以下のトピックを読んで一
つずつ試してみて下さい。

ネットリストが作成されない場合
メニューから Simulate » Run を選択すると、まず始めに回路が解析されネットリスト
が生成されます。このネットリストは SPICE エンジンに渡され、回路のシミュレー
ションが実行され結果が出力されます。
ネットリストの作成中にエラーが検出されると、Error ダイアログがポップアップ表
示されます。エラーは、DesignName.ERR に記述され、エラーメッセージで Yes を
クリックすると自動的にそのファイルが開かれます。ネットリスト化で発生する主
なエラーを以下に示します：
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•

エラーファイルに示されるコンポーネントが、シミュレーション可能なコ
ンポーネントでない。コンポーネントをダブルクリックして、Read Only
フィールドに通常のシミュレーション参照情報が記述されているか確認し
て下さい。コンポーネントがシミュレーション可能かどうか確信がもてな
い場合、例題のスケマティックのコンポーネントを参照して下さい。

•

Read Only Field 3 で指定したコンポーネントのシミュレーションモデルが、
その場所にない。これはモデルがインストールされていないか、元々のイ
ンストール場所から移動された場合に起こります。デフォルトの場所は、
¥Program
Files¥Design
Explorer
99¥Library¥Sim¥Simulation Models.ddb です。このライブラリデ
ータベースがあるか確認して下さい。モデルとサブサーキットはこの中に
収録されています。

•

{model_path}として参照されるシミュレーションモデルのパスが、モデル
の場所と一致していない。これは、モデルがハードドライブの別の場所へ
移動された場合に起こります。モデルパスは Advsim99.INI に保存されてい
ます。
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SPICE の収束について
収束について
シミュレーションに関する多くの問題は収束に関するものです。「収束」とは正確
には何を意味するのでしょうか？ 多くのシミュレータと同様に、プロテルのシミュ
レータの SPICE3 エンジンは、回路を表現する式を繰り返し計算により解き、平衡
状態の回路電圧と電流を計算します。これらの電圧や電流が計算されない（収束に
失敗した）場合、回路の解析ができません。
SPICE3 は、行列形式で表現される同時線形方程式を使用して、シミュレーションの
各ステップでの回路のオペレーティングポイント（DC 電圧と DC 電流）を決定しま
す。回路は、行列に配置されるコンダクタンスの配列に置き換えられ式（G * V =
I）の形式で表現されます。回路に非線形要素がある場合、非線形部分に対して線形
式を繰り返し使用します。SPICE は、ノード電圧の初期予測を行い、回路のコンダ
クタンスを元に各ブランチの電流を計算します。それから SPICE は、各ブランチの
電流を使用して回路の電圧を再計算します。すべてのノード電圧とブランチ電流が
決められた誤差の範囲に入る（収束）までこの手順が続けられます。
♦ Analog Options
ダイアログボック
スで許容差と繰り
返しの制限など設
定ができます。

しかし、電圧または電流が決められた計算回数で収束しな
い 場 合 、 SPICE は エ ラ ー メ ッ セ ー ジ を 生 成 （ "singular
matrix","Gmin stepping failed","source stepping failed","iteration
limit reached"など）し、シミュレーションは中断されます。
SPICE は、各シミュレーションステップの結果を次のステ
ップの初期予測として使用します。過渡解析を行い（すな
わち、時間ステップで計算が行われる）、SPICE が決められた時間ステップで解を
収束できない場合、時間ステップは自動的に小さい値になり、サイクルが繰返され
ます。時間ステップが小さくなりすぎると、SPICE は"Timestep too small"というメッ
セージを表示しシミュレーションを中断します。

シミュレーションが収束するようにするための方法
以下の方法により収束問題を解決して下さい。収束の問題が発生した場合、まずオ
ペレーティングポイント解析を除く、すべての解析をオフにして下さい。ステップ
1 から始め、エラーを解決するための推奨事項について検討して下さい。
1. エラーファイル DesignName.ERR を確認して下さい。検出されたエラーが
記録されています。
2. 回路のトポロジーと接続を点検して下さい。これには以下の事項が含まれ
ます；
• 回路が正しく結線されているか確認して下さい。宙ぶらりんのノードや
接続されていないパーツがないか確認して下さい。

289

回路シミュレーション

• 回路はすべてグランドノードが必要です。回路のすべてのノードは、こ
のグランドへの DC パスが必要です。ノードから分離できるコンポーネ
ントは、トランスとコンデンサです。電圧ソースは DC 短絡回路として
扱われ、電流ソースは DC 断線回路として扱われます。
• ゼロと O（英文字のオー）とを間違えていないか確認して下さい。
• 適切な SPICE 乗算子（1E+6 は MEG ではなく M）を使用して下さい。乗
算子の大文字と小文字は区別されません。
• 値と乗算子との間にスペースは使用できません。例えば、1.0uF は構い
ませんが 1.0 uF では駄目です。
• すべてのデバイスとソースに適切な値が設定されているか確認して下さ
い。
• 従属ソースのゲインが正しいか確認して下さい。
• 直列のコンデンサまたは電流ソースを一時的に取除いて下さい。
• 並列のインダクタまたは電圧ソースを一時的に取除いて下さい。
3. Analog Options ダイアログボックス（ITL1)で繰り返し回数を 300 に増やし
てください。これにより、オペレーティングポイント解析が計算を中断す
るまでにより多くの回数だけ計算が繰り返されます。
4. .NS デバイスを追加してノード電圧を定義して下さい。ノード電圧の初期
予測に失敗した場合、.NS デバイスを使用してオペレーティングポイント
解析の前処理で使用される開始電圧が決定されます。Nodeset デバイスの使
用に関する詳細は、シミュレーションの設定と実行の章の回路の初期状態
の設定のトピックを参照して下さい。
5. Nodeset デバイスを設定しても収束しない場合、配置されている .IC デバイ
スで初期状態を設定してみて下さい。この場合、ノード電圧はオペレーテ
ィングポイント解析の間、指定された値に保持されます。過渡解析では保
持されません。
6. Analyses Setup ダイアログの Use Initial Conditions オプションをイネーブル
にして下さい。このオプションは、.IC デバイス（すなわちコンポーネン
トの IC パラメータ）と連携して働きます。このオプションがあると、オ
ペレーティングポイント解析が実行されず、過渡解析の初期状態として指
定された電圧が使用されます。Initial Conditions の定義に関する詳細は、
シミュレーションの設定と実行の章の回路の初期設定のトピックを参照し
て下さい。
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7. モデルの直列抵抗パラメータを指定し GMIN オプションの係数を 10 だけ
増やして下さい。半導体デバイス、特にダイオードの初期状態を OFF に
設定して下さい。

DC 解析でのエラーの解決
1. Check 回路のトポロジーと接続を点検して下さい。一般的なエラーについ
ては、シミュレーションが収束するようにするための方法のトピックを参
照して下さい。
2. Analog Options ダイアログで ITL2 を 200 に増やして下さい。これにより
DC 解析が計算をあきらめるまでの繰り返し回数が増えます。
3. DC スイープのステップを大きくするか、小さくするかして下さい。デバ
イスモデルの中に不連続なもの（モデルの線形部分と飽和域の間）が存在
する場合、シミュレーションが不連続点をまたぐことができるようにステ
ップの大きさを増やしてください。ステップの大きさを小さくすると、シ
ミュレーションは、急激な電圧の過渡の不連続点を解くことができるよう
になります。
4. DC 解析を使用しないで下さい。いくつかの問題（ヒステリシスのよう
な）は、DC 解析では解くことができません。このような場合、適当な電
源ソースを集中することにより、過渡解析をより効果的に実行することが
できます。

過渡解析でのエラーの解決
1. 回路のトポロジーと接続を点検してください。一般的なエラーについては、
シミュレーションが収束するようにするための方法のトピックを参照して
下さい。
2.

Analog Options ダイアログボックスで RELTOL を 0.01 に設定して下さい。
誤差を 0.001（精度 0.1%）から増やすことにより、解を得るのに必要な計
算回数が減り、シミュレーションが早く終了します。

3.

Analog Options ダイアログボックスで ITL4 を 100 に増やして下さい。これ
により過渡解析は、各時間ステップで計算をあきらめるまでの繰り返し回
数が増えます。この値を大きくすると、"timestep too small"エラーがなくな
り、収束性とシミュレーション速度が改善されます。

4.

電流／電圧レベルが許されるならば、ABSTOL/VNTOL の精度を落として
下さい。特別な回路の場合、解像度を 1uV または 1pA に落とすことがで
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きないかもしれません。回路の電圧または電流レベルを少なくと予測され
る最小値以下のオーダーまで落として下さい。
5.

回路を現実的にモデル化して下さい。現実的な寄生抵抗や寄生コンデンサ
の値を設定して下さい。ダイオードの周囲に RC スナッバを追加して下さ
い。デバイスモデルをサブサーキットと置き換えてください。特に RF と
電源デバイスは置き換えて下さい。

6.

パルスジェネレータの立ち上がり／立ち下がり時間を増やして下さい。理
想的なパルスジェネレータでも時間ゼロでパルスを切替えることはできま
せん。

7.

積分手法を Gear にしてください。Gear 積分は、シミュレーション時間が
長くなりますが、一般的に trapezoidal（台形法）よりも安定しています。
Gear 積分は、発振回路やフィードバックパスを持つ回路の場合、特に有効
です。

警告メッセージとエラーメッセージ
場合によってはシミュレータにより、エラーまたは警告を報告するメッセージが表
示 さ れ る こ と が あ り ま す 。 警 告 は 、 DesignName.SIM に 記 録 さ れ 、 エ ラ ー は 、
DesignName.ERR に保存されます。以下に、警告メッセージとエラーメッセージの
違いを示します。
警告メッセージ
警告とは、シミュレーションに対して致命的ではありません。一般に、シミュレー
ションを完了するために SPICE が回路に行った変更についての情報が与えられます。
警告メッセージには、無意味なパラメータや設定されていないパラーメータなどの
情報があります。
SimCode の警告には、タイミング違反（tsetup, thold, trec, tw 等）やデジタルコンポ
ーネントの電源の急激な低下などの情報があります。
注意：
注意：通常、警告メッセージが表示されてもシミュレーション結果は有効です。

エラーメッセージ
エラーメッセージにより、SPICE が解決できない問題やシミュレーションに致命的
な問題に関する情報が与えられます。エラーメッセージにより、シミュレーション
結果を生成できないために、回路を解析するまえにそれらを修正する必要があると
いう指示が示されます。
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SPICE 変数とアナログオプション
SPICE エンジンで使用される内部設定を変更することができます。これにより、繰
り返し回数の制限や温度、伝播遅れ、分岐抵抗の追加などシミュレーションの状態
を変更することができます。
これらはアドバンストユーザの設定です。（シミュレーションできない回路につい
ての章の記述に従って変更して下さい。）何をしたいかを正確に理解した上で変更
して下さい。

Simulate » Analyses Setup を選択すると、Analyses Setup ダイアログが表示されます。
Advanced ボタンを押して Analog Options-SPICE Variables ダイアログを表示して下さ
い。このダイアログには、以下のオプションがあります：

積分方法
使用したい数値積分手法を選択して下さい。Trapezoidal（台形）法は比較的速く正
確です。ただし、特定の条件下で振動する傾向があります。Gear 法はシミュレーシ
ョン時間が長くなりますが、より安定しています。理論的には、より高次のギア次
数によりシミュレーションの精度を上げることができます。ただし、シミュレーシ
ョン時間はそれだけ長くなります。デフォルトでは Trapezoidal 法です。
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デジタル電源とリファレンスグランド
デジタルコンポーネントの電源はシミュレータにより与えられ、74xx デバイスの
VCC や GND、4000 シリーズデバイスの VDD や GND などの電源ピンは表示されま
せん。これら表示されないピンはネットリストの生成時に自動的に結線され、
Analog Options ダイアログの VCC と VDD フィールドで指定される電圧が割り付け
られます。これらの電圧は必要に応じて変更できます。
VCC（または CMOS の場合 VDD）ではなくネットから回路に電源を供給するには、
ソースコンポーネントを追加し適当な電圧を生成し、各コンポーネントの表示され
ていない電源ピンにこれらのネットを接続する必要があります。
グランドではなく他のネットを基準にして過渡解析を実行するには、Spice Reference
Net Name フィールドにネット名を入力して下さい。

SPICE オプション
以下に SPICE オプションとシミュレーションに対す
るそのオプションの影響を示します。SPICE 変数の値
を変更するには、まず変数を選択し新しい値を
Option Value フィールドに入力し、Enter ボタンを押し
て下さい。
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♦ オプションをデフォ
ルト 値 に 戻 す に は
Option Value 編集フィー
ルドにア スタリ スクを
入力して下さい。

オプション

オプションの影響

ABSTOL

プログラムの電流エラー誤差の絶対値を設定して下さい。
ABSTOL=RELTOL*（回路内の最小電流）、デフォルト=1pA

CHGTOL

LTE 時間ステップ制御アルゴリズムで使用されるコンデンサチャ
ージとインダクタフラックスの下限値を設定。デフォルト=1.0e-14
クーロン

DEFAD

MOS ドレイン拡散エリアを設定。デフォルト=0.0 meters2

DEFAS

MOS ソース拡散エリアを設定。デフォルト=0.0 meters2

DEFL

MOS チャンネル長さを設定。デフォルト=100.0 マイクロメートル

DEFW

MOS チャンネル幅を設定。デフォルト=100.0 マイクロメートル

GMIN

回路のデバイスの最小コンダクタンス（最大抵抗）を設定します。
また、回路の各 pn 接合が並列に配置された場合のコンダクタンス
の値も設定して下さい。デフォルト=1.0e-12 モー。
注意：
注意：この値を大きくすると多くの回路でシミュレーションが収束
します。ただし、精度は落ちます。
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ITL1

ITL2

オペレーティング解析の繰り返し回数の上限を設定。デフォルト
=100 回です。注意：
注意：多くの回路の場合、500 回までの設定にして下
さい。
DC 解析の繰り返し回数の上限を設定。デフォルト=50 回です。
注意：
注意：回路の中には、200 回まで設定する必要があるものありま

す。

ITL3

過渡解析の繰り返し回数の下限を設定。デフォルト=4 回です。
注意：このオプションは、SPICE3 では実装されていません。

SPICE2 ネットリストとの互換性を保つためにあります。

ITL4

過渡解析の各時間での繰り返し回数の上限を設定します。デフォル
ト=10 回です。注意：この値を 100 以上に設定すると、"timestep too
small"エラーが出なくなり、収束性とシミュレーション速度が向上
します。

ITL5

過渡解析の総繰り返し回数の上限を設定します。デフォルト=5000
回です。注意：このオプションは、SPICE3 では実装されていませ
ん。SPICE2 ネットリストとの互換性を保つためにあります。

PIVREL

行列の最大列数とピボット値との比を設定します。値は 0 と 1 と
の間です。デフォルト=1.0e-3 です。数値ピボットアルゴリズムで
使用可能な最小ピボットは、EPSREL=AMAX(PIVREL*MAXVAL,
PIVTOL)で計算できます。ここで MAXVAL は、ピボットが検索さ
れるカラムの最大要素です。

PIVTOL

ピボットとして使用される行列の絶対最小値を設定。デフォルト
=1.0e-13 です。

RELTOL

プログラムの相対エラー誤差を設定。値は 0 と 1 の間です。デフォ
ルト値は 0.001(0.1%)です。値を大きくするとシミュレーション時
間が速くなりますが、精度は落ちます。

TEMP

回路の動作温度を設定します。TNOM とのずれにより、シミュレ
ーション結果に違いが生じます。デフォルト=27℃です。注意：
TEMP は、温度に依存するあらゆるインスタンスの温度設定をオー
バーライドします。

TNOM

デバイスモデルが作成されるノミナルな温度を設定。デフォルト
=27℃です。注意：TNOM は、温度に依存するあらゆるインスタン
スの温度設定をオーバーライドします。

TRTOL

LTE 時間ステップ制御アルゴリズムで使用されます。この値は、
SPICE 多く見積もったエラーを切り詰めるための係数です。デフォ
ルト=7.0

VNTOL

プログラムの絶対電圧誤差を設定します。VNTOL=RELTOL*（回
路の最小電圧）です。デフォルト=1 マイクロボルトです。
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BOOLL

ブール式のロー出力レベルを設定。デフォルト値=0.0V です。

BOOLH

ブール式のハイ出力レベルを設定。デフォルト値=4.5V です。

BOOLT

ブール式の入力スレッショルドレベルを設定。デフォルト値
=1.5V。

BADMOS3

"kappa"不連続性を持つ MOS3 モデルの古いバージョンをします。
デフォルト=NO（古いバージョンは使用しない。）

KEEPOPINFO

AC 解析が実行される時、オぺレーシングポイント情報が保持され
ます。注意：このオプションは、回路が大きく冗長なオペレーティ
ングポイント解析を実行したくない場合に使用して下さい。デフォ
ルト=NO（オペレーティングポイント解析は、毎回実行されま
す。）

TRYTOCOMPACT

LTRA モデルに適用されます。このオプションが設定されると、シ
ミュレータにより、入力電圧と入力電流の LTRA 伝送ラインを短
くしようとします。デフォルト=NO です。（短くされません。）

NOOPITER

GMIN ステッピングアルゴリズムに直接スキップします。デフォル
ト=NO です。（スキップしません）

GMINSTEP

GMIN ステッピングアルゴリズムでのステップ数を設定。0 に設定
すると、GMIN ステッピングは行われず、シミュレータのデフォル
トの DC（オペレーティングポイント）収束アルゴリズムであるソ
ースステップが実行されます。デフォルト=10 ステップです。

SRCSTEP

DC（オペレーティングポイント）収束のソースステッピングアル
ゴリズムのステップ数を設定して下さい。デフォルト=10 ステップ
です。

ACCT

実行中の統計情報などの表示を設定して下さい。デフォルト=NO
（表示なし）です。

LIST

回路の全要素の包括的な一覧が接続情報と値といっしょに表示され
ます。デフォルト=NO（表示なし）です。

OPTS

標準の SPICE3 オプションパラメータ設定の一覧が表示されます。
デフォルト=NO（表示なし）です。

BYPASS

非線形モデルの評価時にデバイスのバイパスをイネーブルにしま
す。デフォルト=1（ON）です。

MINBREAK

ブレークポイント間の最小時間を設定。デフォルト=0 秒（時間は
自動的に設定されます）。

MAXOPALTER

DC（オペレーティングポイント）収束のアナログ／イベント循環
の最大数を設定。デフォルト=0。
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MAXEVTITER

DC（オペレーティングポイント）収束のイベント繰り返し数の最
大数を設定。デフォルト=0。

NOOPALTER

DC（オペレーティングポイント）循環をイネーブルにします。デ
フォルト=NO です。

RAMPTIME

独立ソースやコンデンサ、インダクタの初期状態がゼロから最終値
になるまでのターンオン時間の調整。デフォルト=0.0 秒です。

CONVLIMIT

いくつかの組み込みコンポーネントモデルで使用される収束アルゴ
リズムをディスエーブルします。デフォルト=NO です。

CONVSTEP

コードモデル入力に対する DC オペレーティングポイント収束を解
く場合の相対ステップサイズの限度を設定します。デフォルト
=0.25 です。

CONVABSSTEP

コードモデル入力に対する DC オペレーティングポイント収束を解
く場合の絶対ステップサイズを設定します。デフォルト=0.1 です。

AUTOPARTIAL

XSPICE コードモジュールの部分導函数の自動計算をイネーブルに
します。デフォルト=NO です。

PROPMNS

SimCode モデルで実際の伝播遅れの値が設定されない場合、最小の
伝播遅れを決定するための尺度を設定します。デフォルト=0.5（典
型的な伝播遅れの 50%）です。

PROPMXS

SimCode モデルで実際の伝播遅れの値が設定されない場合、最大の
伝播遅れを決定するための尺度を設定します。デフォルト=1.5（典
型的な伝播遅れの 150%）です。

TRANMNS

SimCode モデルで実際の遷移時間を設定されていない場合、最小遷
移時間を決定するための尺度を設定します。デフォルト=0.5（典型
的な遷移時間の 50%）
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TRANMXS

SimCode モデルで実際の遷移時間を設定されていない場合、最大遷移
時間を決定するための尺度を設定します。デフォルト=1.5（典型的な
遷移時間の 150%）

LOADMNS

SimCode モデルで実際の入力負荷が設定されない場合、最小の入力負
荷（最大入力抵抗）を決定するための尺度を設定します。デフォルト
=0.5（典型的な入力抵抗の 50%）です。

LOADMXS

SimCode モデルで実際の入力負荷が設定されない場合、最大の入力負
荷（最小入力抵抗）を決定するための尺度を設定します。デフォルト
=1.5（典型的な入力抵抗の 150%）です。

DRIVEMNS

SimCode モデルで実際の出力駆動容量が設定されない場合、最小の出
力駆動容量（最大出力抵抗）を決定するための尺度を設定します。デ
フォルト=1.5（典型的な出力抵抗の 150%）です。

DRIVEMXS

SimCode モデルで実際の出力駆動容量が設定されない場合、最大の出
力駆動容量（最小出力抵抗）を決定するための尺度を設定します。デ
フォルト=0.5（典型的な出力抵抗の 50%）です。

CURRENTMNS

SimCode モデルで実際の電源電流が設定されない場合、最小の電源電
流（最大内部抵抗）を決定するための尺度を設定します。デフォルト
=1.5（典型的な内部抵抗の 150%）です。

CURRENTMXS

SimCode モデルで実際の電源電流が設定されない場合、最大の電源電
流（最小内部抵抗）を決定するための尺度を設定します。デフォルト
=0.5（典型的な内部抵抗の 50%）です。

TPMNTYMX

SimCode デバイスの伝播遅れインデックスの一時的なグローバルオー
バライドを設定します（0=デフォルト、1=最小、2=通常、3=最大）。
デフォルト=0 です。

TTMNTYMX

SimCode デバイスの過渡時間インデックスの一時的なグローバルオー
バライドを設定します（0=デフォルト、1=最小、2=通常、3=最大）。
デフォルト=0 です。

LDMNTYMX

SimCode デバイスの入力負荷インデックスの一時的なグローバルオー
バライドを設定します（0=デフォルト、1=最小、2=通常、3=最大）。
デフォルト=0 です。

DRVMNTYMX

SimCode デバイスの出力駆動容量インデックスの一時的なグローバル
オーバライドを設定します（0=デフォルト、1=最小、2=通常、3=最
大）。デフォルト=0 です。

IMNTYMX

SimCode デバイスの電源電流インデックスの一時的なグローバルオー
バライドを設定します（0=デフォルト、1=最小、2=通常、3=最大）。
デフォルト=0 です。

SPICE 変数とアナログオプション

SIMWARN

ゼロ以外の値を指定するとシミュレーション実行中に SimCode ウォー
ニングメッセージが表示されます。SimCode ウォーニングメッセージ
により、タイミング違反（tsetup, thold, trec, tw 等）やデバイスの動作
仕様以下に電源電圧が落ちるなどの情報が表示されます。デフォルト
=0 です。

RSHUNT

各回路ノードとグランドとの間に追加される抵抗のオーム値です。
"singular matrix"エラーなどの問題を抑制します。一般に、RSHUNT は
高い値（1e+12）に設定されます。デフォルト=0（シャント抵抗無
し）です。

ADCSTEP

内部 A/D コンバータの入力イベントを登録するために必要な最小ステ
ップサイズです。デフォルト=0.01 ボルトです。

SPICE に関する参考文献
Newton, A.R., Pederson, D.O., Sangiovanni-Vincentelli, A., SPICE3 Version 3f4 User’s
Manual
カリフォルニア大学バークレー校の SPICE の開発者により書かれた基本的な SPICE
に関する参考文献です。
Vladimirescu, A., The SPICE Book, John Wiley & Sons, Inc., N.Y., 1994, ISBN: 0-47160926-9, Library: TK454.V58 1994, 621.319'2'028553-dc20
SPICE プログラムを使用して回路の解析や設計を始める電気工学系の学生や技術者
のためのチュートリアルまたは参考文献として記述されています。この本では、
SPICE プログラムの使用法や、プロテルの回路シミュレータで使用される最新のバ
ークレー版の SPICE3 を含む一般に出まわっている SPICE 間の違いなどが説明され
ています。
Kielkowski, R., Inside SPICE, McGraw-Hill, Inc., N.Y., 1994, ISBN: 0-070911525, Library:
TK 454.K48 1994, 621.319'2'011353-dc20
SPICE プログラムに精通した電気工学系の学生や技術者のためのチュートリアルま
たは参考文献として記述されています。この文献では、基本を越えて SPICE プログ
ラムの内部動作まで触れており、SPICE がどのように動作するかという専門的な理
解を得ることができます。収束しないシミュレーションへの対処法や数値積分の不
安定性の解決法、時間ステップコントロールエラーの解決法などが段階を追って説
明されています。また、.OPTION パラメータの設定によりシミュレーション時間を
早くしたり効率を上げたりする方法についても触れられています。
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デジタルデザインのシミュレーション
デジタルデザインのシミュレーション
プロテルの回路シミュレータは、ミクストシグナルシミュレーションです。すな
わち、アナログデバイスとデジタルデバイスの両方を含む回路の解析ができます。
アナログとデジタル混在のデザインを作成することは、コンポーネントを配置し
たりそれらを配線したりすることと同じくらい簡単です。シミュレーション可能
なライブラリからの各アナログコンポーネントにより、SPICE モデルが参照され、
各デジタルコンポーネントにより、SimCode モデルが参照されます。デザインが完
成 す る と 、 通 常 の 方 法 で シ ミ ュ レ ー シ ョ ン が 実 行 さ れ ま す 。 ¥Program
Files¥Design Explorer99¥Library¥Sch¥Sim.ddb ライブラリデータベー
スに 74xx.lib と CMOS.lib の 2 つのデジタルコンポーネントのライブラリがありま
す。

デジタルコンポーネントのモデル化
デジタルコンポーネントの複雑さのため、通常それらをイベントドリブンでない
標準の SPICE 命令を使用してシミュレートされることはありません。このために、
シミュレータには、イベントドリブンの XSPICE の拡張版を使用してデジタルデバ
イスのシミュレーションができる特別な記述言語があります。シミュレーション
ライブラリ内のデジタルデバイスは、Digital SimCodeTM 言語を用いてモデル化され
ています。
Digital SimCode は、商標の言語で、この言語により作成されたデバイスはその他の
シミュレータと互換性がありません。また、他のシミュレータ用に作成されたデ
ジタルコンポーネントもプロテルの回路シミュレータとは互換性がありません。

デジタルパワーとグランド
デジタルデバイスには、各スケマティックシンボルに表示さ
れない電源ピンとグランドピンがあり（74xx デバイスの VCC、
CMOS デバイスの VDD、そして GND）、これらのピンは、
ネットリストの生成中に自動的に接続されます。シミュレー
タでは、デフォルトでこれらのネット名を使用します。従っ
て、デジタルのみのデザインでは、これらのコンポーネント
に電源を供給するためのソースを記述する必要はありません。
VCC（または VDD）の電源レール（おそらくプルアップ）に
混在デザインにおけ
接続するアナログコンポーネントがデザインにある場合、適
るデジタルコンポー
当な VCC または VDD ソースを記述する必要があります。
ネントへの電源供給
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シミュレーションで使用される VCC または VDD の値と参照ネットの名前（デフ
ォルトは GND）は、Analog Options ダイアログで設定してください。Analyses
Setup ダイアログの Advanced ボタンを押して、このダイアログを表示して下さい。

SimCode デバイスの新規
デバイスの新規作成
新規作成
SimCode は C ライクな記述言語です。この言語を使用してデバイスの特性や動作
をモデル化する事ができます。この中には、伝播遅れや負荷特性、ストレングス
などを定義するの機能があります。デバイスの動作は、真理値表や数式、
IF...THEN などの条件命令により定義することができます。言語に関する詳細につ
いては、この章の後半にある SimCode 言語の定義と SimCode 言語構文のトピック
を参照して下さい。
以下に、SimCode モデルを作成するプロセス例を示します。
例 − 74LS74 シンボルと SimCode モデルの作成
以下に 74LS74 デュアルポジティブエッジトリガー D 型フリ
ップフロップのシミュレーション可能なモデルを作成する
手順を示します。
Step 1 – スケマティックシンボルの作成
First create the symbol

最初にスケマティックのライブラリエディタでデバイスの
スケティックシンボルを作成します。74LS74 は、2 つのパートのコンポーネント
として作成されます。VCC（ピン 14）と GND（ピン 7）は、表示されないピンと
して定義されます。
スケティックシンボルの作成に関する詳細については、スケティックキャプチャ
のセクションのスケティックコンポーネントとライブラリの章を参照して下さい。
多くの場合、既存のシンボルをコピーし必要な変更を行った方が簡単です。
Step 2 – シミュレーション関連情報の定義

次のステップは、Library Text フ
ィールドにシン ボルが参照する
SimCode モデルのリンク情報を設
定します。
それぞれの Library Text フィール
ドがどのような働きを持っている
かについての説明は、コンポーネ
ントとモデルの章のシミュレーシ
ョン可能なコンポーネントの作成
のトピッ クを参照して 下さい。
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コンポーネントタイプやモデル名、モデルファイルの場所を Text Field1、2、3 に
入力して下さい。
ピンの仕様と（Text Field 4）ピンマッピング情報を含むネットリスト情報（Text
Field 5）を定義する準備ができました。
Text Field 4 - シンボルは、2 パートのコンポーネントとして作成されており、pins=
エントリは、各パート対応する 2 つセクションを持っています：
pins=1:[…]2:[…]
Text Field 4 のピンの順番は固定されていません。従ってコンポーネントの各パー
トに対して右から左、上から下の順番で記述すると便利です。
pins=1:[2,3,4,1,5,6,7,14]2:[12,11,10,13,9,8]
Text Field 5 –この行の最初のエントリはデシグネータリファレンスの%D です。最
後のエントリは、モデルリファレンスの%M です。
デシグネータリファレンスとモデルリファレンスとの間は、ピンマッピング情報
で、ノードリストと呼ばれるものです。デジタルコンポーネントの構文はアナロ
グコンポーネントの場合と違います。デジタルコンポーネントの場合、2 つのコン
ポーネントがあり、一つは入力ノード、もう一つは出力ノードに使用されます。
各セクションは、スクエアブラケットで区切られます。
ノードは、SimCode の INPUT と OUTPUT ステートメントのピンの順番と同じ順で
記述する必要があります。74LS74 のソースファイルを参照すると、入力と出力は
以下のように設定されています：
INPUTS VCC, GND, PRE, DATA, CLK, CLR;
OUTPUTS VCC_LD, PRE_LD, DATA_LD, CLK_LD, CLR_LD, QN, Q;
(これらのステートメントの構文は、この例の後に説明があります.)
ピンを割り付ける最も簡単な方法は、テーブルを作成することです。SimCode モデ
ルで必要とされる順でピンの一覧を記述し、ピンの一覧(Text Field 4)に対応するピ
ンポジションを記述します。以下に例を示します；
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入力ピン

ピンリストのこのピン
の位置

出力ピン

ピンリストのこの
ピンの位置

VCC

8

VCC_LD

8

GND

7

PRE_LD

3

PRE

3

DATA_LD

1

DATA

1

CLK_LD

2

CLK

2

CLR_LD

4

CLR

4

QN

6

Q

5

これからノードリストが記述され、各入力ピンの後ろには"i"、出力ピンの後ろに
は"o"が追加されます。Text Field 5 は以下のようになります：
netlist=%D [%8i %7i %3 %1 %2 %4][%8o %3o %1o %2o %4o %6o %5o] %M
Step 3 –インタミディエイトモデルリンキングファイルの作成
インタミディエイトモデルリンキングファイルの作成

次のステップは、.MDL モデルリンキングファイルの作成です。このファイルによ
り、スケマティックシンボルと ASCII の SimCode モデルファイルとの関連が定義
されます。モデルがコンパイルされたら、このファイルを変更してコンパイルさ
れた SimCode モデルファイルを参照して下さい。
テキストエディタで 74LS74.MDL という新規ファイルを作成して下さい。シンボ
ルの Text Field 3 で設定されるモデルファイルの場所に保存して下さい。
MDL ファイルには、.MODEL という一行と必要に応じてコメント行（"*"文字で始
まる）を記述して下さい。
.MODEL ラインの構文は：
.MODEL 74LS74 xsimcode(file="{MODEL_PATH}74LS74.TXT" func=ls74

.MODEL

モデルステートメントの宣言

74LS74

モデル名（Text Field 2 で定義されているもの）

xsimcode

デジタル SimCode モデルのモデルタイプ

file=

デバイスのデジタル SimCode が記述されたファイルの場所。
{MODEL_PATH}は、Advsim.INI ファイルで指定されるモデ
ルのディレクトリのショートカットです。

func=

デバイスのデジタル SimCode 機能を指定します。

data=

READ_DATA 機能（オプション）の ASCII データを記述しま
す。
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{mntymx}

デバイスのデジタルモデルパラメータを SimCode に渡します。
（示されているように正確に表示する必要があります。）

Step 4 – SimCode モデルファイルのソースコードの記述

最後のステップは、デバイスのデジタル SimCode モデルの作成です。ASCII テキス
トエディタで作成して下さい。ファイルには、.MDL ファイルの"file="パラメータ
で記述されたファイル名と同じ名前を付けてください。通常、デバイスと同じ名
前を付けます。例の場合、74LS74.TXT です。複数のデジタル SimCode デバイスモ
デルを同じファイルに記述することもできます。それぞれのモデルは、"func="パ
ラメータで参照されます。
このトピックの後ろで 74LS74 の SimCode の例を示します。入力したくない場合、
この SimCode は、オンラインヘルプから直接コピー＆ペーストできます。
簡単な回路を作成し新しいデバイスの機能をテストしてください。一度に一つの
デバイスをテストすることを推奨します。
シミュレーションを実行すると、ソースコードモデルが自動的にコンパイルされ、
シミュレーションを行ったスケマチックと同じディレクトリの Simlist.TXT と呼ば
れる ASCII テキストファイルに記述されます。また、このファイルにはソースコ
ードモデルの実行順が記述されます。必要に応じて SimCode ソースモデルを変更
し、モデルのデバッグが完了するまでテストを続けて下さい．
Step 5 – コンパイルされた SimCode モデルファイルの作成

SimCode のコンパイルが成功したら、Simlist.TXT ファイルのコンパイルされたモ
デル情報を展開することができ、コンパイルされたモデルファイル（この例の場
合 74LS74.SCB）を作成することができます。一つのファイルに複数のモデルを記
述することができます。ただし、コンパイルされた SimCode モデルライブラリの
ファイル名と同じ名前の .MDL ファイルにある"file="パラメータを設定する必要が
あります。コンパイルされた SimCode モデルのデフォルトの場所は、¥Program
Files¥Design Explorer 99¥Library¥Sim¥です。
74LS74 の SimCode
以下の説明は、74LS74 デバイスを記述するための SimCode の例です。以下に
SimCode の各セクションについて説明します：
Section 1 - SimCode 関数の識別

# ls74 source により、74LS74 の SimCode ソース関数の始まりが識別されます。
Section 2 - データ宣言

このセクションでは、ピンと変数の宣言が行われます。
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INPUTS ステートメントにより、入力ピンの名前が宣言されます。VCC と GND ピ
ンは、このステートメントに含まれます。これらのピンの順番は、スケマティッ
クシンボルの Library Text Field 5 の対応するピン宣言の順番と一致する必要があり
ます。
OUTPUTS ステートメントにより、出力ピンの名前が宣言されます。ここで宣言さ
れる入力ピンには、"_LD"サフィックスが付いていることに注意してください。ま
た、入力ピンは、デバイスが駆動回路に負荷をフィードバックできるように出力
としても宣言されます。VCC ピンはこの命令に含まれます。ただし、GND ピンは
含まれません。これらのピンの順番は、スケマティックシンボルの Library Text
Field 5 の対応するピン宣言の順番と一致する必要があります。
PWR_GND_PINS ステートメントにより、デバイスの電源と GND にどのピンが使
用されるかが宣言され、SimCode で使用される電圧レベルがサンプリングされます。
Section 3 - SimCode 関数の初期化

"IF (init_sim) THEN"セクションは、シミュレーションの始めに一回だけ実行されま
す。このセクションでは、データブックの仕様などの外からの影響により変化し
ないデバイス特性が設定されます。出力命令は、 最も有りそうな 状態にここ
で初期化されます。EXIT コマンドは、このセクションの一番後ろに置かれます。
Section 4 - LOAD と DRIVE ステートメント

これらのステートメントは、デバイスピンの負荷容量と駆動容量を宣言するため
に使用されます。
Section 5 - デバイスファンクショナリティ

このセク ションは、パ ートからパートへと 劇的に 変動します。この 例では 、
EXT_TABLE コマンドが使用されます。他のデバイスモデルでは、IF...THEN や
STATE_BIT、NUMBER などのステートメントを使用し、デバイスの論理関数が定
義されます。
Section 6 - デバイス設定違反のテスト

これらのテストにより、実際の世界でのデバイスが適切に動作しない原因になる
デバイスの設定違反が警告されます。シミュレーションでは、デバイスは通常機
能しますが、イネーブルされていればウォーニングは表示されます。
Section 7 - 出力ディレイ
出力ディレイ／ポストイベント

DELAY ステートメントは、SimCode 関数の終わりで起こります。これらのステー
トメントは、イベントが発生するとシミュレータへイベントを渡し、シミュレー
ションの残りの部分に関して何かが変わったことを知らせます。タイミング（伝
播遅れ）は、データブック仕様や入力スティミュラス、デバイスの機能に基づく
各出力に割り付けられます。
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//============================================================

①
# ls74 source
//1/2- 74LS74 D flip-flop Digital Simcode Model
//typical prop delay values from TI 1981 2nd edition data book
//============================================================

②
INPUTS VCC, GND, PRE, DATA, CLK, CLR;
OUTPUTS VCC_LD, PRE_LD, DATA_LD, CLK_LD, CLR_LD, QN, Q;
INTEGERS tblIndex;
REALS tplh_val, tphl_val, ts_val, th_val, trec_val, tt_val, temp_tp,
clk_twl, clk_twh, pre_clr_twl, ril_val, rih_val, ricc_val;
PWR_GND_PINS(VCC,GND);
//set pwr_param and gnd_param values
SUPPLY_MIN_MAX(4.75,5.25); //test for min supply=4.75 and max supply=5.25
VOL_VOH_MIN(0.2,-0.4,0.1); //vol_param=gnd_param+0.2,voh_param=pwr_param-0.4
VIL_VIH_VALUE(1.25,1.35);
//set input threshold values: vil and vih
IO_PAIRS(PRE:PRE_LD, DATA:DATA_LD, CLK:CLK_LD, CLR:CLR_LD);

③
IF (init_sim) THEN
BEGIN
//select prop delay, setup, hold, and width times
//MESSAGE("time¥t¥tPRE¥tCLR¥tCLK¥tDATA¥tQ¥tQN"); //debug
//NOTE: both ttlh and tthl are the same value
tt_val= (MIN_TYP_MAX(tt_param: NULL, 5n, NULL));
temp_tp= (PWL_TABLE(sim_temp: -75, -5n, 125, 5n)); //tp temperature
affect
tplh_val= (MIN_TYP_MAX(tp_param: NULL, 14n, 25n)) + temp_tp;
tphl_val= (MIN_TYP_MAX(tp_param: NULL, 20n, 40n)) + temp_tp;
ts_val= (20n);
th_val= (5n);
trec_val= (5n);
clk_twl= (25n);
clk_twh= (25n);
pre_clr_twl= (20n);

//not specified - derived from fmax

//LS stdout drive IOL max=8mA @ VOL typ=0.35V:rol_param=0.35V/8mA=43.75
//LS stdout drive IOL max=8mA @ VOL max=0.5V: rol_param=0.5V/8mA=62.5
rol_param= (MIN_TYP_MAX(drv_param: 62.5, 43.75, NULL));
//LS stdout drive IOS min=20mA @ VCC max=5.25V:
roh_param=5.25V/20mA=262.5
//LS stdout drive IOS max=100mA @ VCC
max=5.25V:roh_param=5.25V/100mA=52.5
roh_param= (MIN_TYP_MAX(drv_param: 262.5, NULL, 52.5));
//LS input load IIH max=20uA @ Vin=2.7V: ril= (2.7-vol_param)/20uA=125k
ril_val= (MIN_TYP_MAX(ld_param: NULL, NULL, 125k));
//LS input load IIL max=-0.4mA @ Vin=0.4V:rih= (voh_param0.4)/0.4mA=10.5k
rih_val= (MIN_TYP_MAX(ld_param: NULL, NULL, 10.5k));
//Icc @ 5V: 2500= 4mA/2 typical, 1250= 8mA/2 max
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ricc_val= (MIN_TYP_MAX(i_param: NULL, 2500, 1250));
STATE Q = ONE;
STATE QN = ZERO;
EXIT;
END;

// initialize output states

④
DRIVE Q QN = (v0=vol_param,v1=voh_param,ttlh=tt_val,tthl=tt_val);
LOAD PRE_LD DATA_LD CLK_LD CLR_LD =
(v0=vol_param,r0=ril_val,v1=voh_param,r1=rih_val,io=1e9,t=1p);

⑤
EXT_TABLE tblIndex
PRE CLR CLK DATA
0
1
X
X
1
0
X
X
0
0
X
X
1
1
^
X
1
1
X
X

Q
H
L
H
DATA
Q

QN
L
H
H
~DATA
~Q;

//MESSAGE("%fs¥t%d¥t%d¥t%d¥t%d¥t%d¥t%d",present_time,PRE,CLR,CLK,DATA,Q,QN);
LOAD VCC_LD = (v0=gnd_param,r0=ricc_val,t=1p);

⑥
IF (warn_param) THEN
BEGIN
IF (PRE && CLR) THEN
BEGIN
SETUP_HOLD(CLK=LH DATA Ts=ts_val Th=th_val "CLK->DATA");
RECOVER(CLK=LH PRE CLR Trec=trec_val "CLK->PRE or CLR");
WIDTH(CLK Twl=clk_twl Twh=clk_twh "CLK");
WIDTH(PRE CLR Twl= pre_clr_twl "PRE or CLR");
END;
END;
DELAY Q QN =
CASE (TRAN_LH) : tplh_val
CASE (TRAN_HL) : tphl_val
END;
EXIT;
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SimCode 言語の定義
Digital SimCode 言語は以下のアイテムで構成されています。以下のページでは、
これらアイテムの詳細について説明します。
INPUTS
OUTPUTS

入力ピン（回路を監視するピン）
出力ピン（回路を駆動したり、回路に負荷をかけたりす
るピン）

INTEGERS

整数の変数と配列

REALS

実数の変数と配列

PWR_GND_PINS

電源とグランドピン、および電源電圧の記録

IO_PAIRS

入力負荷に関連付けられる入力／出力ピン

デバイスセットアップ関数
これらの関数を使用してデバイスピンの特性を設定します。
VIL_VIH_VALUE
VIL_VIH_PERCENT
VOL_VOH_MIN

VIL と VIH の値の絶対値を設定。
電源電圧のパーセント値で VIL と VIH を設定。
電源とグランドの相対で VOH と VOL を設定。

デバイステスト関数
これらの関数を使用して回路で発生するデバイスの設定違反を点検して下さい。
これらの違反はデバイスの機能のシミュレーションには影響しないかも知れませ
ん。（例えば、セットアップ違反があるデバイスでもシミュレーションが実行さ
れるかもしれません。）これらの設定違反があるかどうかを知るために、ウォー
ニングはイネーブルにして下さい。
SUPPLY_MIN_MAX

電源ピンの最小／最大電源電圧違反をテスト。

RECOVER

入力にリカバリ時間違反があるかをテストします。

SETUP_HOLD

入力にセットアップとホールド時間違反があるかテス
トします。

WIDTH

入力に最小パルス幅違反があるかテストします。

FREQUENCY(FMAX)
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出力ピン関数
これらの関数を使用してデバイスの出力ピンをプログラムします。
STATE

出力を宣言された論理ステートに設定します。

STATE_BIT

出力をバイナリの重み付き論理ステートに設定します。

LEVEL

出力ステートのレベルを設定します。

STRENGTH

出力ステートの強さを設定します。

TABLE

真理値表に基づく出力論理ステートを設定します。

EXT_TABLE

拡張された真理値表に基づく出力論理ステートを設定しま
す。

LOAD

入力ピンの負荷特性を宣言します。

DRIVE

出力ピンの駆動特性を宣言します。

DELAY

指定された出力に伝播遅れを設定します。

NO_CHANGE

I/O ピンの出力ステートを変化しないままにします。

EVENT

渡されるデジタルイベントを発生します。

演算子
式の中に演算子や関数を使用してデータを操作したりプログラムフローを制御し
たりします。式は常に括弧（）で囲まれる必要があります。演算子の優先順位は、
もっとも内側の括弧から始まり左から右に設定されます。
演算子

+, -, *, /, ~, !, &&, ||, ^^, &, |, >>, <<, >, <, =, !=, >=, <=

算術関数

POW, ABS, SQRT, EXP, LOG, LOG10, SIN, COS, TAN,
ASIN, ACOS, ATAN, HSIN, HCOS, HTAN
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式関数
PARAM_SET

あらかじめ定義された SimCode パラメータが設定されてい
るかを決定する。

PWL_TABLE

補間ルックアップテーブルの値を返します。

SELECT_VALUE

単純ルックアップテーブルの値を返します。

MIN_TYP_MAX

MIN_TYP_MAX ルックアップ・テーブルの値を返します。

NUMBER

バイナリ重み付きピンステートに基づく番号を返します。

VALUE

指定されたピンのステートを返します。

CHANGE_TIME

指定されたピンが最後に変化したときの時間を返します。

WIDTH_TIME

指定されたピンの直前のパルスの幅を返します。

INSTANCE

これが指定されたデバイスインスタンスかどうか点検しま
す。

CHANGED_xx

指定されたピンのステートが変化したかどうかを点検しま
す。

READ_DATA

ASCII ファイルから配列へデータを読込みます。

プログラムコントロール
これらの命令を使用してプログラムの流れを制御します。
# xxxx source

SimCode ソース関数の始まりを示します。

IF ... THEN

SimCode の条件分岐命令。

WHILE ... DO

SimCode の条件分岐ループ命令。

GOTO

SimCode のジャンプ命令。

GOSUB

SimCode のサブルーチンへのジャンプ命令。

RETURN

SimCode のサブルーチンからの復帰命令。

EXIT

SimCode の実行の終了命令。

出力テキスト
これらの命令を使用してシミュレーションまたはデバッグ中にメッセージを表示
します。
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PROMPT

シミュレーションを一時停止しメッセージを表示しま
す。

MESSAGE

一時停止しないでメッセージを表示します。
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デバッグ
デバッグのために SimCode の実行をトレースすることができます。
STEP_ON

SimCode のトレースモードをオンにします。

STEP_OFF

SimCode のトレースモードをオフにします。

SimCode 言語の構文
言語の構文
このセクションでは、各言語アイテムの詳細について説明します。構文の説明は、
以下の形式で行います：
italics 予約語または強調
<>

値／変数／ピン／式

[]

オプションのパラメータ

{ }|{ } 選択（どちらかのパラメータを選択する必要があります。）
# xxxx source
SimCode ソースファイルの始めを示します。
一般形式

# <func name> ソース
パラメータ

<func name>

SimCode 関数の名前

使用法

このステートメントにより、SimCode 関数が識別されこのデバイスのシミュレーシ
ョンが実行されるときに関数が呼び出されます。各デジタル SimCode デバイス関
数の最初のステートメントです。
注意

シミュレータの SPICE エンジンには、ソースコードモデルとコンパイルされたコ
ードモデルを読み込む機能があります。キーワード"source"により、モデルがソー
スコードモデルかどうかが識別され、シミュレーションの実行時に自動的にコン
パイルされます。コンパイルされたコードは、このデバイスを使用するスケマチ
ックと同じディレクトリの Simlist.TXT と呼ばれる ASCII テキストファイルに保存
されます。
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例
//==================================
# MyDevice source
//==================================
INPUTS VCC, GND, IN1, IN2
OUTPUTS VCC_LD, IN1_LD, IN2_LD, OUT
.
.
.
EXIT

CHANGE_TIME
指定されたピンのステートの直前の変化があった時間を返します。
一般形式
CHANGE_TIME(<pin>)
パラメータ

<pin> 入力ピンまたは出力ピンの名前
使用法

この関数は、指定された入力または出力ピンの状態が最後に変化した時間を示す
実数値を返します。
例
T1 = (CHANGE_TIME(INA));

CHANGED_xx
指定されたピンの状態が変化したかどうかをチェックします。
一般形式
CHANGED_xx(<pin> [{<}|{<=}|{>}|{>=} <var/time/value>])
パラメータ

入力ピンまたは出力ピンの名前
<pin>
<pin> が比較されるアイテム
<var/time/value>
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使用法

CHANGED_xx 関数を使用して、指定された<pin>の状態が変化したかどうかをチェ
ックします。キーワード CHANGED に続く_xx は、どんなタイプの変化かを示し
ます。以下に xx で指定できる文字を示します：
LH, LX, HL, HX, XL, XH, LZ, ZL, ZH, ZX, HZ, XZ
により、変化の種類を示します。オプションの比較演算子（<, <=, >, >=）と
<var/time/value>によって、より複雑な形式の変化を指定できます。それらが含まれ
ない場合、現在のシミュレーションステップでピンが変化した場合、関数は 1 を返
します。
例
IF (CHANGED_LH(CLK)) THEN ...
IF (CHANGED(DATA < 10n)) THEN ...

DELAY
指定された出力に伝播遅れを設定します。
一般形式 1
DELAY <output> [<output> ...] = <delay>;
一般形式 2
DELAY <output> [<output> ...] =
CASE (<conditional exp>) : <delay>
CASE (<conditional exp>) : <delay>
[CASE (<conditional exp>) : <delay> ...]
END;
パラメータ

<output>

出力ピンの名前、または出力ピンの変数インデックス

<conditional exp>
<delay>

どの遅れが使用されるかを決定する条件式

出力ピンの伝播遅れ時間

使用法

DELAY コマンドは、レベルが変化したピンの伝播遅れを実現するために実行され
ます。CASE オプションにより、複数の<delay>を指定することができます。それか
ら、<conditional exp>により、どの<delay>が使用されるかが決定されます。変化し
ないピンに遅れが設定されると、ピンは NOCHANGED のフラグが立てられ、遅れ
は通知されません。<delay>には、実数定数または実数変数、実数式を設定するこ
とができます。
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注意

DELAY コマンドは、各出力すなわち LOAD ステートメントや NO_CHARGE ステー
トメントには含まれない OUTPUTS ステートメントで宣言される各ピンに対して正
確に一回だけ実行される必要があります。遅れが設定される順番は、これらのピ
ンが宣言される DELAY コマンド（すなわち、最初に記述されるピンが最初にセッ
トされます。）での順番に基づきます。各<conditional exp>は、どれかの式の評価
が TRUE となるまで記述される順に評価されます。この時 TRUE 式に関連付けら
れる<delay>の値が設定された出力に渡されます。CASE オプションを使用すると、
記述される各出力に対して、少なくとも一つの<conditional exp>が TRUE と評価さ
れます。TRUE と評価される<conditional exp>がない場合、最後の CASE ステートメ
ントに関連づけられる<delay>が渡されます。
標準の関数に加え、以下のタームを設定される出力ピンと<conditional exp>に使用
できます：
TRAN_LH
ロー〜ハイ
TRAN_LX

ロー〜その他

TRAN_HL
TRAN_HX

ハイ〜ロー
ハイ〜その他

TRAN_HZ

ハイ〜ハイインピーダンス

TRAN_XL

その他〜ロー

TRAN_XH
TRAN_LZ

その他〜ハイ
ロー〜ハイインピーダンス

TRAN_ZL

ハイインピーダンス〜ロー

TRAN_ZH

ハイインピーダンス〜ハイ

TRAN_ZX
TRAN_XZ

ハイインピーダンス〜その他
その他〜ハイインピーダンス

TRAN_XX

その他〜別の状態

<delay>値が 0.0 以下の場合、ランタイムエラーのメッセージが表示されます。出力
ピンは、出力ピンの名前または出力ピンのインデックスを含む整数変数により指
定することができます。ピンの名前と変数は、同じ DELAY ステートメントで混在
して使用することはできません。出力の参照は、すべてピンの名前またはすべて
変数名である必要があります。
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例
DELAY Q1 Q2 Q3 Q4 = 10n;
DELAY Q QN =
CASE (TRAN_LH) : tplh_val
CASE (TRAN_HL) : tphl_val
END;
data = (E0_1 && (CHANGED(D0) || CHANGED(D1)));
DELAY Q1 Q0 =
CASE (data && TRAN_LH) : tplh_D_Q
CASE (data && TRAN_HL) : tphl_D_Q
CASE (TRAN_LH) : tplh_E_Q
CASE (TRAN_HL) : tphl_E_Q
END;

この例では、データがゼロ以外で Q1 がハイからローに変化すると、tphl_D_Q の遅
れが Q1 に渡されます。次に Q0 がローからハイに変化すると、tplh_D_Q の遅れが
Q0 に渡されます。
DRIVE
出力ピンの駆動特性を宣言します。
一般形式
DRIVE <output> [<output> ...] =
(v0=<value> v1=<value> ttlh=<value> tthl=<value>);
パラメータ

<output> 出力ピンの名前または変数インデックス
<value>

実数値または実数変数

v0

出力ピンの VOL

v1

出力ピンの VOH

ttlh

出力ピンのロー〜ハイの遷移時間

tthl

出力ピンのハイ〜ローの遷移時間
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使用法

DRIVE コマンドを使用して、出力ピンの駆動特性を宣言します。出力がローに設
定されると、出力ピンは抵抗 rol_param により電圧値 v0 に接続されます。出力が
ハイに設定されると、出力ピンは抵抗 roh_param により電圧値 v1 に接続されます。
ロー〜ハイの過渡時間は ttlh で設定され、ハイ〜ローの過渡時間は tthl により設定
されます。
注意

ピンの名前と変数を同じ DRIVE ステートメントで混在して使用することはできま
せん。出力を参照する場合、すべてピンの名前がすべて変数名を使用して下さい。
rol_param に使用される値は、データブック仕様の VOL を使用して下さい。この値
は、デバイスの出力のプルダウン構造の総飽和抵抗を表わしています。例えば、
8mA をシンクする LOW ステートでの標準の LS 出力は、0.5V を越えません。通常、
約 0.35V です。従って、
通常の LOW state drive:
rol_param = VOLtyp / IOLmax
rol_param = 0.35V / 8mA
rol_param = 43.75 ohms
最小の LOW state drive:
rol_param = VOLmax / IOLmax
rol_param = 0.5V / 8mA
rol_param = 62.5 ohms
roh_param に使用される値は、もし記載されていればデータブック仕様の IOS を使
用して下さい。この値は、デバイスの出力のプルアップ構造の総飽和抵抗を表わ
しています。例えば、出力がグランドと Vcc=5.25V へ短絡されているハイ状態の
標準の LS 出力は、20mA〜100mA の電流が流れます。
最小 HIGH state drive: roh_param = VCCmax / IOSmin
roh_param = 5.25V / 20mA
roh_param = 262.5 ohms
最大 HIGH state drive: roh_param = VCCmax / IOSmax
roh_param = 5.25V / 100mA
roh_param = 52.5 ohms
例
rol_param = (MIN_TYP_MAX(drv_param: 62.5, 43.75, NULL);
roh_param = (MIN_TYP_MAX(drv_param: 262.5, NULL, 52.5);
DRIVE Q QN = (v0=vol_param,v1=voh_param,ttlh=ttlh_val,
tthl=tthl_val);
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関連項目

LOAD
EVENT
デジタルイベントを発生します。
一般形式
EVENT = ({<time>}|{<expression>})
パラメータ

<time>

イベントが発生する時間

<expression>

イベントが発生する時間を示す式

使用法

ほとんどの場合、SimCode モデルのひとつ以上の INPUT ピンで、状態の変化が起
こる場合にデジタルイベントが発生します。イベントが処理されると指定された
イベントの SimCode がコールされ実行されます。この命令により SimCode モデル
がデジタルイベントを指定された<time>で発生することができます。指定された
EVENT 時間がシミュレーション時間（percent_time で指定される）よりも大きくな
ると、デジタルイベントが発生します。複数のイベントがひとつの SimCode モデ
ルを発生する場合、もっとも長い EVENT<time>がだけが使用されます。この関数
により、ワンショットまたはその他のデバイスモデルを作成することができます。
注意

指定された SimCode モデルのデジタルイベントが、SimCode により発生する
EVENT<time>の前に起こる場合、EVENT<time>が再び発生します。たとえば、も
し 1) 与えられたシミュレーション時間が 1us で 2) SimCode モデルが EVENT=2us
に設定されており、3) SimCode モデルの INPUT ピンが 1.5us で変化する場合、2us
のイベントが再び発生します。
例
EVENT = (present_time + 1e-6);

//return in 1us

EXIT
SimCode の実行の停止
一般形式

EXIT;
使用法

EXIT ステートメントを使用して SimCode の実行を停止します。
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注意

これは、SimCode モデルの最後の行に記述して下さい。ただし、残りの SimCode
の実行を中断する場合、その他の場所に記述して下さい。
EXT_TABLE
拡張真理値表に基づく出力論理ステートを設定して下さい。
一般形式
EXT_TABLE <line>
<input pin> [<input pin> ...] <output pin> [<output pin> ...]
<input state> [<input state> ...]
<output state> [<output state> ...];
パラメータ

テーブルで使用される行番号が置かれる変数

<line>

入力ピンの名前

<input pin>
<output pin>

出力ピンの名前

<input state>

各入力のステート

<output state>

入力の状態に応じた各出力のステート

使用法

EXT_TABLE ステートメントは拡張真理値表機能を使用し指定された出力のレベル
と強さを設定します。使用できる入力ステートを以下に示します：
0
ロー（入力電圧は <= vil_param）
1
^

ハイ（入力電圧は >= vil_param）
ローからハイへの過渡

v

ハイからローへの過渡

X

入力電圧はなんでも構わない

使用できる出力ステートを以下に示します：
L
0（出力レベルを vol_param に設定します。）
H
1（出力レベルを voh_param に設定します。）
Z

不定（出力レベルを v3s_param に設定します。）

また、INPUT と OUTPUT ピンの名前にオプションのプリフィックスを付けること
により、出力ステートを指定することができます。プリフィックスを以下に示し
ます：
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-

ステートは前のステートです。

~
-~

ステートはそのステートの反転です。
ステートは前のステートの反転です。

出力ステート文字は、文字またはコロンに続いて使用することができ、強さを表
わします：
s
STRONG（出力を L の rol_param と H の roh_param に設定しま
す。）
z
HI_IMPEDANCE（出力を r3s_param に設定します。）
強さを表わす文字が出力ステートの後ろで指定されない場合、STRONG が L と H
ステートに使用され Z ステートには、HI_IMPEDANCE が使用されます。
注意

各列は上から下へ順番に、入力コンディションと合うまでテストされます。出力
は入力コンディションに合う一番目の列に設定されます。<line>は使用される表の
行番号に設定されます。合わない場合、<line>は 0 に設定されます。出力ステート
を指定するために使用されるピン名は、表には必要ありません。TABLE ステート
メントと異なり、入力に変数を使用することはできません。
例
EXT_TABLE tblIndex
PRE

CLR

CLK

DATA

Q

QN

0

1

X

X

H

L

1

0

X

X

L

H

0

0

X

X

H

H

1

1

^

X

DATA

~DATA

1

1

X

X

Q

~Q;

この例は、7474 D タイプのフリップフロップの 1/2 を示しています。入力ピン PRE、
CLR、DATA がすべてハイ（>= vih_param）で CLK がローからハイへ遷移すると、
Q が ハ イ （ voh_param ） で STRONG （ roh_param ） に 設 定 さ れ 、 QN が ロ ー
（vol_param）で STRONG（rol_param）に設定され、さらに tblIndex が 4 に設定さ
れます。
関連項目

REALS, STATE, STATE_BIT, TABLE
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FREQUENCY (FMAX)
入力に最小と最大周波数違反がないかテストします。
一般形式
FREQUENCY(<input> [<input>...] MIN=<frequency> MAX=<frequency> ["<message>"])
パラメータ

<input>

テストする入力ピンの名前またはインデックス

MIN

テストするピンの最小周波数

MAX

テストするピンの最大周波数

<message> ウォーニングが発生した場合、表示されるテキスト文字列
使用法

FREQUENCY 関数は、<input>の周期（立ち上がりエッジから次の立ち上がりエッ
ジまでの時間）を指定された<frequency>の逆数（1/freq）と比較します。<input>の
時間周期が指定された MAX<frequency>の逆数より小さいか MIN<frequency>の逆
数より大きい場合、WARNING が表示されます。WARNING が表示される場合、
FREQUENCY ステートメントに含まれるオプションの<message>文字列が出力され
ます。
注意

データブックの仕様をこの関数には使用してください。ピンと変数の名前は同じ
FREQUENCY ステートメントに混在して使用することはできません。各ピンの最初
の FREQUENCY 違反が報告されます。
例
FREQUENCY(CLK MAX=10MEG "CLK"); //fmax のみチェック

GOSUB
SimCode のサブルーチンへジャンプします。
一般形式
GOSUB <label>;
パラメータ

<label>
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Use

GOSUB ステートメントを使用して、SimCode のサブルーチンへジャンプすること
ができます。ただし、GOTO と違い、SimCode の実行は RETURN 命令があると
GOSUB ステートメントの続きが実行されます。
例
GOSUB Shift_Left;
.
.
.
Exit;
Shift_Left:
.
.
.
RETURN:
関連項目

RETURN
GOTO
SimCode の新しい位置へジャンプします。
一般形式
GOTO <label>;
パラメータ

<label>

プログラムフローが始まる SimCode の場所

使用法

GOTO は SimCode の別のところに記述されているコードを実行するために使われ
ます。
注意

プログラ ムフローは、 SimCode に記述される<label>:の場所から 始まります。
<label>はアルファベット文字で始まり、それに続いて英数文字またはアンダスコ
ア(_)を使用することができます。コードの中の<label>が記述される場所では、続
いてコロン(:)が記述される必要があります。
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例
GOTO Shutdown;
.
.
.
Shutdown:
.
.
.
Exit;
関連項目

GOSUB, IF ... THEN
IF ... THEN
SimeCode の条件制御フローです。
一般形式 1
IF (<expression>) THEN BEGIN ... [ELSE ...] END;
一般形式 2
IF (<expression>) THEN GOTO <label>;
パラメータ

<expression>

真、または偽で評価される任意の式

<label>

プログラムフローが始まる SimCode の位置

使用法

IF...THEN ステートメントを使用し、<expression>が真、または偽かの評価に基づき
プログラムのフローを制御します。IF...THEN ステートメントはネストすることが
できます。
注意

この命令の BEGIN...ELSE...END 形式が使用され、<expression>が真と評価される場
合、プログラムフローは BIGEN ステートメントから始まり ELSE と END ステート
メントの間のオプションの SimCode はスキップされます。<expression>が偽と評価
される場合、プログラムフローは、ELSE 命令があればそこから始まり、無ければ
END ステートメントの後から始まります。
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このステートメントの GOTO 形式が使用され<expression>が真と評価される場合、
プログラ ムフローは、 SimCode に記述される<label>:の場所から 始まります。
<label>はアルファベット文字で始まり、それに続いて英数文字またはアンダスコ
ア( _ )を使用することができます。コードの中の<label>が記述される場所では、続
いてコロン( : )が記述される必要があります。
例
IF (EN) THEN
BEGIN
STATE Q0 = UNKNOWN
ELSE
IF (IN2) THEN
BEGIN
STATE Y2 = ONE
ELSE
STATE Y2 = ZERO
END
END

IF (x = -2) THEN GOTO Do_Neg2
.
.
.
Do_Neg2:
.
.
.
関連項目

GOTO, WHILE ... DO
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INPUTS
入力ピン（回路をモニタするピン）を宣言します。
一般形式
INPUTS <input pin>[, <input pin>,
パラメータ

<input pin> 入力ピンの名前
使用法

INPUTS データタイプを使用し外部からデバイスへ入力される信号を監視するピン
を定義します。通常、入力や i/o、電源、グランドピンに使用されます。
注意

入力ピンの名前は文字で始まり使用する前に定義される必要があります。
例
INPUTS VCC, GND, PRE, DATA, CLK, CLR
関連項目

OUTPUTS, IO_PAIRS, PWR_GND_PINS
INSTANCE
指定されたデバイスインスタンスかどうかをチェックします。
一般形式
INSTANCE("<instance name>")
パラメータ

<instance name> インスタンス名を示すテキスト文字列
使用法

SimCode デバイスにあるインスタンスが指定された<instance name>と一致する場合、
INSTANCE 関数は 1 を返します。その他の場合 0 が返されます。
注意

回路が複数のデバイスを含む場合、注目するデバイスがシミュレーションされる
瞬間がわかることは重要なことです。これによりある特定 NAND ゲートのメッセ
ージを他のすべての NAND ゲートのメッセージの中から探すことなく印刷するこ
とができます。インスタンス名は、SPICE プリフィックス文字（文字 A）の前のデ
バイスの名称です。
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例
IF (INSTANCE("AU23")) THEN
BEGIN
MESSAGE("U23-Q0 = %d", Q0);
END;

INTEGERS
整数変数と配列の宣言をします。
一般形式
INTEGERS <var>[, <var>, ...];
パラメータ

変数の名前

<var>
使用法

INTEGERS データタイプは整数変数と配列を定義するために使用されます。
注意

整数変数と配列は文字で始まります。これらは使用する前に定義する必要があり
ます。整数配列は配列名が定義され、それに続いて左括弧（ [ ）と右括弧（ ] ）の
間で配列の大きさが定義されます。整数配列は式の中で定義することができます。
以下に、宣言する必要の無い予約された SimCode 整数変数を示します：
変数

使用法

デジタルモード
パラメータ

SPICE オプション

tp_param

tplh/hl インデックス

伝播遅れ

TPMNTYMX

tt_param

ttlh/hl インデックス

過渡時間

TTMNTYMX

ld_param

LOAD インデックス

入力負荷

LDMNTYMX

drv_param

DRIVE インデックス

出力駆動

DRVMNTYMX

i_param

ICC インデックス

電流

IMNTYMX

user_param

USER インデックス

ユーザ定義

USERMNTYMX

warn_param

ウォーニングメッセー
ジ

WARN フラ
グ

SIMWARN

init_sim

SimCode 初期化中は 1

N/A

N/A

tran_pin

TRAN_xx ピンインデッ
クス

N/A

N/A
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この表の最初の 6 つの変数は 1, 2, 3 いづれかの値を持つことが予測されます。これ
らの値は、min/typ/max 配列へのインデックスを表わします：
値

パラメータ

1

最小値のインデックス

2

通常値のインデックス

3

最大値のインデックス

デジタルモデルパラメータは Digital Model Parameters ダイアログボックスで各デジ
タルデバイス毎に独立に設定することができます。SPICE オプションパラメータが
Analog Options ダイアログボックスで設定される場合、その設定はすべてのデジタ
ルデバイスのデジタルモデルパラメータの設定にオーバライドされます。変数が
明確に SimCode で設定される場合、その設定は他での設定をすべてオーバライド
します。
warn_param を任意の正の値に設定すると、デバイスのウォーニングメッセージを
条件に応じて表示することができます。ウォーニングのレベルの違いはデバイス
のプログラマにより作成され、異なる正の値を入力することにより設定できます。
init_sim の値は、SimCode の初期化中に 1 に設定され、その他の場合 0 に設定され
ます。tran_pin の値は、DELAY CASE ステートメント中に設定されるピンのイン
デックスに設定されます。このインデックスを使用して、どのピンに TRAN_xx 命
令が適用されているかが分かります。
例
INTEGERS tblIndex, count, data[64];
関連項目

DELAY, MIN_TYP_MAX
IO_PAIRS
入力負荷に関連付けられる入／出力ピンの宣言
一般形式
IO_PAIRS (<ipin:opin>[, <ipin:opin>,
パラメータ

<ipin:opin>

入出力ピンに関連付けられるピンの名前

使用法

IO_PAIRS ステートメントにより、どの入力ピンがどの出力ピンに関連付けられる
かを定義します。この関連は LOAD ステートメントにより使用されます。
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注意

デバイスの各物理入力ピンは、SimCode では ipin と opin で構成されます。opin に
は入力負荷特性が必要です。このステートメントは SimCode では一度だけ使用さ
れます。電源ピンは、IO_PAIRS ステートメントでは記述されません。
例
IO_PAIRS (IN1:IN1_LD, IN2:IN2_LD

この例では、IN1 と IN2 が INPUTS で IN1_LD と IN2_LD が OUTPUTS です。IN1 と
IN1_LD は、デバイスの同じ物理ピンを参照します。
関連項目

INPUTS, OUTPUTS, LOAD
LEVEL
出力状態のレベルを設定します。
一般形式 1
LEVEL <output> [<output> ...] = (<expression
一般形式 2
LEVEL <output> [<output> ...] = {ZERO}|{ONE}|{UNKNOWN
パラメータ

<output>

出力の名前またはインデックス

<expression>

VOL または VOH と比較される任意の式

使用法

出力ピンの状態は、レベルと強さにより決定されます。LEVEL コマンドを使用し
てひとつ、または複数の出力ピンのレベルを設定して下さい。
式>
<式

状態

レベル

<= vol_param
>= voh_param
その他

ZERO
ONE
不定

vol_param
voh_param
v3s_param

注意

出力ピンは、出力ピンの名前または出力ピンの INDEX を含む整数変数により指定
できます。ピンと変数の名前を、同じ LEVEL ステートメントで使用することはで
きません。出力の参照は、すべてピン名かすべて変数名で参照して下さい。
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例
LEVEL Q = ONE;
LEVEL Q1 Q2 Q3 Q4 = ZERO;
LEVEL OUT = ((1+2)/3);

最後の例 OUT は、以下の様になります：
ZERO vil_param > 1 の場合
UNKNOWN vil_param < 1 and vih_param > 1 の場合
ONE vih_param < 1 の場合
関連項目

REALS, STATE, STATE_BIT, STRENGTH
LOAD
入力ピンの負荷特性を宣言します。
一般形式
LOAD <output> [<output> ...] =
(v0=<value> r0=<value> [v1=<value> r1=<value>] [io=<value>] t=<value>);
パラメータ

<output>

出力ピンの名前またはインデックス

<value>

実数値または変数

v0

HIGH ステート入力の負荷電圧

r0

HIGH ステート入力の負荷抵抗

v1

LOW ステート入力の負荷電圧

r1

LOW ステート入力の負荷抵抗

io

使用されない負荷のオフステート負荷抵抗

t

負荷が与えられるまでの時間遅れ

使用法

LOAD 命令は通常入力ピンまたは電源ピンで使用され、駆動回路の負荷を設定しま
す。出力ピンだけに負荷を設定できるため、各入力ピンは出力ピンに対応してい
る必要があります。これは、IO_PAIRS ステートメントを使用して割り付けられま
す。
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異なる負荷を異なる入力に設定する必要がある場合、複数の LOAD ステートメン
トを使用します。電源ピンは、v1/r1 負荷または io を含まない独立の LOAD ステー
トメントで設定されます。電源ピンは、IO_PAIRS ステートメントで設定されませ
ん。IO_PAIRS ステートメントは、io を含む LOAD ステートメントの後で設定する
必要があります。
注意

入力負荷は電圧と抵抗で構成されます（v0/r0 または v1/r1）。入ってくる信号の電
圧レベルはどの負荷が使用されるかで決まります。電圧レベルが VIL より低くな
ると、入力は LOW ステートと判断され v1/r1 が適用されます。電圧レベルが VIH
より高くなると、入力は HIGH ステートと判断され v0/r0 が適用されます。io は入
力ステートのオフ抵抗です。使用されない負荷は、r の値が io で指定された値に変
更され実質的に回路から取り除かれます。
v0, r0, v1, r1 の値は実定数または実変数のどちらかです。io と t の値は実定数であ
る必要が有ります。ピン名とピン変数は同じ LOAD ステートメントに混在して使
用することはできません。出力の参照は、すべてピン名またはすべて変数名であ
る必要があります。
入力ピンでは r0 に使用される値は、IIH のデータブック仕様から設定して下さい。
例えば標準の LS 入力は、Vin=2.7V で最大 20uA の値をシンクします。従って、
vol_param = 0.2V の場合、
HIGH の最大負荷は： r0 = (Vin - vol_param) / IIHmax
r0 = (2.7V - 0.2V) / 20uA
r0 = 125 キロオーム
r1 に使用される値は、IIL のデータブック仕様から設定してください。例えば標準
の LS 入力は、Vin=0.4V で最大 400uA の値を供給します。従って、voh_param =
4.6V の場合、
LOW の最大負荷は： r1 = (voh_param - Vin) / IILmax
r1 = (4.6V - 0.4V) / 400uA
r1 = 10.5 キロオーム
電源ピンでは、r0 で使用される値は ICC のデータブック仕様から設定して下さい。
74LS151 の場合、Icc typ は、Vcc=5V で 6mA、Icc max は、Vcc=5.25V で 10mA です。
従って
Icc typ の場合：
r0 = 5V / 6mA = 833 ohms
Icc max の場合：

r0 = 5.25V / 10mA = 525 ohms

74LS00 クアッド NAND ゲートのようにひとつのパッケージに複数のパーツを持つ
デバイスを作成する場合、各パーツに応じて Icc 負荷を調整して下さい。
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例
r0_val = (MIN_TYP_MAX(ld_param: NULL, NULL, 125k);
r1_val = (MIN_TYP_MAX(ld_param: NULL, NULL, 10.5k);
ricc_val = (MIN_TYP_MAX(ld_param: NULL, 833, 525);
LOAD PRE_LD DATA_LD CLK_LD CLR_LD = (v0=vol_param, r0=r0_val,
v1=voh_param, r1=r1_val, io=1e9, t=1p);
LOAD VCC_LD = (v0=gnd_param, r0=ricc_val, t=1p);
関連項目

IO_PAIRS, DRIVE
MATH FUNCTIONS
関数

例

POW

べき乗

X= (12 POW(3));

ABS

絶対値

X= (ABS(-12));

SQRT

ルート

X= (SQRT(2));

EXP

エクスポーネント

X= (EXP(10));

LOG

自然対数

X= (LOG(0.1));

LOG10

常用対数

X= (LOG10(0.1));

SIN

サイン関数

X= (SIN(0.1));

COS

コサイン関数

X= (COS(0.1));

TAN

タンジェント関数

X= (TAN(0.1));

ASIN

アークサイン関数

X= (ASIN(0.1));

ACOS

アークコサイン関数

X= (ACOS(0.1));

ATAN

アークタンジェント関数

X= (ATAN(0.1));

HSIN

ハイパボリックサイン関数

X= (HSIN(0.1));

HCOS

ハイパボリックコサイン関数

X= (HCOS(0.1));

HTAN

ハイパボリックタンジェント関数

X= (HTAN(0.1));

関連項目

OPERATORS
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MESSAGE
メッセージを表示します。ただし、ポーズはありません。
一般形式
MESSAGE("<message>"[, <value/pin>...]);
パラメータ

<message> メッセージの文字列。必要に応じてフォーマット文字を記述。
<value>

変数または定数値。

<pin>

ピン名またはピン変数へのインデックス。

使用法

MESSAGE ステートメントを使用して、<message>文字列で指定される情報を出力
して下さい。この命令により、シミュレーションは中断されません。メッセージ
は、シミュレーション中にステータスウィンドウに表示されます。
注意

MESSAGE で使用されるフォーマット文字は、C 言語の printf で使用されるフォー
マットと似ています。使用できるフォーマット文字を以下に示します。
¥t

タブ

¥n

改行

¥r

キャリッジリターン

%d

ショート変数、または現在の入出力状態の 10 進表示

%D

ショート変数、または以前の入出力状態の 10 進表示

%x

ショート変数、または現在の入出力状態の 16 進表示

%X

ショート変数、または以前の入出力状態の 16 進表示

%c

ショート変数、または現在の入出力状態の文字表示

%C

ショート変数、または以前の入出力状態の文字表示

%e

実変数のエクスポーネンシャル表示

%f

実変数の浮動小数点表示

%g

実変数のショート表示（%e または%f

%s

文字列定数の表示
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注意：
注意： 使用できる文字列定数を以下に示します。

INSTANCE

現在の SimCode デバイスのインスタンス名

FUNC

現在の SimCode デバイスの関数名

FILE

現在の SimCode デバイスのファイル名

例
MESSAGE("time¥t¥tCLK¥tDATA¥tQ¥tQN");
MESSAGE("device instance= %s",INSTANCE);
MESSAGE("%.3e¥t%d¥t%d¥t%d¥t%d",present_time,CLK,DATA,Q,QN);
関連項目

PROMPT
MIN_TYP_MAX
MIN_TYP_MAX ルックアップテーブルからの戻り値です。
一般形式
MIN_TYP_MAX(<index>: <min>, <typ>, <max>);
パラメータ

<index>

入力変数（min や typ、max 値へのインデックス）

<min>

データブックの最小値

<typ>

データブックの通常値

<max>

データブックの最大値

使用法

MIN_TYP_MAX 関数は SELECT_VALUE 関数に似ています。ただし、3 つの値、ま
たは変数を入力する必要があります。キーワード"NULL"を判らない値に使用でき
ます。あらかじめ定義される整数変数（INTEGER を参照）を、<index>として使用
する場合、わからない（NULL）値は、以下の既知の値から計算されます。
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既知の値

公式

<min>, <max>

typical = (<max> + <min>) / 2;

<min> だけ

typical = (<min> / <min scale factor>)
maximum = (<min> / <min scale factor>) * <max scale factor>

<typ> だけ

minimum = (<typ> * <min scale factor>)
maximum = (<typ> * <max scale factor>)

<max> だけ

minimum = (<max> / <max scale factor>) * <min scale factor>
typical = (<max> / <max scale factor>)

注意

<index>が予め定義された以下の変数リストにない場合、<min scale factor> = 0.5 で
<max scale factor> = 1.5 になります。予め定義されたそれぞれの変数の<min scale
factor>と<max scale factor>は、ld_param と drv_param、i_param として予約されてい
ます。すなわち、これらのパラメータにより、電流値ではなく抵抗値が調整され
ます。（例、最大負荷は最小抵抗に等しい）
変数

SPICE オプション

パラメータ

デフォルト値

tp_param

PROPMNS

<min scale factor>

0.5

tp_param

PROPMXS

<max scale factor>

1.5

tt_param

TRANMNS

<min scale factor>

0.5

tt_param

TRANMXS

<max scale factor>

1.5

ld_param

LOADMNS

<min scale factor>

1.5

ld_param

LOADMXS

<max scale factor>

0.5

drv_param

DRIVEMNS

<min scale factor>

1.5

drv_param

DRIVEMXS

<max scale factor>

0.5

i_param

CURRENTMNS

<min scale factor>

1.5

i_param

CURRENTMXS

<max scale factor>

0.5

vth_param

VTHMNS

<min scale factor>

0.5

vth_param

VTHMXS

<max scale factor>

1.5

user_param

USERMNS

<min scale factor>

0.5

user_param

USERMXS

<max scale factor>

1.5
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例
tplh_val = (MIN_TYP_MAX(tp_param: NULL, 5n, NULL));

この例では、PROPMNS と PROPMXS がデフォルト値に設定されていると仮定する
と：
tp_param = 1 の場合、tplh_val = 2.5n
tp_param = 2 の場合、tplh_val = 5n
tp_param = 3 の場合、tplh_val = 10n
ricch_val = (MIN_TYP_MAX(i_param: NULL, 2500, 1250));

この例では、CURRENTMNS と CURRENTMXS がデフォルト値に設定されている
と仮定すると：
if i_param = 1, then ricch_val = 5000
if i_param = 2, then ricch_val = 2500
if i_param = 3, then ricch_val = 1250
関連項目

INTEGERS, SELECT_VALUE
NO_CHANGE
I/O ピンのステートをそのままにする。
一般形式
NO_CHANGE <output> [<output> ...];
パラメータ

<output> 出力ピンの名前またはインデックス
使用法

NO_CHANGE 関数を使用して指定された出力ピンを変更しないように指定します。
双方向ピンを入力として扱う場合、双方向ピンにこの命令を使用して下さい。
注意

ピン名と変数を同じ NO_CHANGE ステートメントに混在することはできません。
出力は、すべてピン名かすべて変数名で参照して下さい。
例
NO_CHANGE Q1 Q2 Q3 Q4;
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NUMBER
バイナリ重みつきのピンの状態に基づく番号を返します。
一般形式
NUMBER(<MSB pin>, [<pin>,

...] <LSB pin> );

パラメータ

<pin>

ピンの名前、またはインデックス

使用法

NUMBER 関数は、<pin>の一覧で示されるバイナリ番号の 10 進値を示すショート
整数を返します。（<pin>で示される）各ビットは、<pin>がゼロでない場合、1 に
設定され、その他の場合、ゼロに設定されます。
注意

一覧の最初の<pin>は、最上位ビット（MSB）をあらわし、一覧の最後の<pin>は、
最下位ビット（LSB）をあらわします。
例
A = (NUMBER(D3,D2,D1,D0));

この例では、D3 がハイ、D2, D1, D0 がローの場合（1000：2 進）、A = 8 になりま
す。
OPERATORS
代入演算子

= （変数、または出力ピンに値、またはステートを設定します。）
算術演算子

+ 加算
- 減算
* 乗算
/ 除算
ビット演算子

~ 論理 NOT
! ビット単位の補数
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論理演算子

&& AND
|| OR
^^ XOR
ビット単位演算子

& AND
| OR
^ XOR
<< 左シフト
>> 右シフト
比較演算子

= イコール
!= ノットイコール
< 小なり
<= 小なりイコール
> 大なり
>= 大なりイコール
使用法

演算子は、変数と式の設定に使用されます。
注意

式は、丸括弧（）で囲んでください。式は常に括弧内の左から右へ評価されます。
丸括弧を使用して式の中の優先順位を設定して下さい。値または変数、式などに
ビット演算を行う場合、値または変数、式は丸括弧で囲まれる必要があります。
例
clk_twl = (25n);
reg = (reg + 1);
vx = (vol_param - 10m);
C = (A * B);
val = (xval / 2);

336

デジタルデザインのシミュレーション

X = (A && ~(B));
Y = (!(X));

//X=1 の場合 Y=FFFFFFFE

A = (X & 1);

//X=1 の場合 A=1, X=2 の場合 A=0

B = (X | 8);

//X=1 の場合 B=9, X=2 の場合 B=10

C = (X >> 2);

//X=1 の場合 C=0, X=2 の場合 C=0

D = (2 >> X);

//X=1 の場合 D=1, X=2 の場合 D=0

E = (X << 2);

//X=1 の場合 E=4, X=2 の場合 E=8

F = (2 << X);

//X=1 の場合 F=4, X=2 の場合 F=8

IF (A >= B) THEN ...
IF ((A < 2) && (B > 3)) THEN ...
IF ((C < 2) || (X > 4)) THEN ...
関連項目

MATH FUNCTIONS
OUTPUTS
（回路を駆動したり回路に負荷をかける）出力ピンを宣言します。
一般形式
OUTPUTS <output pin>[, <output pin>, ...];
パラメータ

<output pin>

出力ピンの名前

使用法

OUTPUTS データタイプを使用して、デバイスの外の回路の動作に影響するピンを
定義します。通常、入力、出力、I/O、電源ピンがあります。入力と電源ピンが含
まれているのは、これらがあることにより、駆動回路に負荷がかかるためです。
注意

出力ピンの名前は、文字で始まる必要があり、使用される前に定義する必要があ
ります。
例
OUTPUTS VCC_LD, PRE_LD, DATA_LD, CLK_LD, CLR_LD, QN, Q;
関連項目

INPUTS, IO_PAIRS, PWR_GND_PINS
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PARAM_SET
あらかじめ定義される SimCode パラメータが設定されているかを点検します。
一般形式
PARAM_SET(<param var>)
パラメータ

<param var>

SimCode モデル定義パラメータ

使用法

PARAM_SET 関数を使用して、SimCode モデル定義のパラメータが設定されている
かどうか点検できます。指定されたパラメータが設定されている場合（例えば
vil_param=0.8）1 が返され、その他の場合、0 が返されます。
注意

SimCode モデル定義パラメータやそれらに関連付けられる変数名についての説明は
INTEGER 宣言と REAL 宣言を参照して下さい。
例
A = PARAM_SET(ld_param);
IF (PARAM_SET(voh_param)) THEN ...
関連項目

INTEGERS, REALS
PROMPT
シミュレーションを一時停止しメッセージを表示します。
一般形式
PROMPT("<message>"[, <value/pin>...]);
パラメータ

<message> 必要に応じてフォーマット文字を含んだメッセージ
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使用法

PROMPT 文字列を使用してシミュレーションを停止し、<message>文字列で指定さ
れる情報を表示することができます。メッセージはシミュレーションの間、ステ
ータスウィンドウに表示されます。ユーザがボタンをクリックするまで SimCode
の実行は停止します。
注意

PROMPT のフォーマット文字は、C 言語の printf で使用されるフォーマットと似て
います。使用できるフォーマット文字を以下に示します。
¥t

タブ

¥n

改行

¥r

キャリッジリターン

%d

ショート変数、または現在の入出力状態の 10 進表示

%D

ショート変数、または以前の入出力状態の 10 進表示

%x

ショート変数、または現在の入出力状態の 16 進表示

%X

ショート変数、または以前の入出力状態の 16 進表示

%c

ショート変数、または現在の入出力状態の文字表示

%C

ショート変数、または以前の入出力状態の文字表示

%e

実変数のエクスポーネンシャル表示

%f

実変数の浮動小数点表示

%g

実変数のショート表示（%e または%f）

%s

文字列定数の表示

注意：
注意：使用できる文字列定数を以下に示します:

INSTANCE

現在の SimCode デバイスのインスタンス名

FUNC

現在の SimCode デバイスの関数名

FILE

現在の SimCode デバイスのファイル名

例
PROMPT("input=%d

time=%f device=%s", D1, t1, INSTANCE);

関連項目

MESSAGE
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PWL_TABLE
ルックアップテーブルからの補間値を返します。
一般形式
PWL_TABLE (<IN var>: <IN1>,<OUT1>,<IN2>,<OUT2>[,...<OUTn>,<OUTn>])
パラメータ

<IN var> 入力変数（整数、または実数）
<INx>

入力比較値

<OUTx>

<INx>での出力値

使用法

このピースワイズリニア関数は本質的にはルックアップテーブルです。<IN var>の
値を使用して値の対で構成されるテーブルのエントリを調べます。各対の最初の
値は、入力比較値で 2 番目の値が対応する出力値です。<IN var>値が、最初の<IN>
値よりも小さい場合、最初の<OUT>値が返されます。<IN var>値が、最後の<INn>
値よりも大きい場合、最後の<OUTn>値が返されます。エントリ間の値は、以下の
式で線形補間されます：
value = (((OUTA-OUTB)/(INA-INB))*(<IN var>-INA)+OUTA)

ここで<IN var>は、入力比較値 INA と INB の間の値です。実際の出力値は出力値
OUTA と OUTB の間の値になります。
注意

2 つ以上の IN/OUT データの組みを入力し、IN の値は昇順に入力される必要があり
ます。入力できる IN/OUT データの組みの数は制限されません。
例
twh = (PWL_TABLE(var: 5,180n,10,120n,15,80n));

この例では、var = 10 の場合、twh = 120n で var = 12 の場合、twh = 104 になります。
関連項目

SELECT_VALUE
PWR_GND_PINS
電源とグランドピンを宣言し、供給電圧を記録します。
一般形式
PWR_GND_PINS (<pwrpin>, <gndpin>);
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パラメータ

<pwrpin> 電源ピンの名前
<gndpin> グランドピンの名前
使用法

PWR_GND_PINS ステートメントは、どの INPUTS ピンが電源とグランドかを定義
し、デバイスの電源とグランドパラメータを以下の絶対電圧に設定します：
pwr_param = <pwrpin>の電圧
gnd_param = <gndpin>の電圧
注意

このステートメントは SimCode の中で一回だけ実行されます。電源とグランドに
設定されるのは、それぞれ 1 ピンずつです。
例
PWR_GND_PINS(VCC, GND);
関連項目

INPUTS, OUTPUTS, REALS, VIL_VIH_PERCENT, SUPPLY_MIN_MAX
READ_DATA
ASCII ファイルから配列へデータを読込みます。
一般形式
READ_DATA(<array>[, <array>, ...])
パラメータ

<array>

値が置かれる配列の名前

使用法

READ_DATA 関数は、デバイスの .MODEL ステートメントの "data=" パラメータで
指定されるファイルを開き ASCII テキストデータを読み込みます。読み込まれる
一行毎の値の数と型（整数／実数）は、関数コールで指定される配列変数の数と
型で決まります。読み込まれるデータ行の数は、指定されたファイルのデータ行
の数と関数コールの最小配列の大きさで決まります。READ_DATA 関数は読み込ま
れる行の数を返します。エラーが発生した場合、負の値が返されます：
-1
無効なファイル名
-2
ファイルを見つけることができない
-3

無効な配列名

-4

配列へのアクセスエラー
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-5

データタイプ

-6

予測されたデータ値

注意

データファイル内の行毎の複数の値は、カンマで区切られます。データファイル
の実数値は、科学表記である必要があります。"data="パラメータを含むデバイス
の .MODEL ステートメントはデバイス・シンボルの .MDL ファイルに置いて下さ
い。
例

MYDEVICE.MDL file:
.MODEL AMYDEVICE XSIMCODE(file="{MODEL_PATH}MYDEVICES.SCB" + func=MyDevice
data="{MODEL_PATH}MYDEVICE.DAT" {mntymx})

MYDEVICE.DAT file:
8, 8E-6
9, 9E-6
10, 1E-5
11, 1.1E-5

MyDevice SimCode:
nlines = READ_DATA(int_array, real_array);

この例では、モデルのディレクトリの MYDEVICE.DAT と呼ばれるファイルが開
かれます。ファイルから 2 つのカラムのデータが読み込まれます。最初のカラムは
整数値で、2 番目のカラムは実数値です。配列が int_array[3]と real_array[5]で宣言
される場合、最初の 3 つのデータ行だけが読み込まれ nlines には 3 が設定されます。
REALS
実数変数と実数配列を宣言します。
一般形式

REALS <var>[, <var>, ...];
パラメータ

<var>

変数の名前

使用法

REALS データタイプを使用して実数変数と実数配列を定義して下さい。
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注意

実変数と実配列は文字で始まり、使用する前に定義する必要があります。実配列
は配列名が定義され、それに続いて左括弧 （ [ ）と右括弧（ ] ）の間で配列の大き
さが定義されます。実配列は式の中で定義することができます。
以下に、宣言する必要の無い予約された SimCode 実数変数を示します：
変数

使用法

デジタルモデルパラメータ

vil_param

ロー入力ステート値

VIL 値

vih_param

ハイ入力ステート値

VIH 値

vol_param

ロー出力ステート値

VOL 値

voh_param

ハイ出力ステート値

VOH 値

v3s_param

3 ステート出力ステート値

N/A

rol_param

ロー出力の強さ

N/A

roh_param

ハイ出力の強さ

N/A

r3s_param

3 ステート出力の強さ

N/A

pwr_param

電源ピンの電圧

PWR 値

gnd_param

グランドピンの電圧

GND 値

present_time

現在のシミュレーション時間

N/A

previous_time

以前のシミュレーション時間

N/A

sim_temp

回路動作温度

N/A （SPICE オプショ
ン:TEMP）

デジタルモデルパラメータは、Digital Model Parameters ダイアログボックスで各デ
ジタルデバイス毎に設定することができます。変数が SimCode で設定される場合、
その設定は他のすべての設定をオーバーライドします。
pwr_param と gnd_param の値は、PWR_GND_PINS ステートメントが実行される時
に設定されます。present_time と previous_time の値は、時間ステップが変化するた
びに設定されます。sim_temp の値は、SPICE オプションの"TEMP"で設定できる回
路の動作温度です。
例
REALS tplh_val, tphl_val, ricc_val, vbias, values[64];
関連項目

PWR_GND_PIN, VIL_VIH_VALUE, VIL_VIH_PERCENT, VOL_VOH_MIN
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RECOVER
入力に回復時間違反がないか点検します。
一般形式
RECOVER(<clk input> = {LH}|{HL} <mr input> [<mr input> ...]
パラメータ

<clk input>

テストの入力クロック／リファレンスピンの名前、またはインデックス
<mr input>

テストの入力セット／リセットピンの名前、またはインデックス
<mr pin> のローまたはハイへの回復時間

TREC
TRECL

<mr pin> のローへの回復時間

TRECH

<mr pin> のハイへの回復時間

<message>

ウォーニング発生する場合に表示されるテキスト文字列

使用法

RECOVER 関数は、指定されたテスト時間で、<clk input>のレベルの変化（LH また
は HL）と<mr pin>のレベルの変化を比較します。RECOVER テスト時間は、
TREC=<time> （ TRECL と TRECH に 同 じ 値 が 設 定 さ れ ま す 。 ） ま た は
TRECL=<time>と TRECH=<time>を使用して設定されます。比較時間が指定された
<time>よりも小さい場合、シミュレーション中にウォーニングが表示されます。オ
プションの<message>文字列を RECOVER ステートメントに設定すると、ウォーニ
ングが発生する時に指定した<message>が出力されます。
注意

こ の 関 数 に は 、 デ ー タ ブ ッ ク の 仕 様 を 設 定 し て 下 さ い 。 TRECL=<time> と
TRECH=<time>を同じ RECOVER テストに入力することができます。<clk input>が
指定された過渡状態（LH または HL）の時に<mr input>の状態が時間パラメータ
（TRECL=LOW,TRECH=HIGH）に一致した場合だけ RECOVER テストは実行され
ます。例えば、<clk input>=LH で TRECL が指定される場合、RECOVER テストが
実行されるには<clk input>はローからハイに変化する時、<mr input>はローである
必要があります。ピン名と変数を同じ RECOVER ステートメントで混在して使用す
ることはできません。
例
RECOVER(CLK=LH PRE CLR TREC=trec_val
"CLK->PRE or CLR");

344

デジタルデザインのシミュレーション

RETURN
SimCode のサブルーチンから戻ります。
一般形式
RETURN;
使用法

RETURN 命令を使用して、プログラムフローを最後に実行した GOSUB の次の命令
へ戻します。
関連項目

GOSUB
SELECT_VALUE
単純ルックアップテーブルから値を返します。
一般形式
SELECT_VALUE (<index>: <val/pin/var>,
<val/pin/var>[,<val/pin/var>,...]);
パラメータ

<index>

入力変数（<val/pin/var>のインデックス）

<val/pin/var>

出力値、またはピン、変数

使用法

SELECT_VALUE 関数は、インデックス変数の値により指定される数値、または変
数の値を返します。
注意

使用される値または変数の数に制限はありません。
例
A = (SELECT_VALUE(B: 16, 8, 4, 2, 1));

この例では、B = 2 の時 A = 8（2 番目の値）が返されます。
関連項目

PWL_TABLE, MIN_TYP_MAX
SETUP_HOLD
入力にセットアップ＆ホールド違反がないかを点検します。
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一般形式
SETUP_HOLD(<clk input> = {LH}|{HL}
<data input> [<data input> ...]
{TS=<time>}|{TSL=<time> TSH=<time>}
{TH=<time>}|{THL=<time> THH=<time>} ["<message>"];
パラメータ

<clk input>

テストされる入力クロック／リファレンスピンの名前、またはインデックス
<data input>

テストされる入力データピンの名前，またはインデックス
TS

<data input>がロー／ハイへ遷移する時のセットアップ時間

TSL

<data input>がローへ遷移する時のセットアップ時間

TSH

<data input>がハイへ遷移する時のセットアップ時間

TH

<data input>がロー／ハイへ遷移する時のホールド時間

THL

<data input>がローへ遷移する時のホールド時間

THH

<data input>がハイへ遷移する時のホールド時間

<message> ウォーニング発生する時に表示されるテキスト文字列
使用法

SETUP_HOLD 関数は、指定されたテスト時間で、<clk input>のレベルの変化（LH
または HL）と<data input>のレベルの変化の間の時間差を比較します。SETUP テス
ト時間は、TS=<time>（TSL と TSH に同じ値が設定されます）または TSL=<time>
と TSH=<time>を使用して設定されます。HOLD テスト時間は、TH=<time>（THL
と THH に同じ値が設定されます）または THL=<time>と THH=<time>を使用して設
定されます。比較時間が指定された<time>よりも小さい場合、シミュレーション中
にウォーニングが表示されます。オプションの<message>文字列を SETUP_HOLD
ステートメントに設定すると、ウォーニングが発生する時に指定した<message>が
出力されます。
注意

この関数には、データブックの仕様を設定して下さい。TSL=<time>と TSH=<time>、
THL=<time>と THH=<time>を同じ SETUP_HOLD ステートメントで入力することが
できます。<clk input>が指定された過渡状態（LH または HL）の時に<data input>の
状態が時間パラメータ（TSL または THL=LOW,TSH または THH=HIGH）に一致し
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た場合だけ SETUP と HOLD テストは実行されます。例えば、<clk input>=LH で
TSL が指定される場合、SETUP テストが実行されるには<clk input>はローからハイ
に変化する時、<data input>はローである必要があります。ピン名と変数を同じ
SETUP_HOLD ステートメントで混在して使用することはできません。
例
SETUP_HOLD(CLK=LH DATA Ts=ts_val Th=th_val "CLK->DATA");

STATE
出力を宣言された論理ステートに設定します。
一般形式 1
STATE <output> [<output>...] = (<expression>);
一般形式 2
STATE <output> [<output>...] = {ZERO}|{ONE}|{UNKNOWN};
パラメータ

<output>

出力ピンの名前，またはインデックス

<expression>

VIL または VIH と比較される任意の式

使用法

出力ピンの状態は、レベルと強さで決まります。STATE コマンドにより出力ピン
または変数のレベルや強さを設定して下さい。<expression>が vil_param よりも小さ
い場合、出力はゼロに設定されます。<expression>が vih_param よりも小さい場合、
出力は 1 に設定されます。その他の場合、出力は不定に設定されます。レベルと強
さの値は以下に示す状態に応じて設定されます：
<expression>

状態

レベル

強さ

<= vol_param

0

vol_param

rol_param

>= voh_param

1

voh_param

roh_param

その他

不定

v3s_param

r3s_param

注意

出力ピンは、出力ピン名または出力ピンのインデックスを含む整数変数により指
定することができます。ピンと変数名は同じ STATE 命令で混在して使用すること
はできません。出力へのリファレンスはすべてピン名またはすべて変数名である
必要があります。
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例
STATE Q = ONE;
STATE Q1 Q2 Q3 Q4 = ZERO;
STATE OUT = ((1+2)/3);

最後の例では、OUT は以下のようになります：
vil_param > 1 の場合、0
vil_param < 1 で vih_param > 1 の場合、不定
vih_param < 1 の場合、1
関連項目

REALS, STATE_BIT, LEVEL, STRENGTH, TABLE, EXT_TABLE
STATE_BIT
出力をバイナリ重み付き論理ステートに設定します。
一般形式

STATE_BIT <output> [<output> ...] = (<expression>) ;
パラメータ

<output>

出力ピンの名前、またはインデックス

<expression>

出力とビット形式で比較される任意の式

使用法

出力ピンの状態は、レベルと強さで決まります。STATE_BIT 命令により出力ピン
または変数のレベルや強さを<expression>の値に応じて設定して下さい。最初のピ
ンの状態は式の値の最下位ビット、2 番目のピンの状態は式の値の 2 番目のビッ
ト・・・になります。レベルと強さの値は以下のようにビットの値に設定されま
す：

348

ビット値

状態

レベル

強さ

0

ZERO

vol_param

rol_param

1

ONE

voh_param

roh_param
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注意

出力ピンは、出力ピン名または出力ピンのインデックスを含む整変数により指定
することができます。ピンと変数名は同じ STATE_BIT ステートメントで混在して
使用することはできません。出力へのリファレンスはすべてピン名、またはすべ
て変数名である必要があります。出力ピンまたは変数の数は最大 16 までです。
例
STATE_BIT Q1 Q2 Q3 Q4 = (internal_reg);

この例では、internal_reg = 11（バイナリで 1011）の場合、Q1（最下位ビット）＝
1、Q2 = 1、Q3 = 0、Q4（最上位ビット）= 1 になります。
関連項目

REALS, STATE, LEVEL, STRENGTH, TABLE, EXT_TABLE
STEP_OFF
SimCode のトレースモードを抜けます。
一般形式
STEP_OFF
使用法

STEP_OFF ステートメントにより、SimCode の TRACE モードを抜けます。
関連項目

STEP_ON
STEP_ON
SimCode のトレースモードに入ります。
一般形式
STEP_ON
使用法

STEP_ON ステートメントにより、SimCode の TRACE モードにはいります。これ
により、プログラムカウンタ（PC）番号と、SimCode 命令が実行される前にそれ
ぞれの命令が表示されます。
関連項目

STEP_OFF
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STRENGTH
出力ステートの強さを設定します。
一般形式 1
STRENGTH <output> [<output> ...] = (<expression>);
一般形式 2
STRENGTH <output> [<output> ...] = {STRONG}|{HI_IMPEDANCE};
パラメータ

<output>

出力ピンの名前、またはインデックス

<expression>

強さとして直接使用される任意の式

使用法

出力ピンのステートは、レベルと強さにより決定されます。STRENGTH コマンド
を使用してひとつ、または複数の出力ピンのレベルを設定して下さい。
値

状態

強さ

STRONG

ZERO

rol_param

STRONG

ONE

roh_param

HI_IMPEDANCE

N/A

r3s_param

<expression>

N/A

<expression>

注意

出力ピンは、出力ピン名または出力ピンのインデックスを含む整変数により指定
することができます。ピンと変数名は同じ STATE ステートメントで混在して使用
することはできません。出力へのリファレンスはすべてピン名またはすべて変数
名である必要があります。
関連項目

REALS, STATE, STATE_BIT, LEVEL
SUPPLY_MIN_MAX
最小と最大の電源電圧違反がないか電源ピンを点検します。
一般形式
SUPPLY_MIN_MAX(<min value>, <max value>);
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パラメータ

<min value>

最小推奨電源電圧

<max value>

最大推奨電源電圧

使用法

SUPPLY_MIN_MAX 関数により、電源と PWR_GND_PINS で定義されるグランドピ
ンとの間の電圧差が点検されます。Digital Model Parameters ダイアログボックスで
"WARN flag"が設定され電圧差（pwr_param - gnd_param）が<min value>より小さい
か、または<max value>よりも大きい場合、シミュレーション中にウォーニングが
表示されます。
注意

この関数には、データブックの仕様を使用して下さい。この関数を使用するには、
PWR_GND_PINS を定義する必要があります。
例
SUPPLY_MIN_MAX(4.75, 5.25);
関連項目

INTEGERS, PWR_GND_PINS
TABLE
真理値表に基づく出力論理ステートを設定します。
一般形式
TABLE <line>
<input> [<input> ...] <output pin> [<output pin> ...]
<input state> [<input state> ...] <output state> [<output state> ...];
パラメータ

<line>

テーブルの行番号を表わす変数

<input>

入力ピンの名前またはインデックス

<output pin>

出力ピンの名前

<input state>

各入力の状態

<output state>

入力条件に応じた各出力の状態
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使用法

TABLE ステートメントは、真理値表のように動作し指定された出力ピンのレベル
と強さを設定します。有効な入力ステートを以下に示します：
0
ロー（入力電圧 <= vil_param）
1

ハイ（入力電圧 >= vih_param）

X

入力電圧には無関係

有効な出力ステートを以下に示します：
L
ZERO（出力レベルは vol_param に設定されます）
H
ONE（出力レベルは voh_param に設定されます）
不定（出力レベルは v3s_param に設定されます）

Z

出力ステートは、コロンと強さを示す文字に続いて設定して下さい。
s
STRONG （L の場合 rol_param で、H の場合 roh_param に設定
されます。）
z
HI_IMPEDANCE（出力は r3s_param に設定されます。）
強さを示す文字が出力ステートの後ろに指定されない場合、L と H ステートには
STRONG が使用され、Z ステートには HI_IMPEDANCE が使用されます。
使用法

各列は上から下へ順番に、入力コンディションと合うまでテストされます。出力
は入力コンディションに合う一番目の列に設定されます。<line>は使用される表の
行番号に設定されます。合わない場合、<line>は 0 に設定されます。ピンと変数名
は同じ TABLE 命令で混在して使用することはできません。出力へのリファレンス
はすべてピン名またはすべて変数名である必要があります。
例
TABLE tblIndex
INA

INB

0

0

H

0

1

H

1

0

H

1

1

L;

OUT

この例では、7400 2 入力 NAND ゲートの 1/4 が記述されています。入力ピン INA
と INB が両方ともハイ（>= vih_param）の場合、OUT はゼロ（vol_param）で
STRONG（rol_param）、tblIndex は 4 に設定されます。

352

デジタルデザインのシミュレーション

関連項目

REALS, STATE, STATE_BIT, EXT_TABLE
VALUE
指定されたピンの値を返します。
一般形式
VALUE(<pin>)
パラメータ

<pin>

ピンの名前、またはインデックス

使用法

VALUE 関数により、指定されたピンの電圧レベルを示す実数値が返されます。
例
v = (VALUE(D3));

VIL_VIH_PERCENT
VIL と VIH の値を電源電圧のパーセンテージで設定します。
一般形式
VIL_VIH_PERCENT (<vil %>, <vih %>);
パラメータ

<vil %>

vil を表わす電源電圧のパーセンテージ

<vih %>

vih を表わす電源電圧のパーセンテージ

使用法

VIL と VIH に min/typ/max を使用してそれらの値を選択しないで下さい。それぞれ
のデジタルデバイスに明確に宣言して下さい。VIL_VIH_PERCENT ステートメント
は、デバイスの VIL と VIH パラメータを以下のような電源電圧のパーセンテージ
で指定します。
vil_param = (pwr_param - gnd_param) * <vil %>
vih_param = (pwr_param - gnd_param) * <vih %>
注意

この関数を使用するには PWR_GND_PINS を定義する必要があります。%の値は 0
より大きく 100 より小さい値で設定して下さい。VIL_VIH_PERCENT で設定される
vil_param と vih_param の値は、Digital Model Parameters ダイアログボックスの"VIL
value"と"VIH value"の値をオーバーライドします。
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例
VIL_VIH_PERCENT(33, 67);
関連項目

REALS, PWR_GND_PINS, VIL_VIH_VALUE
VIL_VIH_VALUE
VIL と VIH の値の絶対値を設定します。
一般形式
VIL_VIH_VALUE (<vil>, <vih>);
パラメータ

<vil>

vil を定義する絶対電圧レベル

<vih>

vih を定義する絶対電圧レベル

使用法

VIL と VIH に min/typ/max を使用してそれらの値を選択しないで下さい。それぞれ
のデジタルデバイスに明確に宣言して下さい。VIL_VIH_VALUE ステートメントは、
デバイスの VIL と VIH パラメータを以下のような絶対電圧で指定します。
vil_param = <vil>
vih_param = <vih>
注意

デジタル入力のスイッチング特性をより正確にモデル化するために、VIL と VIH
は通常指定されたデータブックの値をセットしません。74LS14 のような指定され
たヒステリシスを持つデバイスの場合は例外です。通常、デジタルデバイスのヒ
ステリシスは小さく 100mV のオーダーです。ただし、0V ではありません。
VIL_VIH_VALUE により設定される vil_param と vih_param の値は、Digital Model
Parameters ダイアログボックスの"VIL value"と"VIH value"の値によりオーバーライ
ドされます。
例
VIL_VIH_VALUE(1.25, 1.35);
関連項目

REALS, VIL_VIH_PERCENT
VOL_VOH_MIN
電源とグランドに対する VOH と VOL の相対値を設定します。
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一般形式
VOL_VOH_MIN (<vol offset>, <voh offset>, <min voh-vol>);
パラメータ

<vol offset>

vol を得るためにグランドピン電圧に適用される電圧オ
フセット

<voh offset>

voh を得るために電源ピン電圧に適用される電圧オフ
セット

<min voh-vol>

voh と vol の最小許容差

使用法

VOL と VOH に min/typ/max 配列を使用してそれらの値を選択しないで下さい。そ
れぞれのデジタルデバイスに明確に宣言してください。VOL_VOH_MIN ステートメ
ントは、デバイスの VOL と VOH パラメータを以下のような絶対電圧で指定しま
す。
vol_param = gnd_param + <vol offset>
voh_param = pwr_param + <voh offset>
注意

実際のデジタル出力特性をより正確にモデル化するために、通常 VOH はデータブ
ックの値を使用しないで下さい。これは、データブックの VOH の値は IOH 負荷の
最大に対するもののためです。デジタル SimCode では、VOL と VOH は無負荷の
出力電圧を表わします。
こ の 関 数 を 使 用 す る に は 、 PWR_GND_PINS を 定 義 す る 必 要 が 有 り ま す 。
VOL_VOH_MIN で 設 定 さ れ た vol_param と voh_param の 値 は 、 Digital Model
Parameters ダイアログボックスの"VOL value"と"VOH value"でオーバーライドされ
ます。これらの値は、絶対電圧ではなくオフセット値です。pwr_param が加えられ
VOH が pwr_param よ り も 大 き い 場 合 、 <voh offset> は 負 で す 。 vol_param と
voh_param との差が<min voh-vol>よりも小さい場合、vol_param は gnd_param の値
に設定され voh_param は gnd_param + <min voh-vol>の値に設定されます。
例
VOL_VOH_MIN(0.2, -0.4, 0.1);

この例では：
1

gnd_param = 0V で pwr_param = 5.0V の場合、
vol_param = 0.2V で voh_param = 4.6V です。

2

gnd_param = 0V で pwr_param = 0.5V の場合、
vol_param = 0.0V で voh_param = 0.1V です。
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関連項目

REALS, PWR_GND_PINS
WHILE ... DO
SimCode の条件付き制御ループです。
一般形式
WHILE (<expression>) DO BEGIN ... END;
パラメータ

<expression>

真または偽が評価される任意の式

使用法

WHILE ... DO ステートメントを使用すると、<expression>の評価が偽になるまで
SimCode のセクションが繰返されます。
注意

プログラムフローは、<expression>の評価が偽になるまで BEGIN と END ステート
メントの間で繰返され、END ステートメントの後から再開されます。
例
i = 1;
WHILE (i <= 5) DO
BEGIN
data[i] = data[i + 1];
i = i + 1;
END;
関連項目

IF ... THEN
WIDTH
最小パルス違反がないか入力を点検します。
一般形式
WIDTH(<input> [<input>...] {TWL=<time>}|{TWH=<time>} ["<message>"];
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パラメータ

<input>

点検される入力ピンの名前またはインデックス

TWL

パルスのローの長さ

TWH

パルスのハイの長さ

<message> ウォーニングが発生する場合に表示されるテキスト文字列
使用法

WIDTH 関数は、各<ipin>のパルス幅を指定されたテスト WIDTH 時間と比較します。
ローレベルのテスト時間は、TWL=<time>で指定され、ハイレベルのテスト時間は、
TWH=<time>で指定されます。比較される時間が、指定された<time>よりも小さい
場合、WARNING が表示されます。オプションの<message>文字列を WIDTH 命令
で指定することにより、WARNING が表示する場合に、<message>が出力されます。
注意

この関数には、データブックの仕様を設定して下さい。入力ピンは、名前または
入力ピンのインデックスを示す整数変数で指定して下さい。ピン名と変数を同じ
WIDTH ステートメントで混在して使用することができます。
例
WIDTH(CLK TWL=clk_twl TWH=clk_twh "CLK");
WIDTH(PRE CLR TWL= pre_clr_twl "PRE or CLR");

WIDTH_TIME
指定されたピンの直前のパルスの幅を返します。
一般形式
WIDTH_TIME(<input>)
パラメータ

<input>

入力ピンの名前またはインデックスです。

使用法

この関数は、指定された<input>の直前のパルス幅を示す実数値を返します。
例
PW = (WIDTH_TIME(CP2));
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PLD 設計 - 概要

Protel デザイナーズハンドブックのこのセクションでは、PLD を使用したプログラ
マブルロジックデバイスの作成について説明します。回路図および CUPL™ハード
ウェア記述言語を使用した PLD 設計に必要な情報が記載されています。
CUPL ハードウェア記述言語は、PLD 設計に必要なブーリアン式、ステートマシン
文法、真理値表等を備えています。設計のサンプルと例を使用することで、PLD
設計プロセスを理解することができます。
Protel の PLD ツールには、主要なデバイスメーカーの広範囲のデバイスをサポート
するデバイスライブラリーが含まれています。CUPL ハードウェア記述言語を使用
することで、設計者は論理設計とパッケージングを自由に行なうことができます。
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回路図ベースの PLD 設計
Protel では、回路図をベースにした PLD 設計を行うことができ、PLD 設計用の特
別な PLD シンボルライブラリが用意されています。このライブラリには、回路図
で PLD を設計するために必要な機能ブロックがすべて含まれています。回路図ベ
ースの PLD 設計は、単一のシートから複数のシートを含むプロジェクト設計まで、
行うことができます。PLD 用の部品ライブラリーは、Library¥SCH¥PLD.Ddb に格
納されています。

CUPL 言語での PLD 設計
Protel のテキストエディタで、CUPL HDL 論理記述ファイルとシミュレーションリ
スティングファイルを作成します。PLD 設計ツールには、統合化されたエラー通
知機能を持っています。コンパイルまたはシミュレーション中にエラーが見つか
ると、エラー状態に応じて自動的にエラーに関する情報が表示されます。

PLD コンパイラー
PLD コンパイラーには、4 段階の最小化で、プログラマブル論理回路を最小化する
高速で強力なミニマイザがあります。コンパイラーは、分配属性やドモルガンの
定理を用いてブーリアン表現で簡潔に表現されます。
コンパイラーは、業界標準の JEDEC ファイルを作成します。このファイルは、
JEDEC フォーマットをサポートする論理プログラマーと互換性のあるダウンロー
ドファイルフォーマットです。Advanced PLD は、主な製造元からのプログラマブ
ルロジックをサポートしており、設計とパッケージングを自由に行なうことがで
きます。

PLD シミュレータ
PLD シミュレーターを使用して、論理回路が実装される前にシミュレーションを
実行できます。入力と出力から PLD の機能を予測した記述をシミュレーションフ
ァイルに作成します。シミュレーターは、予想される値とコンパイラーの動作中
に計算される実際の値とを比較します。この機能は、デバイスの損傷を防止した
りシステムレベルの問題をデバッグする時に役立ちます。シミュレーターにより
確認されたテストベクタは、ロジックプログラマーにダウンロードされます。
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シミュレーションの波形の表示
シミュレーションの結果は、Waveform エディタにより検証することができます。
このエディタは、シミュレーションリスティングファイル(ファイル名.SO)を読み
込み、スプレッドシートスタイルで波形をウィンドウに表示します。

CUPL 高水準言語
PLD コンパイラーは、CUPL ハードウェア記述言語をサポートしています。このガ
イドの中では、この言語は、CUPL または CUPL 言語と表します。
CUPL 言語には、設計時間を節約するために、リストやアドレス範囲、ビットフィ
ールドのための式や表記が用意されています。
また、ステートマシン文法により、ミーリー型またはムーア型のステートマシン
モデルを使用する順序回路を作成することができます。また真理値表構文により、
論理記述を明確に表現できるようになっています。
CUPL 言語のリファレンスは、オンラインヘルプに記載されています。

広範囲の PLD デバイスをサポート
Protel の PLD コンパイラーは、主要なメーカーの PLD デバイスをサポートしてお
り、更に 2 つの優位性を持っています。1 つは、1 つの開発環境と 1 つの言語を習
得するだけで使用できることです。Advanced PLD を使用すると PAL16L8 を用いて
簡単なア ドレスデコー ダを設計したり、現 在お手 持ちの設計やパッ ケージ を
Xilinx5000 シリーズのデバイスを用いて開発したりできます。2 つめは、同じ機能
のロジックを違う部品にパッケージすることができということです。これにより、
デバイスの製造元の選択に自由度が増します。
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PLD 設計工程の概要
この章では、PLD 設計の概要を説明します。デザインコンセプトからプログラマ
ブルデバイスに渡る作業手順を説明いたします。

デザインの入力
Protel での PLD 設計は、回路図エディタ、またはテキストエディタで行うことがで
きます。設計者の好みに応じてどちらかの方法を選択してください。
回路図ベースの PLD 設計
スケマティック･エディタで PLD 設計を行うには、PLD
設計用に用意されている特別な部品ライブラリーを使用
し て く だ さ い 。 こ の ラ イ ブ ラ リ は 、 ¥Program
Files¥DesignExplorer 99¥Library¥Sch¥Pld.ddb の PLD
Symbols.lib に格納されています。

♦ 物理ターゲット
デバイスからのピ
ンは、特別な IPAD
と OPAD 部品を使
用している内部論
理情報に写されま
す。

論理設計の完成後、ターゲットデバイスを選択し、PLD
Configure ダイアログボックスで、コンパイラーの設定
を行い、出力オプションを設定してください。コンパイ
ラーにより、回路図の論理情報が自動的に CUPL ハードウェア記述言語のコード
に変換されます。変換後、CUPL コードは通常の方法でコンパイルされます。
CUPL ハードウェア記述言語による PLD 設計
CUPL ハードウェア記述言語により、ブール式やステートマシン、真理値表を含む、
様々な方法で PLD を設計することができます。CUPL 言語には、設計に要する時
間を短縮するための式の置換表現、リスト、アドレスレ
ンジ、ビットフィールドの簡略表現が用意されています。 ♦ CUPL 言語のリ
ファレンスについ
ステートマシン文法により、ミーリー型またはムーア型
ては、オンライン
のステートマシンモデルを使用する順序回路を作成する
ヘルプを参照して
ことができます。また真理値表構文により、論理記述を
ください。
明確に表現できるようになっています。
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CUPL コードのコンパイル
以下のステップは、CUPL コードをコンパイルするために行う作業です。
言語の処理
言語の処理
コンパイラーにより、入力ファイルが検索されると、$DEFINE などのプリプロッ
セサー命令が処理されます。すべてのプリプロセッサー命令が展開され、中間フ
ァイルが作成されます。
構文解析とステートマシンの変換
テーブルドリブンの構文解析プログラムにより、中間ファイルの構文が解析され
ます。この時、シンボルテーブルと展開された式が生成されます。ステートマシ
ンや真理値表が展開され、さらにユーザ定義の関数構文がブーリアン式に展開さ
れます。またレンジ命令の処理中に論理式の簡単化が実行されます。
デバイス互換性の確認とドモルガナイジング
PLD ソースファイルで定義されているピン宣言と、デバイスライブラリ(.DL)ファ
イルでのピン配列が一致しているか確認されます。そして、ソースファイル内の
すべての変数がデバイスのアーキテクチャに基づいて正しく使用されているか点
検されます。
また、このモジュールでは、変数の極性がデバイスのピンの極性に合わない場合、
出力変数に関してドモルガンの定理が適用されます。これにより、アクティブハ
イに設計されたデザインをアクティブローのデバイスにインプリメントすること
ができます。その反対も可能です。また、コンパイルのこの段階で最小化の第一
段階が実行されます。0 や 1、冗長な命令、余分なプロダクトタームが削除されま
す。この処理により、デバイスモデルのリンクやロジックデザインのビットマッ
プ表現を含む最終的なシンボルテーブルが構築されます。
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論理最小化
論理最小化モジュールにより、前の処理で生成されたロジックのビットマップ表
現に関するロジックの最小化アルゴリズムが実行されます。この処理は、最小化
が要求される式についてだけ実行されます。
ミニマイザーは、ソースファイルの式で使用できる最小化アルゴリズムを実行し
ます。最小化アルゴリズムには Quick、Quine-McClusky、Presto、Espresso がありま
す。PAL アーキテクチャーに最適のアルゴリズムは Quine-McClusky です。そして、
PLA アーキテクチャーに最適のアルゴリズムは、Espresso(プロダクトタームの分配
に強い)です。一般に、Espresso は処理速度が速く Quine-McClusky とほとんど同じ
結果になります。
フィッターと出力ファイルの生成
フィッターモジュールは、論理回路をデバイスに合わせるモジュールです。この
モジュールはビルトインアルゴリズム、またはサードパーティーのフィッターを
使用してデバイスのフィットを実行します。CUPLC は、複雑なデバイスのマイク
ロセルやマルチプレクサを操作してブーリアンロジックをデバイスへフィットさ
せます。回路がデバイスにフィットできない場合、CUPLC は、回路をフィットで
きない理由が示されたエラーメッセージを表示します。また、このモジュールは
Configure PLD ダイアログボックスで指定されるオプションで示されるファイルを
すべて作成します。
フィッターモジュールにより、回路がターゲットデバイスアーキテクチャーにフ
ィットするか、また、ヒューズマップを作成するかどうかが決定されます。ヒュ
ーズマップやシンボルテーブルは、ドキュメントや JEDEC ファイルを作成するた
めに使用されます。

PLD コードのシミュレーション
PLD のシミュレーションを行うには、PLD ソースファイルを、ABS 出力を ON に
してコンパイルし、シミュレーション入力ファイル(filename.SI)を作成する必要が
あります。
シミュレーション入力ファイルには、デバイスの予測される入出力値を記載しま
す。シミュレーションを実行すると、SI ファイルに記述した値が計算され、実際
の値と比較されます。シミュレータにより、テストベクターが JEDEC ファイルに
保存され、ロジックプログラマにダウンロードされます。
シミュレーターは、実際のデバイスで回路がどのように動作するかをシミュレー
ションします。デバイスの特異性や内部遅延はシミュレーションされません。
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PLD コンパイラーの設定と実行
Configure PLD ダイアログで、ターゲットデバイスを選択し、コンパイラー設定と
出力設定を行ってださい。テキストエディタ、またはスケマティック･エディタで、
メニューから PLD » Configure を選択するとダイアログボックスが表示されます。ま
たは、PLDTools ツールバーを使用して、コンパイラーの設定、コンパイル、シミ
ュレーションを実行することができます。PLD Tools ツールバーを表示するには、
メニューから View » Toolbars » PLD Toolbar を選択します。
メニューから PLD » Compile を選択、または
PLD Tools ツールバーのコンパイルボタンを
クリックすると、PLD コンパイラーが起動し
ます。メニューから PLD » Simulate を選択、ま
コンパイル
たは PLD Tools ツールバーのシミュレーショ
ンボタンをクリックすると、シミュレーターが起動します。

シミュレーション

設定

コンパイラーの設定に関する詳細は、PLD のコンパイルの章を参照してください。
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回路図ベースの PLD 設計
回路図ベースの PLD 設計は、PCB 設計を前提とした回路図作成と同じ様に行いま
す。回路図は、単位のシートでも複数のシートでも可能で、回路図の数やプロジ
ェクトの階層の数に制限はありません。但し、PLD 設計を前提とした回路図作成
では、PLD 用の特別な部品ライブラリーを使用する必要があります。
PLD 設計を前提とした作成された回路図をコンパイルすると、回路のデーターは、
CUPL ハードウェア記述言語へ変換されます。変換された CUPL ファイルは、PLD
コンパイラーにより、コンパイルが行われます。

PLD 部品ライブラリーの使用
Protel では、PLD 設計を行うための、部品ライブラリーを用意しています。PLD ラ
イ ブ ラ リ ー は 、 PLD Symbols.lib で 、 ¥Program Files¥Design Explorer
99¥Library¥Sch¥Pld.ddb ライブラリデータベースに格納されています。
PLD ライブラリーには、バッファやコンパレータ、フリップフロップなどの標準
の機能グループがすべて含まれています。
PLD 設計を始める前に、ターゲットとするデバイスのアーキテクチャーをよく調
べ、目的のデバイスに使用できる部品を把握しておく事が大切です。
PLD ライブラリーの部品名について
PLD 部品ライブラリーでは、2 種類の方法で部品名が付けれています。ほとんどの
部品は、その部品の機能を示す名前が付けられます。その他は、標準の TTL74 シ
リーズのロジック名が付けられています。それらは、X74_138 のように文字 X で
始まります。

PLD ライブラリーに格納されている 2 入力 NOR、2-1 マルチプレクサ、3-8 デコーダー。
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部品検索機能を使用した PLD 部品の検索
PLD ライブラリーには 360 を越える部品がありま
す。それらはすべて以下で説明するディスクリプ
ションを持ち、機能別にグループ分けされていま
す。
PLD 部品は、スケマティック･エディタの部品検
索機能を使用して目的の部品を検索することもで
きます。メニューから Tools » Find Component を選
択すると、Find Component ダイアログボックスが
表示されます。PLD 部品ライブラリーの各部品に
は、概略の説明が付いています。この説明により、
例えば、ライブラリーにアクティブロー入力のプ 部品検索機能を使用した PLD 部品の
ライオリティエンコーダーのシンボルを検索する 検索
場合等に、検索が容易に行えます。
検索を開始する前に、
Scope と Path が正し
く設定されているか
確認してください。
Scope で検索範囲を設定し、Path でと検索行うパスを設定します。
図では PLD 用の部品
ライブラリーのみ検索を限定するため、Path には Library¥Sch¥PLD フォルダが指定
されています。
ライブラリーに記述さ
れている通りの正確な
文字列を入力するので
はなく、ワイルドカー
ド(*)を使用して検索し
たい文字列を入力してください。

Description による部品の検索

Description に、入力した
文字列を持つ部品が格納
されているライブラリが
ダ イ ア ロ グ の Found
Library セクションに一覧
表示されます。一覧の中
の部品名をクリックする
と、ダイアログボックス
の下側に部品の詳細
(Description)が表示されます。

369

PLD 設計

機能別にグループ分けされている PLD 用部品
算術機能

アキュムレータ(ACC)、加算器(ADD)、加算/減算器(ADSU)の 3 種類の算術機能が
あります。
ACC1

キャリーイン、キャリーアウト、同期リセット付き 1 ビット ローダブル・
カスケーダブル アキュムレータ

ACC16

キャリーイン、キャリーアウト、同期リセット付き 16 ビット ローダブ
ル・カスケーダブル アキュムレータ

ACC4

キャリーイン、キャリーアウト、同期リセット付き 4 ビット ローダブル・
カスケーダブル アキュムレータ

ACC8

キャリーイン、キャリーアウト、同期リセット付き 8 ビット ローダブル・
カスケーダブル アキュムレータ

ADD1

キャリーイン、キャリーアウト付き 1 ビット 加算機

ADD16

キャリーイン、キャリーアウト付き 16 ビット 加算機

ADD4

キャリーイン、キャリーアウト付き 4 ビット 加算機

ADD8

キャリーイン、キャリーアウト付き 8 ビット 加算機

ADSU1

キャリーイン、キャリーアウト付き カスケーダブル 1 ビット 加算/減算器

ADSU16

キャリーイン、キャリーアウト付き カスケーダブル 16 ビット 加算/減算器

ADSU4

キャリーイン、キャリーアウト付き カスケーダブル 4 ビット 加算/減算器

ADSU8

キャリーイン、キャリーアウト付きカスケーダブル 8 ビット 加算/減算器

X74_280

9 ビット 奇数/偶数 パリティジェネレーター/チェッカー

X74_283

4 ビット 奇数/偶数 パリティジェネレーター/チェッカー

バッファ

バッファはファンアウト信号や 3 ステート信号、PLD デバイス内のクロックの配
線に使用します。

370

BUF

汎用バッファ

BUF16

汎用バッファ

BUF4

汎用バッファ

BUF8

汎用バッファ

BUFE

内部 3 ステートバッファ

BUFE16

内部 3 ステートバッファ

BUFE4

内部 3 ステートバッファ

BUFE8

内部 3 ステートバッファ

BUFG

グローバルクロックバッファ
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BUFGP

クロック、ロングライン駆動用 プライマリグローバルバッファ(PLD デバイ
スに対して 4 個)

BUFGS

クロック、ロングライン駆動用 セカンダリバッファ(PLD デバイスに対して
4 個)

BUFT

内部 3 ステートバッファ

BUFT16

内部 3 ステートバッファ

BUFT4

内部 3 ステートバッファ

BUFT8

内部 3 ステートバッファ

コンパレータ

アイデンティティ(COMP)とマグニチュード(COMPM)の 2 種類のコンパレータがあ
ります。
COMP16

16 ビット アイデンティティコンパレータ

COMP2

2 ビット アイデンティティコンパレータ

COMP4

4 ビット アイデンティティコンパレータ

COMP8

8 ビット アイデンティティコンパレータ

COMPM16

16 ビット マグニチュードコンパレータ

COMPM2

2 ビット マグニチュードコンパレータ

COMPM4

4 ビット マグニチュードコンパレータ

COMPM8

8 ビット マグニチュードコンパレータ

COMPMC16

16 ビット マグニチュードコンパレータ

COMPMC8

8 ビット マグニチュードコンパレータ

X74_518

アクティブローイネーブル 8 ビット アイデンティティコンパレータ

X74_521

アクティブローイネーブル出力付き 8 ビット アイデンティティコン
パレータ

X74_L85

4 ビット 展開可能 マグニチュードコンパレータ

カウンタ

様々な同期、非同期入力を持つ 6 個のカウンタがあります。以下に示す名前からそ
れぞれのカウンタが持つ機能を決定してください。
CB16CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 16 ビット カスケーダブルバイ
ナリカウンタ

CB16CLE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 16 ビット ローダブル・カスケ
ーダブル バイナリカウンタ
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CB16CLED

クロックイネーブル、非同期クリア付き 16 ビット ローダブル・カスケ
ーダブル 相方向バイナリカウンタ

CB16RE

クロックイネーブル、同期リセット付き 16 ビット カスケーダブル バイ
ナリカウンタ

CB2CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 2 ビット カスケーダブル バイナ
リカウンタ

CB2CLE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 2 ビットローダブル・カスケー
ダブルバイナリカウンタ

CB2CLED

クロックイネーブル、非同期クリア付き 2 ビットローダブル・カスケー
ダブル双方向バイナリカウンタ

CB2RE

クロックイネーブル、非同期リセット付き 2 ビット カスケーダブル バイ
ナリカウンタ

CB4CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 4 ビット カスケーダブル バイナ
リカウンタ

CB4CLE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 4 ビット ローダブル・カスケー
ダブル バイナリカウンタ

CB4CLED

クロックイネーブル、非同期クリア付き 4 ビット ローダブル・カスケー
ダブル 相方向バイナリカウンタ

CB4RE

クロックイネーブル、非同期リセット付き 4 ビット カスケーダブルバイ
ナリカウンタ

CB8CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 8 ビット カスケーダブルバイナ
リカウンタ

CB8CLE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 8 ビット ローダブル・カスケー
ダブルなバイナリカウンタ

CB8CLED

クロックイネーブル、非同期クリア付き 8 ビット ローダブル・カスケー
ダブルな相方向バイナリカウンタ

CB8RE

クロックイネーブル、非同期リセット付き 8 ビット カスケーダブル バイ
ナリカウンタ

CC16CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 16 ビット カスケーダブル バイ
ナリカウンタ

CC16CLE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 16 ビット ローダブル・カスケ
ーダブル バイナリカウンタ

CC16CLED

クロックイネーブル、非同期クリア付き 16 ビット ローダブル・カスケ
ーダブル 相方向バイナリカウンタ

CC16RE

クロックイネーブル、非同期リセット付き 16 ビット カスケーダブル バ
イナリカウンタ

回路図ベースの PLD 設計

CC8CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 8 ビット カスケーダブル バイ
ナリカウンタ

CC8CLE

クロックイネーブル、非同期クリアを付き 8 ビット ローダブル・カスケ
ーダブル バイナリカウンタ

CC8CLED

クロックイネーブル、非同期クリア付き 8 ビットのローダブル・カスケ
ーダブル 相方向バイナリカウンタ

CC8RE

クロックイネーブル、非同期リセット付き 8 ビットのカスケーダ
ブルなバイナリカウンタ

CD4CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 4 ビットのカスケーダブルな
BCD カウンタ

CD4CLE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 4 ビットのローダブルでカスケ
ーダブルな BCD カウンタ

CD4RE

クロックイネーブル、非同期リセット付き 4 ビットのカスケーダブルな
BCD カウンタ

CD4RLE

クロックイネーブル、非同期リセット付き 4 ビット ローダブル・カスケ
ーダブル BCD カウンタ

CJ4CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 4 ビット ジョンソンカウンタ

CJ4RE

クロックイネーブル、非同期リセット付き 4 ビット ジョンソンカウンタ

CJ5CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 5 ビット ジョンソンカウンタ

CJ5RE

クロックイネーブル、非同期リセット付き 5 ビット ジョンソンカウンタ

CJ8CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 8 ビット ジョンソンカウンタ

CJ8RE

クロックイネーブル、非同期リセット付き 8 ビット ジョンソンカウンタ

CR16CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 16 ビット ネガティブエッジバイ
ナリリップルカウンタ

CR8CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 8 ビットネガティブエッヂバイ
ナリリップルカウンタ

X74_160

パラレル・トリックルイネーブル、アクティブローロードイネーブル、
同期リセット付き 4 ビット BCD カウンタ

X74_161

パラレル・トリックルイネーブル、アクティブローロードイネーブル、
同期リセット付き 4 ビットバイナリカウンタ

X74_162

パラレル・トリックルイネーブル、アクティブローロードイネーブル、
同期リセット付き 4 ビットバイナリカウンタ

X74_163

パラレル・トリックルイネーブル、アクティブローロードイネーブル、
同期リセット付き 4 ビットバイナリカウンタ

X74_168

パラレル・トリックルイネーブル、アクティブローロードイネーブル、
同期リセット付き 4 ビット BCD 相方向カウンタ

X74_390

ネガティブエッジクロック・非同期クリア付き 4 ビット BCD/相方向クィ
ナリカウンタ
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データレジスタ

TTL 部品と同じ機能の 3 種類のデータレジスタがあります。
X74_174

アクティブロー非同期クリア付き 6 ビット データレジスタ

X74_273

アクティブロー非同期クリア付き 8 ビット データレジスタ

X74_377

アクティブロークロックイネーブル付き 8 ビット データレジスタ

デコーダ

マルチプレクサとして使用できるイネーブル付きデコーダ
D2_4E

イネーブル付き 2〜4 デコード/デマルチプレクサ

D3_8E

イネーブル付き 3〜4 デコード/デマルチプレクサ

D4_16E

イネーブル付き 4〜16 デコード/デマルチプレクサ

X74_42

アクティブロー出力付き 4〜10 ライン BCD〜デシマルデコード

X74_138

アクティブロー出力、3 イネーブル付き 3〜8 ライン デコーダ/デマルチプ
レクサ

X74_139

アクティブロー出力、アクティブローイネーブル付き 2〜4 ライン デコ
ーダ/デマルチプレクサ

X74_154

アクティブロー出力、2 イネーブル付き 4〜16 ライン デコーダ/デマルチ
プレクサ

エンコーダ

10〜4 ラインの BCD エンコーダと 8〜3 ラインのバイナリエンコーダが用意されて
います。
X74_147

アクティブロー入出力付き 10〜4 ライン プリオリティエンコーダ

X74_148

アクティブロー入出力付き 8〜3 ライン カスケーダブルプリオリティエン
コーダ

フリップフロップ

同期/非同期入力を持つ 3 種類のフリップフロップ(D、J-K、トグル)が用意されて
います。フリップフロップの中には、反転クロック入力やグローバルセット/リセ
ット機能をを持つものがあります。
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FD

D 型フリップフロップ

FD_1

ネガティブエッヂクロック付き D 型フリップフロップ

FD16CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 16 ビットのデータレジスタ

FD16RE

クロックイネーブル、同期リセット付き 16 ビットのデータレジスタ

FD4CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 4 ビットのデータレジスタ

FD4RE

クロックイネーブル、同期リセット付き 4 ビットのデータレジスタ

回路図ベースの PLD 設計

FD8CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 8 ビットのデータレジスタ

FD8RE

クロックイネーブル、同期リセット付き 8 ビットのデータレジスタ

FDC

非同期クリア付き D 型フリップフロップ

FDC_1

ネガティブエッヂクロック、非同期クリア付き D 型フリップフロップ

FDCE

クロックイネーブル、非同期クリア付き D 型フリップフロップ

FDCE_1

ネガティブエッジクロック、クロックイネーブル、非同期クリア付き D
型フリップフロップ

FDCP

非同期プリセット、非同期クリア付き D 型フリップフロップ

FDCPE

クロックイネーブル、非同期プリセット・クリア付き D 型フリップフロ
ップ

FDCS

非同期セット、非同期クリア付き D 型フリップフロップ

FDP

非同期プリセット付き D 型フリップフロップ

FDP_1

ネガティブエッヂクロック、非同期プリセット付き D 型フリップフロッ
プ

FDPE

クロックイネーブル、非同期プリセット付き D 型フリップフロップ

FDPE_1

ネガティブエッヂクロック、クロックイネーブル、非同期プリセット付き
D 型フリップフロップ

FDR

同期リセット付き D 型フリップフロップ

FDRE

クロックイネーブル、同期リセット付き D 型フリップフロップ

FDRS

同期リセット、同期セット付き D 型フリップフロップ

FDRSE

同期リセット/セット、クロックイネーブルを持つ D 型フリップフロップ

FDS

同期セット付き D 型フリップフロップ

FDSE

クロックイネーブル、同期リセット付き D 型フリップフロップ

FDSR

同期セット、同期リセット付き D 型フリップフロップ

FDSRE

同期セット/リセット、クロックイネーブル付き D 型フリップフロップ

FJKC

非同期クリア付き J-K フリップフロップ

FJKCE

クロックイネーブル、非同期クリア付き J-K フリップフロップ

FJKCP

非同期クリア、プリセット付き J-K フリップフロップ

FJKCPE

クロックイネーブル、非同期クリア、プリセット付き J-K フリップフロッ
プ

FJKCS

非同期クリア、リセット付き J-K フリップフロップ

FJKP

非同期プリセット付き J-K フリップフロップ

FJKPE

クロックイネーブル、非同期プリセット付き J-K フリップフロップ

FJKRSE

クロックイネーブル、同期リセット・セット付き J-K フリップフロップ

FJKSRE

クロックイネーブル、同期リクリアとセット付き J-K フリップフロップ

FTC

トグル・クロックイネーブル、非同期クリア付き トグルフリップフロッ
プ
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FTCE

トグル・クロックイネーブル、非同期クリア付き トグルフリップフロッ
プ

FTCLE

トグル・クロックイネーブル、非同期クリア付き トグル/ローダブルフリ
ップフロップ

FTCP

トグルイネーブル、非同期クリア、プリセット付き トグルフリップフロ
ップ

FTCPE

トグルイネーブル、クロックイネーブル、非同期クリア/プリセット付き
トグルフリップフロップ

FTCPLE

トグルイネーブル、クロックイネーブル、非同期クリア/プリセット付き
トグル/ローダブルフリップフロップ

FTCS

トグルイネーブル、非同期クリア/セット付き トグルフリップフロップ

FTP

トグルイネーブル、非同期プリセット付き トグルフリップフロップ

FTPE

トグルイネーブル、クロックイネーブル、非同期プリセット付き トグル
フリップフロップ

FTPLE

トグルイネーブル、クロックイネーブル、非同期プリセット付き トグル/
ローダブルフリップフロップ

FTRSE

トグルイネーブル、クロックイネーブル、同期リセット/セット付き トグ
ルフリップフロップ

FTRSLE

トグルイネーブル、クロックイネーブル、同期リセット/セット付き トグ
ル/ローダブルフリップフロップ

FTSRE

トグルイネーブル、クロックイネーブル、同期リセット/セット付き トグ
ルフリップフロップ

FTSRLE

トグルイネーブル、クロックイネーブル、同期リセット/セット付き トグ
ル/ローダブルフリップフロップ

入出力フリップフロップ

入出力フリップフロップは IOB で割り付けられます。この中には、3 ステートバッ
ファで出力がイネーブルされるフリップフロップとグローバルセット/リセットで
セットされるフリップフロップ、反転クロック入力を持つフリップフロップがあ
ります。
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IFD

入力 D 型フリップフロップ

IFD_1

反転クロックを持つ入力 D 型フリップフロップ

IFD16

16 入力 D 型フリップフロップ

IFD4

4 入力 D 型フリップフロップ

IFD8

8 入力 D 型フリップフロップ

OFD

出力 D 型フリップフロップ

OFD_1

反転クロック付き 出力 D 型フリップフロップ

OFD16

16 出力 D 型フリップフロップ

回路図ベースの PLD 設計

OFD4

4 出力 D 型フリップフロップ

OFD8

8 出力 D 型フリップフロップ

OFDE

アクティブハイイネーブル出力バッファ付き 出力 D 型フリップフロップ

OFDE_1

アクティブハイイネーブル出力バッファ、反転クロック付き 出力 D 型フ
リップフロップ

OFDE16

アクティブハイイネーブル出力バッファ付き 16 出力 D 型フリップフロッ
プ

OFDE4

アクティブハイイネーブル出力バッファ付き 4 出力 D 型フリップフロッ
プ

OFDE8

アクティブハイイネーブル出力バッファ付き 8 出力 D 型フリップフロッ
プ

OFDT

アクティブハイ 3 ステート出力バッファ、アクティブローイネーブル出力
バッファ付き 1 出力 D 型フリップフロップ

OFDT_1

アクティブハイ 3 ステート出力バッファ、アクティブローイネーブル出
力バッファ、反転クロック付き 1 出力 D 型フリップフロップ

OFDT16

アクティブハイ 3 ステート出力バッファ、アクティブローイネーブル出力
バッファ付き 16 出力 D 型フリップフロップ

OFDT4

アクティブハイ 3 ステート出力バッファ、アクティブローイネーブル出力
バッファ付き 4 出力 D 型フリップフロップ

OFDT8

アクティブハイ 3 ステート出力バッファ、アクティブローイネーブル出力
バッファ付き 8 出力 D 型フリップフロップ

入出力バッファ

出力イネーブルオプションを持つ入出力バッファ
IBUF

入力バッファ

IBUF16

16 入力バッファ

IBUF4

4 入力バッファ

IBUF8

8 入力バッファ

OBUF

出力バッファ

OBUF16

16 出力バッファ

OBUF4

4 出力バッファ

OBUF8

8 出力バッファ

OBUFE

アクティブハイ出力イネーブル付き 3 ステート出力バッファ

OBUFE16

アクティブハイ出力イネーブル付き 16 個の 3 ステート出力バッファ

OBUFE4

アクティブハイ出力イネーブル付き 4 個の 3 ステート出力バッファ

OBUFE8

アクティブハイ出力イネーブル付き 8 個の 3 ステート出力バッファ

OBUFT

アクティブロー出力イネーブル付き 3 ステート出力バッファ
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OBUFT16

アクティブロー出力イネーブル付き 16 個の 3 ステート出力バッファ

OBUFT4

アクティブロー出力イネーブル付き 4 個の 3 ステート出力バッファ

OBUFT8

アクティブロー出力イネーブル付き 8 個の 3 ステート出力バッファ

入出力パッド

入力パッド、出力パッド、入出力パッドは、PLD デバイスのピンを定義するため
に使用します。
IOPAD

入出力パッド

IOPAD16

16 入出力 パッド

IOPAD4

4 入出力 パッド

IOPAD8

8 入出力 パッド

IPAD

入力パッド

IPAD16

16 入力 パッド

IPAD4

4 入力 パッド

IPAD8

8 入力 パッド

OPAD

出力パッド

OPAD16

16 出力 パッド

OPAD4

4 出力 パッド

OPAD8

8 出力 パッド

入力ラッチ

入力ラッチは、デバイスへ入力される過渡データを保持するために使用します。
ILD

入力トランスペアレントデータラッチ

ILD_1

反転ゲート付き 入力トランスペアレントデータラッチ

ILD16

16 入力 トランスペアレントデータラッチ

ILD4

4 入力 トランスペアレントデータラッチ

ILD8

8 入力 トランスペアレントデータラッチ

インバータ

論理インバータ
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INV

インバータ

INV16

16 個のインバータ

INV4

4 個のインバータ

INV8

8 個のインバータ

回路図ベースの PLD 設計

ラッチ

トランスペアレントデータラッチ
LD

トランスペアレントデータラッチ

LD_1

反転ゲート付き トランスペアレントデータラッチ

LD16

16 個のトランスペアレントデータラッチ

LD4

4 個のトランスペアレントデータラッチ

LD8

8 個のトランスペアレントデータラッチ

論理プリミティブ

基本的なブーリアン関数をインプリメントする組み合わせゲートです。反転入力
と非反転入力の組み合わせは 5 つまでで、非反転入力は 9 つまでです。
AND2

2 入力 AND ゲート

AND2B1

1 反転入力付き 2 入力 AND ゲート

AND2B2

2 反転入力付き 2 入力 AND ゲート

AND3

3 入力 AND ゲート

AND3B1

1 反転入力付き 3 入力 AND ゲート

AND3B2

2 反転入力付き 3 入力 AND ゲート

AND3B3

3 反転入力付き 3 入力 AND ゲート

AND4

4 入力 AND ゲート

AND4B1

1 反転入力付き 4 入力 AND ゲート

AND4B2

2 反転入力付き 4 入力 AND ゲート

AND4B3

3 反転入力付き 4 入力 AND ゲート

AND4B4

4 反転入力付き 4 入力 AND ゲート

AND5

5 入力 AND ゲート

AND5B1

1 反転入力付き 5 入力 AND ゲート

AND5B2

2 反転入力付き 5 入力 AND ゲート

AND5B3

3 反転入力付き 5 入力 AND ゲート

AND5B4

4 反転入力付き 5 入力 AND ゲート

AND5B5

5 反転入力付き 5 入力 AND ゲート

AND6

6 入力 AND ゲート

AND7

7 入力 AND ゲート

AND8

8 入力 AND ゲート

AND9

9 入力 AND ゲート

NAND2

2 入力 NAND ゲート

NAND2B1

1 反転入力付き 2 入力 NAND ゲート
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NAND2B2

2 反転入力付き 2 入力 NAND ゲート

NAND3

3 入力 NAND ゲート

NAND3B1

1 反転入力付き 3 入力 NAND ゲート

NAND3B2

2 反転入力付き 3 入力 NAND ゲート

NAND3B3

3 反転入力付き 3 入力 NAND ゲート

NAND4

4 入力 NAND ゲート

NAND4B1

1 反転入力付き 4 入力 NAND ゲート

NAND4B2

2 反転入力付き 4 入力 NAND ゲート

NAND4B3

3 反転入力付き 4 入力 NAND ゲート

NAND4B4

4 反転入力付き 4 入力 NAND ゲート

NAND5

5 入力 NAND ゲート

NAND5B1

1 反転入力付き 5 入力 NAND ゲート

NAND5B2

2 反転入力付き 5 入力 NAND ゲート

NAND5B3

3 反転入力付き 5 入力 NAND ゲート

NAND5B4

4 反転入力付き 5 入力 NAND ゲート

NAND5B5

5 反転入力付き 5 入力 NAND ゲート

NAND6

6 入力 NAND ゲート

NAND7

7 入力 NAND ゲート

NAND8

8 入力 NAND ゲート

NAND9

9 入力 NAND ゲート

NOR2

2 入力 NOR ゲート

NOR2B1

1 反転入力付き 2 入力 NOR ゲート

NOR2B2

2 反転入力付き 2 入力 NOR ゲート

NOR3

3 入力 NOR ゲート

NOR3B1

1 反転入力付き 3 入力 NOR ゲート

NOR3B2

2 反転入力付き 3 入力 NOR ゲート

NOR3B3

3 反転入力付き 3 入力 NOR ゲート

NOR4

4 入力 NOR ゲート

NOR4B1

1 反転入力付き 4 入力 NOR ゲート

NOR4B2

2 反転入力付き 4 入力 NOR ゲート

NOR4B3

3 反転入力付き 4 入力 NOR ゲート

NOR4B4

4 反転入力付き 4 入力 NOR ゲート

NOR5

5 入力 NOR ゲート

NOR5B1

1 反転入力付き 5 入力 NOR ゲート

NOR5B2

2 反転入力付き 5 入力 NOR ゲート

NOR5B3

3 反転入力付き 5 入力 NOR ゲート
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NOR5B4

4 反転入力付き 5 入力 NOR ゲート

NOR5B5

5 反転入力付き 5 入力 NOR ゲート

NOR6

6 入力 NOR ゲート

NOR7

7 入力 NOR ゲート

NOR8

8 入力 NOR ゲート

NOR9

9 入力 NOR ゲート

OR2

2 入力 OR ゲート

OR2B1

1 反転入力付き 2 入力 OR ゲート

OR2B2

2 反転入力付き 2 入力 OR ゲート

OR3

3 入力 OR ゲート

OR3B1

1 反転入力付き 3 入力 OR ゲート

OR3B2

2 反転入力付き 3 入力 OR ゲート

OR3B3

3 反転入力付き 3 入力 OR ゲート

OR4

4 入力 OR ゲート

OR4B1

1 反転入力付き 4 入力 OR ゲート

OR4B2

2 反転入力付き 4 入力 OR ゲート

OR4B3

3 反転入力付き 4 入力 OR ゲート

OR4B4

4 反転入力付き 4 入力 OR ゲート

OR5

5 入力 OR ゲート

OR5B1

1 反転入力付き 5 入力 OR ゲート

OR5B2

2 反転入力付き 5 入力 OR ゲート

OR5B3

3 反転入力付き 5 入力 OR ゲート

OR5B4

4 反転入力付き 5 入力 OR ゲート

OR5B5

5 反転入力付き 5 入力 OR ゲート

OR6

6 入力 OR ゲート

OR7

7 入力 OR ゲート

OR8

8 入力 OR ゲート

OR9

9 入力 OR ゲート

SOP3

3 入力積和演算

SOP3B1A

1 反転 AND 入力付き 3 入力積和演算

SOP3B1B

1 反転 OR 入力付き 3 入力積和演算

SOP3B2A

2 反転 AND 入力付き 3 入力積和演算

SOP3B2B

1 反転 OR、AND 入力付き 3 入力積和演算

SOP3B3

3 反転入力積和演算

SOP4

4 入力積和演算

SOP4B1

1 反転 AND 入力付き 4 入力積和演算
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SOP4B2A

2 反転 AND 入力付き 4 入力積和演算

SOP4B2B

1 反転 OR、AND 入力付き 4 入力の積和演算

SOP4B3

3 反転入力付き 4 入力積和演算

SOP4B4

4 反転入力積和演算

XNOR2

非反転入力付き 2 入力 XNOR ゲート

XNOR3

非反転入力付き 3 入力 XNOR ゲート

XNOR4

非反転入力付き 4 入力 XNOR ゲート

XNOR5

非反転入力付き 5 入力 XNOR ゲート

XNOR6

非反転入力付き 6 入力 XNOR ゲート

XNOR7

非反転入力付き 7 入力 XNOR ゲート

XNOR8

非反転入力付き 8 入力 XNOR ゲート

XNOR9

非反転入力付き 9 入力 XNOR ゲート

XOR2

非反転入力付き 2 入力 XOR ゲート

XOR3

非反転入力付き 3 入力 XOR ゲート

XOR4

非反転入力付き 4 入力 XOR ゲート

XOR5

非反転入力付き 5 入力 XOR ゲート

XOR6

非反転入力付き 6 入力 XOR ゲート

XOR7

非反転入力付き 7 入力 XOR ゲート

XOR8

非反転入力付き 8 入力 XOR ゲート

XOR9

非反転入力付き 9 入力 XOR ゲート

マルチプレクサ

イネーブル出力オプションを持つ 16 入力までのマルチプレクサがあります。
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M16_1E

イネーブル付き 16〜1 マルチプレクサ

M2_1

2〜1 マルチプレクサ

M2_1B1

反転 D0 付き 2〜1 マルチプレクサ

M2_1B2

反転 D0、D1 付き 2〜1 マルチプレクサ

M2_1E

イネーブル付き 2〜1 マルチプレクサ

M4_1E

イネーブル付き 4〜1 マルチプレクサ

M8_1E

イネーブル付き 8〜1 マルチプレクサ

X74_150

アクティブローイネーブル、出力付き 16〜1 ライン マルチプレクサ

X74_151

アクティブローイネーブル、コンプリメンタリ出力付き 8〜1 ライン マ
ルチプレクサ

X74_152

アクティブローイネーブル付き 8〜1 ライン マルチプレクサ

X74_153

アクティブローイネーブル、コモンセレクト入力付き 4〜1 ライン ディ
ュアルマルチプレクサ
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X74_154

アクティブロー出力、2 イネーブル付き 4〜16 ライン デコーダ/デマルチ
プレクサ

X74_157

コモンセレクト、アクティブローイネーブル付き 4 個の 2〜1 マルチプレ
クサ

X74_158

コモンセレクト、アクティブローイネーブル、アクティブロー出力付き
4 個の 2〜1 マルチプレクサ

X74_298

ストレージとネガティブエッヂクロック付き 4 個の 2 入力マルチプレク
サ

X74_352

アクティブローイネーブル、出力付き 2 個の 4〜1 マルチプレクサ

シフトレジスタ

各種のイネーブルやクリアオプションを持つ、様々なサイズのシフトレジスタが
あります。
SR4CE

クロックイネーブル、 非同期クリア付き 4 ビット シリアル入力 パラレ
ル出力 シフトレジスタ

SR4CLE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 4 ビット ローダブル シリアル/
パラレル入力 パラレル出力 シフトレジスタ

SR4CLED

クロックイネーブル、非同期クリア付き 4 ビット ローダブル シリアル/
パラレル入力 パラレル出力 シフトレジスタ

SR4RE

クロックイネーブル、同期リセット付き 4 ビット シリアル入力 パラレル
出力 シフトレジスタ

SR4RLE

クロックイネーブル、同期リセット付き 4 ビット ローダブル シリアル/
パラレル入力 パラレル出力 シフトレジスタ

SR4RLED

クロックイネーブル、同期リセット付き 4 ビット ローダブル シリアル/
パラレル入力 パラレル出力 シフトレジスタ

SR8CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 8 ビット シリアル入力パラレル
出力 シフトレジスタ

SR8CLE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 8 ビット ローダブルなシリアル/
パラレル入力パラレル出力 シフトレジスタ

SR8CLED

クロックイネーブル、非同期クリア付き 8 ビット ローダブル シリアル/
パラレル入力 パラレル出力 シフトレジスタ

SR8RE

クロックイネーブル、同期リセット付き 8 ビット シリアル入力 パラレル
出力 シフトレジスタ

SR8RLE

クロックイネーブル、同期リセット付き 8 ビット ローダブル シリアル/
パラレル 入力 パラレル出力 シフトレジスタ

SR8RLED

クロックイネーブル、同期リセット付き 8 ビット ローダブル シリアル/
パラレル入力 パラレル出力 シフトレジスタ

SR16CE

クロックイネーブル、非同期クリア付き 16 ビット シリアル入力 パラレ
ル出力 シフトレジスタ
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SR16CLE

クロックイネーブルと非同期クリア付き 16 ビット ローダブル シリアル/
パラレル入力パラレル出力のシフトレジスタ

SR16CLED

クロックイネーブルと非同期クリア付き 16 ビット ローダブル シリアル/
パラレル入力パラレル出力のシフトレジスタ

SR16RE

クロックイネーブルと同期リセット付き 16 ビット シリアル入力 パラレ
ル出力 シフトレジスタ

SR16RLE

クロックイネーブルと同期リセット付き 16 ビット ローダブル シリアル/
パラレル入力 パラレル出力 シフトレジスタ

SR16RLED

クロックイネーブルと同期リセット付き 16 ビット ローダブル シリアル/
パラレル入力 パラレル出力 シフトレジスタ

X74_164

アクティブロー非同期クリア付き 8 ビット シリアル入力 パラレル出力
シフトレジスタ

X74_165S

クロックイネーブル付き 8 ビット ローダブル シリアル/パラレル入力 パ
ラレル出力 シフトレジスタ

X74_194

4 ビットローダブル 双方向シリアル/パラレル入力 パラレル出力 シフト
レジスタ

X74_195

4 ビットローダブル シリアル/パラレル入力 パラレル出力 シフトレジス
タ

シフタ

BRLSHFT4

4 ビット バレルシフタ

BRLSHFT8

8 ビット バレルシフタ

電源、グランド

GND

グランド接続シグナルタグ

VCC

VCC 接続シグナルタグ

RAM

RAM16X1

16 x 1 スタティック RAM

部品の動作定義について
PLD ライブラリーに格納されている部品は、動作についての記述が含まれていま
す。動作記述は、ファイル名 PldNet.SDF という部品定義ファイル内に保存されて
います。このファイル内で使用されている構文は、ファイルのヘッダー部に記述
されています。
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内部ロジック
内部ロジックの定義
ロジックの定義
PLD の内部ロジックは、標準のディジタルデザイン手法により設計されています。
通常の方法では、PLD ライブラリーからの部品だけを使用し、それらが結線され
ます。
回路図での PLD 設計において、ある PLD をターゲットとした場合、まず、回路図
のデーターは、CUPL ソースファイルへ変換されます。次に、CUPL ソースファイ
ルがコンパイルされ、選択された出力ファイルが生成されます。
PLD 回路作成に関する注意点
回路作成に関する注意点 :

• 回路図の各部品は、入力や出力パッドがある個別の部品番号を割り付ける必
要があります。部品番号には、特別な要求や制限はありません。
• デバッグを容易にするために、部品間の接続には、ネットラベルを使用して
すべてネット名を割り付けてください。
• ネット名には、固有の名前をつけ、他のネット名と干渉しないようにしてく
ださい。
• バスを使用することができますが、標準のバスフォーマットネットラベルを
使用してください。(バスへのネットラベルの配置方法に関しては、スケマテ
ィック･エディタの章を参照してください。)
• 回路図作成には、ターゲットデバイスに合った PLD 用の部品を使用してくだ
さい。

複数の回路図での PLD 設計
単一シートでの PLD 設計と同じように、複数のシートで構成するプロジェクトで
の PLD 設計も行うことができます。スケマティック･エディタには、シート間の接
続方法が何種類かサポートされています。これらすべてを PLD 設計でも使用する
ことができます。それぞれのシート間の接続方法については、スケマティック･エ
ディタのマルチシートデザインとプロジェクト管理の章を参照してください。
シート間の接続方法は、ネットリストを作成する時に使用される Net Identifier
Scope で指定します。PLD コンパイラーで回路図をコンパイルする時は、Configure
PLD ダイアログ(メニューから PLD » Configure を選択)で Net Identifier Scope を選択
する必要があります。
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Net Identifier Scope の設定を簡潔に説明すると、SheetSymbol/Port Connection は、シ
ート間の接続(ポートと適合するシートエントリ間)を"垂直"に行い、その他の 2 つ
の設定では、シート間の接続(適合するポートとネットラベル間)を"水平"に接続し
ま す 。 プ ロ ジ ェ ク ト 内 で 、 階 層 が 多 数 に お よ ぶ 場 合 に は 、 SheetSymbol/Port
Connection に設定する必要があります。

内部ロジックと部品のピンとの接続
PLD 設計での特別な入力(IPAD)、出力(OPAD)、入出力(IOPAD)部品を使用して、
内部回路とターゲット PLD のピンのインタフェースを作成します。
部品のピンに接続するそれぞれの点に適当なパッドを置き、それぞれの PAD シン
ボルに固有の部品番号を設定してください。PAD が接続される部品のピン番号は、
パッドシンボルの Part Field 1 に記載されている以下の構文で指定されます。
LOC=PIN[component pin_number]
複数のピンを持つ PAD 部品の使用

マルチピンの IPAD や OPAD、IOPAD 部品が PLD ライブラリーに格納されていま
す。
ネット名

部品のピン

DBus0

21

DBus1

22

DBus2

23

DBus3

24

DBus4

25

DBus5

39

DBus6

38

DBus7

32

DBus[0..7]
U51
IOPAD8
DBus7
DBus6
DBus5
DBus4
DBus3
DBus2
DBus1
DBus0

IO7
IO6
IO5
IO4
IO3
IO2
IO1
IO0

LOC=PIN[21..25,39,38,32]

複数のピンを持つ PAD 部品は、内部バスを PLD のピンに接続するために使用しま
す。PAD ピンを Part Field 1 の物理コンポーネントピンにマッピングするために使
用される構文はピンを 2 ドットで区切られるレンジ(昇順または降順)で指定するか、
カンマで区切られる個別で指定するかのどちらかです。上の表は、図で示される
IOPAD8 で適用されるマッピングの様子を示しています。
すべてのピン番号の表示
スケマティック･エディタのメニューから PLD » Display Pin LOCs を選択するとシー
ト上にピン番号を表示することができます。この操作で、ピン番号の表示/非表示
を切り替える事ができます。
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回路設計を PLD へコンパイルする
回路設計を完成後、スケマティック･エディタのメニューから PLD » Configure を選
択して CUPL コンパイラを起動してください。コンパイラの設定や出力ファイル
のフォーマットについては、コンパイルの章を参照してください。
回路が複数シートに渡る場合、Configure PLD ダイアログボックスで Current sheet
only オプションを Off にし、Net Identifier Scope を設定してください。
コンパイラが起動すると、回路図は、CUPL ソースファイルに変換されます。変換
された CUPL ファイル(ファイル名.PLD)から、コンパイラーにより選択された出力
ファイルが作成されます。
♦ コンパイルを実行する際、仮想デバイス(Virtual Device)を使用することがで
きます。これにより、PLD のコンパイルに必要なプロダクトタームの最大数を
確認することができます。(REP ファイルを確認してください。)プロダクトタ
ームの数により、要求されるデバイスの大きさが判断できます。コンパイラの
設定や最適化の設定により、プロダクトタームの数を少なくすることができま
す。
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CUPL 言語による PLD 設計
PLD ソースファイルは、CUPL ハードウェア記述言語で PLD の設計を記述した論
理記述ファイルです。PLD 論理記述ファイルには、設計をコンパイルしたり、デ
バイスプログラマに適当なダウンロードファイルを作成するコンパイラーへの入
力情報が保存されています。
以下のステップを使用して PLD 設計を説明します。
設計作業の検討 : CUPL 言語での PLD 設計では、ステートマシンやブーリアン式、真
理値表等を設計に使用します。どのタイプの構文が目的の PLD 設計に合うか決め
て下さい。

与えられたテンプレートファイルを使用し、不要な
セクションを削除してください。ヘッダーには、PLD の設計情報を記入してくだ
さい。

コンパイラーソースファイルの作成 :

CUPL 言語で、必要な論理記述を記入してください。ブーリアンやス
テートマシン、真理値表を記述することができます。

論理式の
論理式の記述
式の記述 :

入出力ピンの数、レジスタードまたはノンレジスタードの
出力ピンの数、3 ステート出力コントロール、プロダクトタームの数等を確認後、
Configure PLD ダイアログボックスでターゲットデバイスを選択して下さい。

ターゲットデバイスの選択 :

目的の PLD 製造元の取り扱い説明書に従って、入力と出力をデバイ
スのピンに割り付け、デバイスが適切に使用されることを確認して下さい。
ピンの割り付け :

PLD シミュレーションと、PLD デバイス作成に必要な出力ファイ
ルを選択します。また、論理最小化として 4 種類の最小化法を選択できます。これ
で、コンパイルの準備が完了しました。

コンパイルの準備 :

CUPL 言語構文の概要
コンパイラーソースファイルの作成することは、一般的な輪郭を作成することに
付随します。ヘッダー情報は必ずソースファイルの始めにあり、それに続いてピ
ン/ノードの定義を記述します。その他のエリアは、必要に応じて使用され、順番
は特に決められていません。CUPL ハードウェア記述言語の詳細に関しては、オン
ラインヘルプを参照してください。
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ヘッダー情報
ヘッダーには、設計に関する基本的な情報を記述します。記述する情報の種類に
は、ファイル名、デバイスのパーツ番号、設計日、設計の改訂番号、会社名、設
計者名、デバイスのアッセンブリ、アッセンブリでのデバイスの場所があります。
また、ヘッダーは、設計に使用されるデバイスを指定したりコンパイラーで作成
される出力の型を指定できます。ヘッダー情報の記述順序は任意です。また、情
報は name フィールド以外はすべて任意です。ヘッダーアイテムが無い場合、ワー
ニングメッセージが表示されますがコンパイルは実行されます。
Name

XXXXXX;

Partno
Date
Revision
Designer
Company
Assembly
Location
Format
Device

XXXXXX;
XX/XX/XX;
XX;
XXXXXX;
XXXXXX;
XXXXXX;
XXXXXX;
XXXXXX;
XXXXXX;

ヘッダー情報のセクション

タイトルブロック
タイトルブロックは、設計者に与えられたコメントエリアでタイトルを記入した
り設計についての記述をしたりします。実際のデバイス名や製造元をここに書く
こともできます。
注意: PLD ソースファイルのコメント等に、日本語(2 バイト文字)を使用することは
できません。
/**************************************************************/
/*
*/
/*
*/
/*
*/
/**************************************************************/
/* Allowable Target Device Types:
*/
/**************************************************************/

タイトルブロック
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ピン/ノードの定義
ピン ノードの定義
ピン/ノードセクションには、セクションのコメントラベルを記述したり、設計者
が自分の設計のための番号やラベルを記述するピン宣言ステートメントを記述し
ます。ピン宣言の順番は任意です。ただし、使用に応じてピンをグループ分けし
たときに理解しやすいようにして下さい。空のコメントは各ピン宣言が終わった
後、設計の中でのピンを役目をよく表した表現が与えられます。
/**

Inputs

**/

Pin
Pin
Pin
/**
Pin
Pin
Pin

Outputs

Pinnode
Pinnode

=
=
=

;
;
;

/*
/*
/*

*/
*/
*/

**/
=
=
=

;
;
;

/*
/*
/*

*/
*/
*/

=
=

;
;

/*
/*

*/
*/

ピン/ノードの定義

中間変数
中間変数は、ソースファイルのピン宣言セクションでは定義されません。中間変
数名は、論理式や追加の中間変数を生成する他の表現中で使用されます。このよ
うなトップダウン形式で論理式を記述することで論理記述ファイルは読みやすく、
そして理解しやすくなります。
論理式
このセクションは手紙の本文のようなところです。ステートマシンや真理値表、
ブーリアン式などの設計の重要な部分はすべてここに記述されます。

ソースファイルディレクティブ
ほとんどのソースファイルのディレクティブはダラーマーク($)で始まります。こ
れらのディレクティブは通常プレプロセッサ命令として参照されます。使用され
る場合、それらの命令は、ソースファイルのある列から始まります。大文字と小
文字の任意の組み合わせを使用してこれらのコマンドを入力することができます。
ソースファイルディレクティブのすべてはソースファイルのどの位置に記述して
もかまいません。
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シンボル定数の定義と解除
シンボル定数を定義するには$define コマンドを使用します。このコマンドは、チ
ャラクタ文字列を他の指定された演算子や数字、シンボルに置き換えます。置き
換えは、コンパイラーにより処理される前に入力ファイルに行われます。シンボ
ル定数の定義を解除するには$undef コマンドを使用して下さい。このコマンドによ
り$define コマンドはキャンセルされます。
他のファイルのインクルード
他のファイルをソースファイルにインクルードするには$include コマンドを使用し
て下さい。ファイルをインクルードすることでよく使う CUPL コードの部分を標
準化することができます。また、多くのソースファイルで使用する定数の定義を
別のファイルに分離することができます。インクルードされるファイルの中にも
$include コマンドを使用でき、インクルードファイルをネストすることができます。
条件付きコンパイル
条件付きコンパイルにより、シンボル定数が存在するか否かに応じてソースコー
ドのセクションをコンパイルすることができます。これらのコマンドは$ifdef や
$ifndef、$else、$endif です。シンボル定数が定義された場合、$ifdef コマンドに続
くソースステートメントは、$else または$endif コマンドが現れるまでコンパイル
されます。定義がまだされていない場合、$ifdef コマンドに続くソースステートメ
ントは無視されます。$ifndef コマンド$ifdef コマンドと反対の様式で動作します。
$ifdef や$ifndef コマンドの条件が False の場合、$else や$endif コマンドの間のソー
スステートメントがコンパイルされます。その他の場合は無視されます。$endif コ
マンドは$ifdef や$ifndef コマンドから始まった条件コンパイルの終わりを表すため
に使用されます。条件コンパイルはネストすることができます。$ifdef や$ifndef コ
マンドのネストの各レベルはそれぞれ$endif で終わる必要があります。
$DEFINE Prototype X
$IFDEF Prototype
pin 1 = memreq;
pin 2 = ioreq;
$ELSE
pin 1 = ioreq;
pin 2 = memreq;

/* define Prototype

*/

/*
/*
/*
/*

memory request on
pin 1 of prototype
I/O request on
pin 2 of prototype

*/
*/
*/
*/

/*
/*
/*
/*

I/O request on
pin 1 of PCB
memory request on
pin 2 of PCB

*/
*/
*/
*/

$ENDIF

条件付きコンパイルの使用例
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繰り返し命令
一連の CUPL 言語ステートメントを繰り返すには、$repeat と$repend コマンドを使
用して下さい。このコマンドはＣ言語の FOR 命令や Fortran 言語の DO 命令に似て
います。$repeat と$repend の間のステートメントは、$repeat ステートメントが許す
回数だけ繰り返されます。これにより、カウンタに基づくステートマシンの定義
が簡単にできます。
CUPL ソースコード

結果

FIELD sel = [in2..0]

FIELD sel = [in2..0];

$REPEAT i = [0..7]
!out{i} = sel:’h’{i} & enable;
$REPEND

!out0
!out1
!out2
!out3
!out4
!out5
!out6
!out7

=
=
=
=
=
=
=
=

sel:’h’0
sel:’h’1
sel:’h’2
sel:’h’3
sel:’h’4
sel:’h’5
sel:’h’6
sel:’h’7

&
&
&
&
&
&
&
&

enable;
enable;
enable;
enable;
enable;
enable;
enable;
enable;

$repeat と$repend コマンドの使用例

マクロの使用
マクロはユーザ定義のコマンドで一連のコマンドを一語で置き換えることができ
ます。マクロは$macro と$mend コマンドを使って使用します。$macro と$mend コ
マンドの間のステートメントは、マクロ名が呼ばれるまでコンパイルされません。
マクロはソースファイルにマクロ名を記述することで呼び出され、パラメータを
マクロに渡します。マクロはデコーダやカウンタなどのライブラリーを作成する
ために使用されます。マクロ展開ファイル(.MX)を作成できるようになるとプリプ
ロセッサがマクロ定義をどのように処理するかわかります。
$MACRO decoder bits

MY_X

MY_Y MY_enable;

FIELD select = [MY_Y{bits-1}..0];
$REPEAT i = [0..{2**(bits-1)}]
!MY_X{i} = select:’h’{i} & MY_enable;
$REPEND
$MEND
/* Other CUPL statements */
decoder(3, out, in, enable); /* macro function call
*/
$macro コマンドと$mend コマンドの使用例
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出力の最小化
MIN 命令を使用するとピン毎に出力を最小化することができます。MIN 命令の最
小化レベルは 0 から 4 までで、それらは Configure Advanced PLD ダイアログボック
スのオプションに対応します。この命令により同じ回路内の異なる出力に異なる
最小化レベルを指定することができます。
以下にステートメント番号と対応する最小化法を示します。
番号

最小化法

0
1
2
3
4

None
Quick
Quine-McCluskey
Presto
Expresso

以下は個別の最小化出力の例です。
MIN async_out = 0;

/* no reduction

*/

MIN [outa, outb] = 2;
MIN count.d = 4;

/* Quine-McCluskey reduction
/* Expresso reduction

*/
*/

ヒューズの断線技術
デバイスの中には、デバイスの特性を変えることができるヒューズを持ったもの
があります。現在、これらのヒューズは MISER ビットや TURBO ビットとして参
照されます。デバイスの特性に応じて、これらのヒューズを断線したり断線しな
かったりして必要なデバイス特性を実現します。このような動作は FUSE ステート
メントにより行ないます。ヒューズ番号と断線値を記述するとコンパイラーによ
り指定された値にフューズが設定されます。このステートメントは、正しく使用
しないと予測できない結果を招きますので充分注意して使用する必要があります。
FUSE(101,1);
FUSE(102,0);

/* Blow the Turbo bit
*/
/* Do not blow the Miser bit */

FUSE ステートメントの使用例
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言語要素
このセクションでは、CUPL 論理記述言語に含まれる要素について説明します。
ピン/ノードの定義
ピン ノードの定義
ピンの定義はソースファイルの始めで宣言する必要があるので、通常それらの定
義から設計作業が開始されます。埋もれたレジスタを定義するために使用するノ
ードやピンノードはソースファイルの最初で定義する必要があります。使用する
デバイスがすでに決まっている場合、ピン割り付けが必要です。しかし、仮想設
計を行なう場合、設定する必要があるのは後でピンに割り付けられる変数名だけ
です。通常ピン番号が入るエリアは空白のままでもかまいません。
中間変数の定義
中間変数は式に割り付けられる変数です。ただし、ピンやノードには割り付けら
れません。これらの変数は、多くの変数により使用される式を定義するために使
用したり、コードを理解しやすくするために使用します。
インデックス付き変数の使用
0 から 31 までの 10 進数で終わる変数名はインデックス付き変数として参照されま
す。この変数はアドレスラインやデータライン、その他一連の番号が付けられた
アイテムのグループを表わすために使用されます。インデックス付き変数がビッ
トフィールドで使用されると、インデックス番号 0 が付けられた変数は常に最下位
ビットを表します。
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基数の使用
コンパイラーで数値を含むすべての操作は 32 ビットの精度で実行されます。した
がって、数値は 0 から 232-1 の値を持ちます。数値は 4 種類の基数で表わすことが
できます。すなわち、2 進数、8 進数、10 進数、16 進数です。デフォルトの基数は
16 です。ただし、デバイスのピン番号やインデックス付き変数には 10 進数が使用
されます。2 進数や 8 進数、16 進数の数値は、数値と混合される don’t care(X)を持
ちます。
数値

基数

10 進数値

‘b’0
‘B’1101
‘O’663
‘D’92
‘h’BA
‘O’[300..477]
‘H’7FXX

2 進数
2 進数
8 進数
10 進数
16 進数
8 進数(範囲)
16 進数(範囲)

0
13
435
92
186
192..314
32512..32767

リスト表記の使用
リストは変数のグループを定義する簡単な方法です。ピンやピンノード宣言、ビ
ットフィールドの宣言、論理式、演算の組みで使用する場合に通常使用されます。
かぎ括弧を使用してリストを区切ります。
ビットフィールドの使用
ビットフィールド宣言はビットのグループに変数名を割り付けるために使用され
ます。FIELD キーワードを使用してビットフィールドの割り付けを行うと、その
名前は、表現の中で使用されます。すなわち、演算はグループの各ビットに適用
されます。FIELD ステートメントが使用されると、コンパイラーは内部に 1 つの
32 ビットフィールドを作成します。これを使用して、ビットフィールドに変数を
表現します。各ビットはビットフィールドの 1 つを表わします。ビットフィールド
を表すビット番号は、インデックス付き変数が使用されている場合、インデック
ス番号と同じです。すなわち、A0 はビットフィールドのビット 0 を常に使用しま
す。これは主に、アドレスやデータバスを定義等に使用されます。
FIELD ADDRESS = [A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0];
or
FIELD ADDRESS = [A7..0];
FIELD Mode = [Up, Down, Hold];
FIELD ステートメントの使用例
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CUPL 言語文法
このセクションでは、CUPL 言語を使用して設計を行なうために必要な論理演算子
や算術演算子、算術関数について説明します。
論理演算子
NOT、AND、OR、XOR の 4 種類の基本的な論理演算子を使用することができます。
以下の表は、演算子と優先順位の一覧です。優先順位が高いほうから低いほうに
表示されています。
演算子
!
&
#
$

使用例

説明

優先順位

!A
A&B
A#B
A$B

NOT
AND
OR
XOR

1
2
3
4

算術演算子と算術関数
$repeat や$macro コマンドで標準的な演算子が 6 種類使用できます。以下の表はこ
れらの演算子と優先順位の一覧です。優先順位が高いほうから低いほうに表示さ
れています。
演算子
**
*
/
%
+
-

使用例

説明

2**3
2*i
4/2
9%8
2+4
4-i

べき乗
掛け算
割り算
余り
足し算
引き算

優先順位
1
2
2
2
3
3

$repeat $macro コマンドでは、1 つの算術関数を使用することができます。以下の
表は、算術関数とその基数を示します。
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関数

基数

LOG2
LOG8
LOG16
LOG

2 進数
8 進数
16 進数
10 進数
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LOG 関数は整数を返します。
LOG2(32) = 5 <==> 2**5 = 32
LOG2(33) = ceil(5.0444) = 6 <==> 2**6 = 64
ceil(x)は、x 以上の最小の整数を返します。
変数の拡張子
変数名に拡張子を追加しプログラマブルデバイスの中でメジャーノードに関連付
けられた特定の関数を表わすことができます。これらの関数にはフリップフロッ
プやプログラマブルトリステートなどが含まれます。コンパイラーは拡張子の使
用をチェックし、指定されたデバイスで有効かどうかや他の拡張子と競合してい
ないかを判断します。コンパイラーはこれらの拡張子を使用してデバイスのマク
ロセスを配置します。したがって、設計者は、マイクロセルの中のどのヒューズ
がなにをコントロールするかを考える必要がありません。
図は拡張子の使用例を示します。この図の回路は実際の回路ではないことに注意
して下さい。拡張子を使用して回路内の異なる関数の式を記述する方法を説明し
ています。
OUT_VAR.OE
IN_VAR1
OUT_VAR.SP
n

IN_VAR1
IN_VAR3.DQ
IN_VAR1

D

FUSE
ARRAY

SP

OUT_VAR.D
D

Q

Q

OUT_VAR

OUT_VAR.CK
OUT_VAR.AR

AR

Q

OUT_VAR (default feedback)
OUT_VAR.IO (alternate feedback)

拡張子を図示した回路
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論理式
論理式は、CUPL 言語のビルディングブロックです。論理式の形式を以下に示しま
す。
[!] var [.ext] = exp ;
ここで
var は変数またはリスト表記のルールに従って定義されたインデックス付きあ
るいはインデックスなしの変数のリストです。変数リストが使用される場合、
式はリスト内の変数それぞれに適用されます。
また、.ext は省略可能な変数拡張子でこの拡張子を利用してプログラマブルデ
バイス内のメジャーノードに関数が割り付けられます。
exp は式です。すなわち、変数と演算子の組み合わせです。
=は割り付け演算子です。式の値を変数または変数の組みに割り付けます。
!は補足演算子です。
標準の論理式では、通常ひとつの式が変数に割り付けられます。APPEND 命令に
より複数の式を 1 つの変数に割り付けることができます。APPEND された論理式
はその変数の元の式に論理的に OR されます。APPEND 命令の書式は、論理式の定
義とは独立です。ただし、論理式が始まる前にキーワード APPEND が現れたとき
は別です。
テンプレートファイルで与えられるソースファイルの論理式セクションに論理式
を記述して下さい。
セット演算の使用
入力ピンや 1 つのレジスタ、出力ピンなどの 1 ビットの情報を扱う演算子はすべて、
グループになった複数のビットに適用することができます。セット演算は、ある
組みと変数または式、あるいは 2 つの組みの間で実行することができます。
ある組みと 1 つの変数(または式)の間の演算の結果は、演算が組みの各要素と変数
(または式)の間で行われ新しい組みになります。
演算が 2 つの組みの間で実行される場合、その組みは同じ大きさである必要があり
ます(すなわち、要素の数が同じ)。2 つの組みの間の演算結果は、各組みの要素の
間で実行され新しい組みになります。
数値がセット演算で使用される場合、それらは 2 進数値の組みとして扱われます。
8 進数の数値は 3 つの 2 進数値の組みとして扱われます。また、10 進数や 16 進数
の数値は 4 つの 2 進数値の組みとして扱われます。

398

CUPL 言語による PLD 設計

等価演算
等価演算は他のセット演算と異なり、ひとつの論理式を評価します。変数の組み
と定数とをビット単位でチェックします。 定数のビット位置は、その組みの対応
する位置の値と比較されます。ビット位置が 2 進数の 1 の場合、組みの要素は変更
されません。ビット位置が 2 進数の 0 の場合、組みの要素は、否定されます。ビッ
ト位置が 2 進数の X の場合、組みの要素は削除されます。演算後の各要素は互い
に AND され 1 つの式を作ります。
等価演算は、変数セットの識別子としても使用することができます。
[A3,A2,A1,A0]:&
[B3,B2,B1,B0]:#
[C3,C2,C1,C0]:$
上記の式は下記の式と同等です。
A3 & A2 & A1 & A0
B3 # B2 # B1 # B0
C3 $ C2 $ C1 $ C0
レンジ演算
レンジ演算は、等価演算と似ています。ただし、定数フィールドが 1 つの値ではな
く、値の範囲になっています。ビットの比較は範囲内の各定数値により行われま
す。
最初に、アドレスバスを以下のように定義して下さい。
FIELD address = [A3..A0]
次に RANGE 式を記述して下さい。
select = address:[C..F] ;
上記の式は以下の式と等価です。
select = address:C # address:D # address:E # address:F;
真理値表
論理表現を明確に表現するために情報のテーブルを使用することがあります。
CUPL は TABLE キーワードにより情報テーブルを作成することができます。まず、
関連した入力と出力の変数リストを定義します。次に、入力と出力の変数リスト
の値の間を一対一で割り付けて下さい。入力値として don’t-care 値を使用できます。
ただし、出力には使用できません。
入力値のリストには、1 つの命令で複数の割り付けを行なうことができます。以下
のブロックは簡単な hex-to-BCD コードコンバータを表します。
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FIELD input = [in3..0] ;
FIELD output = [out4..0] ;
TABLE input => output {
0=>00; 1=>01; 2=>02; 3=>03;
4=>04; 5=>05; 6=>06; 7=>07;
8=>08; 9=>09; A=>10; B=>11;
C=>12; D=>13; E=>14; F=>15;
}
ステートマシン
AMD/MMI によると、ステートマシンとは順番にあらかじめ決められた状態を繰り
返すディジタルデバイスとされています。同期ステートマシンはフリップフロッ
プを利用した論理回路です。出力を自分自信または他のフリップフロップの入力
へフィードバックすることができるので、フリップフロップの入力値は、自分自
信の出力または他のフリップフロップの出力に影響されます。従って、最終的な
出力は自信の前の値と他のフリップフロップの前の値に影響されます。
以下に示される CUPL ステートマシンモデルは、6 個の部品、すなわち入力と組み
合わせ論理、ストレージレジスタ、ステートビット、レジスタード出力、ノンレ
ジスタード出力を使用しています。
Inputs

Non-Registered Outputs

COMBINATORIAL
LOGIC

STORAGE
REGISTERS

Registered Outputs
State Bits

ステートマシンモデル
入力

他のデバイスからの信号をデバイスへ入力します。
組み合わせ論理

出力信号を作る任意の組み合わせ論理(通常 AND-OR)です。出力信号は、こ
れらのゲートを変更して Tpd(伝播遅れ時間)nsec 後に現れます。Tpd は、入力
またはフィードバックイベントの始めとノンレジスタード出力の変化の間の
時間です。
ステートビット

組み合わせ論理を駆動するためにフィードバックされるストレージレジスタ
の出力です。これらには、現在の状態に関する情報が含まれています。
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ストレージレジスタ

フリップフロップは、ステートマシン組み合わせ論理から入力を受け取りま
す。レジスタの中には、ステートビットに使用されるものもあります。その
他はレジスタード出力に使用されます。レジスタード出力は、クロックパル
スから Tco(クロックから出力までの時間)nsec 後に現れます。Tco はクロック
信号の始めとフリップフロップ出力が現れるまでの間の遅れ時間です。
ステートマシンを使用するため、CUPL はステートマシンにどんな関数でも記述で
きるようなシンタクスを持っています。SEQUENCE キーワードによりステートマ
シンの出力が識別され、このキーワードに続いてステートマシンの関数の定義の
命令が記述されます。SEQUENCE キーワードによりストレージレジスタやターゲ
ットデバイスのデフォルトの出力タイプが設定されます。SEQUENCE キーワード
の他に、 SEQUENCED キーワードや SEQUENCEJK キーワード、SEQUENCERS キ
ーワード、SEQUENCET キーワードがあります。それぞれのキーワードは、D タイ
プや J-K タイプ、S-R タイプ、T タイプのフリップフロップ を設定 します 。
SEQUENCE シンタクスのフォーマットを以下に示します。
SEQUENCE state_var_list {
PRESENT state_n0
IF (condition1) NEXT state_n1;
IF (condition2) NEXT state_n2
DEFAULT
NEXT state_n0;
PRESENT state_n1
NEXT state_n2;
.
.
.
PRESENT state_nn statements ;
}

OUT

out_n0;

ここで
• state_var_list は、ステートマシンブロックで使用されるステートビット変数の
リストです。変数リストは、フィールド変数により表現することができます。
• state_n は、ステート数で、state_variable_list をデコードした値です。また、
state_n は、各 PRESENT 命令に固有の値である必要があります。
• 条件命令や next 命令、出力命令はこのセクションの以下のサブセクションで
説明します。
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マルチステートマシン
CUPL 言語では、同じ PLD 設計の中に複数のステートマシンを定義することがで
きます。複数のステートマシンが定義されると、設計者は互いのステートマシン
間で通信を行いたい場合があります。例えば、あるステートマシンがある状態に
なったら、他のステートマシンを起動するような回路です。ステートマシンの通
信を実現するには 2 つの方法があります。すなわち、ステートビットのセット演算
を使用する方法か、ステートマシン間でアクセス可能なグローバルレジスタを定
義する方法です。
1 つのステートマシンに、条件命令にステート番号やステート番号レンジに続いて
他のステートマシン名を記述できます。他のステートマシンが特定の状態になる
と、条件命令が TRUE になります。複数のステートマシンでアクセスするレジス
タを使用する場合、同じことが起こると TRUE です。しかし、この方法はレジス
タやデバイス出力を 1 つ消費してしまいます。状態に応じて、他のステートマシン
から情報を受け取り異なる状態になるグローバルレジスタを組み合わせて使用す
ることができます。
条件命令
CONDITION 文により、組み合わせ論理の標準論理式を記述して設計するより、わ
かりやすく論理関数を設計することができます。フォーマットを以下に示します。
CONDITION {
IF expr0 OUT
.
.
IF exprn OUT
DEFAULT OUT
}

var ;

var ;
var ;

CONDITON シンタクスは、ステートマシンシンタクスの同期条件出力命令と等価
です。ただし、特定の状態を参照することは行われません。式や DEFAULT 状態
に適合すると、変数が論理的に宣言されます。
関数の定義
FUCTION キーワードにより、あるロジックに名前を付けて関数としてカプセル化
することができます。関数の名前は、論理式内で使用することができる関数を表
します。ユーザ定義関数のフォーマットを以下に示します。
FUNCTION name ([parameter0,....,parametern])
{
body
}
上記の例では body の中の命令が、関数に割り付けられます。
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省略可能なパラメータを使用する場合、関数定義または参照内のパラメータの名
前は、一致する必要があります。関数の本体で定義されるパラメータは、論理式
内で参照されるパラメータで置き換えられます。関数を呼び出す変数は関数本体
により式に割り当てられます。命令本体で割り付けが行われない場合、関数を呼
び出す変数は 'h'o の値に割り付けられます。
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PLD 設計のコンパイル
この章では、ターゲットデバイスの選択方法や、PLD コンパイラーの設定方法、
出力ファイルのフォーマットついて説明します。

ターゲットデバイスの選択
Protel の PLD コンパイラーは、ソースファイルを処理し、ターゲットのアーキテク
チャに基いた出力ファイルを作成する点では、他のコンパイラーと同様です。し
かし、Protel の PLD コンパイラーは、多くの異なるアーキテクチャーをターゲット
にすることができます。これにより、ほとんど変更を加えることなく、多くの異
なるアーキテクチャーのターゲットデバイスにデザインをインプリメントするこ
とができます。
ターゲットデバイスは、Configure PLD ダイアログで指定します。Option タブを選
択すると現在のターゲットデバイスが表示されます。ターゲットデバイスを変更
するには、Change ボタンをクリックし、Target Device ダイアログボックスでデバ
イスを選択してください。
♦ コンパイルを実行する際、仮想デバイス(Virtual Device)を使用すること
ができます。これにより、PLD のコンパイルに必要なプロダクトタームの
最大数を確認することができます。(REP ファイルを確認してください。)プ
ロダクトタームの数により、要求されるデバイスの大きさが判断できま
す。コンパイラの設定や最適化の設定により、プロダクトタームの数を少
なくすることができます。
ターゲットデバイスを PLD ソースファイルで指定するには
ターゲットデバイスを PLD ソースファイルで記入することができます。PLD ファ
イルのヘッダーセクションの DEVICE フィールドで記入して下さい。Configure
PLD ダイアログボックスでは、ソースファイルで記入されたターゲットデバイス
名が自動的に認識されます。
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Target Device ダイアログボックス
でデバイスを指定するには
Target Device ダイアログボックス
を表示するには、Configure PLD
ダイアログボックスの Change ボ
タンをクリックして下さい。
Target Device ダイアログボックス
では、サポートされているターゲ
ットデバイスが表示されます。
ターゲットデバイスを変更するに
は、Device Type と Device Name
を選択し、OK ボタンをクリック
して下さい。
デバイスライブラリー
Target Device ダイアログボックスで表示される情報は、デバイスライブラリーファ
イル(ファイル名.DL)に保存されています。このファイルには、コンパイラーによ
りサポートされているターゲットデバイスの記述が格納されています。ライブラ
リーには、各デバイスの内部アーキテクチャーやピンの数、有効な入出力ピン等
の物理特性や、登録ピンと非登録ピンやプロダクトタームの数、ヒューズマップ
情報、ダウンロードフォーマット情報等の論理特性が記述されています。
デバイスニーモニック(デバイス名
デバイスニーモニック デバイス名)
デバイス名
PLD では、デバイスニーモニックと呼ばれるデバイスアーキテクチャーのネーミ
ングシステムを使用します。このネーミングシステムはアーキテクチャーに対す
るものであり、デバイスそのものに対するものではないことに注意して下さい。
例えば、Altera EP312 と Intel 5AC312 は両方とも同じアーキテクチャーです。従っ
て、これらのデバイスのどちらかを使用して回路を設計した場合、コンパイラー
にはターゲットアーキテクチャーは EP312 であると伝えられます。
♦ デバイスニーモニックにより、複数のデバイスメーカーを参照できます。
DEVHELP.TXT ファイルから、必要なデバイスニーモニックを見つけてくださ
い。また、ニーモニックとデバイスメーカーを対応付ける DEVICE.TXT クロス
リファレンスファイルを参照し、Target Devices ダイアログボックスのニーモニ
ックの一覧からデバイスメーカーを確認してください。Configure PLD ダイアロ
グの Target Device フィールドに直接このニーモニックを入力することもできま
す。
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ニーモニックはデバイスファミリープリフィックスと業界標準のパーツ番号のサ
フィックスで構成されます。
シンボル

説明

EP

イレーサブルプログラマブルロジックデバイス(EPLD)

G

ジェネリックアレイロジック(GAL)

F

フィールドプログラマブルロジックアレイ(FPLA)

F

フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)

F

フィールドプログラマブルロジックシーケンサ(FPLS)

F

フィールドプログラマブルシーケンスジェネレータ(FPSG)

P

プログラマブルロジックアレイ(PAL)

P

プログラマブルロジックデバイス(PLD)

P

プログラマブルエレクトリカリーイレーサブルロジック(PEEL)

PLD

スードロジカルデバイス

RA

バイポーラプログラマブルリードオンリーメモリ(PROM)

例えば、PAL10L8 のデバイスニーモニックは P10L8 です。また、82S100 のデバイ
スニーモニックは F100 です。バイポーラ PROM では、サフィックスはアレイの大
きさを表します。例えば、1024x8 バイポーラ PROM のデバイスニーモニックは
RA10P8 です。すなわち、アドレスピンが 10 本とデータ出力ピンが 8 本です。
仮想デバイス (Virtual Device)
仮想デバイスオプションにより、ターゲットアーキテクチャーに関係なくプログ
ラマブルロジックのデジタル設計を行なうことができます。仮想デバイスはデバ
イスではありません。コンパイラーにより制限が取除かれたデバイスで、プロダ
クトタームやピンを無制限に使用して回路を設計することができます。仮想デバ
イスは、設計する回路に必要なリソースを決めるのに有効です。
仮想デバイスを使用すると、コンパイラーはピンの定義の中の極性を無視します。
ピン番号はそのままです。
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コンパイラーの設定
Configure PLD ダイアログボックスの Options タブでは、以下の設定を行なうこと
ができます。
• ターゲットデバイスの選択
• 最適化オプションの設定
• コンパイルオプションの設定
• 論理最小化法の設定
• 回路図ベースでのコンパイルスコープの指定

以下はコンパイラーの設定の詳細です。
設定項目

説明

Use DeMorgan and polarity bit

ピンやピンノード変数のプロダクトタームの
使用を最適化します。DEMORGAN ステートメ
ントがソースファイルにある場合、オーバーラ
イドされます。

DeMorgan all equations

ピンやピンノード変数のすべてにドモルガンの
定理を適用します。DEMORGAN ステートメン
トがソースファイルにある場合、オーバーライ
ドされます。
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Keep XOR

XOR を AND-OR の式に展開しません。デバイ
スに独立の設計やフィッターが XOR ゲートを
サポートしているデバイスの設計に使用します。

Share Product Terms

最小化を実行中にプロダクトタームを強制的に
シェアリングします。これによりグループの削
減として参照されます。

Secure Device

JEDEC ファイルにセキュリティーヒューズの
コードを追加します。これにより、消去不可の
デバイスが作成されます。このオプションはす
べてのプログラマーにサポートされていません。

Deactivate unused OR terms

IFL デバイスでは、OR ゲート出力アレイは
AND ゲートプロダクトタームで駆動されます。
通常、使用されていない OR ゲートの入力は、
新しいタームが追加されても良いようにプロダ
クトタームアレイと接続されたままになってい
ます。しかし、このオプションを使用すると、
使用されていない OR ゲートの入力は、プロダ
クトタームアレイから取り除かれます。その結
果、入力から出力への伝達遅れが減少します。

Suppress product terms merging IFL デバイスでは、AND ゲートからの各プロ
ダクトタームは、数個の OR ゲート出力に分配
されます。このオプションによりこの機能が働
かなくなり、必要な時にそれぞれのプロダクト
タームは、それぞれの出力 OR アレイで作成さ
れます。その結果、入力から出力の伝達遅れが
減 少 し ま す 。 Quine-McClusky 最 小 化 法 か
Expresso 最小化法が選択されると、このオプシ
ョンによりそれぞれの個別の出力毎に(出力す
べてに対して最小化が実行されるのと反対に)
最小化が実行されます。
One-hot-bit State Machines FPGA 設計を前提としたオプションです。このオプ
ションを使用するとコンパイラーはステートマ
シンイクエーションを one-hot-bit で作成します。
これにより、XILINX デバイスなどのレジスタ
−リッチなアーキテクチャーでは明確な優位性
が確認できます。ファニングが減少し、配線作
業が簡単になります。そして、レジスタからレ
ジスタへのフィードバックパスの長さの違いに
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より発生するタイミング問題が無くなります。
このオプションをオン/オフにしてコンパイル
を実行し違いを確認して下さい。現在のところ、
オプションが使用されると、コンパイラーは回
路中のステートマシンをすべて one-hot-bit とし
て扱います。
Net Identifier Scope

PLD 設計が複数の回路図で構成されている場
合に、シート間の接続をどのように行うかを指
定します。設定の種類には、サブシート同士が
水平に接続する方法と、サブシートのポートか
ら対応するシートエントリへ作成される垂直の
接続の 2 種類があります。

Current Sheet Only

現在の回路図だけをコンパイルします。

論理最小化法
最小化法はコンパイラーにより使
用されるロジックを小さくするア
ルゴリズムです。4 つの最小化法を
使用できます。
• Quick
• Quine-McCluskey
• Presto
• Espresso
Quine-McClusky 法や Presto 法は IFL
デバイスでは、複数の出力の最小
化を実行します。これにより、こ
の種のデバイスではプロダクトタ
ームのシェアリングを最大にする
ことができます。
最小化法を None に設定すると、コ
ンパイル中の回路の最小化は実行
されません。これは PROMs を使用
する場合、その中のプロダクトタ
ームが削除されるのを防ぐのに便
利です。

Reduction
Efficiency

Quick

Quine-Mc

Presto

Expresso

Quick

Quine-Mc

Presto

Expresso

Quick

Quine-Mc

Presto

Expresso

Memory
Usage

Execution
Time

Logic Minimization Levels

図は、4 種類の最小化のメモリー消費率、速度、効率の比較を示しています。
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ブーリアン論理
以下は展開された式から不要なプ
ロダクトタームを削除するための
ブーリアン論理規則を示します。
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結果

!0

1

!1

0

A&0

0

A&1

A

A&A

A

A & !A

0

A#0

A

A#1

1

A#A

A

A # !A

1

A & (A # B)

A

A # (A & B)

A
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出力フォーマット
PLD は、以下の 4 種類の出力ファイルを生成することができます。
• ダウンロードフォーマット、プログラマへダウンロードするフォーマットで
す。
• 出力フォーマット、サードパーティのフィッタやエラーリスティングのイン
タフェース用のフォーマットです。
• ドキュメンテーションフォーマット、ヒューズプロットや式が含まれます。
• シミュレーションフォーマット、仮想デバイスのプログラムです。シミュレ
ーターによ
りテスト仕
様ソースフ
ァイル(ファ
イル名.SI)か
らテストベ
クタがこの
仮想デバイ
スへ適用さ
れシミュレ
ーターリス
ティングフ
ァイル(ファ
イ ル 名 .SO)
に結果が記
録されます。
コンパイラー出力フォーマットを設定するには、Configure PLD ダイアログボック
スの Output Formats タブのチェックボックスを選択して下さい。
出力フォーマットについての詳細
出力フォーマット
JEDEC, POF, PRG

説明
JEDEC 互換の ASCII ダウンロードファイル(ファイル
名.JED)を作成します。ファイル名は、コンパイラー
への論理記述入力ファイルと異なる名前でも問題あり
ません。論理記述ファイルのヘッダー情報セクション
の NAME ステートメントで、ダウンロードファイル
の名前を決定します。
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412

HL

HL ダウンロードファイル(ファイル名.HL)を作成しま
す。このフォーマットは、Signetics IFL デバイスで使
用されます。ファイル名は、コンパイラーへの論理記
述入力ファイルと異なる名前でも問題ありません。論
理記述ファイルのヘッダー情報セクションの NAME
ステートメントで、ダウンロードファイルの名前を決
定します。

ASCII Hex

ASCII-Hex のダウンロードファイル(ファイル名.HEX)
を作成します。このフォーマットは、PROMs で使用
されます。ファイル名は、コンパイラーへの論理記述
入力ファイルと異なる名前でも問題ありません。論理
記述ファイルのヘッダー情報セクションの NAME ス
テートメントで、ダウンロードファイルの名前を決定
します。

PALASM PDS

PAL ハンドブック(第 3 版)の Monolithic Memories によ
る標準設定で、PALASM フォーマットファイル(ファ
イル名.PDS)を作成します。

Expanded Macro MX

ソースファイルで使用されるマクロがすべて記述され
ている拡張マクロ定義ファイル(ファイル名.MX)を作
成します。REPEAT コマンドを使用する拡張表現も含
まれます。

Berkeley PLA

PLEASURE やその他の Berkely PLA フォーマットを使
用する PLA レイアウトツールなどの Berkely PLA ツー
ルにより使用される Berkely PLA ファイル(ファイル
名.PLA)を作成します。

Error list LST

エラーリスティングファイル(ファイル名.LST)を作成
します。元のソースファイルの各行には番号が付けら
れます。エラーメッセージはファイルの最後に一覧表
示され、参照のために行番号が使用されます。

XNF Xilinx

XILINX の PDS2XNF などのゲートアレイフィッタ用
の入力ファイルを作成します。

PDIF PDF

PDIFIN プ ロ グ ラ ム に よ り 、 PC-CAPS(P-CAD
Schematic Capture)プログラムのシンボルに変換される
PDIF(P-CAD Database Interchange Format)ファイル(ファ
イル名.PDF)を作成します。作成されたシンボルには、
PLD のパッケージング情報が含まれます。

EDIF

EDIF フォーマットファイルを作成します。
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Equations in DOC File Sum-of-products フォーマットの論理タームの拡張リス
トやソースファイルで使用されるすべての変数のシン
ボルテーブルを含むドキュメンテーションファイル
(ファイル名.REP)を作成します。プロダクトタームの
総数や各出力で使用できる値が含まれます。
Fuse Plot in DOC File ドキュメンテーションファイルの中のヒューズプロッ
トを作成します。PAL デバイスでは、各出力ピンは一
覧表示され、関連付けられたプロダクトターム列が
JEDEC ヒューズ番号を先頭にして表示されます。現在
あるヒューズはｘで表わされます。切れたヒューズは、
-で表わされます。IFL デバイスでは、HL ダウンロー
ドフォーマットが使用され、H、L、0、- で表わされ
る入力タームで JEDEC ヒューズ番号が表わされます。
Absolute ABS

PLD シミュレーターで使用するアブソリュートファイ
ル(ファイル名.ABS)を作成します。

View PLD File

回路図からコンパイルを行った場合、中間 PLD ファ
イルを表示します。
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PLD のシミュレーション
この章では、どのようにシミュレーション用ソースファイルを作成し、プログラ
マブルロジックデバイスのシミュレーションを実行するかを説明します。テスト
ベクタにより、出力を入力の関数として定義し PLD の関数の動作を指定します。
テストベクタは、プログラム前のデバイスロジックのシミュレーションと論理が
プログラムされた後のデバイスのテスト関数とに使用されます。PLD シミュレー
ターは、JEDEC 互換のテストベクタを生成します。このテストベクタは、コンパ
イル中に作成される.JED ファイルに付加されます。

シミュレーターへの入力
シミュレーションソースファイル(ファイル名.SI)は、シミュレーターへの入力ファ
イルです。このファイルには、回路でのデバイスに機能的に必要な情報が記述さ
れています。
ソースファイルに記述されている入力ピンのノードや出力ピンのテストは、PLD
ソースファイルで計算される実際の値と比較されます。計算された値は、アブソ
リュート ABS フォーマットが指定される場合、コンパイル中に作成されるアブソ
リュートファイル(ファイル名.ABS)に保存されます。アブソリュートファイルは、
シミュレーションを実行する前にコンパイル中に作成する必要があります。

シミュレーターからの出力
シミュレーターの出力は、
• シミュレーションリスティングファイル
• JEDEC フォーマットのダウンロード可能なヒューズリンクファイルに添付さ
れるベクタ
シミュレーションリスティングファイル(ファイル名.SO)には、シミュレーション
の結果が保存されます。ファイル名は、シミュレーション入力ファイル(ファイル
名.SI)と同じ名前です。
ヘッダー情報は、適当に印が付けられたヘッダーエラーと一緒にリスティングフ
ァイルに記述されます。失敗した出力テストには、実際の出力(シミュレーターが
決めた)値と一緒にフラグが付けられます。エラーの各変数は予測された(ユーザが
与えた)値と一緒に表示されます。無効または予測されないテスト値は適当なエラ
ーメッセージと一緒に表示されます。

414

PLD のシミュレーション

シミュレーションリスティングファイルは ASCII です。したがって、テキストエ
ディタでオープンすることができます。Protel の Waveform エディタで.SO ファイ
ルを開くと、シミュレーション結果を一連の波形として表示できます。
シミュレーターは、コンパイル中に作成された既存の JEDEC ヒューズリンクファ
イル(ファイル名.JED)にテストベクタを追加します。Configure PLD ダイアログボ
ックスの Format タブの JEDEC オプションをイネーブルにして、このファイルを作
成して下さい。

シミュレーション入力ファイルの作成
シミュレーション入力ファイル(ファイル名.SI)は ASCII ファイルです。テキストエ
ディタを使用して作成して下さい。ファイル名は、対応する CUPL 論理記述ソー
スファイルと同じ名前です。ただし、ファイルの拡張子は違います。以下の情報
をテスト仕様ファイルに記述して下さい。
•

ヘッダー情報

•

コメント

•

変数オーダー

•

基数セット

•

テストベクタ

•

シミュレーターディレクティブ

♦ シミュレーション入力の
作成については PLD 設計の
サンプルのセクションを参照
して下さい。

ヘッダー情報
SI ファイルのヘッダー情報は、対応する CUPL 論理記述ファイル(.PLD)の情報と一
致している必要があります。ヘッダー情報が一致していない場合、ワーニングメ
ッセージが表示され、PLD ファイルの論理式の状態が、シミュレーション入力フ
ァイルヘッダーと一致していないことが知らされます。
以下にヘッダー情報に使用されるキーワードの一覧を示します。
PARTNO
NAME
REVISION
DATE
DESIGNER
COMPANY
ASSEMBLY
LOCATION
DEVICE
FORMAT
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テスト使用ファイルを作成する場合、対応する CUPL ソースファイルの内容をコ
ピーして作成すると間違いの無いヘッダー情報を記述できます。

デバイスの指定
シミュレーターは、デバイスライブラリーファイル(ライブラリー名.DL)でデバイ
ス情報にアクセスします。ライブラリーには、各デバイスの内部アーキテクチャ
ーやピンの数、使用できるレジスタのタイプ、(レジスタードとノンレジスタード
ピンなどの)論理特性、フィードバック機能、レジスタのパワーオン状態、レジス
タ制御機能などの物理特性が記述されています。
デバイスニーモニックを参照して、ターゲットデバイスを決定してください。各
ニーモニックは、デバイスファミリプリフィックスと業界標準部品番号プリフィ
ックスで構成されます。以下にデバイスニーモニックプリフィックスを示します。
プリフィックス

デバイスファミリー

EP
G
F
F
F
F
P
P
P
PLD
RA

イレーサブルプログラマブルロジックデバイス(EPLD)
ジェネリックアレイロジック(GAL)
フィールドプログラマブルロジックアレイ(FPLA)
フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)
フィールドプログラマブルロジックシーケンサ(FPLS)
フィールドプログラマブルシーケンスジェネレータ(FPSG)
プログラマブルロジックアレイ(PAL)
プログラマブルロジックデバイス(PLD)
プログラマブルエレクトリカリーイレーサブルロジック(PEEL)
スードロジカルデバイス
バイポーラプログラマブルリードオンリーメモリ(PROM)

PAL10L8 のデバイスニーモニックは、P10L8 です。また、82S100 のデバイスニー
モニックは、F100 です。バイポーラ PROM では、サフィックスがアレイサイズを
表します。1024X8 のバイポーラ PROM のデバイスニーモニックは、10 本のアドレ
ス入力ピンと 8 本のデータ出力ピンがあるので RA10P8 になります。
ターゲットデバイスは、SI ファイル上で直接記載するか、Configure PLD ダイアロ
グボックスの Options タブで指定することができます。

416

PLD のシミュレーション

コメント
テスト仕様ファイルの任意の位置にコメントを置くことができます。コメントを
仕様して仕様ファイルの内容やテストベクタの関数の説明を記述することができ
ます。コメントは、スラッシュ−アスタリスク(/*)で始まり、アスタリスク−スラ
ッシュ(*/)で終わります。複数行に渡りコメントを設定することができます。コメ
ントをネストすることはできません。
注意: コメントに日本語(2 バイト文字)は記載できません。

ステートメント
シミュレーターには、キーワード ORDER,BASE,VECTORS があり、これらを使用
してシミュレーター出力や出力の表示の仕方をソースファイルに記述します。以
下のセクションで、CUPL キーワードによりステートメントをどのように記述する
かを説明します。
ORDER ステートメント
ORDER キーワードを使用して、シミュレーションテーブルで使用される変数の一
覧を表示して下さい。また、それらがどのように表示されるかを定義して下さい。
通常、変数名は、CUPL 論理記述ファイルと同じ名前が使用されます。ORDER の
後ろにコロンを記述し、リストの変数をコンマで区切って下さい。さらに、リス
トの最後にセミコロンを記述して下さい。以下に ORDER 命令の使用例を示します。
ORDER: inputA, inputB, output ;
セミコロンの左で実際に使用された変数だけが表示されます。
変数名の極性は、CUPL 論理記述ファイルで宣言されたものと違います。これによ
り、アクティブハイのシミュレーションベクタを使用してアクティブロー出力の
シミュレーションができます。変数名は、任意の順番で入力できます。シミュレ
ーターは、デバイスの JEDEC ダウンロードフォーマット応じてシミュレーション
結果の極性や変数の適当な順番を自動的に作成します。インデックス付き変数を
ORDER 命令で使用する場合、リスト表記で記述して下さい。しかし、ORDER 命
令はすでにリスト形式になっているので、ORDER の組みを囲むかぎ括弧([])は必要
ありません。以下に 2 つの等価な ORDER 命令の例を示します。最初の命令は、変
数をすべて記述し、2 番目はリスト形式で記述しています。
ORDER: A0, A1, A2, A3, SELECT, !OUT0, !OUT1;
ORDER: A0..3, SELECT, !OUT0..1 ;

417

PLD 設計

リスト表記フォーマットでは、最初のインデックス付き変数(上記例の!OUT0)の極
性により、リスト全体の極性が決まります。CUPL 論理記述ファイルで宣言される
ビットフィールドは、1 つの変数名で参照することができます。また、ビットフィ
ールドは、FIELD 宣言命令を使用して、シミュレーターのテスト仕様ファイルで
宣言することもできます。 FIELD 命令は、ORDER 命令より先に記述する必要があ
ります。
ORDER 命令を使用して、シミュレーターリスティングファイルのシミュレーショ
ン結果ベクタのフォーマットを指定できます。デフォルトでは、変数値はコロン
とコロンの間にスペースがありません。ORDER 命令の例を以下に示します。
ORDER: clock, input, output ;
上記の記述により出力ファイルに以下のように記述されます。
0001: C0H
0002: C1L
%記号と 1 から 80 までの 10 進数を使用してコロンの間にスペースを挿入できます。
例えば、以下の ORDER 命令により
ORDER: clock, %2, input, %2, output ;
出力ファイルに以下のように記述されます。
0001: C 0 H
0002: C 1 L
ORDER 命令は、セミコロン(;)で終了する必要があります。
ORDER 命令の中にダブルクオート(" ")で囲まれた文字列を記述すると、出力ファ
イルにテキストを記述できます。例えば、以下の ORDER 命令により
ORDER: " Clock is ",
clock,
" and input is ", input,
" output goes ", output ;
以下の結果が出力ファイルに記述されます。
0001: Clock is C and input is 0 output goes H
0002: Clock is C and input is 1 output goes L
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多重 ORDER 命令

異なる ORDER 命令を SI ファイルに定義することができます。例えば、TEST.SI フ
ァイルに以下の記述がある場合、
Name

test;

Partno
Date
Revision
Designer
Company
Assembly
Location
Device

XXXXX;
XX/XX/XX;
XX;
XXXXX;
XXXXX;
XXXXX;
XXXXX;
g16v8;

Order: A, %1, B, %1, X, %1, Y;
Vectors:
0 0 H L
0 1 H H
1 0 H H
1 1 L L
0 X H X
X 0 H X
1 X X X
X 1 X X
Order: A, B, X;
Vectors:
0 0 H
0 1 H
1 0 H
1 1 L
0 X H
X 0 H
1 X X
X 1 X
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TEST.SO ファイルは以下のようになります。
CSIM: CUPL Simulation Program
Version 4.2a Serial# ...
Copyright (c) 1996 Protel International
CREATED Wed Dec 04 02:14:12 1991
LISTING FOR SIMULATION FILE: test.si
1: Name
test;
2: Partno
XXXXX;
3: Date
XX/XX/XX;
4: Revision
XX;
5: Designer
XXXXX;
6: Company
XXXXX;
7: Assembly
XXXXX;
8: Location
XXXXX;
9: Device
g16v8;
10:
11: Order: A, %1, B, %1, X, %1, Y;
12:
================
A B X Y
================
0001: 0 0 H L
0002: 0 1 H H
0003: 1 0 H H
0004: 1 1 L L
0005: 0 X H X
0006: X 0 H X
0007: 1 X X X
0008: X 1 X X
25: Order: A, B, X; 26:
============
ABX
============
0010: 00H
0011: 01H
0012: 10H
0013: 11L
0014: 0XH
0015: X0H
0016: 1XX
0017: X1X
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BASE ステートメント
多くの場合、(FIELD 変数を除く)ORDER 命令の各変数には、出力ファイルのテス
トベクタテーブルに記述される 1 つのキャラクタテスト値があります。多重テスト
ベクタ値を引用符で囲まれた番号で表わすことができます。入力値には、シング
ルクオートを使用し、出力値にはダブルクオートを使用して下さい。BASE ステー
トメントを入力し、引用符で囲まれた数値をどのように展開するかを指定して下
さい。BASE ステートメントのフォーマットを以下に示します。
BASE: name;
ここで
name には octal(8 進数)、decimal(10 進数)、hex(16 進数)のどれかを記入します。
BASE のうしろにはコロン(:)を記述してください。BASE ステートメントは、セミ
コロンで終了して下さい。
引用符で囲まれたテスト値のデフォルトの基数は 16 進数です。BASE ステートメ
ントは ORDER 命令より前に記述する必要があります。
基数が 10 進数または 16 進数の場合、引用符で囲まれた値は 4 桁に展開されます。
基数が 8 進数の場合、3 桁に展開されます。例えば、'7'と入力されたテストベクタ
は以下のようになります。
1 1 1

基数が 8 進数

0 1 1 1

基数が 10 進数

0 1 1 1

基数が 16 進数

または

または

16 進数や 8 進数の複数の桁が引用符の間に入力されます。例えば、'563'は以下の
ように展開されます。
1 0 1 1 1 0 0 1 1

基数は 8 進数

0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1

基数は 10 進数

0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1

基数は 16 進数

または

または

引用符で囲まれた値は、他のテスト値で使用することもできます。例えば、基数
が 8 進数に設定されている場合
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"XX"
"LL"
"45"

X X X X X X に展開されます。
L L L L L L に展開されます。
H L L H L H に展開されます。

引用符で囲まれる値に * は使用できません。
FIELD 変数のテスト値は、個別(例えば、001、HHLL)に記述、または引用符で囲ま
れた値(例えば、'1'、"C")で記述することもできます。引用符で囲まれた値が使用
される場合、値は自動的にフィールドの値に展開されます。例えば、以下のアド
レスフィールド
FIELD address = [A0..5] ;
に以下のテスト値が記述されている場合、
/*
A
A
A
A
A
A
5
4
3
2
1
0
--------------------------------*/
1
1
1
0
0
1
上記の値は、引用符で囲まれた 1 つのテスト値、'39'を使用して記述することがで
きます。
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VECTORS ステートメント
VECTORS キーワードを使用して、ベクタテーブルを前もって設定して下さい。以
下のキーワードは、1 つのテストベクタまたは引用符で囲まれたテスト値に付けて
使用されます。以下に使用できるテストベクタの値を一覧表示します。
テスト値

説明

0

入力を LO(0 ボルト)に駆動します。(アクティ
ブハイの入力を否定します。)

1

入力を HI(+5 ボルト)に駆動します。(アクティ
ブハイ入力を宣言します。)

C

クロック入力を LO、HI、LO に駆動します。

K

クロック入力を HI、LO、HI に駆動します。

L

テスト出力 LO(0 ボルト)(アクティブハイ出力
を否定します。)

H

テスト出力 HI(+5 ボルト)(アクティブハイ出力
を宣言します。)

Z

ハイインピーダンスのテスト出力

X

HI または LO 入力、HI または LO 出力。X の値
は常に同じ値ではことに注意して下さい。プ
ログラマーによっては 0、1、または前回の値
を、X に与える場合があります。

N

テストされない出力

P

プリロード内部レジスタ(値は!Q に適用されま
す)

R

ランダム入力の生成

*

出力のみの場合はシミュレーターによりテスト
値が決定され、ベクタ(シングルクオート)に入
力されます。

''

引用符で囲まれた入力値は、指定された
BASE(8 進数、10 進数、16 進数)で展開されま
す。有効な値は、0-F と X です。

""

この引用符で囲まれた出力値は、指定された
BASE(8 進数、10 進数、16 進数)で展開されま
す。有効な値は、0-F、H、L、Z、X です。
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以下にテストベクタ表の例を示します。
VECTORS:
0 0 1 1 1 'F' Z "H"
0 1 1 0 0 '0' Z "L"

/* test outputs HI */
/* test outputs LO */

ランダム入力の生成

R ベクタにより、0 や 1 をどこでも出現させることができます。ランダム値がある
と、ランダム値(0 または 1)は、テストベクタの対応する信号で生成されます。
SI ファイルでの R の使用例
$repeat 10;
C
0 RRR 1RRRRRRR

********

上記の記述により、SO ファイルに以下の結果が出力されます。
0035:
0036:
0037:
0038:
0039:
0040:
0041:
0042:
0043:
0044:

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

000
000
110
111
101
101
010
000
001
001

10001011
11100111
10111101
11000100
10001011
10000110
10000001
10010000
11110100
10011110

HLLLHLHH
HHHLLHHH
HHHHLHHL
HLLLHLLH
LHLHHHLL
LLHHLHLL
LHHLLLLL
HLLHLLLL
LHHHHLHL
LHLLHHHH

Don’t Care

他のシミュレーターと違い、Protel の PLD シミュレーターは DONT-CARE(X の状
態)を扱うことができます。状態 X により、以下の真理値表に示されるルールに応
じて、どの入力が出力に影響を与えているかを特定することができます。
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AND &

NOT : ones complement !
A

!A

A

B

A&B

0
1
X

1
0
X

0
0
0
1
1
1
X

0
1
X
0
1
X
X

L
L
L
L
H
X
X

A

B

A#B

A

B

A$B

0
0
0
1
1
1
X

0
1
X
0
1
X
X

L
H
X
H
H
H
X

0
0
0
1
1
1
X

0
1
X
0
1
X
X

L
H
X
H
L
X
X

OR #

XOR : exclusive OR $

ベクタ真理値表

プリロード
デバイスが TTL レベルのプリロードピンを持っていない場合、レジスタードデバ
イスのクロックピンテスト値 P を使用して、ステートマシンの内部レジスタやカ
ウンタをの設計をプリロードしたりできます。デバイスプログラマは、管理電圧
を使用して実際にレジスタをロードします。デバイスの入力ピンは無視されます。
したがって、X で定義されます。レジスタード変数に現れる値は、レジスタの!Q
出力にロードされます。以下に、レジスタ Q 出力とデバイスピンとの間に反転バ
ッファを持つデバイスのアクティブロー出力変数のプリロードシーケンスの例を
示します。
ORDER: clock, input1, input2 , !output ;
VECTORS:
P X X 1
/* Reset flip-flop */
/* !Q goes to 1
*/
/* Q goes to 0
*/
0 X X H
/* Output is HI due to inverting buffer */
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シミュレーターでは、プリロード機能を持っていないデバイスでもプリロードテ
ストベクタを作成したりシミュレーションを実行したりできます。しかし、PLD
がすべて管理電圧を使用してプリロードを利用できるわけではありません。デバ
イスの中には、プリロードピンをこの目的のために提供しているものがあります。
製造元が違うと特性も違うので、シミュレーターでは、シミュレーション中のデ
バイスが実際にプリロードできるかどうかは確認できません。プリロード機能を
使用する前に、テストされるデバイスが物理的にプリロードできるかどうかを確
認する必要があります。
クロック
ほとんどの同期デバイス(出力ピンに接続された共通のクロックを持つレジスタの
あるデバイス)では、アクティブハイ(立ち上がりエッヂでトリガーされる)クロッ
クが使用されます。これらのデバイスに対してシミュレーターの動作を適切に行
うために、クロックピンには C テスト値(1 または 0 ではなく)を常に使用して下さ
い。アクティブロー(立ち下がりエッジでトリガーされる)クロックを使用する同期
デバイスでは、K テスト値をクロックピンに使用して下さい。
非同期ベクタ
非同期フィードバックのある回路のテストベクタを記述する場合、一度に 2 つのテ
ストベクタを変更することにより、例外的な結果を生成するスパイク状態を作成
することができます。下図では、3 つの入力[A,B,C]とフィードバックになる 1 つの
出力 Y を持つ回路のダイアグラムを示します。
A
B
C

Y

フィードバックを持つ回路

Y での出力の式を以下に示します。
Y = A & B & C # C & Y
以下のベクタテーブルに、指定された入力値に基づく、予測される出力を示しま
す。
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0001
0002
0003

A
0
0
1

B
0
1
0

C
0
1
1

Y
L
L
L

フィードバックのある回路のベクタテーブル

各ベクタで入力の 1 つが 0 であるので、A,B,C で定義される AND ゲートによりロ
ー出力が生成されます。Y 出力からフィードバックされるロー出力は、他の AND
ゲートをローに保ちます。したがって、(2 つの AND ゲートの出力により駆動され
る)OR ゲートと Y の出力は指定されたテストベクタに対してローのままです。
しかし、プログラマーがテストベクタを操作すると、最初のピンから順に値が入
力されます。ベクタ間で 2 つのテスト値が変わるので、プログラマーにより(図で
"a"のラベルが付けられた)中間結果が作成されます。
0001
0001a
0002
0002a
0003

A
0
0
0
1
1

B
0
1
1
1
0

C
0
0
1
1
1

Y
L
L
L
H
H

フィードバックのある回路のベクタテーブル

中間結果[0002a]は、出力 Y にハイを生成します。このハイ信号がフィードバック
され、ベクタ[0003]の入力 C に指定される"1"の値に結び付けられ AND ゲートのハ
イ出力を生成します。そして、OR ゲートや Y 出力もハイになります。このハイ出
力は 3 番目のテストベクタで指定される予想されたロー出力と矛盾します。したが
って、結果はスパイク状態になります。
テストベクタ間では 1 つの値だけを変更することに注意すれば、上記のようなスパ
イク状態を避けることができます。また、ソース仕様ファイルで、シミュレータ
ーに中間結果を出力ファイルに出力するように指示する TARCE 値 1,2,3(デフォル
トでは 0)を指定することができます。(以下のシミュレーターディレクティブの
"TRACE"を参照して下さい。)
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I/O ピンシミュレーション
入出力機能やコントロールできる出力イネーブル(OE)をもつ設計のテストベクタ
を記述する場合、I/O ピンに配置されるテストベクタは、出力イネーブルの値に依
存し ます 。出 力 イ ネー ブル がア クテ ィブ の 場 合、 I/O ピ ンに は出 力 テ スト 値
(L,H,*,...)が必要になります。出力イネーブルがアクティブでなくなると、I/O ピン
はハイインピーダンス状態になります。この時、入力テスト値(0,1,...)を I/O ピンに
配置してピンを入力ピンとして使用することができます。出力イネーブルが再び
アクティブになると、ピンのテスト値により、マクロセルの出力が影響を受けま
す。
A

Array

B
Macro
Cell

Y

I/O ピンシミュレーション

以下の式は、ブーリアン式を記述したものです。
Y = B;
Y.OE = A;
A が真の場合、マクロセル(B)の出力がピン(Y)に現れます。A が偽の場合、出力イ
ネーブルはアクティブでなくなりピン(Y)はハイインピーダンス状態になります。
出力イネーブルがアクティブでなくなると、入力値をピンに配置することができ
ます。シミュレーションファイルがどのようになるかをここで示します。
Order: A, %1, B, %3, Y;
Vectors:
1 0 L
1 1 H
0 0 Z
0 0 1
*/
1 0 L
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/* OE is ON */
/* OE is OFF */
/* a valid input value can be placed on pin Y
/* OE is ON again */
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変数宣言 (VAR)
構文:

VAR <var_name> = <var_list>;

<var_name> - 20 文字までの文字列を指定できます。文字、数値、アンダースコア
を使用できます。数字で終わってはいけません。
<var_list> - (1 つまたは、グループやフィールドの)order 命令からのシンボルリスト
です。前に宣言された変数でコンマで区切られます。
<var_list> = [!]<field> | [!]<group> | [!]<var>
[..[!]<var> | ,<var_list>]
動作:
<var_list>の変数をグループ化します。FIELD 変数と似ています。ただし、この命
令は ORDER 命令より前に記述することができません。ORDER 命令と VECTORS
命令の間で使用して下さい。
例:
VAR Z = Q7..4;

シミュレーターディレクティブ
シミュレーターには、VECTOR 命令の後のファイルの任意の行に記述できる 6 個
のディレクティブがあります。ディレクティブ名はすべてダラーマークで始まり
ます。各ディレクティブステートメントはセミコロンで終了して下さい。
$MSG
$REPEAT
$TRACE

$SIMOFF
$SIMON
$EXIT

$MSG
$MSG ディレクティブを使用して、ドキュメントやフォーマット情報をシミュレー
ターファイルに記述して下さい。例えば、変数名が一覧表示されるシミュレータ
ー関数テーブルのヘッダーが作成できます。フォーマットを以下に示します。
$MSG " 任意の文字列 " ;
出力テーブルでは、文字列には引用符(ダブルクオート)はありません。
ブランク行を出力ファイルに挿入できます。例えば、以下のフォーマットにより
ベクタの間に挿入できます。
$MSG "" ;
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$REPEAT
$REPEAT ディレクティブにより、ベクタを指定された回数だけ繰返すことができ
ます。フォーマットを以下に示します。
$REPEAT n ;
where
n は 1 から 9999 までの 10 進数値です。
$REPEAT ディレクティブに続くベクタが、指定された回数だけ繰返されます。
$REPEAT ディレクティブは、カウンタやステートトランジションに便利です。ア
スタリスク(*)を使用して、シミュレーションにより与えられる出力テスト値を示
します。以下の例は、CUPL ソースファイルから 2 ビットのカウンタを示し、その
カウンタをテストするために$REPEAT ディレクティブを使用する VECTORS 命令
を命令を示します。
コンパイラーから:
Q0.d = !Q0 ;
Q1.d = !Q1 & Q0 # Q1 & !Q0 ;
シミュレーターで:
ORDER: clock, input, Q1, Q0 ;
VECTORS:
0 0 X X
/* power-on condition
*/
P X 1 1
/* reset the flip-flops */
0 0 H H
$REPEAT 4 ; /* clock 4 times
*/
C 0 * *
上記のファイルにより以下のテストベクタが作成されます。
0
P
0
C
C
C
C

0
X
0
0
0
0
0

X
1
H
L
L
H
H

X
1
H
L
H
L
H

シミュレーターによりベクタ値の 4 つのセットが与えられます。
$TRACE
$TRACE ディレクティブを使用して、シミュレーターが記述するベクタの情報を設
定できます。以下にフォーマットを示します。
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$TRACE n ;
n は 0 から 4 までの 10 進数値です。
(デフォルト) 追加情報はありません。テストベクタの結果だけが記述さ
れます。ノンレジスタのフィードバックが使用されている場合、フィードバック
の出力値はベクタの最初の評価が終わるまで不定です。新しいフィードバック値
が出力値を変更する場合、ベクタは再び評価されます。ベクタが安定するまでは、
出力はすべて同じである必要があります。

Trace level 0

Trace level 1 安定するのに複数の評価パスを必要とすつ任意のベクタ中間結果を出
力します。20 以上の評価パスが必要なベクタは、不安定と見なされます。

レジスタを使用する設計のシミュレーションの 3 フェーズ分を記述し
ます。最初のフェーズは"Before the Clock"で、ノンレジスタードフィードバックを
使用する中間ベクタが評価されます。2 番目のフェーズは、"At the Clock"で、レジ
スタの値がクロックの後すぐに与えられます。3 番目のフェーズは、"After the
Clock"で、フィードバックに使用される出力がトレースレベル 1 で評価されます。

Trace level 2

シミュレーターでできる最高レベルの情報が出力されます。"Before the
Clock"、"At Clock"、"After Clock"の各シミュレーションフェーズが出力され、各変
数のそれぞれのプロダクトタームが一覧表示されます。AND ゲートの出力値は
AND アレイへの入力値と一緒に一覧表示されます。

Trace level 3

これにより、出力バッファの前の論理値を観察することができます。
$TRACE 4 を使用して、シミュレーターに出力ピンが真であることをレポートさせ
たり、入力や埋めこみノードに"?"を割り付けたりします。組み合わせ出力では、
トレースレベル 4 により、OR タームの結果を出力できます。レジスタード出力で
は、トレースレベル 4 により、レジスタの Q 出力を出力できます。以下の例では、
p22v10 を使用しています。
Trace level 4

pin 1 = CLK;
pin 2 = IN2;
pin 3 = IN3;
....
pin 14 = OUT14;
pin 15 = OUT15;
....
OUT14.D = IN2;
OUT14.AR = IN3;
OUT14.OE = IN4;
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シミュレーション結果
order CLK, IN2, IN3, IN4, OUT14, OUT15;
****** before output buffer ******
???? ..LL...0001:
0011 ..HH........
******before output buffer******
????
HH...0004
C100 ...ZZ.....

$EXIT
$EXIT ディレクティブを使用して、任意の場所でシミュレーションを中断すること
ができます。$EXIT ディレクティブ以降のテストベクタは無視されます。このディ
レクティブは、あるベクタの間違ったトランジションにより起こる、それより後
ろのベクタの誤動作をデバッグする時に有効です。
エラーのあるベクタの後に$EXIT コマンドを置くと問題がはっきりします。
$SIMOFF
$SIMOFF シミュレーターディレクティブを使用すると、テストベクタの評価が停
止されます。$SIMOFF ディレクティブ以降のテストベクタは、テスト値が正しい
かあるいは無効であるかだけが評価されます。このディレクティブは、シミュレ
ーターがレジスタード出力を正しく評価できない非同期クロックの設計をテスト
する時に有効です。
$SIMON
$SIMON ディレクティブを使用して、$SIMOFF ディレクティブの影響をキャンセ
ルします。$SIMON ディレクティブ以降のテストベクタは、通常どおり評価されま
す。

アドバンストシンタクス
以下のコマンドはすべて、SI ファイルの VECTORS キーワード以降のテストベク
タセクションで記述して下さい。
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割り付け命令($SET)
割り付け命令
構文:

$SET <variable> = <constant>;

<variable> = <single_sym> | <field> |
<defined_variable>
<constant> = <quoted_val> | <tv_string>
<quoted_val> = シングルクオートで囲まれた数値は、入力を表わし、ダブルクオー
トで囲まれた数値は出力示します。それらは基数に応じて展開されます。DONTCARE 値を指定することはできません。
<tv_string> = テストベクタ値の文字列です。値の数値は、それらが割り付けられる
変数のビット番号に対応します。
動作:
定数をシンボルやフィールド、変数に割り付けます。テストベクタセクションの
任意の位置に記述できます。
例:
$set input = '3F'; /* single quotes for inputs
$set output = "80"; /* double quotes for outputs
$set Z = HHHH;
/* test vector values for a
/* 4-bit output variable

*/
*/
*/
*/

算術及び論理演算子($COMP)
算術及び論理演算子
構文: $COMP <variable> = <expression>;
<variable> = <single_sym> | <field> | <defined_variable>
<expression> = 任意の論理式または算術式で、オペランドには変数や定数を使用で
きます。
以下の定数は、10 進数値(引用符無し)で、丸括弧を使用できます。
演算子
機能
優先順位
!
NOT
1
&
AND
2
#
OR
3
$
XOR
4
論理演算子
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演算子
*
/
+
-

機能
乗算
割り算
加算
減算

優先順位
1
1
2
2

算術演算子

論理演算子や算術演算子は、式の中で自由に組み合わせて使用できます。通常、
論理演算子のほうが、優先順位がたかくなっています。しかし、この規則は、丸
括弧を使用すればオーバーライドできます。
動作:
式や計算結果の変数への割り付けを評価します。オペランド(ユーザ値)の現在の値
が式の評価に使用されます。変数のユーザ値の使用の時に影響します。ベクタセ
クションの任意の位置に記述できます。
例:
$COMP A = (!B + C) * A + 1;
$COMP X = (Z / 2) # MASK;
テストベクタの生成($OUT)
テストベクタの生成
Syntax: $OUT
動作:
シンボルの現在の値のシミュレーションを開始しテストベクタを作成します。以
前に割り付けられた値がベクタの評価で評価されるようにできるため、$SET コマ
ンドや$COMP コマンドの後に使用すると有効です。
例:
以下に SI ファイルのコマンドの組みを以下に示します。
ORDER: _CLOCK, %3, _OE, %3, shift, %1, input, %2, output;
VECTORS:
0 0 'X' XXXXXXXX LLLLLLLL /* power-on reset state */
$set _CLOCK = C;
$set shift = '0';
$set input = '80';
$set output = "80";
$out;
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これにより、SO ファイルに以下の結果が出力されます。
0001: 0

0

XXX XXXXXXXX

LLLLLLLL

0002: C

0

000 10000000

HLLLLLLL

条件シミュレーション($IF)
条件シミュレーション
構文:

$IF <condition> :
<block_1>
[ $ELSE :
<block_2> ]
$ENDIF;

<condition> = <var_list> <logic_operators> <constant>
logic
=
#
>
<
>=
<=

operators :
equal
not equal
greater than
l ess than
greater than or equal to
less than or equal to

<constant> = <quoted_val> | <tv_string>
<block_1>,<block_2> = テストベクタを含む任意の命令シーケンス
$ELSE は省略可能です。
動作:
変数の現在のシミュレーション値を使用して条件が評価されます。結果が真の場
合、<block_1>が実行されます。その他の場合、$ELSE があれば、<block_2>が実行
されます。$ENDIF は、IF ステートメントの終わりを示します。
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繰り返し命令
FOR 命令
構文:

$FOR <count> = <n1>..<n2> :
<block>
$ENDF;

<count> = FOR ループのカウンタです。<n1> と <n2> との間で変化します。
<n1>,<n2> = <count>値の限界を示します。正の 10 進数値を設定して下さい。
<block> = テストベクタを含む任意の命令シーケンスです。
動作:
Step 1. <count>が最初の値<n1>に初期化されます。
Step 2. <block>が実行されます。
Step 3. <count>=<n2>の場合、停止します。
その他の場合、<count>が 1 ずつインクリメント(<n1>が<n2>より小さい場合)され
ます。また、(<n1>が<n2>より大きい場合、1 ずつデクリメントされます。それか
ら、ステップ 2.と 3.が繰返されます。
WHILE 命令
構文:

$WHILE <condition> :
<block>
$ENDW;

<condition> = IF 条件と同じです。
<block> = 命令の任意のシーケンスです。
動作:
Step 1: 条件が比較され、フォールスの場合停止します。
その他の場合、ステップ 2 へ進みます。
♦ IF 命令や繰り返し命令は
Step 2: <block>を実行します。
ネストすることができます。
Step 3: ステップ 1 を繰返します。
ただし、 最多の ネ スト 数 は
10 までです。
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DO..UNTIL 命令
構文:

$DO:
<block>
$UNTIL <condition> ;

<condition> = IF 条件と同じです。
<block> = 命令の任意のシーケンスです。
動作:
Step 1: <block>を実行します。
Step 2: 条件を比較し、真の場合停止します。
その他の場合、ステップ 1 を続けます。
MACRO ステートメントと CALL ステートメント
マクロ定義

構文:

$MACRO name(<arg_list>);
<macro_body>
$MEND;

name = マクロ名です。
<arg_list> = コンマで区切られた引き数名です。
<macro_body> = 任意のステートメントのシーケンスです。ただし、(マクロセルの
除く)$MACRO コマンドは使用できません。
マクロ本体で変数名や定数を使用する所に、引き数を使用することができます。
演算子や特別な文字、予約語を置き換えることはできません。
マクロコール

構文:

$CALL name(<act_arg_list>);

name = 定義されているマクロの名前です。
<act_arg_list> = 引き数のリストです。
CALL ステートメントがマクロ本体に記述される場合、引き数には、変数名や定数、
マクロ定義を指定できます。
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動作:
引き数に指定された変数を置き換えてマクロの本体を実行します。
マクロコールを確実に実行するために、マクロ本体のシンタクスに引き数が合っ
ている事を確認して下さい。すなわち、置き換えられる引き数がシンタクスエラ
ーの原因にならないように注意して下さい。
例:
$MACRO m1(a,b,c);
$set shift = a;
$set shift = b;
$set output = c;
$MEND;

/* Macro definition */

$CALL m1('0','80',********);

/* Macro call */

以下のステートメントが実行されます。
$set shift = '0';
$set shift = '80';
$set output = ********;
以下にこれらのステートメントがどのように動作するかを示し、多くのテストベ
クタを入力しないでも設計のシミュレーションを実行できることを示します。
これら 2 つの SI ファイルは同じ出力を生成します。
1.古い方法
Name

Barrel22;

Partno
Date
Revision
Designer
Company
Assembly
Location
Device

CA0006;
05/11/89;
02;
Kahl;
Protel International;
None;
None;
g20v8a;

ORDER: _CLOCK, %3,
VECTORS:
0
0 'X' XXXXXXXX
C
0 '0' 10000000
C
0 '1' 10000000
C
0 '2' 10000000
C
0 '3' 10000000
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_OE, %3, shift, %1, input, %2, output;
HHHHHHHH
HLLLLLLL
LHLLLLLL
LLHLLLLL
LLLHLLLL

/*
/*
/*
/*
/*

power-on reset state */
shift 0 */
shift 1 */
shift 2 */
shift 3 */
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

'4'
'5'
'6'
'7'
'0'
'1'
'2'
'3'
'4'
'5'
'6'
'7'

10000000
10000000
10000000
10000000
01111111
01111111
01111111
01111111
01111111
01111111
01111111
01111111

LLLLHLLL
LLLLLHLL
LLLLLLHL
LLLLLLLH
LHHHHHHH
HLHHHHHH
HHLHHHHH
HHHLHHHH
HHHHLHHH
HHHHHLHH
HHHHHHLH
HHHHHHHL

/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*

shift
shift
shift
shift
shift
shift
shift
shift
shift
shift
shift
shift

4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7

*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/

2. 新しい方法
ORDER:

_CLOCK, %3, _OE, %3, shift, %1, input, %2, output;

VECTORS:
0 0 'X' XXXXXXXX LLLLLLLL /* power-on reset state */
$set _CLOCK = C;
$set shift = '0';
$set input = '80';
$set output = "80";
$for i = 1..16 :
$out;
$if shift = '7':
$set shift = '0';
$set input = '7f';
$set output = "7f";
$else:
$comp shift = shift + 1;
$comp output = output / 2;
$if input = '7f':
$comp output = output # 128;
$endif;
$endif;
$endf;
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マクロを使用すると
ORDER:

_CLOCK, %3, _OE, %3, shift, %1, input, %2, output;

VECTORS:
$macro m1(x,y,z);
$set shift = x;
$set input = y;
$set output = z;
$mend;
$macro m2(a,b,c,d);
$call m1(a,b,c);
$for i = 1..8 :
$out; $comp shift = shift + 1;
$comp output = output / 2 + d;
$endf;
$mend;
0 0 'X' XXXXXXXX LLLLLLLL /* power-on reset state */
$set _CLOCK = C;
$call m2('0','80',"80", 0);
$call m2('0','7f',"7f", 128);

3. 出力
CSIM: CUPL Simulation Program Version
4.2a Serial# ...
Copyright (c) 1996 Protel International
CREATED Wed Dec 04 03:00:11 1991
LISTING FOR SIMULATION FILE: barrel22.si
1: Name
Barrel22;
2: Partno
CA0006;
3: Date
05/11/89;
4: Revision
02;
5: Designer
Kahl;
6: Company
Protel International;
7: Assembly
None;
8: Location
None;
9: Device
g20v8a;
10:
11: FIELD input = [D7,D6,D5,D4,D3,D2,D1,D0];
12: FIELD output = [Q7,Q6,Q5,Q4,Q3,Q2,Q1,Q0];
13: FIELD shift = [S2,S1,S0];
14:
15: ORDER: _CLOCK, %3, _OE, %3, shift, %1, input, %2, output;
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16:
17: var X = Q7;
18: var Y = Q7..4;
19:
=======================================
_
C
L
O
_
C
O
shi
K
E
ft input
output
=======================================
0001: 0
0
XXX XXXXXXXX LLLLLLLL
0002: C
0
000 10000000 HLLLLLLL
0003: C
0
001 10000000 LHLLLLLL
0004: C
0
010 10000000 LLHLLLLL
0005: C
0
011 10000000 LLLHLLLL
0006: C
0
100 10000000 LLLLHLLL
0007: C
0
101 10000000 LLLLLHLL
0008: C
0
110 10000000 LLLLLLHL
0009: C
0
111 10000000 LLLLLLLH
0010: C
0
000 01111111 LHHHHHHH
0011: C
0
001 01111111 HLHHHHHH
0012: C
0
010 01111111 HHLHHHHH
0013: C
0
011 01111111 HHHLHHHH
0014: C
0
100 01111111 HHHHLHHH
0015: C
0
101 01111111 HHHHHLHH
0016: C
0
110 01111111 HHHHHHLH
0017: C
0
111 01111111 HHHHHHHL

新しいシンタクスを使用してシミュレーション入力ファイルを作成する場合、ユ
ーザが注意しなければならないことが 1 つあります。
中間に$OUT ステートメントのない条件ステートメント(IF、WHILE、UNTIL)のす
ぐ前にひとつ以上の$SET コマンドや$COMP コマンドが記述される場合、これら
のコマンドで設定される値(ユーザ値)は条件の値に影響しません。変数の最後のシ
ミュレーション結果を使用して条件は評価されます。
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例えば、以下のシミュレーション結果を生成したい場合、
ORDER: _CLOCK,clr,dir,!_OE,%2,count,%1,carry;
var mode =
VECTORS:
C 100 LLLL
C 000 LLLH
C 000 LLHL
C 000 LLHH
C 000 LHLL
C 000 LHLH
C 000 LHHL
C 000 LHHH
C 000 HLLL
C 000 HLLH

clr,dir;
L
L
L
L
L
L
L
L
L
H

/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*

synchronous
count up to
count up to
count up to
count up to
count up to
count up to
count up to
count up to
count up to

clear
state
state
state
state
state
state
state
state
state

to state 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 - carry

*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/

以下のシーケンスでは、不正な出力が生成されます。
ORDER: _CLOCK,clr,dir,!_OE,%2,count,%1,carry;
var mode = clr,dir;
VECTORS:
C 100 LLLL L $set mode = '0';
$for i=1..9 :
$comp count = count + 1;
$if count="9":
$set carry = H;
$endif;
$out;
$endf;

出力
0001: C 100

LLLL L

0002:
0003:
0004:
0005:
0006:
0007:
0008:
0009:
0010:

LLLH
LLHL
LLHH
LHLL
LHLH
LHHL
LHHH
HLLL
HLLH

L
L
L
L
L
L
L
L
H
^
[0019sa] user expected (L) for carry
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C
C
C
C

000
000
000
000
000
000
000
000
000
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これは、ベクタ 10 の IF 条件の評価に使用された count の値は現在のシミュレーシ
ョン値(ベクタ 9 に表示される値)であり、$COMP コマンドに設定された値ではな
いためです。
正しいシーケンスを以下に示します。
C 100 LLLL L
$set mode = '0';
$for i=1..9 :
$if count="8":
$set carry = H;
$endif;
$comp count = count + 1;
$out;
$endf;
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仮想シミュレーション
仮想シミュレーション機能により、ターゲットをデバイスを意識せずに作成した
設計のシミュレーションができます。従って、ターゲットにするアーキテクチャ
ーが決まる前に設計のシミュレーションを実行できます。これは、部分的な設計
のシミュレーションに便利です。
仮想シミュレーションの使用法はわかりやすくなっています。コマンドやシンタ
クスを新 しく習得する 必要はありません。 コンパ イルやシミュレー ション で
Virtual Device オプションを使用すると仮想シミュレーションを実行できます。
仮想シミュレーションは FPGA の設計のシミュレーションにも使用できます。デ
バイス内部の特性や内部論理リソースの複雑さのためにアーキテクチャーのシミ
ュレーションを完全に実行できない場合、仮想シミュレーションの使用は非常に
有効です。

欠陥のシミュレーション
テストベクタの欠陥の保険の意味で、任意のプロダクトタームの内部欠陥のシミ
ュレーションを実行できます。このオプションのフォーマットを以下に示します。
STUCKL n ;
または
STUCKH n ;
ここで
n はプロダクトタームの最初のヒューズのヒューズ番号です。
ドキュメンテーションファイル(ファイル名.REP)のヒューズマップにデバイスの各
プロダクトタームの最初のヒューズのヒューズ番号が示されます。
フォーマット 1 によりプロダクトタームは 0 番にスタックされます。
フォーマット 2 によりプロダクトタームは 1 番にスタックされます。STUCK コマ
ンドは、ORDER ステートメントと VECTORS ステートメントの間に置かれます。
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シミュレーション波形エディタ
シミュレーション波形エディタを使用して、シミュレーション結果を波形として
表示することができます。シミュレーションリスティングファイル(ファイル
名.SO)には、シミュレーションの結果が保存されています。
Time Base Scale

split the view
horizontally
State - unknown
Signals

Strength - High Z
Strength - Supply
Strength - Resistive
Strength - Driving

Bus

split the view vertically

波形エディタウィンドウ
Time Base

Time Base は波形ウィンドウの一番上のスケールに表示されます。デフォルトでは、
シミュレーションリスティングファイルのイベントの変化の波形では、1ns の時間
になります。
仮想マーカが Time Base Scale に表示され、現在のカーソル位置を示します。正確
な時間は Status Line の左端に表示されます。
Signal Name

信号名はシミュレーションリスティングファイルから抽出されます。名前を編集
したりフォントを変更したりできます。編集するには名前をダブルクリックして
下さい。
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Signal Value

Value 列は現在の時間位置での各信号の状態を表します。現在の時間位置は、Time
Base Scale の左端です。波形をスクロールすると Value 列の内容が変化することが
分かります。
それぞれの値には 2 つの特性があります。以下にその意味を示します。
L
H
D
S
R
xx

信号の状態は Low
信号の状態は High
信号の強さは Driving
信号の強さは Supply
信号の強さは Resistive
バスの現在の値を示すバス信号(2 進数または、10 進数、16 進数)

信号の表現について

信号はその強さに応じて異なる形で表現されます。それぞれの強さがどのように
表現されるかについて図を参照して下さい。メニューから View-Legend を選択して
各信号の強さの例を確認して下さい。
表示される信号の強さはシミュレーションリスティングファイルの信号タイプで
決まります。
タイミングマーク

Waveform エディタには 10 個のタイミングマークが用意されており、任意の位置に
置くことができます。Edit-Set Timing Marks メニューを選択し、タイミングマーク
を適当な位置に設定して下さい。Edit-Jump メニューを使用して、設定したタイミ
ングマークへジャンプできます。(ショートカット: J に続いてタイミングマーク番
号)
バスの作成

近接する信号の任意の組からバスを作成することができます。バスを作成する方
法を説明します。
• バスに組み込む信号をクリック＆ドラッグして選択して下さい。(それらの信
号は黒でハイライト表示されます。)
• メニューから Insert-Bus を選択して下さい。
バスは、選択した信号の最後に挿入されます。Value 列に現在の時間位置のバスの
値が表示されます。バスに含まれる各信号はバスの 1 ビットを表し、最上位に選択
された信号が最下位ビットを表します。
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信号の編集

• 波形をダブルクリックして編集して下さい。
• 信号のトランジションをクリック＆ドラッグすると、開始時間をグラフィッ
ク画面上で変更できます。
表示位置の変更
波形エディタには、波形を検証するための様々な機能が用意されています。
垂直方向と水平方向のスクロール

スクロールバーを使用して波形ウィンドウを後ろや前、上、下へスクロールして
下さい。矢印キーを使用してもできます。大きくスクロールアップやスクロール
ダウンしたい場合、PAGE UP や PAGE DOWN キーを使用して下さい。
ズームインとズームアウト

メニューから View-Zoom In(ショートカット:+)または View-Zoom Out(ショートカッ
ト:-)を選択して、Time Base Scale を変更して下さい。Zoom In や Zoom Out プロセ
スは現在のカーソル位置で行われます。ショートカットキーを押す前のカーソル
位置です。
パンニング

HOME キーを押すと波形の表示を左右に移動することができます。このショート
カットキーは、現在のカーソル位置で行われます。ショートカットキーを押す前
のカーソル位置です。
波形のマルチ表示

波形エディタはマルチ表示をサポートしており、波形の別の位置を同時に表示す
ることができます。表示は縦に分割(違う時間位置を同時に表示する)したり横に分
割(同時に見る事ができない別の波形を同時に表示する)したりできます。表示を分
割して使用した時のカーソルの位置は図を参照して下さい。図のようにカーソル
を置いて、クリック＆ドラッグすると画面が分割されます。
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波形エディタパネル
メニューから View-Panel を選択して波形エディタパネル
の表示と非表示を切り替えてください。パネルを使用し
てアクティブ信号のトランジションを進めたり信号の表
示/非表示を設定して下さい。
アクティブ信号

パネルの一番上のボックスは、アクティブ信号の名前を
表示します。Jump Transition ボタンにより(アクティブ信
号の)ジャンプできる位置を以下に示します。
最初のトランジション(ショートカット;J,F)
前のトランジション(ショートカット;J,P)
次のトランジション(ショートカット;J,N)
最後のトランジション(ショートカット;J,L)
信号の表示と非表示

波形エディタにより、参照する必要のない信号のサブセ
ットを非表示にできます。クリック＆ドラッグにより非表示にする信号を選択し、
パネルの Hide ボタンをクリックして下さい。
♦ メインツールバーの Select ボタンを使用して信号をすべて選択し、Hide
ボタンを押してそれらを非表示にできます。そして、見たい信号を選択して
表示して下さい。パネルの選択を表示するようにするには、Shift と CTRL キ
ーを押しながら信号名をクリックして下さい。
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PLD 設計のサンプル
この章では、実際の PLD 設計の順序で、PLD 設計の方法を説明します。Protel で
の PLD 設計は、回路図、または CUPL 言語を使用して PLD 設計を行うことができ
ます。ここでは、PLD ソースファイルの作成、コンパイル、シミュレーションま
でを説明します。

PLD 設計工程
設計作業の検討

まず、回路図から PLD 設計を行うか、または CUPL 言語を使用して PLD を行うか
を決定します。CUPL 言語での PLD 設計では、ステートマシン、ブーリアン式、
真理値表が使用できます。どの種類の設計方法が一番合うかを決めて下さい。
コンパイラーソースファイルの作成

与えられたテンプレートファイルを使用し、不要なセクションを削除してくださ
い。ヘッダーには、PLD の設計情報を記入してください。
論理式の記述

CUPL 言語で、必要な論理記述を記入してください。ブーリアンやステートマシン、
真理値表を記述することができます。
ターゲットデバイスの選択

入出力ピンの数、レジスタードまたはノンレジスタードの出力ピンの数、3 ステー
ト出力コントロール、プロダクトタームの数等を確認後、Configure PLD ダイアロ
グボックスでターゲットデバイスを選択して下さい。
Make Pin Assignments

目的の PLD 製造元の取り扱い説明書に従って、入力と出力をデバイスのピンに割
り付け、デバイスが適切に使用されることを確認して下さい。
コンパイルの準備

PLD シミュレーションと、PLD デバイス作成に必要な出力ファイルを選択します。
また、論理最小化として 4 種類の最小化法を選択できます。これで、コンパイルの
準備が完了しました。
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Step 1 - 設計作業の確認
A
READY
RDY
RESET

R

A !MEMR
!MEMW
RESET

ROM
D

CS
RAM1
A
D

PLD

R/W
CS

D

RAM2
D

CPU_CLK
A

R/W
CS

PLD を使用したマイクロプロセッサベースのシステム

この例では、PLD による、アドレスのデコードや
タイミング制御関数による CPU と周辺装置との
インターフェースの設計を紹介します。

FFFF

このサンプルでは、PLD の回路の目的は、メモリ
のマッピングに使用する CPU のアドレスをデコ
ードしたり、CPU アドレスと CPU データストロ
ーブに基づいて ROM と RAM のチップセレクト
信号を生成します。

3000
2FFF
RAM 1

2800
27FF

RAM 0

2000
1FFF

アドレスは、メモリマップでは 16 進数で表わさ
れます。PLD の論理回路を設計する場合、このメ
モリマップを使用して下さい。メモリーマップの
図より、以下の表が作成されます。表はデコード
されたそれぞれのアドレスレンジを示しています。

ROM

0000

Memory map
Chip Select
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A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8

A7-A4 A3-A0

ROM (0000-1FFF)

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

RAM0 (2000-27FF)

0

0

1

0

0

X

X

X

X

X

RAM1 (2800-2FFF)

0

0

1

0

1

X

X

X

X

X
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ROM チップは遅いので、PLD は ROM アクセスに 1CPU クロック以上の待ち状態
を生成するように設計する必要があります。
タイミングダイアグラムの矢印は他の信号により影響されたり生成される信号を
示します。
(1)

(2)

(3)

CPU_CLK
A15..11

CPU ADDRESS VALID

IMEMR
WAIT1
WAIT2
!ROM_CS
READY

HI-Z

HI-Z

待ち状態ジェネレータ タイミングダイアグラム

タイミン グダイアグラ ムの演算の記述が以 下に続 きます。丸括弧内 の番号 は
CLOCK 信号の立ち上がりエッジを示します。
待ち状態シーケンスは、メモリーの読み取りストローブの前の CPU アドレスが有
効に な っ た 時 に 始 ま り ま す 。 待 ち 状 態 は 、 ROM の た め だ け に 生 成 さ れ る の
で、!MEMR 信号だけを考慮に入れる必要があります。
!MEMR ストローブが ROM に対応したアドレスでアクティブの場合、!ROM_CS 信
号が呼び出され、CPU の READY 信号を LO に駆動する(レディー状態か待ち状態
かを示す)スリーステートバッファがオンされます。!ROM_CS がアクティブになっ
た後、CPU クロックの次の立ち上がりエッヂ(1)で WAIT1 信号がセットされます。
1CPU クロック後に WAIT2 信号が呼び出され(2)ます。すなわち、待ち状態期間
(1CPU クロック)が完了し、CPU の READY 信号が HI に駆動されます。この信号に
より、CPU は読みだしサイクルを続け、!MEMR ストローブが適当な時刻で削除さ
れます。!ROM_CS 信号は反転されレディー信号を駆動するスリーステイトバッフ
ァーはディスエーブルになります。そして、CPU クロックの次の立ち上がりエッ
ヂ(3)により、WAIT1 と WAIT2 がリセットされます。待ち状態ジェネレータは、
次の CPU アクセス時間のために初期化されます。
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Step 2 - CUPL ソースコードの作成
このステップでは、PLD の設計を記述するために論理記述ファイルを作成します。
この論理記述ファイルは、CUPL 論理記述言語で記述されます。論理記述ファイル
は、デバイスプログラマーへダウンロードする設計をコンパイルするコンパイラ
ーへの入力です。
PLD ソースコードのヘッダーは、以下のようになります。ヘッダーセクションの
次には、コメントシンボル(/*と*/)で挟まれたタイトルブロックを作成します。タ
イトルブロックの中には、設計に関する情報を記載します。
WAITGEN.PLD
Name

WaitGen;

Partno
P9000183;
Date
07/16/87;
Revision
02;
Designer
Osann;
Company
ATI;
Assembly
PC Memory;
Location
U106;
Device
;
/* the device is selected later */
/******************************************************/
/* This device generates chip select signals for one */
/* 8Kx8 ROM and two 2Kx8 static RAMs. It also drives */
/* the system READY line to insert a wait-state of at */
/* least one cpu clock for ROM accesses
*/
/******************************************************/
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Step 3 - 式の公式化
アドレスのデコードや待ち状態ジェネレータ等の特定の式の入力を簡単に行なう
には、中間変数式を使用します。中間変数は特定のピンを表しません。従って、
中間変数はあまり意味の無い名前です。宣言や中間変数の定義のために PLD ファ
イルの"Declarations and Intermediate Variable Definitions" の後に中間式を入力して下
さい。
入力する最初の中間式は、アドレスバスを定義するビットフィールド宣言です。
アドレスを表わすために MEMADR(メモリアドレス)という名前を使用し、以下の
ように式を入力して下さい。
FIELD MEMADR = [A15..11] ;
図のシステムダイアグラムでは、スタティック RAM のチップセレクト信号はアド
レスに依存しておらず MEMW または MEMR データストローブのために宣言する
必要があることに注意して下さい。
ス タ テ ィ ッ ク RAM の チ ッ プ セ レ ク ト 信 号 の た め の 式 を 簡 単 に す る た め 、
MEMREQ(メモリリクエスト)と呼ばれる信号を作成して下さい。以下のように入
力して下さい。
MEMREQ = MEMW # MEMR ;
MEMREQ が他 の式で 使用される場 合はい つでも 、コンパイラーは MEMW #
MEMR を置き換えます。
図の タ イ ミ ン グ ダ イ ア グ ラ ム で は 、ROM に 対 応 す る ア ド レ ス の デ コ ー ド が
は!MEMR ストローブと組み合わされて ROM のチップセレクト(ROM_CS)を生成し、
待ち状態シーケンスを初期化します。
以下のように入力して、!MEMR ストローブを組み合わせて ROM のアドレス空間
の特定のアドレスをデコードする SELECT_ROM と呼ばれる中間変数を作成して下
さい。
SELECT_ROM = MEMR & MEMADR : [0000..1FFF] ;
上記の中間式を入力した後、アドレスデコードや待ち状態ジェネレータの式を入
力して下さい。
アレイへフィードバックされる ROM_CS 信号が、待ち状態のタイミングを初期化
するために使用される場合、PLD にさらに追加遅れが生じます。クロックレート
が比較的遅い(4-8MHz)ので、この例では追加遅れは問題になりません。しかし、
クロックレートが早い場合、同じロジックを(中間変数 SELECT_ROM を使い)レジ
スタを使用した論理式に書き換えた方が効果的です。
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以下のように入力し、中間変数 SELECT_ROM を使用して ROM のチップセレクト
(ROM_CS)を作成して下さい。
ROM_CS = SELECT_ROM ;
2 個の RAM、RAM_CS0 と RAM_CS1 のチップセレクトは MEMREQ とアドレスマ
ップから取得される 16 進数の範囲内にあるアドレスバスに依存します。デコード
する範囲の上限と加減のアドレスを用いて CUPL のレンジ演算を使用して下さい。
以下のように入力して下さい。
RAM_CS0 = MEMREQ & MEMADR : [2000..27FF];
RAM_CS1 = MEMREQ & MEMADR : [2800..2FFF];
次に、待ち状態を生成するための式を作成します。最初に図のタイミングダイア
グラムに示されるように、CPU クロックの次の立ち上がりエッヂで設定される
ROM チップの選択に必要な WAIT1 と呼ばれる信号が必要です。D タイプのフリッ
プフロップの特性から、D 入力での論理レベルはクロック後にＱ出力に変換されま
す。この信号の式を以下のように入力して下さい。ここで WAIT1.D は PLD のフリ
ップフロップの D 入力の信号を表します。
WAIT1.D = SELECT_ROM & !RESET ;
WAIT1.D の式で、!RESET 信号が AND され式の残りの部分で AND され RESET 信
号により同期リセットが実行されることに注意して下さい。
次に、WAIT1 が設定される次のクロックエッヂで WAIT2 信号を WAIT1 に依存す
る WAIT2.D の式により作成して下さい。WAIT2.D は、ROM の CPU アクセスが終
了すると次のクロックエッヂでリセットされる必要があります。以下のように式
を入力して下さい。
WAIT2.D = SELECT_ROM & WAIT1 ;
これにより、図のタイミングダイアグラムの信号 SELECT_ROM 信号が作成され、
ROM がデコードされている間と MEMR データストローブがアクティブな間、スリ
ーステートバッファーがオンにされることが示されます。従って、以下のように
入力してスリーステート出力の式を入力して下さい。
READY.OE = SELECT_ROM ;
この式が、スリーステートバッファーがその出力を実際に駆動しハイインピーダ
ンス状態に保持するかを決める間、どちらの論理レベルに信号が駆動されるかは
決定されません。READY の式により、論理レベルをどちらに駆動するかが決めら
れます。すなわち、1CPU クロックサイクルに相当する待ち状態期間が完了するま
で READY の信号はインアクティブのままです。この状態は WAIT2 が設定される
まで起こらないように、READY の式を以下のように入力して下さい。
READY = WAIT2;
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Step 4 - ターゲットデバイスの選択
式が完成すると、次のステップは、使用する PLD を決定します。ターゲットデバ
イスを選択するときに考慮すべき点を以下に示します。
• 必要な入力ピンの数
• レジスタード出力ピンとノンレジスタード出力ピンの数の比率。
• スリーステート出力制御(必要な場合)
• 各式の論理関数を実行するために必要なプロダクトタームの数
以下に PLD パッケージダイアグラムに、PAL16R4 または 82S155IFL と互換性のあ
るデバイスのピン配置を示します。
PLD
A15
A14

2 I
3 I

A12

4 I
5 I

A11

6 I

!MEMW
!MEMR

7 I
8 I

!RESET

9 I

A13

I/O 19
I/O 18

!ROM_CS

RO 15
RO 14

WAIT1

READY

WAIT2

I/O 13 !RAM_CS1
I/O 12 !RAM_CS0
OE

CPU_CLK

1

11

PLD のピン配置

図のピン配置では、チップセレクト信号が 3 本、出力駆動モードの I/O タイプのピ
ンに割り付けられています。CPU バスに接続される READY ピンは、切り替え可
能なスリーステートモードで使用されます。待ち状態ジェネレータを実行するた
めに必要な 2 個のフリップフロップは、内部でレジスタに接続される出力ピンに割
り付けられます。
READY の論理関数は WAIT2 信号の論理関数と同じなので、レジスタード出力の 1
つを使用して READY 信号を直接駆動することができます。しかし、ターゲットデ
バイスのピン 11 に接続されるスリーステート出力イネーブル信号を使用する必要
があります。ピン 11 は内部レジスタに接続される 4 本のピンすべてのスリーステ
ート出力をコントロールするので、これにより他の 2 つのレジスタード出力ピンを
待ち状態ジェネレータに使用することができます。
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設計の発展段階での変更をすべて予測するのは困難なことなので、スリーステー
トコントロールを使用しないでオプションを開いたままにした方が良いです。し
たがって、ピン 11 は、レジスタからのスリーステート出力常にイネーブルになる
ようにグランドに接続されます。
PAL16R4 は、出力に少なくとも 7 個のプロダクトタームがあります。この数はこ
のアプリケーションに適当です。代用として GAL16V8 を使用することもできます。
アクティ ブドキ ュメン トに WAITGEN.PLD がある場合、 メニューから PLD »
Configure を選択し、Target Device の Change ボタンをクリックして Target Device ダ
イアログボックスを表示してください。メニューをスクロールし、Device Type リ
ストの GAL を選択し、Device Name リストの g16v8 をクリックしてください。OK
ボタンをクリックし、すべてのダイアログボックスを閉じてください。PLD ソー
スファイルのヘッダーセクションの DEVICE の記載に、選択したデバイス名が表
示されます。
Device

g16v8;

Step 5 - ピン割り付け
ピン割り付けを前項の図で示した様にデバイスのピンに合わせて下さい。
ピン割り付けを行なう時は、割り付けられる信号の極性(信号レベル)が論理スケマ
チックの信号と同じであることを確認して下さい。ピンの割り付けは以下の様に
行ってください。
WAITGEN PIN ASSIGNMENTS
/**
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Inputs
=
=
=
=
=

**/

Pin
Pin
Pin
Pin
Pin

1
[2..6]
[7,8]
9
11

cpu_clk
[a15..11]
![memw,memr]
reset
!oe

/**
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin

Outputs
19
=
18
=
15
=
14
=
[13,12] =

;
;
;
;
;

**/
!rom_cs
ready
wait1
wait2
![ram_cs1..0]

;
;
;
;
;

/* CPU clock
/* CPU Address Bus
/* Memory Data Strobes
/* System Reset
/* Output Enable

*/
*/
*/
*/
*/

/*
/*
/*
/*
/*

*/
*/
*/
*/
*/

ROM Chip select
CPU Ready signal
Start wait state
End wait state
RAM Chip selects
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以下に完成した論理記述ファイルを示します。(WAITGEN.PLD)
Name

WaitGen;

Partno
Date
Revision
Designer
Company
Assembly
Device

P9000183;
07/16/87;
02;
Osann;
ATI;
PC Memory;
g16v8;

/******************************************************/
/* This device generates chip select signals for one */
/* 8Kx8 ROM and two 2Kx8 static RAMs. It also drives */
/* the system READY line to insert a wait-state of at */
/* least one cpu clock for ROM accesses
*/
/******************************************************/
/******************************************************/
/** Allowable Target Device Types : GAL16V8, PAL16R4 **/
/******************************************************/
/**
Inputs **/
Pin 1
= cpu_clk;
/* CPU clock
*/
Pin [2..6] = [a15..11];
/* CPU Address Bus
*/
Pin [7,8]
= ![memw,memr] ;

Pin 9
Pin 11
/**
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin

/* Memory Data Strobes (active low)*/
= reset;
/* System Reset
*/
= !oe;
/* Output Enable (active low) */

Outputs
19
=
18
=
15
=
14
=
[13,12] =

**/
!rom_cs; /* ROM chip select (active low)*/
ready
;
/* CPU ready
*/
wait1
;
/* Wait state 1
*/
wait2
;
/* Wait state 2
*/
![ram_cs1..0] ;
/* RAM chip select (active low) */

/* Declarations and Intermediate Variable Definitions */
Field memadr = [a15..11] ;
/* Give the address bus */
/* the Name “memadr” */
memreq = memw # memr ;

/* Create the intermediate */
/* variable “memreq” */
select_rom = memr & memadr:[0000..1FFF] ; /* = rom_cs */
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/** Logic Equations **/
rom_cs = select_rom;
ram_cs0 = memreq & memadr:[2000..27FF]
ram_cs1 = memreq & memadr:[2800..2FFF]

;
;

/* read as: when select_rom is true and reset is false */
wait1.d = select_rom & !reset ;
/* read as: when when select_rom is true and wait1 is true */
/* Synchronous Reset
*/
wait2.d = select_rom & wait1 ;
/* wait1 delayed
*/
ready.oe = select_rom ;
/* Turn Buffer off */
ready = wait2 ; /* end wait */

Step 6 - PLD ソースファイルのコンパイル
このステップでは、論理記述ファイル WAITGEN.PLD を、ターゲットデバイス
GAL20V8 でコンパイルします。
ターゲット PLD とコンパイルオプションを Configure PLD ダイアログボックスで指
定して下さい。以下のオプションをイネーブルにして下さい。
• Absolute ABS - WAITGEN.ABS を作成します。後でシミュレーターにより使用
されるアブソリュートファイルです。(このファイルは Step8 で必要です。)こ
のファイルには、デバイスの内部へプログラムされる論理関数が記述されて
います。シミュレーターはこの記述とユーザが作成した入力ファイルのテス
トベクタとを比較し入力ファイルの応答ベクタが正しい刺激ベクタの応答で
あるかどうかを確認します。
• Fuse Plot in Doc File and Equations in Doc File - WAITGEN.REP ファイルを作成
します。このファイルはドキュメンテーションファイルです。このファイル
には、中間変数と出力ピン変数の完全に展開されたプロダクトタームやヒュ
ーズプロットとチップダイアグラムが記述されます。
• Error List LST - WAITGEN.LST を作成します。このファイルは、リストファイ
ルです。記述ファイルをサイド作成したものです。ただし、行番号が追加さ
れ、コンパイル中に生成されたエラーメッセージがファイルの最後に付け加
えられます。
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• JEDEC - WAITGEN.JED を作成します。このファイルは、デバイスプログラマ
ーへダウンロードする JEDEC ファイルです。このファイルには、ヒューズパ
ターンが記述されます。テストベクタは、シミュレーション中に JEDEC ファ
イルに加えられます。
コンパイラーの設定が完了したら、Configure PLD ダイア
ログボックスの OK ボタンをクリックしてください。
コンパイルを行うには、WAITGEN.PLD をアクティブに
し、PldTools ツールバーのコンパイルのボタンをクリック
して下さい。

♦ コンパイ ル を
行う前に、PLD フ
ァイルを保存して
ください。

The PLD - Compiling ダイアログボックスが表示されます。Info ボタンをクリック
すると、メッセージがダイアログボックスに表示されます。各コンパイラーモジ
ュールが完了するまでに要した時間が表示されます。実際の時間は使用されるシ
ステムに応じて変わります。

コンパイラーは、設定されているそれぞれの出力ファイルを作成します。View
Result チェックボックスにチェックが入っている場合には、LST, REP, JED の出力
ファイルが自動的にオープンされます。
リストファイル WAITGEN.LST には、ソースファイルに関するエラーメッセージ
が記載されます。
ドキュメンテーションファイル WAITGEN.REP には、プロダクトターム、シンボ
ルテーブル、ヒューズプロット、チップダイヤグラム等の詳細が記載されます。
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Step 7 - 回路図ベースでの PLD 設計
回 路 図 を ベ ー ス と し た PLD 設 計 を 行 う 場 合 に は 、 ¥Program Files¥Design
Explorer9z9¥Library¥Pld.ddb ライブラリーデータベースにある PLD Symbols.lib の中
の部品を使用する必要があります。このライブラリーには、PLD や CPLD、FPGA
に適した多くの部品が格されています。回路図を作成する前に、ターゲットデバ
イスの機能について調べておくことは大切です。そして、回路図にはターゲット
デバイスにコンパイル可能な部品だけが使用されていることを確認してください。
A
READY
RDY
RESET

R

A !MEMR
!MEMW
RESET

ROM
D

CS
RAM1
A
D

PLD

R/W
CS

D
CPU_CLK

A

RAM2
D

R/W
CS

システムダイアグラム

チップセレクトロジック
チップセレクトデコードのための回路は多くの作成方法があります。この例では、
理解を容易にするため、多くのより規模の小さいロジックシンボルを使用してい
ます。
下の表に、PLD によりデコードされたそれぞれのチップセレクトのアドレスライ
ンの各ステートを示します。
Chip Select

A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8

A7-A4 A3-A0

ROM (0000-1FFF)

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

RAM0 (2000-27FF)

0

0

1

0

0

X

X

X

X

X

RAM1 (2800-2FFF)

0

0

1

0

1

X

X

X

X

X

表とシステムダイアグラム内の情報から、以下の一般式を記述することができま
す。:
ROM_CS

= !A15 & !A14 & A13 & !MEMR

RAM_CS0 = !A15 & !A14 & A13 & !A12 & !A11 & (!MEMR # !MEMW)
RAM_CS1 = !A15 & !A14 & A13 & !A12 & A11 & (!MEMR # !MEMW)
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RAM のチップセレクト内に複数の AND と複数の OR が混在する場合、これを直接
インプリメントすることはできません。従って、最初に中間信号を作成する必要
があります。
表からわかるように、チップセレクトには、A15 と A14 がローである必要があり
ます。これらは、PLD 部品ライブラリーから AND2B2 を使用して組み合わせるこ
とで以下の式が得られます。
ADR_15_14 = !A15 & !A14
(A15 と A14 が両方ともローの場合、ADR_15_14 をアサートする。)
RAM セレクトには、A13 がハイで A12 がローであることが必要です。これらは、
AND2B1 を使用して以下の式で与えられます。
ADR_13_12 = !A13 & A12
(A13 と A12 が両方ともローの場合、ADR_13_12 をアサートする。)
メモリーのリードとライトを使用して、メモリーリクエストを作成することがで
きます。この方法で 2 つの RAM チップセレクトを作成することもできます。これ
は OR2B2 を使用します。:
MEMREQ = !MEMR & !MEMW
(MEMR または MEMW がローの場合、MEMREQ をアサートする。)
これらの中間信号を他のアドレスラインと組み合わせ 3 つのチップセレクトを作成
することができます。回路を以下に示します。
MEMR
U107
U102

A

INV

ROM_CS
MEMREQ
MEMW
NAND3
OR2B2
A15

U103
U108
ADR_14_15

A14

RAM_CS0
AND2B2
U104

NAND4
B

A13
U109

INV
U105

RAM_CS1
ADR_12_13
A12
NAND4
AND2B1
U106
C

A11

チップセレクト回路

461

PLD 設計

待ち状態生成
待ち状態生成回路
生成回路
ウェイトステートロジックが記述されているタイミングダイアグラムを参照して
ください。
(1)

(2)

(3)

CPU_CLK
A15..11

CPU ADDRESS VALID

IMEMR
WAIT1
WAIT2
!ROM_CS
READY

HI-Z

HI-Z

待ち状態生成回路 タイミングダイヤグラム

WAIT1 は、ROM_CS ののアサートに応じて要求され、CPU クロックの次の立ち上
がりエッジでセットされます。図では、フリップフロップを使用してこの回路が
インプリメントされる前に、CPU リセット信号により PLD がリセットされなくて
はならないことを示しています。ROM_CS とアクティブハイリセットとを AND す
ることにより、ウェイトステートジェネレータにアクティブハイリセットを組み
込むことができます。これを表す式は以下のようになります。
START_WAIT = !ROM_CS & !RESET ;
待ち状態の作成には、READY ラインが少なくとも 1 フルクロックサイクルに対し
てアサートされないことに注意してください。WAIT1 は ROM_CS がアサートされ
た後、CPU_CLK の最初の立ち上がりエッヂでアクティブになります。しかし、今
欲しいのは CPU_CLK の次の立ち上がりエッヂでアサートされる信号です。この信
号は最初のフリップフロップの出力を 2 番目のフリップフロップの D 入力へ与え
ることにより得られます。この 2 番目のフリップフロップの出力(WAIT2)は、
CPU_CLK の次の立ち上がりエッヂでハイになります。
タイミング図では、CPU へ戻る READY 信号が ROM アクセスを完了後、Hi-Z にな
っていることに注意してください。3 ステートバッファを使用してこれを行うには、
ROM_CS で出力をイネーブルにしてください。以下の回路図に、ウェイトステー
トジェネレータがどのようにインプリメントされるかを示します。
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WAIT
1
U10
9

U100
U10
START_WAIT 8

RESET

D

Q

D

WAIT2

Q

U113

AND2B2
F

T

F

CPU_CLK

READY

BUFT
ROM_CS

待ち状態生成回路
内部回路と PLD デバイスピンとのインタフェース
回路図による PLD 設計の最後のステップは、内部回路から実際の PLD デバイスピ
ンのインタフェースを作成することです。このために、IPAD や OPAD、IOPAD の
特別な"PAD"シンボルが PLD 部品ライブラリーに
用意されています。PLD デバイスピンに接続する
♦ PAD 部品の使用に関す
各点に適当なパッド部品を配置してください。パ
る詳細については、回路図
ッドが接続される PLD デバイスのピンの数は、
ベースの PLD 設計の内部回
以下の構文でパッド部品の Part Field1 で指定しま
路と PLD デバイスのピンと
す。
のインタフェースのトピッ
クを参照してください。
LOC=PIN[pin_number]
適切なパッド部品を配置しターゲットデバイスのサポートに応じてそれらに番号
を付けると、回路は以下のようになります。
U15

WAIT1

LOC=PIN[15

U100

U9

RESET

LOC=PIN[9]

U114
START_WAIT

IPAD

D

OPAD
U14

U115

Q

D

Q

WAIT2

LOC=PIN[14

OPAD
U113

AND2B2
FD

FD

T
READY

U1

CPU_CLK

LOC=PIN[1]

BUFT

IPAD

U7
LOC=PIN[7]

U101
MEMR
U107
U102

A

INV

ROM_CS

LOC=PIN[8]

MEMREQ

LOC=PIN[2]

IPAD
U3
LOC=PIN[3]

U4

OR2B2
A15

U103
U108
ADR_14_15

A14

RAM_CS0

B
A13
U109

INV
U105
ADR_12_13

LOC=PIN[6]

IPAD

U13
LOC=PIN[13

OPAD

A12
NAND4

IPAD

U6

LOC=PIN[12

NAND4

RAM_CS1

LOC=PIN[5]

U12
OPAD

AND2B2
U104

IPAD

U5

LOC=PIN[19

NAND3

IPAD

LOC=PIN[4]

U19
OPAD

MEMW

IPAD
U2

LOC=PIN[18

OPAD

ROM_CS

IPAD

U8

U18

AND2B1
U106
A11

C
INV
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注意:
注意

• 完成した回路図は、CUPL 言語で設計した場合と同じようにコンパイルして
ください。詳細については、Step 6 - PLD ソースファイルのコンパイルを参照
してください。
• 内部回路はすべて固有の部品番号を割り付けてください。部品番号の割り付
けに特別な規則はありません。
• 内部回路のすべてのワイヤに、ネットラベルを配置してネット名を割り付け
ると、デバッグの際に便利です。
• 内部回路のネット名には、固有の名前をつけてください。他のネット名と重
複しないようにしてください。
• PLD のサンプルファイルにこの回路がありますので参照してください。

Step 8 - シミュレーションテストベクターファイルの作成
このステップでは、GAL16V8 デバイス用にコンパイルされた設計をシミュレーシ
ョンにより検証します。シミュレーションを行うことで、ロジックプログラマー
へダウンロードする際に、ロジックの間違いが発生する率が減ります。
このセクションでは、シミュレーション入力ファイル、WAITGEN.SI を作成しま
す。このファイルには、シミュレーターの入力に使用するテストベクタを記述し
ます。シミュレーターはテストベクタ入力と予想される出力と、コンパイラーの
演算中に作成される WAITGEN.ABS に記述された実際の値とフラグとの違いを比
較します。
以下に WAITGEN.SI ファイルのソースを示します。
Name

WaitGen;

Partno
Date
Revision
Designer
Company
Assembly
Location

P9000183;
07/16/87;
02;
Osann;
ATI;
PC Memory;
g20v8;

/******************************************************/
/* This device generates chip select signals for one */
/* 8Kx8 ROM and two 2Kx8 static RAMs. It also drives */
/* the system READY line to insert a wait-state of at */
/* least one cpu clock for ROM accesses
*/
/******************************************************/
ORDER:
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cpu_clk, %2, a15,
a13, %2, a12, %2,
!memw, %2, !memr,
%4, !ram_cs1, %2,
wait1, %2, wait2,

%2, a14, %2,
a11, %2,
%2, reset, %2, !oe,
!ram_cs0, %2, !rom_cs, %2,
%2, ready;

VECTORS:
/* 123456-leave six blanks to allow for numbers in .SO file
$msg "
Power On Reset
O X X X X X 1 1 1 0
H H H * * Z
$msg "
Reset Flip Flops
C X X X X X 1 1 0 0
H H H L L Z
$msg "
Write RAM0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
H L H L L Z
$msg "
Read RAM0

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
H L H L L
Write RAM1
0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
L H H L L
$msg "
Read RAM1
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
L H H L L
$msg "
Begin ROM read
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
H H L L L
$msg " Two clocks for wait state, Then drive READY High
$repeat2;
C 0 0 0 0 0 1 0 0 0
H H L * *
$msg "
End ROM Read
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
H H H H H
$msg "
End ROM Read
C 0 0 0 0 0 1 1 0 0
H H H L L

*/
";
";
";
";

Z

$msg "

";
Z
";
Z
";
L
";
*
";
Z
";
Z

ソース仕様ファイルには、ヘッダー情報とタイトルブロックと、ORDER 命令、
VECTORS 命令の 3 つの主な部分があります。
WAITGEN.SI は、同じ WAITGEN.PLD と同じヘッダー情報を持ち、現在のリビジ
ョンレベルを含む適切なファイルがお互いに比較されること確認する必要があり
ます。従って、テキストエディタでは、WAITGEN.PLD を WAITGEN.SI として保
存し、WAITGEN.SI のヘッダーとタイトルブロック以外のすべての部分を削除し
て下さい。以下に結果を示します。
Name

WaitGen;

Partno
Date
Revision

P9000183;
07/16/87;
02;
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Designer
Company
Assembly
Location

Osann;
ATI;
PC Memory;
U106;

/******************************************************/
/* This device generates chip select signals for one */
/* 8Kx8 ROM and two 2Kx8 static RAMs. It also drives */
/* the system READY line to insert a wait-state of a */
/* least one cpu clock for ROM accesses
*/
/******************************************************/

ORDER 命令では、テストベクタに含まれる WAITGEN.PLD からの入出力変数が一
覧で表示されます。テスト変数で使用される順番に変数が並べられます。すなわ
ち、クロック変数、CPU_CLK が最初に置かれ、続いて他の入力変数が置かれます。
出力変数は右に置いて下さい。変数はコンマで区切って下さい。%記号を使用して
変数間にスペースを挿入して下さい。すなわち、各変数の間にはスペースを 2 つ置
き、一覧の最後の入力変数!OE の間と最初の出力変数 !RAM_CS1 の間には、スペ
ースを 4 つ置いて下さい。ORDER 命令を以下のように入力して下さい。
ORDER:
CPU_CLK, %2, A15, %2, A14, %2,
A13, %2,A12, %2, ALL, %2,
!MEMW, %2, !MEMR, %2, RESET, %2, !OE,
%4, !RAM_CS1, %2, !RAM_CSO, %2, !ROM_CS, %2
WAIT1, %2, READY;
ORDER 命 令に 続いて、11 個のテストベクタ がある 関数テ ーブル を作成 する
VECTORS 命令を入力して下さい。ベクタを簡単に理解するために、テストベクタ
のヘッダーが作成され、.SO ファイルの ORDER 命令のすぐ後に置かれます。テス
トベクタは ORDER 命令に現れる信号名で構成され、ベクタセクションが読みやす
いように配置されます。
ここで、テストベクタを入力して下さい。値を各入力変数に入力し、出力変数に
予想される値を入力して下さい。
♦ このガイドのテスト仕様ソースファイルの作成のセクションを参照して下
さい。
$MSG ディレクティブを仕様して、関数によりテストされるデバイス関数を記述し
て下さい。上記の ORDER 命令により、テストベクタを作成する場合、 スペーシ
ングが指定されます。例えば、最初のベクタ、Power On Reset は、以下のように入
力して作成して下さい。
$msg " Power On Reset
";
0 X X X X X 1 1 1 0 H H H * * Z
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デバイスの中には電源の投入 X になったりまた H や L になるデバイスもあるので、
出力値(*)が WAIT1 や WAIT2 で使用されシミュレーターにレジスタの電源の投入
を指示することに注意して下さい。アスタリスクを使用すると統一的なシミュレ
ーションファイルを作成することができます。
テストベクタの残りの部分は、以下に示す様に入力して下さい。
/* 123456-leave six blanks to allow for numbers in .SO file */
$msg "

Power On Reset
O X X X X X 1 1 1 0
H H H * *
$msg "
Reset Flip Flops
C X X X X X 1 1 0 0
H H H L L
$msg "
Write RAM0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
H L H L L
$msg "
Read RAM0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
H L H L L
$msg "
Write RAM1
0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
L H H L L
$msg "
Read RAM1
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
L H H L L
$msg "
Begin ROM read
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
H H L L L
$msg " Two clocks for wait state, Then drive READY High
$repeat2;
C 0 0 0 0 0 1 0 0 0
H H L * *
$msg "
End ROM Read
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
H H H H H
$msg "
End ROM Read
C 0 0 0 0 0 1 1 0 0
H H H L L

";
Z
";
Z
";
Z
";
Z
";
Z
";
Z
";
L
";
*
";
Z
";
Z

テストベクタファイルの$REPEAT ディレクティブにより、8 番目のベクタが 2 回
繰返されます。WAIT1 と WAIT2、READY の 8 番目のベクタのアスタリスクによ
り、シミュレーターは入力を基に出力を計算し出力ファイルに結果を記述します。
クロック変数、CPU_CLK の値は、あるベクタでは 0 でその他では C になります。
0 の値になるクロックは作動しません。C の値によりシミュレーターはベクタの入
力値を検証しクロック前に内部的にフィードバックされるレジスタード出力の以
前のベクタに注目します。それから、クロックが適用されるとシミュレーターは、
レジスタード出力やノンレジスタード出力の予想される出力を計算します。
VECTORS 命令の入力が完了したら、ファイルを保存して下さい。次のステップで
は、シミュレーターを使用してシミュレーションを実行します。
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Step 9 - デバイスのシミュレーション
シミュレーターが実行されると、WAITGEN.SO ファイルが作成されます。このフ
ァイルには、シミュレーションの結果が保存されます。エラーメッセージは、エ
ラーの信号名と一緒に各ベクタに続いて一覧で記述されます。
シミュレーターを実行するには、WAITGEN.PLD を現在のドキュメントにし、PLD
ツールバーのシミュレーションボタンを押して下さい。
PLD-Simulate ダイアログボックスで Info ボタンを押すと、シミュレーション情報
が表示されます。View Results チェックボックスをイネーブルにすると、シミュレ
ーション結果が波形エディタに自動的に表示されます。
以下に WAITGEN.SO の内容を示します。
CSIM:

CUPL Simulation Program

Version 4.XX Serial # XX-XXX-XXXX
copyright (c) 1996 Protel International
CREATED Thur Aug 20 09:34:16 1990
1: Name
WaitGen;
2: Partno
P9000183;
3: Date
07/16/87;
4: Revision
02;
5: Designer
Osann;
6: Company
ATI;
7: Assembly
PC Memory;
8: Location
U106;
9:
10: /******************************************************/
11: /* This device generates chip select signals for one */
12: /* 8Kx8 ROM and two 2Kx8 static RAMs. It also drives */
13: /* the system READY line to insert a wait-state of at */
14: /* least one cpu clock for ROM accesses
*/
15: /******************************************************/
16:
17: ORDER:
18:
cpu_clk, %2, a15, %2, a14, %2,
19:
a13, %2, a12, %2, a11, %2,
20:
!memw, %2, !memr, %2, reset, %2, !oe,
21:
%4, !ram_cs1, %2, !ram_cs0, %2, !rom_cs, %2,
22:
wait1, %2, wait2, %2, ready;
23:
==============================================================
Simulation Results
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==============================================================
! !
c
r r !
p
a a r
u
! ! r
m m o w w r
_
m m e
_ _ m a a e
c a a a a a e e s !
c c _ i i a
l 1 1 1 1 1 m m e o
s s c t t d
k 5 4 3 2 1 w r t e
1 0 s 1 2 y
____________________________
________________
Power On Reset
0001: O X X X X X 1 1 1 0
H H H X X Z
Reset Flip Flops
0002: C X X X X X 1 1 0 0
H H H L L Z
Write RAM0
0003: 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
H L H L L Z
Read RAM0
0004: 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
H L H L L Z
Write RAM1
0005: 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
L H H L L Z
Read RAM1
0006: 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
L H H L L Z
Begin ROM read
0007: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
H H L L L L
Two clocks for wait state, Then drive READY High
0008: C 0 0 0 0 0 1 0 0 0
H H L H L L
0009: C 0 0 0 0 0 1 0 0 0
H H L H H H
End ROM Read
0010: 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
H H H H H Z
End ROM Read
0011: C 0 0 0 0 0 1 1 0 0
H H H L L Z

WAITGEN.SO を、WAITGEN.SI と比較して下さい。$REPEAT ディレクティブの結
果としてベクタ 8 と 9 が作成され、シミュレーターにより SAMPLE.SI のアスタリ
スクが WAIT1 や WAIT2、READY 信号の適切な論理レベル(H または L)に置き換
えられていることに注意して下さい。
シミュレーションが完了すると、コンパイラーの実行中(STEP6)に作成される
JEDEC ファイルにテストベクタが追加されます。Configure PLD ダイアログボック
スでイネーブルにされた JEDEC オプションでシミュレーションを再び実行して下
さい。
以下に WAITGEN.JED の内容を示します。この時点で、このファイルにはプログ
ラム情報とテスト情報が記述されています。
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CUPL

4.XX

Serial# XX-XXX-XXXX

Device
p16r4 Library DLIB-d-26-11
Created
Thur Aug 20 09:52:02 1990
Name
WaitGen
Partno
P9000183
Revision
02
Date
12/16/89
Designer
Osann
Company
ATI
Assembly
PC Memory;
Location
U106;
*QP20
*QF2048
*G0
*F0
*L00000 11111111111111111111111111111111
*L00032 10111011101111111111111110111111
*L00256 10111011101111111111111110111111
*L00288 11111111111111111111111011111111
*L01024 11111111111111111111111101111111
*L01056 01111111111111111111111111111111
*L01088 11110111111111111111111111111111
*L01120 11111111011111111111111111111111
*L01152 11111111111111111111111111110111
*L01280 11111111111111111111111101111111
*L01312 01111111111111111111111111111111
*L01344 11110111111111111111111111111111
*L01376 11111111011111111111111111111111
*L01408 11111111111111111110111111111111
*L01536 11111111111111111111111111111111
*L01568 10111011011110110111101111111111
*L01600 10111011011110110111111110111111
*L01792 11111111111111111111111111111111
*L01824 10111011011110111011101111111111
*L01856 10111011011110111011111110111111
*C4D50
*V0001 0XXXXX111N0HHXXXXZHN
*V0002 CXXXXX110N0HHLLXXZHN
*V0003 000100010N0LHLLXXZHN
*V0004 000100100N0LHLLXXZHN
*V0005 000101010N0HLLLXXZHN
*V0006 000101100N0HLLLXXZHN
*V0007 000000100N0HHLLXXLLN
*V0008 C00000100N0HHLHXXLLN
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*V0009 C00000100N0HHHHXXHLN
*V0010 000000110N0HHHHXXZHN
*V0011 C00000110N1HHLLXXZHN
*3152

Step 10 - シミュレーション波形の表示
Protel のデザインエクスプローラーで、WAITGEN.SO のアイコンをダブルクリック
すると、シミュレーション結果を表示することができます。シミュレーション結
果は、一連の波形でスプレッドシート形式のウィンドウに表示されます。波形エ
ディタの使用については、シミュレーション波形の表示のトピックを参照してく
ださい。

まとめ
この章では、PLD 設計のコンセプトを紹介しました。PLD ソースコード(または
PLD 回路)の作成、コンパイル、シミュレーション入力ファイルの作成、シミュレ
ーションの要点を以下に示します。
• PLD 設計に必要な情報を収集し、設計の方法について検討します。
• PLD のピン割り当てを行ってください。
• 中間式や論理式を書いて設計を記述して下さい。
• コンパイルを実行してください。
• 回路図ベースの設計を行ってください。
• テスト仕様ファイルを作成し設計を検証して下さい。
• シミュレーターを実行し論理設計のシミュレーションを行ってください。
• シミュレーション波形を観察して下さい。
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PLD の設計例
このセクションでは設計例に沿って、CUPL 言語を使用してどのように設計を記述
するかを説明します。設計例を以下に示します。
例1

簡単なゲート (GATES.PLD)

例2

2 ビットカウンター (FLOPS.PLD)

例3

簡単なステートマシン設計

例4

ステートマシンを使用したデカードアップ/ダウンカウンター
(COUNT10.PLD)

例5

7 セグメントのディスプレイデコーダー (HEXDISP.PLD)

例6

ロード機能とリセット機能付き 4 ビットカウンター

各設計の論理記述ファイルを括弧内に示します。これらのファイルはコンパイラ
ーに入力してドキュメントやダウンロードファイルを作成することができます。
それぞれのテスト仕様ファイルは(ファイル名.SI)は、シミュレーターで設計を確認
できるようにそれぞれの論理記述ファイルについてあります。
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例 1 - 簡単なゲート

a

a

b

このセクションでは、簡単なゲートを作成するための
方法を説明します。図は、この PLD に含まれるゲート
を示しています。

b
xnor

a

and

a

b

b
xor

nand

a
b

この PLD は、簡単なゲートの出力を作成するロジック
です。出力は、ゲートの関数を表わすラベルが付けら
れています。例えば、AND ゲートは出力に AND とラベ
ルが付けられます。

b

invb

nor

a
a
b
or

inva

簡単なゲートの例

以下に、この設計を記述する CUPL ソースコードを示
します。
Name

Gates;

Partno
Date
Designer
Company
Location
Assembly

CA0001;
07/16/87;
G Woolheiser;
ATI;
San Jose, CA.;
Example

/******************************************************/
/*
*/
/* This is an example to demonstrate how the PLD
*/
/* compiler compiles simple gates
*/
/*
*/
/******************************************************/
/*
Target Devices: P16L8, P16P8, EP300, and 82S153 */
/******************************************************/
/* Inputs:
Pin 1 = a;
Pin 2 = b;

define inputs to build simple gates

/* Outputs:

define outputs as active HI levels

*/

For PAL16L8 and PAL16LD8, De Morgan’s Theorem is
applied to invert all outputs due to fixed
inverting buffer in the device.
*/
Pin 12 = inva;
Pin 13 = invb;
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Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin

14
15
16
17
18
19

=
=
=
=
=
=

and;
nand;
or;
nor;
xor;
xnor;

/* Logic:
inva
invb
and
nand
or
nor
xor
xnor

=
=
=
=
=
=
=
=

!a;
!b;
a &
!(a
a #
!(a
a $
!(a

examples of simple gates expressed in CUPL */

b;
& b);
b;
# b);
b;
$ b);

/* inverters

*/

/*
/*
/*
/*
/*
/*

*/
*/
*/
*/
*/
*/

and gate
nand gate
or gate
nor gate
exclusive or gate
exclusive nor gate

簡単なゲートを作成する PLD ソースファイル(GATES.PLD)

ファイルの最初の部分は、この PLD で設計されている関数の説明などが記述され
ています。まず、コンパイラーにより出力ファイルの名前として使用される名前
の行があります。Partno は会社の固有の部品番号を表わします。部品番号はターゲ
ット PLD のタイプではありません。Data はコンパイル時のデータを示します。デ
ータは、現在のものに常に更新されます。Designer は、設計者の名前または設計チ
ームの名前です。Assembly はアッセンブリ名または PLD が使用される PC 基盤の
名前を表わすために使用されます。必要に応じて、省略形の ASSY を使用して下
さい。Location は、PLD が配置される PC 基盤上の座標を表わすために使用されま
す。省略形の LOC も使用することができます。
ピン宣言は、設計ダイヤグラムの入力と出力に対応して行われます。この例での
ゲートには、ゲートに接続される 2 つの入力が必要です。a と b は入力ピンの名前
です。次に出力ピンに名前が割り付けられます。付けられた名前は関数の動作を
表わしています。このように関数の動作を表わす名前を付けることを推奨します。
これにより、ファイルのデバッグ時や更新時に内容が解りやすくなります。
ファイルの Logic セクションでは、式によりゲートが記述されます。ブーリアンシ
ンタクスを使用して各出力ピンが入力ピン a と b の関数の出力として指定されます。
固定の反転バッファを持つ PAL16L8 と PAL16LD8 デバイスでは、ピンリストの中
でアクティブハイで宣言されているので、コンパイラーはドモルガンの定理を適
用して出力をすべて反転します。例えば、アクティブハイとして宣言されている
出力ピンの OR ゲートの以下のような式はコンパイラーにより反転され、
or = a # b ;
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以下のような 1 つの展開されたプロダクトタームになります。(この式はドキュメ
ンテーションファイル(*.REP)に記載されます。)
or => !a & !b
前に示された今回使用されるデバイスは、デバイスを決める基準に合致するため
に使用されます。すなわち、入力と出力のピン数が適当であり、スリーステート
コントロールを持ち、レジスタードとノンレジスタードピンやデバイスが扱うこ
とのできるプロダクトタームの数が適当であるということです。
ソースファイルのコンパイル
このセクションでは、論理記述ファイル(GATES.REP)がコンパイルし、シミュレー
ターで使用されるドキュメンテーションファイルやデバイスプログラマへダウン
ロードされるダウンロードファイルを作成します。
GATES.PLD をコンパイルするには:
• Configure PLD ダイアログボックスで、以下の設定にチェックを入れてくださ
い。
Equations in Doc File

このオプションにより、コンパイラーにより作成
されたリストを見ることができるように、展開さ
れた論理式や変数シンボルの表、プロダクトター
ムの使用状況が記述されたドキュメンテーション
ファイル(GATES.REP)が作成されます。

Fuse Plot in Doc File

このオプションにより、.REP ファイルにフューズ
マップ情報が追加されます。

Absolute ABS.

このオプションにより、シミュレーターにより使
用される GATES.ABS ファイルが作成されます。

Jedec.

このオプションにより、デバイスプログラマへの
入力ファイルやシミュレーターへの入力ファイル
として使用される GATES.JED が作成されます。

• Change ボタンを押してターゲットデバイスを指定して下さい。Target Device
ダイアログボックスでは、Device Type 19 と選択されたデバイス P16L8 がハイ
ライト表示されます。
• OK ボタンを押して、ダイアログボックスを閉じて下さい。
• .PLD ファイル(GATES.PLD)をカレントドキュメントにして下さい。
• PldTools ツールバーの Compile ボタンを押してコンパイルプロセスを開始し
て下さい。
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ターゲットデバイスは PAL16L8 でソースファイルは GATES.PLD です。出力ファ
イルは、GATES.REP、GATES.ABS、GATES.JEC です。
コンパイル終了後、GATES.REP を開いて下さい。GATES.REP には作成されたリ
ストが記述されています。これにより、コンパイラーが論理式をどのように展開
するかが解ります。
コンパイラーのエラーレポートを参照するには
• GATES.PLD を編集し、割付命令のどれかの終わりに記述されているセミコロ
ンを削除して下さい。
• ファイルを保存して下さい。
• エラーリスティングファイルを作成するには、Configure PLD ダイアログボッ
クスの Error list LST format にチェックを入れ、コンパイルを実行して下さい。
コンパイルが終了したら、GATES.LST ファイルを調べて下さい。エラーに続いて
エラー行が挿入されていることと、各行の先頭に行番号が付けられていることに
注意して下さい。
設計のシミュレーション
このセクションでは、GATES.PLD 論理設計を PLD シミュレーターを使用してシミ
ュレーションを行います。シミュレーションにより、コンパイル中に作成された
GATES.JED ファイルにテストベクタが付けられます。
シミュレーションソースファイル(ファイル名.SI)が、シミュレーターへの入力です。
この例で使用する GATES.SI は、PLD パッケージの中にあります。このファイルに
は、回路内のデバイスの関数についての記述があります。シミュレーションソー
スファイルの作成についての詳細は、このマニュアルのシミュレーションテスト
ベクタファイルの作成を参照して下さい。
入力の関数として出力を定義することにより、テストベクタにより予測された
PLD の機能が指定されます。プログラムが完了すると、テストベクタはデバイス
の機能テストにも使用されます。
シミュレーターにより、入力ピンの信号や GATES.SI ファイルに入力される出力ピ
ンのテスト値が、CUPL ソースファイルの論理式から計算された実際の値とが比較
されます。これらの計算された値は、コンパイル中に作成されるアブソリュート
ファイル GATES.ABS に記録されます。
シミュレーションを実行するには以下のようにして下さい。
• Gates.PLD を表示して下さい。Gates.SI が、同じフォルダに保存されている事
を確認して下さい。SI ファイルを表示してシミュレーションを実行しないで
下さい。
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• PldTools ツールバーの Simulate ボタンを押して下さい。
シミュレーションにより作成されるテストベクタが、コンパイル中に作成される
JEDEC ダウンロードファイルに自動的に追加されます。
シミュレーター入力ファイル(GATES.SI)
Name

Gates;

Partno
000000;
Revision
03;
Date
9/12/83;
Designer
CUPL Engineering;
Company
Protel International.;
Location
None;
Assembly
None;
/***************************************************************/
/*
*/
/*
This is a example to demonstrate how the Compiler
*/
/*
compiles simple gates.
*/
/*
*/
/***************************************************************/
/*
Target Devices: P16L8, P16LD8, P16P8, EP300, and 2S153*/
/***************************************************************/
/* Order:
/*
Order:

Define order, polarity, and output
*/
spacing of stimulus and response values */

a, %2, b, %4, inva, %3, invb, %5, and, %8,
nand, %7, or, %8, nor, %7, xor, %8, xnor;

/* Vectors: Define stimulus and response values, with header
*/
/*
and intermediate messages for the simulator listing */
/* Note:
Don’t Care state (X) on inputs is reflected in
*/
/*
outputs where appropriate.
*/
Vectors:
$msg “”;
$msg “
Simple Gates Simulation”;
$msg “”;
$msg “ inverters and
nand
or
nor
xor
xnor
$msg “a b !a !b
a & b !(a & b) a # b !(a # b) a $ b !(a $b)”;
$msg - - —— ——
————— ——————
————— ——————
————— ————— ”;
00 HHLHLHLH
01 HLLHHLHL
10 LHLHHLHL
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11
1X
X1
0X
X0
XX

LLHLHLLH
LXXXHLXX
XLXXHLXX
HXLHXXXX
XHLHXXXX
XXXXXXXX
Gates のシミュレーター入力ファイル(GATES.SI)

シミュレーター出力ファイル(GATES.SO)。入力は対応する出力と一緒に一覧表示
されます。
1:Name

Gates;

2:Partno
000000;
3:Revision
03;
4:Date
9/12/83;
5:Designer
CUPL Engineering;
6:Company
Protel International;
7:Location
None;
8:Assembly
None;
9:
10:/**********************************************************/
11:/*
*/
12:/*
This is a example to demonstrate how the Compiler */
13:/*
compiles simple gates.
*/
14:/*
*/
15:/**********************************************************/
16:/* Target Devices:P16L8, P16LD8, P16P8, EP300, and 82S153 */
17:/**********************************************************/
18:
19:
20:/*
21; * Order: define order, polarity, and output
22: * spacing of stimulus and response values
23: */
24:
25:Order: a, %2, b, %4, inva, %3, invb, %5, and, %8,
26:
nand, %7, or, %8, nor, %7, xor, %8, xnor;
27:
28:/*
29: * Vectors: define stimulus and response values, with header
30: *
and intermediate messages for the simulator listing.
31: *
32: * Note: Don’t Care state (X) on inputs is reflected in
33: *
outputs where appropriate.
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34: */
35:
===============================================================
Simulation Results
===============================================================
Simple Gates Simple Simulation
inverters and
nand
or
nor
xor
xnor
a a
!a !b
a&b !(a&b) a#b !(a#b) a$b !(a$b)
- —— ——
——— —————
——— —————— ——— ——————
0001: 0 0
H
H
L
H
L
H
L
H
0002: 0 1
H
L
L
H
H
L
H
L
0003: 1 0
L
H
L
H
H
L
H
L
0004: 1 1
L
L
H
L
H
L
L
H
0005: 1 X
L
X
X
X
H
L
X
X
0006: X 1
X
L
X
X
H
L
X
X
0007: 0 X
H
X
L
H
X
X
X
X
0008: X 0
X
H
L
H
X
X
X
X
0009: X X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gates のシミュレーター出力ファイル(GATES.SO)
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例 2 - 2 ビットカウンター
この例では、D タイプのフリップフロップを使用する 2 ビットカウンタのインプリ
メントを示します。
CLOCK
q0
q1
reset

2 ビットカウンターのタイミング図

矢印で示されるように､レジスタはクロック信号の立ち上がりエッジでクロックさ
れます。
以下に、2 ビットカウンターの CUPL ソースファイルを示します。
Name

Flops;

Partno
CA0002;
Revision
02;
Date
07/16/87;
Designer
G. Woolheiser;
Company
ATI;
Location
None;
Assembly
None;
/************************************************************/
/*
*/
/* This example demonstrates the use of D-type flip-flop
*/
/* to implement a two bit counter using the following
*/
/* timing diagram.
*/
/*
___
___
___
___
___
*/
/* clock |___|
|___|
|___|
|___|
|___|
*/
/*
_____
________
________
*/
/* q0
/// |_______|
|_______|
|__
*/
/*
_____
________________
*/
/* q1
/// |_______________|
|__
*/
/*
*/
/*
*/
/* reset
|___________________________________
*/
/*
*/
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/************************************************************/
/*
Target Devices: PAL16R8, PAL16RP8, GAL16V8
*/
/************************************************************/
Pin 1 = clock;
Pin 2 = reset;
/* Outputs: define outputs and output active levels
Pin 17 = q0;
Pin 16 = q1;

*/

/* Logic: two bit counter using expanded exclusive ors */
/*
with d-type flip-flop
*/
qo.d = !reset & (!q0 & !q1
# !q0 & q1);
q1.d = !reset & (!q0 & q1
# q0 & !q1);
/* ANDed !reset defines a synchronous register reset */

ファイルの最初の部分に、ファイルの管理情報や設計されている機能に関する情
報、互換性のある PLD の情報が記述されます。
ピン宣言は、設計ダイアグラムの入力と出力に対応して行われます。
ファイルの Logic セクションでは、カウンタの記述が行われます。q0 の式は、q0
がアサートされる時を定義するために記述されます。すなわち、クロックの立ち
上がりエッヂの前の状態を定義します。
!reset タームは q0 と q1 の式で使用され回路を初期化し、同期リセットを実行しま
す。電源の投入時、タイミング図の DONT CARE スラッシュで示されるように、
レジスタはハイかローの状態です。リセット信号が始めアサートされます。!reset
を各変数の式へ AND することでも、電源の投入の状態ではありません。したがっ
て、レジスタはセットされません。電源投入プロセスが完了してリセット信号が
LO(偽)に戻ると、!reset は真になり回路内のレジスタに影響を与えなくなります。
式の中の.d 拡張子は D タイプのフリップフロップを示します。しかし、出力がフ
ィードバックに使用される場合、.d 拡張子は削除されます。例えば、q0 は q1 へフ
ィードバックされる場合、式は以下の様に記述することができます。
q1.d = q0 & !reset ;
以下のようには記述できません。
q1.d = q0.d & !reset ;
または
q1.d = q0.dq & !reset ;
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例 3 - 簡単なステートマシンの設計
地下鉄の回転改札口のコントローラは最も簡単なステートマシン設計です。この
コントローラは、コインが入れらた信号を待って、状態が変化すると、ロックか
らオープンに代わります。オープン状態では、誰かが回転改札口を通貨するのを
待ちます。そして、オープンからロックに変わります。この 2 つの状態設計は、入
力としてコインが入れられたことによる信号と人が通過したことによる信号との
間で繰り返されます。以下の図は、2 つの状態とデバイスをある状態から次の状態
へ変更するパルスを示します。
STATE DIAGRAM
CUPL SYNTAX
!COIN
Sequence LOCK {

LOCKED

Present LOCKED
If COIN
If COIN

Next OPEN
Next LOCKED

Present OPEN
If WALK_THRU Next LOCKED
Default
Next OPEN
Out CNT_PULSE
}

OPEN
CNT_PULSE

!WALK_THRU

地下鉄の回転改札口の例

地下鉄の回転改札口の例コードと設計概念の関係がわかりやすく理解できるよう
に、CUPL ステートマシンコードに相当するものが右に表示されます。
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/******************************************************/
/*
Target Devices: P16R4
*/
/******************************************************/
/* Inputs:
define inputs to Turnstile controller
Pin 1 = CLK;
Pin 2 = WALK_THRU;
Pin 3 = COIN;

*/

/* Outputs:
define outputs as active HI levels
...............................
*/
Pin 14 = CNT_PULSE;
Pin 15 = LOCK;
/* Logic: Subway Turnstile example expressed in CUPL */
$DEFINE LOCKED ‘b’0
$DEFINE OPEN ‘b’1
Sequence LOCK{
Present LOCKED
if COIN
if !COIN

Next OPEN;
Next LOCKED;

Present OPEN
if WALK_THRU Next LOCKED;
Default
Next OPEN;
Out CNT_PULSE;
}
TURNSTIL.PLD
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例 4 - 10 進 アップ/ダウン
アップ ダウン カウンター
この例では、同期クリア機能を持つ 4 ビットのアップ/ダウンデカードカウンター
を示します。また、このカウンターには、多重カスケードデバイスの非同期リッ
プルキャリー出力があります。カウンターを実行するソースファイルは CUPL ス
テートマシン構文を使用します。
Ck

Carry
Q0
Q1
Q2
Q3

Cir
Dir
Clear

OE
S0

S9
Carry

S1

S8

S2

S7

S3

S4

S6
S5

アップ/ダウンカウンター

入力信号 dir により、カウントの方向が決まります。dir が H の場合、クロック毎
に 1 ずつカウントダウンされ、dir が L の場合、クロック毎に 1 ずつカウントアッ
プされます。clr 信号により、同期リセットが行われます。
以下にアップ/ダウン カウンターの PLD ソースコードを示します。
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Name

Count10;

Partno
Revision
Date

CA0018;
02;
07/16/87;
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Designer
Company
Location
Assembly
Device

Kahl;
ATI;
None;
None;
p16rp4;

/***********************************************************/
/*
*/
/*
Decade Counter
*/
/* This is a 4-bit up/down decade counter with
*/
/* synchronous clear capability. An asynchronous
*/
/* ripple carry output is provided for cascading
*/
/* multiple devices. CUPL state machine syntax
*/
/* is used
*/
/***********************************************************/
/* Allowable Target Device Types: PAL16RP4, GAL16V8, EP300 */
/***********************************************************/
/**
Pin
Pin
Pin
Pin

Inputs **/
1 = clk;
2 = clr;
3 = dir;
11 = !oe;

/*

Outputs

Pin [14..17] = [Q3..0];
Pin 18 = carry;

/*
/*
/*
/*

counter clock
counter clear input
counter direction input
Register output enable

*/
/* counter outputs
/* ripple carry out

/* Declarations and Intermediate Variable Definitions
field count = [Q3..0];
/* declare counter bit field
$define S0 ‘b’0000
$define S1 ‘b’0001
$define S2 ‘b’0010
$define S3 ‘b’0011
$define S4 ‘b’0100
$define S5 ‘b’0101
$define S6 ‘b’0110
$define S7 ‘b’0111
$define S8 ‘b’1000
$define S9 ‘b’1001
field node = [clr,dir];
up = mode:0;
down = mode:1;

*/
*/
*/
*/

*/
*/
*/
*/

/* declare filed node control */
/* define count up mode
*/
/* define count down mode
*/
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clear = mode:[2..3];

/* define count clear mode

/* Logic Equations */
sequence count {
/*
present S0

present S1

present S2

present S3

present S4

present S5

present S6

present S7

present S8

present S9

out

if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
carry;

up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear

free running counter

*/

*/

next S1;
next S9;
next S0;
next S2;
next S0;
next S0;
next S3;
next S1;
next S0;
next S4;
next S2;
next S0;
next S5;
next S3;
next S0;
next S6;
next S4;
next S0;
next S7;
next S5;
next S0;
next S8;
next S6;
next S0;
next S9;
next S7;
next S0;
next S0;
next S8;
next S0;
/* assert carry output */

ファイルの最初の部分にはファイルの管理情報や設計の機能情報、互換性のある
PLD の情報が記述されます。
設計ダイアグラムの入力と出力に対応するピン宣言が行われます。
Declarations と Intermediate Variable Definitions セクションには、表記を簡単にする
ための宣言が記述されます。
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count は出力変数 Q3 や Q2、Q1、Q0 に割り付けられます。
$DEFINE 命令を使用して、ステートマシン出力を表わす 10 個の 2 進数ステートに
名前が割り付けられます。対応する 2 進数値を表わすためにそのステート名は論理
式の中で使用されます。
FIELD キーワードを使用して、clr と dir 入力を mode と呼ばれるセットに結合しま
す。mode は以下の式により定義されます。
up = mode:0;
down = mode:1;
clear = mode [2..3];
mode は入力 clr と dir を表します。従って、上記の 3 つの式は以下の式と等価です。
up = !clr & !dir ;
down = !clr & dir ;
clear = (clr & !dir) # (clr & dir) ;
3 つのモードは以下のように定義されます。
up - dir と clr 入力は両方ともアサートされません。
down - dir 入力はアサートされ clr 入力はアサートされません。
clear - clr 入力はアサートされ dir はアサートされるかされないかのどちらかで
す。
Logic Equations セクションには、カウンタの状態を表わすステートマシンシンタク
スが記述されます。最初の行で、SEQUENCE キーワードにより、count(すなわち、
Q3 や Q2、Q1、Q0)がステート値を適用する出力とされます。
3 つのモードのそれぞれの現在の状態から次の状態への遷移を指示するために条件
ステートメントが記述されます。例えば、現在の状態が S4 の時、モードが up の場
合、counter は S5 になり、モードが down の場合、counter は S3 になります。そし
て、モードが clear の場合、counter は S0 になります。例 4 で示すように、ステー
トマシンシンタクスの良い点は、設計の動作を分かりやすくに記述できる点です。
例 4 では、clr 信号の結果のステート 0(2 進数値 0000)が定義されます。ステート 0
で別の値にならないように有効な 0000 をすべての設計に設定することを推奨しま
す。例えば、この設計では、電源投入時に 16 進数の A-F のような定義されていな
い状態になる場合、式に記述された条件がすべて合わないので、ステートはステ
ート 0(hex 値 0000)になります。0000 が有効なステートとして定義されていない場
合、カウンターはステート 0 のままです。
以下にこの設計を仮想設計として記述する方法を示します。このファイルは同じ
ファイルですが、仮想設計とデバイスで使用する設計との違いを表わすための変
更が必要です。
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Name

Count10;

Partno
Revision
Date
Designer
Company
Location
Assembly
Device

CA0018;
02;
07/16/87;
Kahl;
ATI;
None;
None;
VIRTUAL;

/************************************************************/
/*
*/
/*
Decade Counter
*/
/* This is a 4-bit up/down decade counter with
*/
/* synchronous clear capability. An asynchronous
*/
/* ripple carry output is provided for cascading
*/
/* multiple devices. CUPL state machine syntax
*/
/* is used
*/
/************************************************************/
/* Allowable Target Device Types: PAL16RP4, GAL16V8, EP300 */
/************************************************************/
/**
Pin
Pin
Pin
Pin
/**

Inputs
= clk;
= clr;
= dir;
= !oe;
Outputs

**/
/*
/*
/*
/*

counter clock
counter clear input
counter direction input
Register output enable

**/

Pin = [Q3..0];
Pin = carry;

/* counter outputs
/* ripple carry out

/** Declarations and Intermediate Variable Definitions
field count = [Q3..0];
/* declare counter bit field
$define S0 ‘b’0000
$define S1 ‘b’0001
$define S2 ‘b’0010
$define S3 ‘b’0011
$define S4 ‘b’0100
$define S5 ‘b’0101
$define S6 ‘b’0110
$define S7 ‘b’0111

488

*/
*/
*/
*/

*/
*/

**/
*/

PLD の設計例
設計例

$define S8 ‘b’1000
$define S9 ‘b’1001
field node = [clr,dir];
up = mode:0;
down = mode:1;
clear = mode:2..3];

/*
/*
/*
/*

/* Logic Equations */
sequence count {
/*
present S0

present S1

present S2

present S3

present S4

present S5

present S6

present S7

present S8

present S9

out

if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
carry;

up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear
up
down
clear

declare filed node control */
define count up mode
*/
define count down mode
*/
define count clear mode
*/

free running counter
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
next
/* assert

*/

S1;
S9;
S0;
S2;
S0;
S0;
S3;
S1;
S0;
S4;
S2;
S0;
S5;
S3;
S0;
S6;
S4;
S0;
S7;
S5;
S0;
S8;
S6;
S0;
S9;
S7;
S0;
S0;
S8;
S0;
carry output */
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CUPL プリプロセッサの機能を使用するとこの PLD をさらに短くすることもでき
ます。以下にファイルの大きさを小さくする$REPEAT 構造を使用して同じファイ
ルを記述する方法を示します。
Name

Count10;

Partno
Revision
Date
Designer
Company
Location
Assembly
Device

CA0018;
02;
07/16/87;
Kahl;
ATI;
None;
None;
VIRTUAL;

/***********************************************************/
/*
*/
/*
Decade Counter
*/
/* This is a 4-bit up/down decade counter with
*/
/* synchronous clear capability. An asynchronous
*/
/* ripple carry output is provided for cascading
*/
/* multiple devices. CUPL state machine syntax
*/
/* is used
*/
/***********************************************************/
/* Allowable Target Device Types: PAL16RP4, GAL16V8, EP300 */
/***********************************************************/
/**
Pin
Pin
Pin
Pin

Inputs
= clk;
= clr;
= dir;
= !oe;

**/

/**
Pin
Pin

Outputs **/
= [Q3..0];
= carry;

/*
/*
/*
/*

counter clock
counter clear input
counter direction input
Register output enable

/* counter outputs
/* ripple carry out

*/
*/
*/
*/

*/
*/

/* Declarations and Intermediate Variable Definitions
field count = [Q3..0];
/* declare counter bit field
field node = [clr,dir];
/* declare filed node control
up = mode:0;
/* define count up mode
down = mode:1;
/* define count down mode
clear = mode:2..3];
/* define count clear mode
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/* state machine description */
sequence count {
present 0
if up & !clear
next 1;
if down & !clear next 9;
if clear
next 0;
$REPEAT i=[1..9]
present i
if up & !clear
next {(i+1)%10};
if down & !clear next {(i-1)%10}
if clear
next 0;
$REPEND

このバリエーションでは、代わりに番号をそのままに使用するので$DEFINE 命令
を削除しました。最も大きな変更は、ステートを 1 つ 1 つ定義する代わりに、
$REPEAT ループを使用してほとんどのステートを定義していることです。このよ
うなことができる理由は、これらのステートが次に進むステート以外は同じだか
らです。ステート 0 を単独で定義し、それからその他のステートを$REPEAT ルー
プで定義していることに注意して下さい。$REPEAT ループは、コンパイル時に展
開され各ステートが定義されます。次のステートで示される命令は繰り返し変数 i
から計算されます。ループ内では、i は現在のステートの番号を示します。従って、
次のステートは i+1 です。これは、最後のステート以外はすべてのステートで成り
立ちます。最後のステートでは、ステートマシンはステート 0 へ進む必要がありま
す。これを実行するために、次のステートを計算する式は(i+1)%10 となります。
この式は、i+1 を 10 で割ったあまりを表わします。番号 10 はステートの番号を表
わします。従って、ステート 9 の場合、次のステートは(9+1)%10=0 となり次のス
テートは 0 になります。同じような状態は、以前の状態を計算する場合に起こりま
す。ステート 0 が独立して定義されていることに注意して下さい。これは、
$REPEAT 変数は正の値しか扱うことができないためです。$REPEAT ループの中で
ステート 0 を定義すると、次のステートを-1 とする可能性があり、この場合、コン
パイラーがは想できない結果を生成します。
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例 5 - 7 セグメントのディスプレイデコーダー
この例では、アノードがコモンの LED を駆動する 16 進数から 7 セグメントへのデ
コーダを示します。この設計には、数値の先頭のゼロを表示しないようにするリ
ップルブランキング入力と桁の表示を簡単にするリップルブランキング出力が組
み込まれます。
rbi
a
D0

b

D1

c

D2

d

D3

e
f
g
rbo
a
f
e

g
d

b
c

7 セグメントのディスプレイデコーダー

a-g のラベルが付けられた表示のセグメントは図の出力に対応します。
以下に CUPL ソースコードを示します。(HEXDISP.PLD)
Name

Hexdisp;

Partno
CA0007;
Revision
02;
Date
07/16/87;
Designer
T. Kahl;
Company
ATI;
Location
None;
Assembly
None;
/**************************************************************/
/*
*/
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/*
a
*/
/* This is a hexadecimal-to-seven-segment
----*/
/* decoder capable of driving common-anode
|
|
*/
/* LEDs. It incorporates both a ripplef|
|b
*/
/* blanking input (to inhibit displaying
| g |
*/
/* leading zeroes) and a ripple blanking output
----*/
/* to allow for easy cascading of digits
|
|
*/
/*
e|
|c
*/
/*
|
|
*/
/*
----*/
/*
d
*/
/*
*/
/**************************************************************/
/* Allowable Target Device Types: 32 x 8 PROM (82S123 or
*/
/* equivalent
*/
/**************************************************************/
/** Input group (Note this is only a comment)
**/
pin [10..13] = [D0..3];
pin 14 = !rbi;
/** Output Group

/* data input lines to display
/* ripple blanking input

( Note this is only a comment)

*/
*/
**/

pin [7..1] = ![a,b,c,d,e,f,g];
/* Segment output lines
pin 9
= !rbo;
/* Ripple Blanking output
/** Declarations and Intermediate Variable Definitions
field data = [D3..0];
/* hexadecimal input field
field segment=[abcdefg];
/* Display segment field
$define ON ‘b’1
/* segment lit when logically”ON”
$define OFF ‘b’0
/* segment dark when logically “OFF”

ディスプレイデコーダーのソースファイル

*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/

1/2

ファイルの最初の部分にはファイルの管理情報や設計の機能情報、互換性のある
PLD の情報が記述されます。
設計ダイアグラムの入力と出力に対応するピン宣言が行われます。
Declarations と Intermediate Variable セクションでは、入力ピンを名前の付けられた
データとして、そして出力ピンを名前の付けられたセグメントとしてグループ化
するためにフィールドの割り付けが行われます。ON と OFF はそれぞれ 2 進数の 1
と 0 として定義されます。

493

PLD 設計

/**

Logic Equations

/*
segment =
/* 0 */
/* 1 */
/* 2 */
/* 3 */
/* 4 */
/* 5 */
/* 6 */
/* 7 */
/* 8 */
/* 9 */
/* A */
/* B */
/* C */
/* D */
/* E */
/* F */

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

**/

a

b

c

d

e

f

g

*/

[ ON,
[OFF,
[ ON,
[ ON,
[OFF,
[ ON,
[ ON,
[ ON,
[ ON,
[ ON,
[ ON,
[OFF,
[ ON,
[OFF,
[ ON,
[ ON,

ON,
ON,
ON,
ON,
ON,
OFF,
OFF,
ON,
ON,
ON,
ON,
OFF,
OFF,
ON,
OFF,
OFF,

ON,
ON,
OFF,
ON,
ON,
ON,
ON,
ON,
ON,
ON,
ON,
ON,
OFF,
ON,
OFF,
OFF,

ON,
OFF,
ON,
ON,
OFF,
ON,
ON,
OFF,
ON,
ON,
OFF,
ON,
ON,
ON,
ON,
OFF,

ON,
OFF,
ON,
OFF,
OFF,
OFF,
ON,
OFF,
ON,
OFF,
ON,
ON,
ON,
ON,
ON,
ON,

ON,
OFF,
OFF,
OFF,
ON,
ON,
ON,
OFF,
ON,
ON,
ON,
ON,
ON,
OFF,
ON,
ON,

OFF]
OFF]
ON]
ON]
ON]
ON]
ON]
ON]
OFF]
ON]
ON]
ON]
OFF]
ON]
ON]
ON]

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

data:0 & !rbi
data:1
data:2
data:3
data:4
data:5
data:6
data:7
data:8
data:9
data:A
data:B
data:C
data:D
data:E
data:F;

rbo = rbi & data:0;

ディスプレイデコーダーのソースファイル

2/2

論理式は、関数テーブルとして設定され、各入力パターンに応じたセグメントが
記述されます。コメントにより関数テーブルのヘッダーが作成され、出力セグメ
ントは表の一番上に表示され、入力番号は表の横に縦方向に表示されます。
表の各行には、デコードされた hex 値と hex 値でオンオフする表示のセグメントが
記述されます。例えば、入力値が 4 の行は以下のように記述されます。
[OFF, ON, ON, OFF, OFF, ON, ON] & data:4
関数テーブルのフォーマットで記述すると、設計の内容が式で記述するよりも解
りやすくなります。すなわち、上記の例では、入力値 4 により、セグメント a がオ
フ、b がオン、c がオンとなることを表します。
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例 6 - ロードリセット機能付き 4 ビットカウンター
この例では、ロードとリセットのできるカウンタを示します｡設計は仮想デバイス
(VirtualDevice)を使用して行いますが、4 つ以上のレジスタのある PLD ならば簡単
にインプリメントすることができます。
Name

Counter;

Partno
FL1201;
Revision
01;
Date
08/26/91;
Designer
RGT;
Company
LDI;
Location
None;
Assembly
None;
Device
VIRTUAL;
/*******************************************/
/* 4-bit counter
*/
/*******************************************/
/**
PIN
PIN
PIN
PIN

inputs **/
= clk; /* clock signal for registers */
= load;/* load signal */
= !ClrFlag;
= [LoadPin0..3]; /* pins from which to load data */

/** outputs **/
PIN = [CountPin0..3];
/* intermediate variables and fields */
field STATE_BITS = [Count0..3];
field LOAD_BUS = [LoadPin0..3];
/** state machine definition **/
SequenceD STATE_BITS {
/* build a repeated loop for the states */
$REPEAT i = [0..15]
Present ‘h’{i}
/* go to state 0 if clear signal is true
/* if the load signal is false go to the
/* next state. Note that the next state
/* is (current state + 1) modulo 16.
/* This causes the counter to wrap back
/* to 0 when in the last state

*/
*/
*/
*/
*/
*/
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If !load Next ‘h’{(i+1)%16};
If !load & ClrFlag Next’b’0;
$REPEND
/* Add the load capability by using the
/* APPEND statement. This has the effect of
/* adding more inputs to the OR gate for
/* this output. This equation states that if
/* the load signal is true then the counter
/* registers are loaded with data from the
/* load pins. This is why ‘load’ was used in
/* the equations for the ‘IF’ statements in
/* the state definitions.
*/
APPEND STATE_BITS.d = load & LOAD_BUS;

*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/

これは仮想設計のため、ピンの番号付けは無視されます。使用される信号はピン
番号なしで宣言されます。
load 信号が宣言されると、ロードピンの値がステートビットレジスタへ送られます。
Clear 信号が宣言されると、ステートマシンは強制的にステート 0 になります。
$REPEAT ループは[0..15]で定義されます。ループの内部は、現在のステートが
h{i}で定義されます。これにより番号は hex 番号として評価されます。従って、ス
テートが 16 個あるステートマシンのは、16 進数で 0-F となります。h が取り除か
れると、ステートは 10 進数で 0-15 になります。いずれにしても、コンパイラーは
これらのステートを hex として解釈し、ステート A-F は定義されません。さらに、
ステート 10(HEX)は存在しないため、今回扱うステートビットは 4 ビットです。
IF 命令がすべて!load で AND されていることに注意して下さい。これは、ロード機
能の優先順位を一番高くしたいためです。これにより、ロード信号とその他の信
号が同時に朝ートされた時に起こる競合を取り除くことができます。
次のステートは、(present_state+1)を 16 で割った余りで計算されます。これにより、
最後のステートからステート 0 へ戻ることができます。ステートマシンのステート
の数が 16 なので 16 の余りを使用します。
この設計の最後の部分で設計にロード機能が追加されます。ここでは、APPEND
命令を使用します。APPEND 命令により指定された変数へ OR された式が与えられ
ます。結局このステートマシン全体は、各ステートビットの組みの式になります。
out は入力ピンからの値がロードされるレジスタに他の条件を追加するためのもの
です。IF 命令のすべてに!load が使用されていることを忘れないで下さい。IF 命令
により生成された式が APPEND 命令と矛盾しないことを確認して下さい。
CountPin0.d = !load & ???.....
# !load & ???.....;
APPEND の前の式
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CountPin0.d = !load & ???.....
# !load & ???.....
# load & LoadPin0;
APPEND の後の式

練習のように、この例にアップダウン機能を追加して下さい。また、実際のデバ
イスにこの設計をインプリメントして下さい。
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PCB デザイン - 概要

Protel Designer's ハンドブックのこのセクションでは Protel99 の PCB エディタとオ
ートルータを用いたプリント基板設計について説明します。ここでは PCB エディ
タの基本的な機能、基板設計におけるレイアウトやルーティングのテクニック、
デザインルールのチェック、またプリント基板を製造する場合に必要なファイル
の作成手順やドキュメントのプリントアウトについて学習します。
ハンドブックのこのセクションには、PCB レイアウトから直接シグナル・インテ
グリティ・アナライズを実行する方法についても含まれます。シグナル・インテ
グリティをテストするための、ネット・インピーダンス、オーバーシュート、ア
ンダーシュート、スロープ、フライト・タイムなどのデザインルールを設定する
ことができます。また、反射やクロストークの解析結果の波形は、配線を行う場
合の参考にすることができます。シグナル・インテグリティ・アナライズの詳し
い内容は、PCB デザインの検証の章を参照して下さい。
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PCB レイアウト･エディタ
PCB エディタは Protel99 の主要なドキュメント・エディタです。このエディタによ
って、PCB の設計、編集、検証ならびにプリント基板の製造に必要なファイルの
作成を行うことができます。このハンドブックを通して PCB レイアウト・エディ
タは PCB エディタと表記されます。

PCB ライブラリー･エディタ
PCB ライブラリー・エディタは、Protel99 におけるもう１つの PCB ドキュメン
ト・エディタで、コンポーネントのフットプリント(部品形状)の作成、編集、管理
を行います。PCB ライブラリー・エディタには PCB エディタと共通する機能に加
え、ライブラリー管理のための機能が含まれています。

シェイプ・ベースト
シェイプ・ベースト・オートルーティング
・ベースト・オートルーティング
Protel99 には高性能のシェープ・ベースト・オートルータが PCB エディタにインテ
グレートされています。Design Explorer には別のサーバーとしてプラグインされま
すが、オートルータの設定や起動は PCB エディタで直接行うことができます。
Protel99 のオートルータには従来からのタイム−プローブによる手法に加えて新し
いルーティング・テクノロジーが使われています。新しいルーティング・テクノ
ロジーはニューラル・ネット、ニューラル・コスト、ニューラル・シェイプで構
成されています。また、Protel99 のオートルータは従来からの配線アルゴリズムも
大きく拡張されています。
オートルータには 100%の結線率、ルーティングスピードと高いクオリティが要求
されます。Protel99 のオートルータはこれらの要求を満足させるオートルーティン
グを実現します。

設計能力
PCB エディタは多くの機能を持つ PCB レイアウト環境です。Protel99 のスケマテ
ィック・エディタ、サーキット・シミュレーション、PLD コンパイラと結びつけ
ることによって、PCB エディタは完全に自動、統合化されたエンド-トゥ-エンドの
デザインシステムのバックボーンになります。
PCB のレイアウトは、他の図面作成用のアプリケーションと異なり、非常に高い
精度が要求されます。そのため、Protel の PCB エディタはフリーハンドの ドロー
イング 環境に比べ多くの プレーシング 環境が準備されています。
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もう一つの違いは配線機能で、トラックセグメント間(線分−線分)の接続やトラッ
クとコンポーネントパッド(トラック−部品のピン)などの接続関係をシステムが理
解しているという点です。例えば、トラックを削除した場合、システムは自動的
にコネクションラインを追加し、接続関係は常に維持されます。
PCB レイアウトは、トップ、ボトムのシグナル・レイヤーやシルクスクリーン・
レイヤーなどの、基板を製作するための フォトツール に対応するレイヤー毎
にデータ作成、表示が行われます。トラックの配置のようなマニュアルで行う操
作はレイヤーに依存されます。そのため、トラックを配置する際は、あらかじめ
レイヤーを選択しておかなければなりません。
PCB エディタでは、各アイテムを正しくレイアウトすることにより簡単な片面基
板から複数のインターナルプレーンを持つ多層基板についても作成することがで
きます。
スケマティック – PCB 間のシンクロナイズ機能
Protel99 に組み込まれたシンクロナイズ機能によって、スケマティック・デザイン
と PCB デザインとの間でデータを合わせることができます。これまでは、スケマ
ティックでの変更は、フォーワード・アノテーションによって PCB へ移行され、
PCB でのリ・アノテーションによって変更された内容は、バック・アノテーショ
ンによってスケマティックに移行されましたが、Protel 99 では、これらの作業をシ
ンクロナイザーによって行うことができます。
シンクロナイザーを起動すると、スケマティックと PCB のそれぞれコンポーネン
トやコネクションの情報を調べ、データを更新します。更新されるデータは、ス
ケマティックから、 Update PCB を行うと、PCB が更新され、PCB から、 Update
Schematic を行うとスケマティックが更新されます。
32 ビット PCB デザインデータベース
PCB エディタは 32 ビットのデザインデータベースを使用し、16 枚の信号レイヤー
に加え 4 層の電源プレーンまでのスルーホールと SMD デザインを行うことができ
ます。４枚のメカニカル・ドローイング・レイヤーにより製造および組み立て図
面を作成できます。ボードは 100 インチ（254cm）×100 インチのサイズまで扱う
ことができ、位置精度は 0.001 ミルのグリッド設定で±0.0005 ミルの精度が得られ
ます。
メトリック/インペリアルの単位はデザインに応じてすぐに切り替えることが可能
で、どちらの単位でも精度の高い設計を行うことができます。
デザインルール
今日の電気設計では、シンプルな構造、ならびに PCB レイアウトにおける電気的
特性などの必要条件を満たすことが課せられています。そのためには、個々のネ
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ットやコンポーネント、ボード上の部分的な範囲に特定のルールを適用する必要
があり、同時に、クロストークや反射、ネットの長さなどの問題も考慮しなけれ
ばなりません。
PCB エディタにはこれらの問題を解決するために、クリアランスやオブジェクト
の配置、平行性、インピーダンスのコントロール、ルーティング・プライオリテ
ィ、ルーティング・トポロジーなどの多くのデザインルールが組み込まれていま
す。各ルールは、ボードやネット、ネットクラス、from-tos(フロムトゥ)、from-to
クラス、コンポーネント、コンポーネントクラス、レイヤー、もしくはユーザに
よって定義される範囲に対して適用することが可能です。
オンラインとバッチによるデザインルールチェック
オンライン DRC はマニュアル配線中に発生したデザインルール違反を警告し、バ
ッチ DRC は、ユーザーが定義したデザインルールのチェックをボード全体に対し
て行います。
自動部品配置
Protel99 には高いパフォーマンスを持つ 2 つの自動部品配置機能が含まれています。
1 つめのオートプレーサーは、コンポーネントのコネクションの状態から、グルー
プを作成し、次にコンポーネントの形を元に配置を試みるコンポーネント・クラ
スタリング・アルゴリズムを使用します。このプレーサーは、ボード上のコンポ
ーネントの数が 100 以下の場合に適しています。
2 つめのオートプレーサーは、"シミュレーテッド・アニール（焼きなまし）"と呼
ばれる、AI ベースの方法を使用します。これは、コネクションの長さ、ボードの
配線密度、コンポーネントの並び、及びデザインルールを考慮した上でボードを
解析し、配置を行います。このプレーサーはボード上のコンポーネントの数が、
100 以上の場合に適してします。
接続性の維持
PCB エディタの特徴は、エレメント間の論理的および物理的接続の認識と管理の
方法にあります。PCB エディタではトラックの配置や削除に伴う接続状態の変化
を常時モニターし、コネクション・ラインの追加や削除を行います。
グリッドレス・マニュアル
グリッドレス・マニュアル・ルーティング
・マニュアル・ルーティング
電子機器で使用される部品は年代とともに、小型化、微細化され、従来までのグ
リッドベースによる設計方法では難しくなってきています。PCB エディタではこ
のような問題を解決するためにグリッドレスによるマニュアル配線を可能にしま
した。
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エレクトリカルグリッド（オブジェクトがのるグリッド）と障害物回避モードと
７つのトラック配置モードを組み合わせることにより、あらゆるオブジェクトに
対し、ルール違反をせずに配線することができます。
フレキシブル・セレクション
フレキシブル・セレクション
アイテムのグループ単位のセレクションは、レイヤーや物理的接続、ボードのエ
リアを指定することによって行います。個々のアイテムはセレクションされたグ
ループに対して追加や削除すること ができます。また、PCB エディタには、
QueryWizard があり、種類の異なるプリミティブや、ウィザードによって与えられ
る選択条件によって複雑なセレクションが可能です。
セレクションは、Windows で一般的に使用される編集メニューの Cut、Copy、
Paste、Clear のような操作や、各軸に沿ったフリップ、.001 度単位での回転ができ
ます。
グローバルエディットオプション
個々の属性はアイテムをダブルクリックするとオープンするダイアログボックス
から編集することができます。PCB エディタでは、1 つのオブジェクトに対して行
われた変更を、ターゲットを特定する条件によって、デザイン全体に反映させる
ことができます。例えば、トラックの幅／レイヤー(もしくは両方)を変更する場合、
これらの変更を同じ幅／レイヤーのトラックに対して、違う幅／レイヤーのトラ
ックに対して、セレクションされたトラックに対して、セレクションされていな
いトラックに対してなど条件を特定することによってグローバルに適用すること
ができます。グローバルオプションは他のデザイン・オブジェクトでも同じよう
な形で行うことができます。
リニア、サーキュラーアレイ配置
アレイ配置によって、セレクションが円、もしくは直線的に連続配置されます。
円形に繰り返す場合、定義された半径の値と繰り返しの角度の値が配置の条件に
なります。アイテムは指定された座標を中心に繰り返し配置されます。
アンドゥとリドゥ
アンドゥとリドゥはボードレイアウトの物理的変更に対して機能します。変更内
容はアンドゥにより元に戻すことができます。また、アンドゥによる変更は、リ
ドゥにより復帰させることができます。
コンポーネントとライブラリー管理
複数のライブラリーを同時に開くことができます。PCB エディタでボード設計を
行っている際でも PCB ライブラリーエディタを用いてライブラリーを開くことが
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できます。スルーホールや SMD フットプリントを含む 300 を越えるコンポーネン
トパターンが標準の PCB デザイン･システム･ライブラリーには含まれています。
ネットワークへインストールすれば、同時に複数のユーザーがライブラリにアク
セスすることもできます。
また、PCB ライブラリー・エディタには、コンポーネント作成ウィザードがあり
ます。このウィザードは 2、3 の質問に答えることによって、簡単な 2 ピンの抵抗
から数百ピンの PGA までのコンポーネント･フットプリントを作成します。
インテリジェント・ポリゴンプレーン
インテリジェント・ポリゴンプレーン
塗りつぶしや格子状のポリゴン･プレーンを任意のレイヤーに配置することができ
ます。また、配置する際に、オプションを使用し、指定されたネットへの自動的
に接続するすることも可能です。コパーは自動的に pours(ポア) され、関連した
デザインルールに従い、配置されたオブジェクトの周囲のラッピングを行います。
ポリゴンの形状は、直線や円弧を用いて定義でき、配置されたポリゴンに対して
後から、頂点の追加、削除、移動ができます。ポリゴンの リポア はオブジェ
クトの配置をやり直した場合や、ポリゴンのパラメータを変更した場合に行いま
す。
スプリット・インターナル
スプリット・インターナル・パワー
・インターナル・パワー・プレーン
・パワー・プレーン
インターナル・パワー・プレーンを分割して、1 つのパワー･プレーン･レイヤーを
複数のネットで共有することができます。スプリット・パワー・プレーンは、デ
ザインルール・チェッカーでサポートされます。
サーマル・リリーフ
サーマル・リリーフ・コントロール
・リリーフ・コントロール
コンポーネントのピン(パッド)がポリゴンまたはパワー･プレーン･レイヤーに接続
される場所では、サーマル･リリーフを用いて、またはダイレクトに接続にするこ
とができます。コンダクター(部品のピンに接続する際の導体部分(パターン))の幅
とエアーギャップをユーザーが定義することができます。この場合、2 または４個
のエントリポイントの選択が必要になります。
パッド・スタックとパッド
パッド・スタックとパッド・リムーバル
・スタックとパッド・リムーバル
マルチレイヤーパッドはそれぞれのサイズや形状をトップレイヤー（部品面）、
ミッドレイヤー（1-14）、ボトムレイヤー（半田面）に設定することができます。
ミッドレイヤーに接続されないマルチレイヤーパッドは、図面を印刷またはプロ
ットする時に、自動的に削除することができます。
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概要

ブラインド・ビアとベリード
ブラインド・ビアとベリード・ビア
・ビアとベリード・ビア
ビアは、ボード全体を貫通するタイプと任意の 2 層を接続するものがあります。ブ
ラインド･ビアとベリードビアは、オートルータまたはマニュアルルーティングで
の指定によって配置され、接続されたレイヤー間はレイヤーの色によって表され
ます。ブラインドやベリードビアは任意の 2 つのレイヤー間で使用されるため、ビ
ルドアップテクノロジーに対応することも可能です。
アーク
PCB エディタのアーク（円弧）の配置精度は.001 度です。信号の接続情報を保持
しながら、アークは任意のレイヤーに配置することができます。
コンポーネントの回転
コンポーネントやそれらのパッドの回転の精度は.001 度です。任意のセレクション
の回転でも角度の精度は同じです。
各種のフォント
3 種類の表示フォント(Default、Serif、Sans Serif)をサポートします。
フォトプロットの自動生成
Gerber®プロットファイル出力関連する機能には、アパーチャー・ファイルの自動
生成、オンラインによるアパーチャー編集、Gerber 274X フォーマット（拡張ガー
バー）のサポート、複数レイヤーのフォトプロット合成、設定されたフィルムサ
イズ上へのプロットファイルの自動パネライズなどがあります。
PCB エディタでは、出力されたガーバーファイルの読み込みだけでなく、バッチ
機能を使用することにより、読み込まれるガーバーファイルを適切なレイヤーに
割り当てることができます。
Windows でサポートされるプリンタ、プロッタへのアウトプット
ドット・マトリクス・プリンタやレーザー・プリンタ、ペンプロッタ、PostScript®
出力はすべて共通のプリントオプションからコントロールされ、Windows でサポ
ートされる出力装置を使用することができます。プロットやプリントは、各レイ
ヤーごと、もしくは複数のレイヤーを重ねあわせることができ、自動的にシート
のセンターに出力されます。
NC ドリルファイルの自動生成
ユーザー定義のツールファイルなしに NC ドリル出力を自動的に生成することがで
きます。必要なツールとそのツールの移動距離（メートルとインチの単位で）が
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一覧になったレポートファイルが生成されます。効率よく穴あけ作業をするため
の高速ソーティング･アルゴリズムにより NC ドリルファイルを生成します。
ドリル・ドローイング
ドリル・ドローイング
ドリル・ドローイングはユーザーによる編集が可能な形式であり、それぞれの穴
位置にはマーカが付けられます。マーカにはコード化されたシンボルやアルファ
ベット･コード（A,B,C..）、割り当てられた穴の大きさが使用されます。
Windows ディスプレィ・オプション
ディスプレィ・オプション
Protel の PCB デザインシステムでは、Windows でサポートされる 24 ビットカラー
グラフィックカードとモニターをすべて使用することができます。ズームレベル
は、32 ビット･システム解像度を完全にサポートします。（精度±0.0005mils）
DXF ファイルのインポートとエクスポート
DXF ファイル(AutoCAD®)の読み込みや、PCB デザインを DXF ファイルとして出
力できます。マルチレイヤー DXF ファイルもサポートします。
レポート
Bill of Materials(BOM)、Back Annotation ファイル、NC ドリル、ボードアセンブリ
のための部品の位置を表す Pick and Place レポート 、Netlist Status レポートを作成
することができます。
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PCB ワークスペースのセットアップ
座標システム
ステータスバーの左端に表示される座標は現在のワークスペースの原点に基づく
カーソルの位置を示します。座標はカレント･オリジンから、単位の選択に応じて
mils または mm で表わされます。PCB エディタでは、原点をワークスペース内の
任意の場所へ移動できます。

アブソリュート・オリジン (原点のデフォルトの位置) はワークスペースの左隅で
す。
カレント・オリジンの設定
カレント・オリジンの設定
カレント・オリジンを設定するには、Edit » Origin » Set メニューを選択します。カ
ーソルがクロスに変わり、カレント・オリジンに設定したい位置へカーソルを移
動し、マウスの左ボタンをクリックしてください。この位置が現在のカレント・
オリジンになります。設定終了後、現在のカーソル位置でステータスバーの表示
が、 X:0mils Y:0mils（または X:0mm Y:0mm）となります。
カレント・オリジンをアブソリュート・オリジン(ワークスペースの左隅)に戻すに
は Edit » Origin » Reset を選択してください。

デザインの精度
プリント基板は非常に高精度で製造されます。PCB エディタでは、あらゆる PCB
デザイン作業に対応できる±0.001mils（.000001 インチまたは.00025mm）の精度を
持っています。ワークスペースの大きさは 100 インチ×100 インチです。

単位の切り替え
PCB エディタではインペリアル（mils）とメトリック（mm）の単位をサポートし
ています。単位を切り替えるには View » Toggle Units メニューを選択するか、ショ
ートカット・キー Q を押してください。メトリックのスナップグリッドが選択さ
れた場合には ワークスペース座標やその他の寸法情報をミリメートル単位で表示
されますの で、ボード外形の設定や、ミリ単位のピッチのライブラリーを作成す
る場合に 正確な数値を用いることができます。
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グリッド
PCB エディタには、ワークスペース内でオブジェクトの配置をコントロールする
スナップグリッド、オブジェクトどうしが互いに引き込む範囲を定義するエレク
トリカルグリッド、ワーク・スペースに表示されるビジブル・グリッドの 3 つのグ
リッドシステムがあり、これらのグリッドはユーザーによる定義が可能です。
スナップグリッド
スナップグリッドは、カーソルの移動やプリミティブの配置を制限するワークス
ペースの点の配列です。マウスを使用してカーソルをコントロールする場合、カ
ーソルがスナップグリッドの間を自由に動くことが確認できると思います。コン
ポーネントの配置やオブジェクトの選択などの操作の時には、クロス・ヘア(細い
クロスの線)があらわれ、現在のスナップグリッドへ"スナップ"します。カーソル
キーによって移動する場合には、カーソルは常に スナップグリッド 上を移動
します。
♦ SHIFT を押しながらカーソル・キーを押すと現在のスナップグリッドの
10 個分移動します。
このグリッドは Document Options ダイアログ・ボックス(Design » Options)の Options
タブ、またはメインツールバーのセット・スナップグリッド・ボタンで変更する
ことができます。(ショートカット; G)スナップグリッドを 100mils に設定すると、
カーソルは 0.0 インチ、0.1 インチ、0.2 インチ…の点だけを移動します。スナップ
グリッドは 0.001--1000mils（0.0025--25.0mm）の間で設定できます。
スナップグリッドの設定によって、ワークスペースの特定の格子上にオブジェク
トを配置することができます。一般的にスナップグリッドは、コンポーネントの
ピンピッチを元に設定されます。例えば、ピンピッチが 100 ミルのコンポーネント
の場合には、100 ミルや 50 ミルのスナップグリッドが使用されます。また、ピン
ピッチが一定では無い場合には、100 ミル、50 ミル、25 ミル、20 ミルのようなス
ナップグリッドを使用して下さい。スナップグリッドを適切に設定することによ
って、部品を整然と配置できるだけでなく、効率の良い配線作業を行うことがで
きます。
♦ エレクトリカルグリッ
ドはスナップグリッドを無
PCB エディタのエレクトリカルグリッドによって、
効にしますので、オフグリ
トラックやビアのような電気的オブジェクトの配
ッドのオブジェクトに対す
置を簡単に行うことができます。このグリッドに
る接続を簡単に行うことが
よって電気的オブジェクト（トラックやパッド、
できます。エレクトリカル
ビア）を認識する範囲が定義され、その範囲内に
グ リ ッ ド の ON/OFF は
SHIFT+E に よ っ て 切 り 替
えることができます。

エレクトリカルグリッド
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マウス・カーソルが移動すると、対象となるオブジェクトへマウスカーソルが引
き込まれます。
ワークシート上で電気的オブジェクトが他の電気的オブジェクトのエレクトリカ
ルグリッドに入った場合、移動したそのオブジェクトは固定されたオブジェクト
のホットスポットへ吸い込まれます。エレクトリカルグリッドは Document Options
ダイアログ・ボックスの Options タブで設定します(Design » Options)。
ビジブル・グリッド
ビジブル・グリッド
2 種類のビジブル・グリッドはアイテムの移動や配置を行う場合の目安として使用
することができ、それぞれ独立した値を設定することができます。例えば、細か
いグリッドの値のみを変更したり、1 つをメトリック、もう 1 つをインペリアルに
設定することも可能です。
ビジブル・グリッドはワークスペースのバックグラウンドに座標をあらわす線(も
しくは点）として表示されます。ワークスペースのズームレベルが、近すぎる場
合や遠すぎる場合はビジブル・グリッドが表示されなくなります。
グリッドの設定と単位
すべてのグリッドは Document Options ダイアログの Options タブによって設定しま
す。また、このタブによって単位の切り替えを行うことができます。

すべてのグリッドは Options タブによって設定されます。

511

PCB デザイン

レイヤー
PCB エディタはレイヤーに基づく環境です。そのため、
ボード設計はこれらのレイヤーにオブジェクトを配置す
ることによって行われます。レイヤーには フィジカ
ル・レイヤー と、Connect Layer などのシステム・レイ
ヤーがあります。フィジカル・レイヤーには、シグナ
ル・レイヤーとインターナル・プレーン・レイヤー、シ
ルクスクリーン、ソルダー・マスク、ペースト・マスク
レイヤーがあり、各レイヤーはそれぞれ割り当てられた
カラーで表示されます。(Tools » Preferences)

♦ Protel の PCB シ
ステムはレイヤー
に基づく環境であ
り、トラックの配
置などの特定の操
作はレイヤーに依
存します。

このマルチレイヤーのコンセプトが、他の多くのドローイング、もしくはデザイ
ンアプリケーションと PCB エディタとの違いです。デザインの中のすべてのレイ
ヤーは同時に表示することができ、トラックやポリゴン、テキスト・ストリング
などのオブジェクトを配置する場合は、目的のレイヤーを選択しオブジェクトを
配置します。

Document Options ダイアログの Layer タブで必要なレイヤーをイネーブルにしてください。

アクティブ・レイヤーの定義
アクティブ・レイヤーの定義
レイヤーにアクセスするためには、まず、レイヤーをアクセス可能状態にするこ
とが必要です。レイヤーがアクセス可能な状態になるとレイヤータブがワークス
ペースの下に表示されます。
レイヤーをアクティブにするには:
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1. Document Options ダイアログ・ボックスを選択してください (Design » Options)。
レイヤーは種類別にグループ化されています。各レイヤーにはチェック・ボ
ックスがあり、マウスの左ボタンでクリックすると、表示のオン／オフを切
り替えることができます。このチェックボックスがオンの場合、このレイヤ
ーがアクティブであることを示しています。
2. チェック・ボックスをクリックして必要なレイヤーをアクティブにしてくだ
さい。
3. OK をクリックして Preferences ダイアログ・ボックスを閉じてください。

アクティブなレイヤーはドキュメント・ウィンドウの下に表示されます。

カレント・レイヤー
カレント・レイヤー
ワークスペース上では、いずれかのレイヤー
が必ず カレント レイヤーになります。ワ
ークスペースの下には、現在アクティブなレ
イヤーのタブが表示され、カレント・レイヤ
ーのタブが一番上になります。ワークスペー
スに配置されるアイテムのなかで、トラック
やテキスト、フィル、またはシングル・レイ
ヤーパッドはカレント・レイヤーに配置され、
コンポーネントやマルチレイヤー・パッド、
ビアはカレント・レイヤーに関係なく配置さ
れます。オブジェクトの移動や削除などの操
作を行う場合には、カレント・レイヤーを切
り替える必要はありません。

♦ カレント・レイヤーを切り
替えるには、レイヤー・タブを
クリックしてください。また、
キーボードからもカレント・レ
イヤーを切り替えることができ
ます。テンキーの＋(プラス）キ
ーまたは、−(マイナス)キーで
は、現在のアクティブ・レイヤ
ーの切り替えになり、*(アスタ
リスク)キーの場合は、アクティ
ブなシグナル・レイヤーの切り
替えになります。
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シグナル・レイヤー
シグナル・レイヤー
配線を行うために 16 層のレイヤーが用意されており、配置されたすべてのオブジ
ェクトは PCB アートワークのパターン(銅箔部分)としてプロットされます。これ
らのレイヤーにはトラックだけでなく、エリアフィル、テキスト、ポリゴン・プ
レーンなども配置することができます。シグナル・レイヤーには:
Top

- 部品面信号レイヤー

Mid Layers Bottom

内部信号レイヤー（1--14 に番号がつけられます）

- 半田面信号レイヤー

インターナル・プレーン
インターナル・プレーン
多層基板において、電源や GND を接続するためのレイヤーとして、4 層のソリッ
ド・コパー・ミッド・レイヤー（1--4 の番号がつけられるインターナル・プレー
ン）があります。これらのレイヤーにネットを割り当てると、ネットは自動的に
接続されたことになり、インターナル・プレーンへ接続するためのサーマル・リ
リーフ・パッドのサイズは任意に設定することができます。インターナル・プレ
ーンはネガでイメージ(表示／プリント／プロット)されますので、このレイヤーに
プリミティブを配置すると、配置された箇所の銅箔はなくなります。また、これ
らのレイヤーを分割することによって複数のネットを一つのレイヤーで共有する
ことができます。この方法については、スプリット・パワー・プレーンの作成、
マニュアル配線の項目を参照してください。
シルクスクリーン・オーバーレイ
シルクスクリーン・オーバーレイ・レイヤー
・オーバーレイ・レイヤー
トップ・オーバーレイ、ボトム・オーバーレイ（シルクスクリーン）レイヤーは
通常コンポーネントのアウトラインやコンポーネントのテキスト(デジグネータや
コメントはライブラリーからフットプリントを配置すると自動的に追加されま
す）を表示するために使用されます。PCB ライブラリー・エディタでは通常、ト
ップ・レイヤーから見たイメージでコンポーネント・フットプリントを作成しま
す。PCB エディタでコンポーネントをボトム・レイヤーへ配置、もしくは移動す
るとイメージは反転し、トップ・オーバーレイのアイテムはボトム・オーバーレ
イに移動します。オーバーレイ・レイヤーにはテキストなどのプリミティブを配
置することもできます。
メカニカル・レイヤー
メカニカル・レイヤー
外形寸法や位置あわせのターゲット・マーク、または図面上に必要な注意事項な
どを追加するために、4 層のメカニカル・レイヤーが用意されています。メカニカ
ル・レイヤーに配置されたアイテムはプリント／プロットを行う際に他のレイヤ
ーに追加することができます。
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マスク・レイヤー
マスク・レイヤー
ソルダー・マスク
ソルダー・マスク

フォト･ソルダー･マスクやシルクスクリーン･ソルダー･マスクのためにトップや
ボトム･マスクが用意されています。これらのレイヤーは自動的に生成され、ウェ
ーブソルダリングの際に、コンポーネント・ピンやビア以外をカバーするマスク
として使用されます。これらのマスクを出力する際のエクスパンション（拡張サ
イズ）は Solder Mask Expansion デザインルールによって設定することができます。
Solder Mask Expansion ルールについては、デザインルールについての章を参照して
下さい。この章には、全てのビアをマスクする方法も述べられています。これら
のレイヤーは、効率化のために、ネガで出力されます。
ペースト・
ペースト・マスク

SMD（表面実装デバイス）のソルダー・ペースト位置の、フォト、またはシルク
スクリーン・マスクのために、トップやボトムのマスクが用意されています。
Paste Mask Expansion デザイン･ルールによって、マスクのエクスパンション（拡張
サイズ）を設定することができます。Paste Mask Expansion デザイン･ルールについ
ては、 デザインルールについて の章を参照して下さい。これらのレイヤーは自動
的に生成され、効率化のために、ネガで出力されます。
ドリルレイヤー
ドリル・ドローイング
ドリル・ドローイング

通常、基板製造用の図面として基板の穴位置を記号(シンボル)で表わした図面が使
用されます。ブラインド／ベリード･ビア(埋め込みビア)を使用する場合には、ペ
アとなるレイヤーのプロットが必要になります。穴位置は、コード化されたシン
ボル(丸や四角などの図形)、アルファベット、割り当てられた穴のサイズの 3 種類
のシンボルで表され、シンボルの一覧、ミリとインチで表された穴サイズ、穴数
ががプロットされます。詳しい内容は アートワーク・ファイルの出力の項目を参
照してください。
ドリル・ガイド
ドリル・ガイド

ドリル・ガイドにはデザインにレイアウトされたすべての穴がプロットされます。
ブラインド／ベリード･ビア(埋め込みビア)を使用する場合にはペアとなるレイヤ
ーのプロットが必要になります。これらのプロットには、0 より大きいサイズの、
すべてのパッド、ビアが含まれます。詳しい内容はアートワーク・ファイルの出
力の項目を参照してください。
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その他のレイヤー
キープアウト

このレイヤーは、コンポーネント配置や配線可能な範囲を指定するために使われ
ます。例えば、長方形のボードをトラックやアークで作画した場合、すべてのコ
ンポーネントや配線はこの長方形の範囲内に収めるという定義になります。メカ
ニカルオブジェクトの ノー･ゴー 領域(禁止領域)は、トラックやアーク、フィ
ルを境界にして作ります。コパーレイヤー(銅箔パターンとして生成されるレイヤ
ー)にはすべてキープアウトが適用されます。基本的なルールとしてコンポーネン
トをキープアウトレイヤーのオブジェクトの上に配置することができません。ま
た配線を行う際もキープアウトレイヤーのオブジェクトを横切ることはできませ
ん。
マルチ・レイヤー
マルチ・レイヤー

マルチ･レイヤー上に配置されるオブジェクトは、出力(ガーバーデータ作成やプリ
ントアウト、プロットアウト)の際、すべてのコパーエリア(銅箔エリア)に表れま
す。マルチレイヤーは通常スルーホールパッドやビアに使用されます。
コネクト

このオプションは、コネクション･ラインの表示のオン／オフを行います。PCB エ
ディタは、未結線を表すコネクション・ラインを Connect レイヤーに表示します。
DRC エラー

DRC エラー表示のオン／オフを行います。
ビジブル・グリッド
ビジブル・グリッド

2 つのビジブル･グリッドの表示のオン／オフを行います。グリッドはドット、ま
たはラインで表示することができます。(Option タブの設定)
パッド、ビアホール

パッド・ホールやビア・ホールの表示のオン／オフを行います。ドラフト・モー
ドでは、パッドとビアを区別するために、パッド・ホールが現在設定されたカラ
ーで表示されます。（Preferences ダイアログの Color タブで設定します）
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PCB ワークスペース・プリファレンス
ワークスペース・プリファレンス
ユーザー定義によるワークスペース・プリファレンスは、Preferences ダイアログ・
ボックスから設定します（Tools » Preferences)。このダイアログ・ボックスには、4
つのタブがあります。
PCB プリファレンス - Options タブ

Editing
Snap to Center

このオプションがチェックされている場合、オブジェクトを移動する際のカ
ーソル位置は、フリーパッドやビアはセンターへ、コンポーネントはリファ
レンスポイント(コンポーネント原点)へ、トラック･セグメントは頂点になり
ます。このオプションがオフの場合はカーソル位置はマウスでクリックされ
た位置のままになります。
Extend Selection

このオプションがチェックされている場合、セレクションされるオブジェク
トは累積されます。チェックがオフの場合、別のオブジェクトがセレクショ
ンされるとすでにセレクションされたオブジェクトのセレクションは解除さ
れます。
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Remove Duplicates

このオプションがチェックされている場合、出力データがチェックされ、重
複したプリミティブを削除します。
Confirm Global Edit

このオプションがチェックされている場合、グローバルチェンジの確認メッ
セージが表示され、変更されるオブジェクトの数が表示されます。また、こ
のダイアログからグローバルチェンジをキャンセルすることもできます。
Rotation Step

オブジェクトを回転させる場合のステップの値を設定します。オブジェクト
をつかんだ状態で、SPACEBAR を押すと反時計方向に設定値だけオブジェク
トが回転し、SHIFT を押しながら SPACEBAR を押すと時計方向に回転します。
Cursor Type

カーソルのタイプを設定します。カーソルは、90 度のラージ、またはスモー
ルクロスタイプ、45 度のスモールクロスから設定します。
Component Drag

このオプションにより、コンポーネントを移動するときにトラックをどのよ
うに扱うかを設定します。Connected Tracks オプションは、コンポーネントに
接続されたトラックを移動します。None の場合はコンポーネントのみの移動
になります。
Autopan
Style

このオプションがイネーブルの場合、カーソルがクロスの状態でのオートパ
ン(表示画面の自動切替え)が可能になります。オートパンには４つのモードが
あり:
Re-Center – ウィンドウの端へカーソルが触れると、その位置が次に表示され
るセンターになります。
Fixed Size Jump – Step Size で定義されるステップでパンを行います。SHIFT キ
ーを押しながらパンを実行すると Shift Step Size で定義されるステップでパン
が実行されます。
Shift Accelerate – Step Size で定義されるステップでパンを行います。SHIFT キ
ーを押しながらパンを行うと、Shift Step Size で定義されるステップサイズま
でパンニングが加速されます。
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Shift Decelerate – Shift Step Size で定義されるステップでパンを行います。
SHIFT キーを押しながらパンを行うと Step Size で定義される最小のステップ･
サイズまでパンニングが減速します。
Ballistic – ワークスペースの外にカーソルが移動した距離によってパンニング
のスピードが決まります。
Step Size

ウィンドウの端にカーソルが触れるごとに表示が移動する値を指定します。
Shift Step Size

シフト オートパン･オプションを使用している時に、ウィンドウの端にカー
ソルが触れるごとに表示が移動する値を指定します。
PCB
Online DRC

このオプションがチェックされている場合、システムはワークスペースに配
置されるオブジェクトがデザインルールに違反していないかどうかをオンラ
インでチェックします。デザインルールは Design Rule ダイアログボックス
（Design » Rules メニュー）で定義され、Design Rule Check ダイアログの Online タブで選択されている内容がチェックされます。 (Tools » Design Rule
Checking メニュー)
Loop Removal

このオプションがチェックされている場合、マニュアル配線中に配線がルー
プした場合、自動的にトラックを削除します。(後から配線されたトラックが
残ります) このオプションによって効率よく配線を修正することができます。
Interactive Routing Mode

Ignore Obstacle – このオプションが選択されている場合、プリミティブをワー
クスペースの任意の場所に配置することができます。ただし On line DRC が
チェックされていると、クリアランス違反が警告されます。.
Avoid Obstacle – このオプションが選択されている場合、プリミティブの配置
は、クリアランス・ルールに違反しない場所に限定されます。そのため、す
でに配置されたオブジェクトに対してクリアランス・ルール違反を考慮せず
に配線を行うことができるようになります。詳しい内容はマニュアル・ルー
ティングの項目を参照してください。
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Push Obstacle – このオプションが選択されている場合、ネットの配線に伴い、
すでに配置されたプリミティブはデザインルールに違反しない範囲で、 押
しのけ られます。ただし、"押しのけ"が不可能になった時点でルーティン
グ・モードは、Ignore Obstacle に変わります。
♦

SHIFT+R キーでルーティングのモードを切り替えることができます。

Display
Convert Special Strings

このオプションがチェックされている場合、.LAYER_NAME 、.PRINT_DATE
などのスペシャル・ストリングを、出力時だけでなく画面の表示においても
同様に扱います。スペシャル・ストリングについては、”PCB Design Object の
String”の項目を参照してください。
Highlight in Full

このオプションがチェックされている場合、セレクションされたオブジェク
トはセレクション・カラーによる塗りつぶし表示になります。チェックされ
ていない場合にはアウトラインのみのセレクション表示になります。
Use Net Color For Highlight

このオプションがチェックされている場合、セレク
ションされたオブジェクトはネット・カラー
（Change Net ダイアログで割り当てられた）でハイ
ライトされます。Highlight in Full オプションとあわ
せると効果的です。
Redraw Layers

♦ カレント・レ
イヤー の み 再描 画
するにはＡＬＴ
+END シ ョ ー ト カ
ット・ キ ー を使 い
ます。

このオプションがチェックされている場合、レイヤ
ーを切り替えると、カレント・レイヤーが一番上に表示されます。
Single Layer Mode

このオプションがチェックされている場合、カレント・レイヤーのみが表示
され、各レイヤーの出力を確認する場合などに有効なオプションです。カレ
ント・レイヤーがシグナル・レイヤーの場合、マルチレイヤーのオブジェク
トも表示されます。このオプションは、"+"キーや"-"キーでレイヤーを切り替
え、END キーで画面を再描画して使用してください。
Transparent Layers

このオプションがチェックされている場合、設定されたレイヤー・カラーは
トランスペアレント(透過)表示され、レイヤーが異なるオブジェクトが重なっ
た場合には、合成色(例 赤+青=紫)で表されます。このオプションによって、
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カレントレイヤーのオブジェクトで隠れて見えない他のレイヤーのオブジェ
クトを確認することができます。
Undo/Redo

スタック・サイズを設定し、アンドゥの回数を指定します。スタックの大き
さが 0 の場合、アンドゥは行われません。
Draw Order

PCB エディタで、再描画されるレイヤーの順番を設定します。Draw Order ボ
タンをクリックすると、Layer Drawing Order ダイアログ･ボックスが表示され
ます。レイヤーの一覧は表示される順番を示しています。一覧のトップにあ
るレイヤーが重ねられたレイヤーの一番上に表示されます。
PCB プリファレンス - Show/Hide タブ

Display Mode

デザインオブジェクトの表示方法はディスプレイ・モードによって設定しま
す。ディスプレイ・モードには、それぞれのオブジェクトが塗りつぶし表示
される Final、オブジェクトの輪郭のみが表示される Draft、オブジェクトを表
示させない Hidden があり、各オブジェクトに対して設定することができます。
また、All Final、All Draft、All Hidden ボタンによってすべてのオブジェクト
に対し、同時に同じディスプレイ・モードを設定することができます。
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Draft Thresholds

設定された値より幅の狭いトラックは細い一本の線で表示され、幅の広いト
ラックについてはトラックの輪郭が表示されます。（Draft モードで表示され
る場合）
ストリングは現在のズームレベル応じて、設定された値よりも多くのピクセ
ルで表示される場合には、テキストが表示され、少ないピクセルで表示され
る場合、アウトラインボックスに置き換えられます。これらのスレショルド
は必要に応じて変更することができます。
Other

パッド番号やネット名、原点マーカーを表示します。パッド番号とネット名
はズームレベルが下がると表示されません。
PCB プリファレンス - Default Primitives
PCB エディタで使用されるオブジェクトのデフォルトは Preferences ダイアログの
Default Primitives タブで設定することができます。

各デザイン･オブジェクトの詳細については PCB デザイン・オブジェクトの項目を
参照してください。
♦ このダイアログボックスの Permanent オプションがオフの場合、オブジェク
トを配置する際に TAB キーを押し、変更された値がデフォルト・プリミティブ
の値になります。ただし、このダイアログボックスで Permanent オプションが
オンの時はデフォルトの値は変更されません。
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PCB ドキュメントの新規作成,
ドキュメントの新規作成 オープン,クローズ
オープン クローズ,
クローズ セーブ
デザイン・エクスプローラー全般のファイルの新規作成、オープン、保存につい
てはデザインエクスプローラの章を参照してください。この章では PCB の限定し
たインフォメーションになります。

PCB の新規作成
PCB エディタにはドキュメントを作成するためのウィザード PCBMaker が含ま
れています。このウィザードによっていくつかの標準的なボードのテンプレート、
もしくはユーザーのよって作成されたカスタム･テンプレートから任意のボードを
選択することができます。
PCBMaker ウィザードを起動するには、File » New を選択し、Wizards タブをクリッ
クし、PCBMaker アイコンをダブルクリックするとウィザードがスタートします。

Save Copy As オプション
アクティブ・ドキュメントを、別の名前や Protel Text フォーマットで保存するには、
File » Save Copy As (ショートカット：F、A）を選択してください。

旧バージョンで作成されたファイルのインポートとエクスポート
Protel 99 では、Protel で作成された旧バージョンのファイルを、2 通りの方法で読
み込むことができます。
PCB ファイルはデザインデータベースに新規のドキュメントとして読み込むこと
ができます。ファイル読み込みの手順については、デザインエクスプローラの章
の、デザインデータベースにドキュメントをインポート を参照して下さい。ドキ
ュメントを読み込み後、そのドキュメントのアイコンをダブルクリックして下さ
い。オープンされたドキュメントの情報は、Protel99 の PCB フォーマットに変換さ
れます。
2 つめの方法は、オープンしている PCB ドキュメントにインポートする方法です。
PCB ドキュメントにインポートするには、File » Import を選択し、Import File ダイア
ログ・ボックスで、ファイルの種類を、Protel ファイル・フォーマットに設定し、
ファイルを選択して下さい。Open ボタンをクリックすると、PCB データの読み込
みが開始されます。
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Protel99 では、Protel PCB 2.8 アスキー・フォーマットファイルを出力することがで
きます。メニューから、File » Export を選択し、Export File ダイアログ・ボックスで、
フォル ダ 、 ファ イル 名 、お よび ファ イル の 種類 を 、 Protel PCB 2.8 ASCII File
（*.PCB）に設定し、Save（保存）ボタンをクリックして下さい。
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PCB デザイン・ウィンドウでの作業
デザイン・ウィンドウでの作業
Protel99 の PCB サーバには、PCB レイアウト・エディタと PCB ライブラリー・エ
ディタの 2 つのドキュメントエディタがあり、これらのドキュメントエディタでの
作業はとてもよく似ています。オブジェクトの中からデザインを構築し、これら
のオブジェクトをワークスペースに配置します。オブジェクトの配置や属性の編
集、ワークスペースでの配置や削除、その他の操作方法は、2 つのエディタで共通
です。つまり、エディタの役割は違ってもエディタでの操作方法は同じというこ
とです。
PCB ライブラリー・エディタでは、コンポーネントやコンポーネント・ライブラ
リーの作成や編集、確認が行われ、PCB エディタでは、プリント基板の作成や編
集、確認が行われます

ワークスペースの表示方法について
オープンした PCB ファイルには、ウィンドウが割り当てられ、デザイン全体を表
示します。PCB 設計ではデザインを部分的に表示したり、もしくはボード全体を
表示したりなど、さまざまな表示方法が要求されます。PCB エディタ・パネルや
View メニューには、ワークスペースを表示するためにいろいろな機能が用意され
ています。
PCB ミニ・ビューア
ミニ・ビューア
ワークスペースの表示を変更するには、
PCB エディタ・パネルを使用します。点
線で囲まれた ZoomBox は、メイン・ドキ
ュメント・ウィンドウのズームレベルを
表 わ し ま す 。 ( ボ ー ド 外 形 を Keep Out
Layer、または Mechanical Layer に設定し
ておく必要があります)ズームレベルを変
更するには、ZoomBox のコーナーをドラ
ッグしボックスのサイズを変えてくださ
い。また、表示位置を移動する場合には、
ZoomBox の内側をクリック＆ドラッグしてください。

ボード外形

ズームボックス
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MiniViewer へ、ボードを拡大して表示する機能として
Magnifier があります。Magnifier ボタンをクリックし虫
眼鏡のカーソルをメイン･ウィンドウのボード上を移動
すると、カーソル位置のボードのイメージが表示されま
す。拡大レベルを変更する場合は、Configure ボタンを
クリックしてください。また、虫眼鏡のカーソルを使用
している時に SPACEBAR を押すと拡大レベルを、3 段
階で切り替えることができます。

View » Fit Document
ワークスペース内のすべてのオブジェクトが表示されます。(ショートカット：V、
F)
View » Fit Board
キープ・アウトに作画されたボード外形を元に、ボード全体が表示されます。(シ
ョートカット：V、D)
View » Area
別の表示エリアを再定義する場合に使用します。表示したいエリア付近でマウス
をクリックし、点線で表されたズームウィンドウで囲んでください。（ショート
カット：V、A）
View » Around Point
別の表示エリアを再定義する場合に使用します。表示したいエリア付近でマウス
をクリックし、点線で表されたズームウィンドウで囲んでください。View » Area メ
ニューが対角に移動しズームウィンドウを定義するのに対し、このメニューはク
リックした位置を中心としてズームウィンドウを定義します（ショートカット：V、
P）
View » Zoom オプション
♦ SHIFT キーを押しな
づくように画面を拡大します。(ショートカット：V、 が ら PAGEUP ま た は
PAGEDOWN を押すと、
I または PAGEUP)
拡大、縮小の段階が小さ
View » Zoom Out メニューは、カーソルポジションか
くなります。
ら遠ざかるように画面を縮小します。(ショートカ
ット：V、O または PAGEDOWN)
View » Zoom In メニューは、カーソルポジションに近
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View » Zoom Last メニューは、表示を直前の状態に戻します。V、Z を繰り替えすと

直前の状態と現在の状態の繰り返しになります。（ショートカット：V、Z）

表示位置の移動
スクロール
スクロール・バーはワークスペースをスクロールに使用されます。スクロール･バ
ーのスライディング･ボタンによって、ワークスペースのスクロール･アップやス
クロール･ダウン、左右のスクロールを行います。スライディング･ボタンの上や
下をクリックするとワークスペースのスクロールのステップが大きくなります。
また、スクロールバーの両端の矢印をクリックすると細かなステップでスクロー
ルできます。
マニュアル・パンニング
マニュアル・パンニング
スクロール･バーを使用せずにワークスペースをパンするには、View » Pan メニュー
（ショートカット：V、N または HOME）を選択します。このメニューでは、メニ
ュー選択時のカーソル位置が画面の中央になります。この時のカーソル位置はそ
のままで、続けてパンニングを行うことができます。
矢印キーを使用して、ワークスペースのパニングが可能です。キーを押すごとに
カーソルは１グリッドだけ移動します。SHIFT キーを押しながら矢印キーを押すと
カーソルは 10 グリッド分移動します。
オート・パンニング
オート・パンニング
オート・パンニングはカーソルがクロスの状態のときに行われます。配置や選択、
オブジェクトの移動や削除のような 編集 型の操作を行うとカーソルはクロス
になります。このカーソルはマウスや矢印キーで移動することができ、カーソル
がウィンドウのフレームに触れると、ワークスペースがパンされます。PCB エデ
ィタには４つの Auto Pan モードがあり、Preferences ダイアログ･ボックスの Options
タブで設定します。
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ブラウズ
PCB Editor Panel には、PCB のブラウジングを行うため
に、Nets、Components、Net Classes、Component Classes
の 4 種類のブラウズ・モードがあります。
• ブラウズ・モードが Net または component の場
合、パネルの MiniViewer には選択されたネッ
トやコンポーネントが表示されます。
• 選択されたネットやコンポーネントの位置を確
認するには、Zoom ボタンを使います。
• リストの中からアイテムを選択すると、ステー
タス・バーに選択にされたアイテムのインフォ
メーションが表示されます。
ジャンプ
Edit » Jump メニュー（ショートカット：Ｊ）により、特

定のコンポーネントやネット、コンポーネント上のパッ
ド、テキスト文字列、ボードの任意の位置にズームコマンドやパンニング、画面
のスクロールを行わず移動できます。
これらのオプションにより、任意の座標、またはオブジェクトにカーソルを移動
することができ、検索されるオブジェクトが現在の表示エリア外にある場合、タ
ーゲットがアクティブ･ウィンドウの中央に表示されます。
Jump オプションには:
Absolute Origin

絶対原点へジャンプします。ワークスペースの左下隅が絶対原点になります。(シ
ョートカット： J、A または CTRL HOME)
Current Origin

カレント・オリジン（現在の原点（0、0））へジャンプします。（ショートカッ
ト：J、O または CTRL+END）この原点は、Edit » Origin » Set メニューで設定できま
す。
New Location

指定された座標へジャンプします。Edit » Jump » New Location を選択すると、Jump
To Location ダイアログ･ボックスが表示され、X と Y ロケーション･テキスト･フィ
ールドに座標を指定します。（ショートカット：J、L）
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Component

指定されたコンポーネントへジャンプします。Edit » Jump » Component を選択し、
Component Designator ダイアログ･ボックスから、デジグネータを入力してくださ
い。デジグネータがわからない場合、？を入力して ENTER を押すか、マウスの左
ボタンをクリックするとボード上のコンポーネントの一覧が表示され、コンポー
ネントを指定することができます。カーソルは選択されたコンポーネントのリフ
ァレンス･ポイント(部品の原点)へジャンプします。(ショートカット：J、C)
Net

指定されたネットのピンへジャンプします。Edit » Jump » Net を選択し、Net Name
ダイアログ･ボックスへネット名を入力してください。ネットがわからない場
合、？を入力して ENTER またはマウスの左ボタンをクリックすると、Nets Loaded
ダイアログ･ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスからネットを選
択してください。カーソルは選択されたネットの最も近いピンへジャンプします。
(ショートカット：J、N)
Pad

指定されたコンポーネントの指定されたピンへジャンプします。Edit » Jump » Pad
を選択し、Jump to Pin Number ダイアログ･ボックスにコンポーネント･デジグネー
タとピン番号を入力してください。カーソルがピンの中心へジャンプします。
（ショートカット：J、P）
String

カーソルが文字列へジャンプします。システムは３段階の検索を行ないます。
First – 指定された文字列と、大文字、小文字、長さが一致する文字列を検索します。
Then – 文字は同じで、文字数の多い文字列を検索します。
Finally –大文字小文字を無視して同じ文字の文字列を検索します。
例えば、 component は文字列 component を最初に検索します。検索に失敗す
ると、次に文字列 components を探し最後に CompONENT を探します。文字
列が見つかるとカーソルは指定された文字列へ移動します。(ショートカット：J、
S）
Error Marker

このメニューを選択すると、最初の DRC エラー･マーカへジャンプし、メニュー
を繰り返すことによって、2 番目、３番目…と一巡していきます。エラーを修正す
ると Jump to のリストからエラーが削除されます。
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Selection

このメニューを選択すると、最初のセレクションされたオブジェクトへジャンプ
します。繰り返すと、2 番目、３番目…と一巡していきます。
♦ ジャンプ機能は、ポジション移動をズームインやアウトをせずに実行でき
るので、PCB エディタでの作業を効率良く行うことができます。また、Jump
は、マウスを使用せずにショートカット・キーによる操作で実行することがで
きます。例えば、1000, 1000 の場所へジャンプするには、J L ショートカットを
押してく ださい 。Jump To Location ダイ アログ ・ボッ クスが 表示さ れ、XLocation テキストボックスがハイライト表示ます。ここで X のロケーションを
入力してください。Y-Location テキストボックスへ移動するには、TAB を押し
てください。通常の Windows ダイアログ・ボックスのように、TAB はカーソル
をつぎの フィー ルドやボタン へ進め 、SHIFT TAB は戻します。新し い YLocation を入力して、キーボードの ENTER キーを押してください。ダイアログ
ボックスはクローズし、カーソルが 1000, 1000 の位置にジャンプします。
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PCB オブジェクトの編集
PCB エディタで行うオブジェクトの編集方法には、Change ダイアログ･ボックスか
ら属性を変更する方法(プリミティブの色の変更など)と、オブジェクトのグラフィ
ック(絵柄)を変更する(フィルのサイズを変更するなど)2 つの方法があります。
ワークスペース内のオブジェクトは、グラフィカルに編集するのが一般的です。
この編集作業を行う場合、オブジェクトをあらかじめフォーカスする必要があり
ます。Change ダイア ログ･ボックスからオブ ジェク トを編集するには、 Edit »
Change メニューを選択し、オブジェクトをクリックしてください。
配置作業中のオブジェクトの編集
オブジェクトの属性は配置作業中に編集することができます。オブジェクトを"掴
んでいる"状態（カーソルとともに移動している時）で、TAB キーを押すと、オブ
ジェクトの Change ダイアログ･ボックスが表示され、このダイアログ・ボックス
から属性を変更することができます。配置中に編集には、以下のようなメリット
があります。
• 属性に対する変更を、そのタイプのオブジェクトのデフォルトにすることが
できます。これらの変更は、ADVPCB.DFT というデフォルト･ファイルに保
存されます。注意−この方法によるデフォルトの設定は、Preferences ダイア
ログ･ボックス(Tools » Preferences)の Permanent チェック･ボックスの設定に
依存されます。ここがチェックされている場合、これらの変更はデフォルト
にはならず、カーソル上のオブジェクトにのみ変更が適用されます。
• パッド･デジグネータのように数値に特定の意味合いを持つ(ピン番号のよう
な)オブジェクトは自動的にインクリメントとされます。
• 配置後にオブジェクトを編集する必要がなく、作業のスピードアップを図る
ことができます。
配置されたオブジェクトの編集
Edit » Change メニューは、配置されたオブジェクトの編集に使用されます。各オブ
ジェクトには編集可能な属性があり、属性の編集はそのオブジェクトのみについ
て行うことも、またグローバルエディットオプションを使用してデザイン全体に
変更を反映することができます。

配置されたオブジェクトを変更するには、Edit » Change メニューを選択し、カーソ
ルをアイテムの上に移動しマウスの左ボタンをクリックしてください。（ショー
トカット：マウスの左ボタンのダブル･クリック）カーソルの下に複数のオブジェ
クトがある場合、セレクション･リストが表示されます。
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♦ 各オブジェクトの編集可能な属性については、PCB デザイン・オブジェク
ト の章を参照してください。また、グローバルエディットについては、この章
のグローバルエディットの項目を参照してください。
グラフィック編集 - フォーカスとセレクション
フォーカスとセレクション
グラフィック編集を基本とした環境の利点は、スクリーンに表示されたオブジェ
クトを直接編集できることです。スクリーンに表示されたオブジェクトやオブジ
ェクトのグループを操作するには、どのオブジェクトが選択されているか識別す
る必要があり、これは、フォーカスまたはセレクションで行われます。
他の Windows アプリケーションでの、 セレクション（選択） の意味合いとし
ては、変更の前段階として、 目的のオブジェクトを指定する操作 、という考
え方です。典型的な例は、一つまたは複数のオブジェクトをクリップ･ボードへコ
ピーし他の場所へ貼り付ける作業です。選択されたオブジェクトは、直接変更す
ることができます。例えば、他のグラフィックアプリケーションにおいても選択
されたオブジェクトを移動したり形を変えたりする操作は行われます。
他の Windows アプリケーションと違い、PCB エディタでオブジェクトを選択する
操作には、セレクションとフォーカスの 2 種類の方法があります。オブジェクトを
選択する操作をこれら 2 つの独立したプロセスに分割することで、PCB エディタ
は単純にオブジェクトを選択するだけでは困難、あるいは不可能なオブジェクト
の変更を行うことができます。
♦ フォーカスとセレクションはワークスペースのオブジェクトの編集に使用
される独立した方法です。これらの 2 つの方法は、PCB エディタでは区別され
ますが、他の Windows アプリケーションにおいては、一般的に１つの操作にま
とめられています。
フォーカス
オブジェクトをマウスの左ボタンでクリックすると、オブジェクトは"フォーカス"
され表示が変わります。これは Windows でオープンされているウィンドウをクリ
ックし、アクティブ・ウィンドウを切り替える方法と似ています。
フォーカスできるオブジェクトは一度に一つだけで、フォーカスされたオブジェ
クトには、グラフィカル編集ハンドル、もしくはフォーカス･クロス･ヘアが表示
されます。例えば、フィルの場合は、リサイジング･ハンドルが各コーナに、回転
ハンドルが中央付近に表示され、ビアの場合は、クロス･ヘアが表示されます。フ
ォーカスを他のオブジェクトへ移動するには、ワークスペースの何もないエリア
でマウスの左ボタンをクリックしフォーカスを解除してください。
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グラフィカル編集

フォーカスされたオブジェクトにはハンドルが表示されます。

オブジェクトがフォーカスされている場合、そのオブジェクトの移動や編集がで
きます。例えば、四角のリサイジング･ハンドルをドラッグするとフィルの形を変
更できます。回転ハンドルをマウスの左ボタンでクリックするとフィルや文字列
を回転できます。
トラックをフォーカスすると、両端と中央に３つの編集ハンドルが表示されます。
端点のハンドルをクリックすると、端点を移動することができ、中央のハンドル
をクリックするとトラックを 2 つに分割することができます。
フォーカスされたオブジェクトをクリックすると、オブジェクト自体を移動する
には、フォーカスされたオブジェクトのハンドルの無い箇所をクリックしてくだ
さい。オブジェクトの移動やドラッグの方法についての詳細は、移動とドラッグ
の項を参照してください。
ネットを持つトラックのフォーカス

ネット名を持つトラックをクリックし
た場合、クリックされたトラックがフ
ォーカスされると同時に、同じネット
名を持つ他のオブジェクトがすべてハ
イライト表示されます。ただし、この
機能については、オブジェクトがネッ
ト名を持っている場合に限られます。

entire net is highlighted

focused track
segment
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概要

フォーカスは、各オブジェクトに対して実行される多くの編集機能に必要な前段
階の作業です。ただし、クリップボード（Edit » Copy, Cut, Paste もしくは Clear）に
関連する作業には、フォーカスを使用することができません。クリップ・ボード
を使用する場合には、セレクションの機能を使用します。
セレクション
セレクションはオブジェクトを操作する 2 つめの方
法です。フォーカスと違い、セレクションは、単独、
もしくはグループのオブジェクトのどちらの操作の
場合でも使用することができます。

♦

セレクションは、

Edit » Copy, Edit » Cut, Edit
» Paste, Clear のクリップ

ボード･プロセスをサポ
ートします。

セレクションは、フォーカスとは違い、オブジェク
トの編集ハンドルやクロス･ヘアを表示しないかわりに、セレクション・カラーで
その状態を表示します。 (Tools » Preferences)
選択されたオブジェクトは、移動や、グループ化の解除、切り取り、コピー、他
のウィンドウや同じウィンドウ内での別の場所への貼りつけ、削除ができます。
特別な Edit » Move プロセスにより、セレクションされたグループを一度の操作で、
移動させることや、回転させることができます。セレクションは、オブジェクト
の Selected または Un-Selected の属性をグローバルエディットの条件としても使用
することができます。
♦ PCB エディタの便利な機能として、既存のセレクションを解除することな
く、セレクションの追加を行うことができます。これによって、既存のセレク
ションに影響を与えることなく、さまざまな操作を実行することができます。
PCB エディタのセレクションは 2 つの方法があり、オブジェクトのセレクション
が解除されるまでその状態を残しておき、累積させて行く方法(Extend Selection）
と、セレクションを累積させない方法です。累積させない方法の場合は、 Edit »
Select メニューが選択されると、すでにセレクションされたオブジェクトの、セレ
クションが解除されます。Extend Selection は、Preferences ダイアログ･ボックスの
Options タブで切り替えられます。
セレクションは以下の方法で行うことができます。
• セレクションに追加（削除）したいオブジェクトを SHIFT+マウス左ボタンで
ダイレクトに選択する方法。
• クリック&ドラッグにより、セレクションしたいオブジェクトを囲む方法。
• Edit » Select、または Edit » DeSelect サブメニューを使用する方法。
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• Change ダイアログ･ボックスの Selection チェックボックスを使用する方法。
このオプションは、PCB エディタのグローバルエディット機能を使用する際
に、セレクション情報を現在のウィンドウ内の他のプリミティブへ反映でき
ます。グローバルエディットについての詳細は、PCB デザイン・ウィンドウ
での作業の章の、グローバルエディットの項を参照してください。
♦ セレクションの操作をするときには、必要なオブジェクト以外はセレ
クションに含まれていないことを確認してください。Edit » DeSelect All（シ
ョートカット；X、A）はすべてのセレクションを解除しますので、新し
くセレクションを作成する場合に有効です。
♦ セレクションの操作を行った結果、意図した状態と違った場合、Edit
» Undo によって元に戻すことができます。
セレクションの表示
セレクションはオブジェクトのアウトラインを Preferences ダイアログ･ボックスの
Display タブで指定されたセレクションカラーによって表されます。セレクション
の表示についてはいくつかの方法があります。
Draft Mode

プリミティブの表示方法が Draft モードの場合、セレクション状態のプリミテ
ィブは Final モード(塗り潰し)で表示され、プリミティブの輪郭はセレクショ
ンカラーで表わされます。この方法によってセレクション状態のプリミティ
ブが見分け易くなります。表示方法の設定は Preferences ダイアログ･ボックス
の Show/Hide タブで行います。
Highlight In Full

セレクションカラーでプリミティブ全体を表示させる場合、Preferences ダイ
アログボックスの Display タブの Highlight In Full オプションのチェックをオ
ンにします。
Use Net Color For Highlight

セレクションされたオブジェクトをそのオブジェクトのネットカラーよって
ハイライト表示させることができます。ネットカラーの設定は、Change Net
ダイアログ･ボックスで行います。（パネルの Browse モードをネットに設定
し、目的のネット選択後、Edit ボタンを押してください。）このオプション
を 、 Highlight In Full オ プ シ ョ ン と 組 み 合 わ せ て 使 用 す る と 有 効 で す 。
Preferences ダイアログ･ボックスの Display タブの Use Net Color For Highlight
オプションをチェックしてください。
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セレクションの作成方法
個々のオブジェクトをダイレクトにセレクションするには

ダイレクト・セレクションは、個々のオブジェクトを選択する場合に、もっとも
フレキシブルな方法です。個々にオブジェクトを選択するには:
1. 目的のオブジェクトにカーソルをあわせ、SHIFT キーを押しながらマウスの
左ボタンをクリックしてください。
選択されたオブジェクトの輪郭はセレクションカラー(Tools » Preferences)で表示さ
れます。この作業をくり返し、セレクションを追加していくことができます。
オブジェクトが選択できない場合には表示を拡大し(PGUP キー)、カーソルが目的
のオブジェクト上にあるかどうか確認してください。コンポーネントを選択する
には、カーソルをコンポーネント外形の内側に置いてください。複雑なコンポー
ネントの選択には多少時間がかかることがあります。
セレクションを追加するには:
2. SHIFT キーを押しながらアイテム上でマウスの左ボタンをクリックしてくだ
さい。
セレクションを解除するには:
3. SHIFT キーを押しながらすでにセレクションされたオブジェクトをクリック
してください。
セレクションが解除されると、表示は元の状態に戻ります。その他のオブジェク
トは SHIFT+ マウスの左ボタンによってセレクションが解除されるか、 Edit »
DeSelect が実行されるまでそのままの状態です。
指定のエリアをダイレクトにセレクションするには

指定のエリアをダイレクト・セレクションする場合、エリア内のオブジェクトが
すべて選択されます。エリア内のオブジェクトを選択するには:
1. オブジェクトが配置されていない位置に
カーソルをあわせてください。
2. マウスの左ボタンを押したままの状態に
します。
ステータス・バーに"Select Second Corner"と表
示されます。

♦ Preferences ダイア ログ･ ボ
ックスの Options タブの Extend
Selection オプションがオンの場
合には、セレクションは追加
され、オフの場合にはすでに
セレクションされたオブジェ
クトのセレクションは解除さ
れます。

3. マウスを対角線上にドラッグします。マ
ウスの左ボタンを離したところまでの四
角のエリアがセレクションとして定義されます。
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この四角のエリア内のオブジェクトだけが選択されます。選択されたオブジェク
トは、現在のセレクションカラーでハイライト表示されます。
4. この作業を繰返してこのセレクションを追加していくか、新しいセレクショ
ンを作成してください。
Select 、DeSelect サブ・メニュー
サブ・メニュー
Edit » Select メニューによりエリアの内側または外側のオブジェクト、指定のレイヤ

ーのすべてのオブジェクト、すべてのフリー・プリミティブ（コンポーネント以
外のオブジェクトすべて）をセレクションすることができます。また、フィジカ
ルネットやオフ･グリッド･コンポーネント･パッドについてもセレクションするこ
とができます。
Select や DeSelect オプションでセレクションを作成することによって、複雑なグル
ープの移動、コピー、削除を行
♦ ショートカット･キー S を使用すると
うことができます。
Select サブ･メニューが表示され、ショート
Select、De-Select メニューには:
カット･キー X を使用すると DeSelect サブ･
メニューが表示されます。

Inside Area

エリア内に完全に含まれるオブジェクトがセレクションされます。フリーパッド
やビアについてはそれらのセンターがエリア内にある場合、セレクションに含ま
れます。
Outside Area

エリア外のオブジェクトがセレクションされます。セレクションに含まれるため
の条件や、手順については Select » Inside Area と同じです。
All

レイヤー表示がオフ、あるいは表示モードがヒドゥンのオブジェクトも含めすべ
てのオブジェクトがセレクションされます。
Connected Copper

このセレクションは、クリックしたポイントに接続されている全てのプリミティ
ブがセレクションされます。ただし、コネクション・ラインで接続されていても、
物理的に接続されていない部分は含まれません。
この機能を使用するには:
1. Edit » Select » Connected Copper を選択して下さい。(ショートカット； CTRL+H
または S、P)
ステータス・バーに "Choose object on signal layers"と表示されます。
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2. 目的のプリミティブにカーソルを移動し、ENTER、もしくはマウスの左ボタ
ンをクリックして下さい。
セレクションされたオブジェクトはセレクション・カラーでハイライト表示され
ます。
All On Layer

カレント・レイヤー上のすべてのプリミティブがセレクションされます。ただし
マルチ・レイヤーのオブジェクトは除かれます。（通常、マルチレイヤー･パッド
やビア）
Free Objects

グループ（コンポーネントやポリゴン、ディメンション、コォーディネート）化
されていないすべてのオブジェクトがセレクションされます。この機能によって、
配線済み、もしくは途中まで配線されたパターンを剥ぎ取り、ボードを"配線前の
状態"に戻すことができます。また、表示がオフのレイヤーに配置されたオブジェ
クトはセレクションから除外されます。
All Locked

プリミティブやコンポーネントの属性で Locked のチェックがオンのものがセレク
ションされます。
Off Grid Pads

現在のスナップ･グリッド上にないコンポーネント･パッドをすべてセレクション
します。自動配線の前にこのオプションを使用することによって、スナップグリ
ッド上にないコンポーネント・パッドを調べることができます。この機能に関連
した機能として、Tools » Align Components » Move To Grid を使用するとコンポーネン
トを現在のスナップ･グリッドへ移動することができます。（ショートカット；A、
G）
ウィザードによる複雑なセレクション
PCB エディタには、複雑なセレクションを作成するために Query、またはセレクシ
ョン・ウィザードがあります。このウィザードによ
り、ユーザーが定義したセレクション条件に基づい
♦ Query Wizard からセ
て、異なるプリミティブ･タイプを同時にセレクシ
レクションを行うには、
ョンすることができます。例えば、全てのパッドや
Edit » Selection Wizard を選
ビアに対して穴径が 0.5mm 以下、またトラック幅
択してください。
が 8mils 以下、以上のように条件によってのセレク
ションを行うことができます。
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セレクションに関する作業
PCB エディタでは、接続情報やプリミティブのレイヤー属性などの PCB データを
サポートする特別なクリップボードを使用します。この Protel 内部のクリップボー
ドは、各種の Windows アプリケーション間でテキストなどのデータをやり取りで
きるような標準の Windows クリップボードとは違い、Windows MetaFile(.WMF)グ
ラフィック･フォーマットは PCB クリップボードではサポートされません。
PCB エディタのクリップボードも、Windows アプリケーションで使用されるクリ
ップボードと同じように、選択されたオブジェクトを、カット、コピーによって
クリップボードに取り込み、目的の位置へペーストするという手順になります。
クリップボードを使用する時の注意

• コピーやカットによってクリップボードに取り込まれるデータの原点は、ク
リップボード・リファレンス・ロケーションと呼ばれ、ペーストする際にカ
ーソルはこの位置を、"掴んでいる"状態になります。コピーやカットを行う
際には、カーソルがクロスになり、ステータスラインには Select Reference
Point と表示されます。この時にマウスをクリックした位置がクリップボー
ド・リファレンス・ロケーションになります。
• Edit » Copy は現在のセレクションをクリップボードへコピーします。
• Edit » Cut はワークスペースから現在のセレクションをクリアし、クリップボ
ードへコピーします。
• Edit » Paste はクリップボードの内容を PCB ドキュメントにペーストします。
• コピーやカットを行う場合には必要なアイテムだけがセレクションされてい
るか確認してください。新規にセレクションを作成する場合には、一度、Deselect を行いセレクションをすべて解除してください。(ショートカット：X、
A)
• SHIFT＋マウスの左ボタンによってセレクションの追加や、セレクションの
解除を行うことができます。
• クリップボードには最後にコピー、もしくはカットされた内容が保持され、
コピーやカットを行う毎に上書きされます。
• Edit » Clear を選択すると、クリップボードの内容に関係なく、セレクションさ
れたオブジェクトを削除します。(ショートカット：CTRL＋DEL)
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Special Paste Options

Paste Special は、クリップボードからワークスペースにオブジェクトをペーストす
る際に、オブジェクトの属性をコントロールすることができます。
Paste Special によってペーストするには:
1. Edit » Paste Special を選択します。
Paste Special ダイアログ･ボックスが表示されます。Paste Special に含まれるオ
プションとして:

Paste on current layer

このオプションがチェックされている場合、すべてのシングル･レイヤー･オ
ブジェクトはカレント･レイヤーにペーストされ、チェックされていない場合、
トラックやフィル、アーク、シングル･レイヤー･パッドなどのシングル･レイ
ヤー･オブジェクトは、元の属性のままペーストされます。
Keep net name

このオプションがチェックされている場合、オブジェクトのネット名を保持
したままペーストされます。チェックされていない場合、ネット属性は No
Net に設定されます。
Duplicate designator

PCB の面付けを行う場合に使用されるオプションで、デザイン全体のコピー
し、ペーストする場合に、このオプションを使用することによって"Copy"の
文字は付け加えられないようになります。通常、このオプションがチェック
されている場合、Keep net name オプションのチェックはオフにします。
Add to component class

ペーストされたコンポーネントを、コピー元と同じコンポーネント･クラスに
追加します。
2. このダイアログでオプションの設定終了後、OK をクリックしてください。
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3. ペーストする位置を決め、マウスの左ボタンをクリックするか、ENTER を押
してください。
Creating a Panel

PCB エディタで、同じ PCB の多面付けや、異なる PCB との組み合わせによる、
PCB のパネル(面付け)を作成することができます。パネルを作成するには、まずク
リップボードに PCB をコピーし、Paste Special 機能を使用して PCB を必要な回数
だけコピーしてください。ペーストの時に正確に位置決めすることが難しい場合、
カーソル上で掴んでいる際に(ペースト位置が確定されていない状態)に Jump
Location（ショートカット；J、L）を使用し、座標を直接指定してください。ダイ
アログ･ボックス内のフィールドの移動は、TAB キーで行います。（SHIFT+TAB
でフィールドを戻ります）設定後、OK をクリックする代わりに ENTER を押して
ください。
Paste Array
Edit » Paste Array によって、Edit » Cut (または Copy)でクリップボードにコピーされた

内容を、ワークスペースに連続してペーストすることができます。
クリップボードの内容を連続してペーストするには:
1. Edit » Paste Special を選択後、Paste Special ダイアログの必要な部分を設定して
ください。次に、Paste Array ボタンを押すと、Paste Array ダイアログが表示
されます。
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Placement Variables
Item Count

繰り返し配置を実行する回数です。例えば、4 を入力すると現在のクリップボ
ードの内容が 4 回配置されます。
Text Increment

このオプションは、パッドやコンポーネントのデジグネータに使用されます。
これを 1（デフォルト）に設定すると続き番号でデジグネータがインクリメ
ントされます。例、U1,U2,U3.....。
1 以外にもアルファベットや数値インクリメントもサポートします。クリップ
ボードへパッドをコピーする前に、パッドのデシグネータを設定して Text
Increment フィールドを設定すると、以下のようなタイプのパッド･デシグネ
ータを配置することができます。 Numeric(1,3,5),Alphabetic(A,B,C),アルファベ
ットと数値の組み合わせ（A1,A2 または 1A,1B または A1,B1 または 1A,2A)
数値のインクリメントを行なうには、Text Increment フィールドにインクリメ
ントしたい値を設定してください。アルファベットのインクリメントを行な
うには、Text Increment フィールドにスキップしたい値を設定してください。
例えば、最初のパッドに 1A というデシグネータがあり Text Increment フィー
ルドに C（アルファベットの３番目の文字）が設定されている場合、パッド
は 1A,1D（A の後 3 番目の文字）,1G（D の後 3 番目の文字）…となります。
Array Type
Circular

Circular Array で指定されるローテーションとスペーシングの値を元に、円状
に配置が繰り返されます。
Linear

Linear Array で指定されるスペーシングの値を元に、直線的に配置が繰り返さ
れます。
Circular Array
Rotate Item to Match

配置されるアイテムに対し、スペーシングで設定された角度と同じローテー
ションの値が与えられます。
Spacing

配置されるアイテムの間隔を角度で指定します。PCB エディタでは角度を
0.001 度の精度で指定することができます。
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Linear Array

ここで指定される値は、各アイテム間の X、Y の距離になります。
2. アレイ配置の各設定が終了したら OK をクリックしてください。
ステータス･ラインに以下のメッセージが表示されます。
アレイ･タイプが Linear の場合"Select Starting Point For Array"
アレイ･タイプが Circular の場合"Select Center Of Circular Array"
3. 目的の位置にカーソルを移動し、ENTER、またはマウスの左ボタンをクリッ
クして下さい。
円状にアレイ配置をする場合、"Select Starting Point For Array"と表示され、半
径とアレイ配置の開始点を設定します。
4. 目的の位置にカーソルを移動し、ENTER、またはマウスの左ボタンをクリッ
クして下さい。
クリップボードの内容が複数ペーストされ、アレイ配置が行われます。
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グローバルエディット
PCB エディタでは一つのオブジェクトの属性の編集結果を、同じタイプの他のオ
ブジェクト（コンポーネントを構成するオブジェクトやドキュメント内のオブジ
ェクト)に適用することができます。
さらに、グローバルな変更を行う場合に変更が適用される範囲を、 セレクショ
ンされたオブジェクトに対して 、もしくは、 セレクションされていないオブ
ジェクトに対して という形で条件付けを行うことができます。
実質的にあらゆるオブジェクトの属性はグローバルに編集することができます。
例えば、コンポーネントのパッドのサイズ、ネットのトラック幅の変更などを行
う場合にはこの機能はとても有効です。
オブジェクトのダイアログ・ボックスはオブジェクトのタイプによってオプショ
ンが異なります。
♦ グローバルエディットにはたくさんの条件付けのオプションがあり、複雑
に見えるかもしれませんが、一度条件を設定するコツを掴んでしまえば、効率
よく設計作業を行うことができます。
グローバルエディットの方法
グローバルエディットのオプションはオブジェクトのダイアログ･ボックスによっ
て異なりますが、基本的な使い方は同じです。ここではグローバルエディットの
概略を説明します。
Current Attributes

オブジェクトをダブルクリックすると、Change ダイアログ･ボックスが表示され、
このオブジェクトの属性や現在の設定を見ることができます。
このダイアログ・ボックスのオブジェクトの設定を変更してください
Global ボタンを押すとダイアログ･ボックスに Attributes,Attributes to Match By ,Copy
Attribute の３つの部分が表示されます。
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Global ボタンを押すと、ダイアログ・ボックスは図のようになります。
Attributes to Match By

ダ イ ア ロ グ の 中 央 に は タ イ ト ル が Attributes To Match By の 列 が あ り ま す 。
Attributes To Match By ではグローバルエディットを行う場合の条件を定義します。
Attributes To Match By の列には、各属性の選択フィールドやテキスト･フィールド
があります。
選択フィールドには、Same（この属性がターゲット･オブジェクトの属性と一致し
た場合に変更を適用する）、Different（この属性がターゲット･オブジェクトの属
性と一致しなかったら変更を適用する）、Any（デフォルト、属性の一致に関係な
く変更を適用する）の 3 種類のオプションがあります。
Match By の属性の組み合わせることによって、細かいグローバルエディットの条
件を定義することがてきます。
♦ Match By の属性がすべて Any に設定され、テキスト･フィールドがワイルド
カード(*)であれば、このタイプのすべてのオブジェクトに対し、グローバルエ
ディットが適用されます。
Copy Attributes

ダイアログ･ボックスの 3 番目の列には、Copy Attributes があり、それぞれの属性
のチェックボックスとテキスト･フィールドがあります。
この列でチェックされている属性がグローバルエディットを行う際に条件の一致
するオブジェクトに対し変更内容がコピーされます。またテキストフィールドの
内容も条件が一致するオブジェクトに対して同様にコピーされます。
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Change Scope

チェンジスコープには、 All primitives と All FREE primitives の 2 つのオプシ
ョンがあります。PCB エディタでは、全てのプリミティブのなかでオブジェクト
の グ ル ー プ ( コ ン ポ ー ネ ン ト の よ う な ) に 属 さ な い プ リ ミ テ ィ ブ は FREE
primitives と認識されます。
グローバルエディットの例
以下、コンポーネントやプリミティブに対し、グローバルエディットを行う場合
の例です。
Example 1 – トラックのレイヤーを変更する場合

トラック幅やセレクションの状態に関係無く、全てのトップ・レイヤーのトラッ
クをボトム・レイヤーに変更するには:
1. トップ･レイヤーのトラックをダブルクリックして Change Track ダイアログ･
ボックスを表示してください。
2. Layer を Bottom Layer に設定してください。
3. Global ボタンをクリックして、グローバルエディットパラメータを表示して
ください。
4. Attribute to Match By の Layer を Same、その他は、Any に設定してください。
これで、PCB エディタに、この変更を同じレイヤーのすべてのトラックに適
用したことになります。Match By の設定は、属性の変更を行う前の設定に対
して適用されていることに注意してください。
5. Copy Attributes の列の Layer は自動的にオンになります。
これで、Layer の属性変更を Match By の条件にあう全てのトラックにコピー
することになります。
6. Change Scope を All FREE Primitives に設定してください。アークが含まれ
る場合は、Include Arcs オプションをオンにし、OK または ENTER を押してく
ださい。
選択されたトラックが Bottom レイヤーに変更され、Confirm ダイアログ･ボッ
クスが表示されます。
7. 確認メッセージに対して YES（はい）をクリックします
トップ･レイヤーのすべてのトラックがボトム･レイヤーへ変更されます。必
要に応じて END キーを押し、画面を再描画してください。
特定のネットのトラックを他のレイヤーに変更したい場合、Edit » Select » Connected
Copper メニューを選択します。変更したいネットのトラックをクリックすると、そ
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こに接続されている全てのトラックがセレクションされ、セレクションされた任
意のトラックをダブルクリックします。Example 1 と同様の手順でグローバルエデ
ィットの設定を行います。ただし Attributes To Match By の Selection を Same に設定
しその他を Any にしてください。セレクションされたトラックだけがボトム･レイ
ヤーに変更されます。
Example 2 – ビアのサイズを変更する場合

ボード上の全てのビアのサイズを 40 ミルに変更するには:
1. 任意にビアをダブルクリックして Change Via ダイアログ･ボックスを表示しま
す。
2. Attributes の Diameter フィールドに 40 と入力します。
3. Global ボタンをクリックします。
4. Attributes To Match By をすべて Any（すべてのビアが変更されます）に設定
します。
5. Copy Attributes で、Diameter 属性が自動的にオンになります。
その他はオフのままにしてください。
6. Change Scope を All プリミティブに設定し OK をクリックするか ENTER を押
してください。
選択されたビアが変更後のサイズで再描画され Confirm ダイアログ･ボックス
が表示されます。
7. Yes をクリックしてください。
ドキュメント･ウィンドウのビアがすべて、新しく設定したサイズに変更され
ます。
Example 3 – ネットをロックする場合

オートルータが、あらかじめマニュアル配線された特定のネットを変更しないよ
うにロックするには:
1. ネットを選択します。ネットを選択するには、Edit » Select » Connected Copper
メニューを選択してトラックをクリックしてください。
選択されたネットの全てのトラックがセレクション･カラーでハイライトされ
ます。
2. 任意にセレクションされたトラックをダブル･クリックします。
Change Track ダイアログ･ボックスが表示されます。
3. Change Track ダイアログ･ボックスの Locked をオンにします。

547

PCB デザイン

4. Global ボタンを押してください。
5. Attributes To Match By の Selection を

Same

に設定します。

6. Change Scope を"All FREE Primitives"に設定してください。アークが含まれる
場合は、Include Arcs オプションをオンにし、OK または ENTER を押してくだ
さい。
グローバルエディットは、グループ･オブジェクト以外の全てのセレクション
されたトラックに適用されます。
7. Copy Attributes で、Locked がオンになっていることを確認します。
これにより、このトラックの Locked の変更を Match By の条件に合うトラッ
クにコピーします。
8. OK をクリックします。
選択されたトラックが変更され、Confirm ダイアログ･ボックスが表示されま
す。
9. Yes をクリックするとセレクションされたトラックがロックされます。
概要
この３つの例は、グローバルエディットオプションの最も基本的な例です。グロ
ーバルエディットの条件を正しく設定すれば、より作業効率は向上しますが、複
雑なセレクション、または誤った条件によってグローバルエディットを行った場
合に、意図した結果が得られない場合があります。
グローバルエディットの条件が定かでない場合、De-Select All（X,A）を実行して
セレクションを解除し、目的のオブジェクトを直接セレクションしてください。
Match-By の条件として適用されるオブジェクトのセレクションが確認できたら、
グローバルエディットを行ってください。
特に複雑な変更を実行する場合、Protel99 のオートバックアップ機能を使用してく
ださい。また、各種の操作は Undo/Redo 機能により回復することができます。
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移動とドラッグ
移動（ Move） の操作によってオブジェクトの位置を変更した場合には、オブ
ジェクト間の接続は維持されません。例えば、コンポーネントを移動する場合、
パッドに接続されているトラックの位置はそのままです。 ドラッグ（Drag）
の操作によって位置を変更した場合には、パッドとの接続は維持されます。移動
（Move）の操作はセレクションや個々のオブジェクトに対して行うことができま
す。
♦ ドラッグの考え方は、オブジェクトがネットの一部の場合に適用されま
す。
Move Shortcut
オブジェクトやセレクションを移動するには:
1. カーソルを移動したいコンポーネントの上に置いてください。
2. マウスの左ボタンを押し続けた状態にしてします。
ステータス・バーに移動しているコンポーネント名などが表示されます。
3. 任意の位置へカーソルを移動し、マウスの左ボタンを離してください。
Drag Shortcut
オブジェクトをドラッグするには:
1. カーソルをドラッグしたいオブジェクトの上に移動してください。
2. マウスの左ボタンをクリックしてオブジェクトをフォーカスしてください。
オブジェクトがネットの一部の場合、ネット全体がハイライト表示されます。
他のオブジェクトがハイライト表示されない場合、このオブジェクトは同じ
ネット属性のオブジェクトを持っていないためドラッグすることができませ
ん。
3. オブジェクトの上でマウスの左ボタンをクリックしてください。
フォーカスされたオブジェクトのサイジング･ハンドルをクリックすると、オ
ブジェクトをドラッグするのではなくハンドルをドラッグすることになりま
す。フォーカスされたオブジェクトの動作についての詳細は、PCB オブジェ
クトの編集のフォーカスの項を参照してください。
4. オブジェクトを新しい場所へ移動してください。
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Dragging a Component
コンポーネントをドラッグするには:
1. Edit » Move » Drag メニュー(ショートカット：M、D）を選択してください。
2. ドラッグしたいコンポーネントの上をクリックして新しい場所へ移動してく
ださい。
コンポーネントへ接続されたトラックの動作は、Preferences ダイアログ･ボックス
（Tools » Preferences）の Component Drag オプションで設定されます。
Selection Moves
セレクションされた個々のアイテムや複数のアイテムは 1 つのグループのように移
動することができます。Edit » Move、もしくはショートカットキー M から、Move
サブメニューを選択します。サブメニューには含まれるものとして:
Move Selection

セレクションを一つのブロックとして移動することができます。（ショートカッ
ト：M、L）このメニューを選択した場合、リファレンス･ポイントを指定する必
要があります。
Flip Selection

セレクションは垂直軸に沿って反転されます。Move Selection で移動している際に
X または Y キーを押すとセレクションを反転させることができます。
Rotate Selection

このメニューを選択すると、Rotation Angle ダイアログ･ボックスが表示され、ロー
テンションの角度を設定します。角度は、0.001 度の解像度で入力してください。
ダイアログ・ボックスを設定後、回転の中心になるリファレンス･ポイントを指定
します。
Move Selection の間に SAPCEBAR を押すとセレクションを回転することができま
す。 SPACEBAR による回転角は Preferences ダイアログ･ボックスの Options タブで
設定してします。
プリミティブの回転をサポートしていないフォトプロッタを考慮し、ガーバーフ
ァイルを出力する際に、回転した四角形のイメージは(四角い部品のパッドのよう
な)、丸のアパーチャーの塗り潰しによって表現されます。
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個々のアイテムの移動
他の Edit » Move メニューでは、あらかじめオブジェクトをセレクションしておく必
要はありません。これは、他の Move メニューでは、オブジェクトが重なった場合
であっても作用するオブジェクトが限定されるためです。
単独、もしくは複数のアイテムを移動／削除した場合に、画面上にそれらのプリ
ミティブの"穴(跡)"が残ります。これは PCB エディタが移動／削除の間に画面を再
描画しないためです。画面を再描画する場合にはツール･バーのリドロゥ･ボタン
をクリックするか END キーを押してください。
♦ コンポーネントやパッド、テキスト文字列のような回転できるオブジェク
トは、移動中に SPACEBAR を押すと反時計方向に回転できます。時計方向に
回転させるには、SHIFT+SAPCEBAR を押します。回転の角度は、Preferences ダ
イアログ･ボックスの Options タブで設定できます。
Break Track

Break Track は、単一のトラックを 2 つのセグメントに分割します。トラックを分
割するには:
1. Edit » Move » Break Track メニューを選択してください。(ショートカット：M、
B）
"Choose a track"が表示されます。
2. カーソルをトラックの上に置いて、ENTER または、マウスの左ボタンを押し
てください。
トラックがドラフト･モードで表示されます。
3. カーソルを移動して分割ポイントの位置を移動してください。
4. ENTER、またはマウスの左ボタンをクリックすると位置が確定します。
再び Choose a track が表示され、他のトラックをクリックすると続けて編
集を行うことができます。
5.

Choose a track が表示されている状態で、ESC キー、もしくはマウスの右
ボタンをクリックするとブレーク･トラック･モードが終了します。

Polygon Vertices

ポリゴン･プレーンの形はポリゴンの頂点を移動することによって変更することが
できます。詳細については PCB デザイン･オブジェクトのポリゴンを参照してくだ
さい。
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削除
オブジェクトを PCB ワークスペースから削除するには、Edit » Delete メニューを選
択します。Delete は、Cut や Clear のように、オブジェクトを指定してから操作す
る方法とは異なり、先にメニューを選択してからオブジェクトをクリックします。
カーソルの下に複数のオブジェクトがある場合、ポップ･アップ･メニューが表示
され、削除するオブジェクトを選択します。
Delete はセレクションと関係なく動作します。例えば、現在のセレクションされた
一部のトラックを削除しても、他のセレクションには影響を与えません。
削除されたオブジェクトは Edit » Undo (または ALT+BACKSPACE）によって復元す
ることができます。連続してオブジェクトを削除した場合、最後に削除されたオ
ブジェクトから復元されます。Edit » Redo は Undo とは反対の動作になります。
♦
♦
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PCB ワークスペースでの距離の測定
2 点間の距離を測定する場合
この機能は PCB ワークスペースで 2 点間の距離を測る場合に使用します。Reports »
Measure Distance メニューを選択後、スタートポイントにカーソルを移動し、マウス
の左ボタンをクリックしてください。次に、目的の位置までカーソルを移動し、
マウスの左ボタンをクリックしてください。ダイアログに、X 方向の距離と Y 方
向の距離が表示されます。
Measure Distance 機能を使用する場合のヒント:
機能を使用する場合のヒント

• 目的の位置で正確にクリックできない場合、スナップグリッドを変更してく
ださい。(ショートカット： G)
• 電気的オブジェクトの中央にカーソルが引き込まれてしまう場合、一時的に
エレクトリカルグリッドを無効にしてください。(ショートカット: SHIFT+E
でエレクトリカルグリッドのオン／オフを切り替えることができます）
• ミリで測定したい場合には単位を切り替えてください。(ショートカット：Q
でインチ／ミリを切り替えることができます）
プリミティブ間の距離を測定する場合
Measure Primitives は選択した 2 つのプリミティブのエッジ間の距離を表示します。
この機能によって、プリミティブ間のクリアランスの確認を簡単に行うことがで
きます。
Reports » Measure Primitives を選択し、最初のプリミティブをクリックし、次に 2 つ
めのプリミティブをクリックします。レポートされる内容は、各プリミティブの
タイプと座標、レイヤーとそれらのプリミティブのエッジとエッジがもっとも接
近している距離が表示されます。
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再帰エディット
PCB エディタには、現在実行中の動作を終了しないで別のオペレーションを実行
できる、再帰エディット機能があります。
再帰エディット機能により、フレキシブルな作業が可能になります。例えば、ト
ラックの配置の途中で、別のトラックの削除ができます。この時、PlaceTrack モー
ドを終了する必要は無く、Delete ショートカット･キー(E D)で必要なトラックを削
除し、マウスの右ボタンをクリックするか ESC を押して Delete プロセスを終了し
てください。Delete プロセスが終了すると、Place Track プロセスに戻り、続けてト
ラックの配置を行うことができます。
♦ プロセスを実行中に他のプロセスにアクセスするには、ショートカット･キ
ーを使わなければいけません。
他のプロセスを実行できる回数は、ソフトウェア上に残っている終了していない
プロセスの回数に依存されます。グラフィックタイプのプロセスでは、おおよそ
10 のプロセスをネストすることができ、限界にくるとダイアログ･ボックスが表示
されます。

画面再描画のキャンセル
View メニューなどで表示している位置や、拡大、縮小などを行った場合に、各メ
ニューに応じ画面の内容が変更され、再描画します。再描画に時間がかかる場合
などは、途中で SPACEBAR を押すと再描画を終了させることができます。この再
描画の時間を省くことですぐに他のズームやスクロール作業に移ることができま
す。再描画時間を短縮させる方法として、トランスペアレント(透過)を使用しない
（Preferences ダイアログ･ボックスの Options タブ）、もしくは、Display モードを
Draft に設定するなどがあります。（Preferences ダイアログ･ボックスの Show/Hide
タブ）
♦ 現在のレイヤーのみ再描画するには、ALT+END ショートカット･キーを使
用してください。
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マウス・ショートカット
マウス・ショートカット
これまでの説明で、マウスやキーボード･ショートカットを使用することが、操作
の簡略化やスピードアップに有効であることがわかると思います。例えば、P,P を
押すと、Place メニューの Pad メニューを選択しないで、パッドを配置することや、
マウスの左ボタンを ENTER として使用する、マウスの右ボタンを ESC として使用
することなどです。また、マウスをワークスペースから移動させたくない場合な
どは、ダイアログ･ボックスで OK や CANCEL をクリックする代わりに ENTER や
ESC を押すことによってキーボードから操作を行う方が効率が良くなります。
ユーザーによるショートカット・キーの定義が可能です。ショート・カットキー
の詳細についてはデザインエクスプローラの章を参照して下さい。
♦ 配置されたオブジェクトをダブルクリックすると、Change ダイアログ･ボ
ックスが表示され、オブジェクトの属性を変更することができます。
♦ オブジェクト上でマウスの左ボタンを押し続け、カーソルを移動する
と、カーソルとともにオブジェクトが移動します。
♦ フォーカス状態のオブジェクトは、DELETE キーによって削除すること
ができます。

スライダー・ハンド
スライダー・ハンド
PCB エディタには、PCB の表示位置を移動するた
めの機能として、スライダー・ハンドがあります。
この機能は、マウスの右ボタンを押し続けると、
カーソルがハンドシンボルに変わり、そのままマ
ウスを移動することによって PCB の表示位置を
移動することができます。

スライダー・ハンドによって
PCB の表示位置を移動すること
ができます。
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キーボード・ショ
キーボード・ショートカット
・ショートカット
キーボードによるショートカットを作成するには 2 つの方法があります。最初は、
Keyboard Shortcut Editor(Client menu » Edit Shortcuts)を使用する方法です。ショートカ
ットを割り当てることによって、プロセスを直接起動することができます。例え
ば、CTRL+G を押すと Snap Grid ダイアログ･ボックスが表示され、スナップ･グリ
ッドを変更することができます。
プロセスをメニュー･ショートカットを介してキーボードにより起動することがで
きます。サブ･メニューを持つ下線のついたメニューは、サブ･メニューを表示し
ます。サブ･メニューを表示しない下線の付いたメニューはそのメニューに結び付
けられたプロセスを起動します。例えば、P を押すと、Place メニューが表示され、
次に V を押すとビアを配置する状態になります。
♦ 同じキーボード･キーがキーボード･ショートカットとメニュー･ショートカ
ットに割り当てられた場合、キーボード･ショートカットが優先されます。
メニュー・ショートカット
メニュー・ショートカット:
・ショートカット
A
B
D
E
F
G
H
I
J
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Z
556

Auto Route メニュー
View » Toolbars サブメニュー

メニュー
Edit メニュー
File メニュー
Snap Grid メニュー
Help m メニュー
インタラクティブプレースメントサブメニュー
Edit » Jump サブメニュー
Edit » Move サブメニュー
Netlist メニュー
Options メニュー
Place メニュー
Reports メニュー
Edit » Select サブメニュー
Tools メニュー
Tools » Unroute サブメニュー
View メニュー
Window メニュー
Edit » DeSelect メニュー
Zoom メニュー
Design
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キーボード・ショートカット:
・ショートカット
L
Q
CTRL+D
CTRL+G
CTRL+H
CTRL+L
CTRL+M
CTRL+O
PGUP

Document Option ダイアログの Layer タブ
単位切り替え
Preferences ダイアログの Display タブ
Snap Grid ダイアログ
Edit » Select » Connected Copper

Document Option ダイアログの Layer タブ
Measure Distance
Preferences ダイアログの Options タブ
View » Zoom In

PGDN

View » Zoom Out

CTRL+PGUP/PGDN
SHIFT+PGUP/PGDN

Zoom maximum / minimum
Zoom at 0.1 zoom step rate

HOME

View » Pan

END

View » Refresh

CTRL+HOME
CTRL+END

Jump Absolute Origin
Jump Current origin

CTRL+ INS

Edit » Copy

CTRL+DEL

Edit » Clear

SHIFT+INS

Edit » Paste

SHIFT+DEL

Edit » Cut

ALT+BACKSPACE

Undo
Redo
エレクトリカルグリッド オン/オフ
シングルレイヤーモード オン/オフ
ルーティング・モード切り替え
重ねて表示
並べて表示
アクティブ・シグナル・レイヤー切り替え
アクティブ・レイヤー切り替え
Help
1 スナップグリッド移動（縦方向）
10 スナップグリッド移動（縦方向）
1 スナップグリッド移動（横方向
10 スナップグリッド移動（横方向）

CTRL+BACKSPACE
SHIFT+E
SHIFT+L
SHIFT+R
SHIFT+F4
SHIFT+F5
*

+ or F1
UP, DOWN
SHIFT+UP, DOWN
LEFT, RIGHT
SHIFT+LEFT, RIGHT
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特別なモードに依存するキー
TAB

オブジェクトを配置している時に、TAB キーを押すとダイ
アログ･ボックスがオープンされ、そのオブジェクトの編集
が可能になります。

SPACEBAR

トラック配置モードの Start と End を切り替え、オブジェク
ト移動時の回転（ステップの幅は Preferences ダイアログ･ボ
ックスで設定してください）、再描画のキャンセル、
MiniViewer の拡大レベルの変更。

SHIFT

Autopan の加速度のコントロール。（Preferences ダイアログ
でモードをセットしてください。）

SHIFT+SPACEBAR

トラック配置モードを切り替え、オブジェクト移動時の回転
方向の切り替え。

N

コンポーネント移動時のネットリストの再オプティマイズ。

ワークスペース上のコンポーネントの検索
画面の表示状態を変えずに特定のコンポーネントを探したい場合には、Edit » Move
» Move Component メニュー(ショートカット：M、C）を選択し、カーソルをオブジ
ェクトが配置されていない箇所でクリックしてください。Component Designator ダ
イアログ･ボックスが表示され、デジグネータを入力し、OK をクリックしてくだ
さい。コンポーネントがスクリーン外にある場合、カーソルがコンポーネントが
掴んだ 状態になり、現在、表示されている範囲へ移動することができます。
Component Designator ダイアログ･ボックスが表示された時、?を入力して OK をク
リックすると、Components Placed ダイアログ･ボックスが表示され、ワークスペー
ス内の任意のコンポーネントを選択することができます。

アンドゥとリドゥ
PCB エディタには、フル･マルチ･レベルのアンドゥとリドゥ機能があり、スタッ
クに似た配列で保存されます。アンドゥが選択されると、最後の操作が元に戻さ
れます。再び、アンドゥを選択すると、その前の操作が元に戻されます。
リドゥ機能は、アンドゥと反対の動作が行われます。何かをアンドゥした時に、
その操作がメモリに保存されます。それから、リドゥを選択すると、最後のアン
ドゥ操作が元に戻されます。
Edit メニューで、アンドゥとリドゥを選択した時にどのような動作が実行されるか
を確認してください。アンドゥスタックは、Preferences ダイアログ･ボックスで
Stack Size を 0 に設定するとクリアされます。
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PCB デザイン・オブジェクト
デザイン・オブジェクト
Protel 99 の PCB レイアウト環境は、PCB エディタ、もしくはライブラリー・エデ
ィタでの作業に関係なく 2 つの基本的な機能から成り立ちます。1 つは、設計を進
めていく上でワークスペースに配置される オブジェクト と、オブジェクトの作成
や変更、保存、レポートの際にシステムやユーザーによって使用されるプロセス
です。
PCB エディタには、プリミティブ･オブジェクトとグループ･オブジェクトの 2 つ
のタイプのオブジェクトがあります。プリミティブ･オブジェクトは最も基本的な
要素で、トラックやパッド、ビア、フィル、アーク、文字列があります。コンポ
ーネントやディメンション、コーディネート、ポリゴンなどプリミティブで形成
されデザイン･オブジェクトとして識別されるものはすべてグループ･オブジェク

トです。
デザインはオブジェクトの集まりです。
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プリミティブ・オブジェクト
トラック
トラックは、PCB ワークスペースで直線として使用し、0.001 ミルから 10000 ミル
間のサイズで全てのレイヤーに配置することができます。トラックはシグナル・
レイヤーでは配線のため、メカニカル・レイヤーではボード外形を定義するため、
シルクスクリーンではコンポーネントの外形として、キープアウト・レイヤーで 3
は禁止領域を定義するためなどレイヤーに応じてさまざまな役割が与えられます。
トラックの配置

トラックはレイヤーに依存するオブジェクトです。トラックを配置する前に、ワ
ークスペースの下にあるレイヤータブをトラックを配置したいレイヤーに設定し
てください。トラックを配置するには:
1. Place » Track メニューを選択してください。(ショートカット： P、T または
PlacementTools ツールバーからトラックボタンをクリックしてください）
ステータスバーに

Choose start location と表示されます。

♦ すでにトラックを配置できる状態でであれば;
- テンキーの*（アスタリスク）でアクティブなシグナル・レイヤーを切
り替えることができます。
- テンキーの+、-でアクティブな全てのレイヤーを切り替えることがで
きます。
2. マウスの左ボタンをクリックした位置からトラック配置が開始されます。
ステータス・バーにはトラックに割り当てら
れたネット名と現在のセグメントの長さ、お
よび全体のトラックの長さが表示されます。
3. カーソルを移動すると、トラックが塗りつぶ
しで表示されている部分と、アウトラインで
表示されている部分があることに注目してく
ださい。塗りつぶされた部分は現在配置され
ているセグメントで、アウトラインの部分は
ルック・アヘッド セグメントです。 ル
ック・アヘッド の機能については、 マニュ
アル・ルーティングの 章の トラック配置とル
ック・アヘッドを参照してください。
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デフォルトでは 45 度のトラック配置モードになっています。このモードでは、
最初のトラックは垂直もしくは水平に配置され、次のトラックが 45 度になり
ます。この状態で SPACEBAR を押すと現在のトラックは 45 度になり、ルッ
クアヘッドが垂直もしくは水平になります。再度、SPACEBAR を押すと最初
の 45 度トラック配置モードに戻ります。
4. 塗りつぶしのトラックセグメントを目的まで移動しマウス
の左ボタンをクリックすると最初のセグメントが配置され
たことになります。
5. カーソルを移動すると、配置されたトラックセグメントか
ら引き続きトラックを配置することができます。カーソル
の移動や、SPACEBAR によってどのようにトラックが配
置されるか試してください。マウスの左ボタンをクリック
する毎にトラックセグメントの配置が完了します。

♦ BACKSPA
CE を押すと直
前に配置され
たトラック･セ
グメントを削
除することが
できます。

6. マウスの右ボタンをクリックすると、連続したトラックの配置が終了します。
Choose start location がステータス･バーに表
示されていることに注目してください。これは、
続けてトラックを配置できる状態を示しており、
その際、再度、Place » Track を選択する必要はあ
りません。

♦ トラックを配置して
いる状態で、TAB キー
を押すと Track ダイアロ
グが表示され、トラック
の属性を編集することが
できます。ネットに接続
7. この時に、もう一度 ESC キーを押すか、マウス
されたトラックの場合、
の右ボタンをクリックするとトラックの配置が
トラック幅はデザインル
終了します。
ー ル の Width Constraint
トラック配置モード
で 設 定 さ れ た 、 Min と
PCB エディタには、6 つのトラック配置モードがあり、 Max の間で 変更 する こ
とができます。
モードによってコーナーの形状が決められます。
トラック配置モードには:
45 度 (Start and End)

トラックの配置は 45 度と垂直／水平に制限されます。
アークを含む 45 度 (Start and End)

トラックの配置は 45 度と垂直／水平に制限されます。ただし、45 度のセグメ
ントと垂直／水平のセグメントはアークによってジョイントされます。
90 度 (Start and End)

トラックの配置は垂直と水平に制限されます。
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アークを含む 90 度 (Start and End)

トラックの配置は垂直と水平に制限されます。ただし、垂直と水平のセグメ
ントはアークによってジョイントされます。
Any Angle

トラックを配置する際に角度の制限はありません。
アークスタート／アークエンド

トラックの配置は 90 度のアークと垂直／水平に限定されます。

6 種類のトラック配置モード

♦ トラックの配置中に SPACEBAR を押すと Start と End 配置モードを
切り替えることができます。SHIFT キーを押しながら SPACEBAR を押
すと 6 種類のトラック配置モードから切り替えることができます。
♦ アークが含まれるトラック配置モードにおいて、"." ショートカッ
トキーを押すとアークの部分が長くなり、"," キーを押すとアークの部
分は短くなります。
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配線のためのトラック配置

コンポーネントのパッドのようにネット名を持つ
オブジェクトからトラックの配置をスタートする
と、配置されるトラックにはパッドと同じネット
名が割り当てられます。その場合、ネットに対す
るデザインルールはトラックに対しても適用され
ます。ネットを配線するためトラックを配置につ
いてはさまざまな機能がサポートされています。
詳しい説明については、マニュアル・ルーティン
グの章を参照してください。

Track ダイアログボッ
クスの説明は、ダイアロ
グ・ボックスの上にある
"What's This Help"アイコン
をクリックし、各属性の上
をクリックしてください。

トラックの変更

トラックは、個々に変更することも、グローバルに変更することも可能です。Edit
メニューを選択し、トラックをクリックすると Track ダイアログ･ボック
スが表示されます。
» Change

デフォルト・トラック
デフォルト・トラック

トラックを配置中に、TAB キーを押すとトラックのダイアログ・ボックスが表示
され、現在配置しているトラックの属性を変更することができます。デフォルト
のトラック属性は Preferences ダイアログ・ボックスの Defaults タブで設定します。
Permanent オプションが設定されていない場合、変更された値がデフォルトに
なります。
トラックにネット名が割り当てられている場合、設定できるトラック幅はデ
ザインルールの Width Constraint で定義された Min と Max の範囲に限定されます。

Note:

パッド
パッドはマルチレイヤー、または任意のレイヤーに配置することができます。例
えば、表面実装のコンポーネントやエッジ･コネクタの場合、トップ／ボトムのレ
イヤーそれぞれに独立してパッドが必要になります。パッドの形状は円形、四角
形、八角形で、各 X、Y サイズを 1 ミルから 10000 ミル間の値、穴のサイズとして
0 から 1000 ミル間の値、またパッドを識別するためのデジグネータには 4 文字ま
で定義することができます。
マルチ･レイヤー･パッドは、パッドスタックを定義することによって、Top レイヤ
ー、Mid レイヤー、Bottom レイヤーに対してそれぞれパッドサイズや形状を設定
することができます。パッドは、個々にフリー･パッドとして、または、コンポー
ネントの中で他のプリミティブと組み合わせて使用されます。
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パッドの配置

フリー･パッド（ライブラリ･コンポーネントでグループ化されていないパッド）
はデザインの任意の場所へ配置することができます。スルーホール･パッド（また
はビア）は PCB の各信号レイヤーを接続するマルチレイヤーのオブジェクトで、
現在のレイヤーの設定に関係なく配置することができます。シングル･レイヤー･
パッドは任意のレイヤーに配置することができます。
パッドを配置するには メニューから Place » Pad を選
択してください。(ショートカット：P、P もしくは
PlacementTools ツールバーから Pad ボタンをクリック
して下さい）

♦ 配置中に TAB キー
を押すとパッドの属性
を変更することができ
ます。

パッド・デジグネータ
パッド・デジグネータ

パッドは、4 文字までの英数字(スペースは除く）のデジグネータ（通常コンポー
ネントのピン番号を示す）によって識別することができます。また、必要に応じ
てデジグネータをブランクにしておいても構いません。
最初に配置されたパッドが数値のデジグネータの場合、続けて配置されるパッド
のデジグネータは自動的にインクリメントされます。パッドのデジグネータを設
定する場合には、パッドを配置している時に TAB キーを押して、Pad のダイアロ
グ・ボックスからデジグネータを設定して下さい。
アルファベットや数値のインクリメントを 1 以外にするには、Paste Array 機能を使
用します。パッドをクリップボードへコピーする前にパッドのデジグネータを設
定し、Paste Array ダイアログ･ボックスの Text Increment フィールドを設定すること
で、以下のようなパッド･デジグネータの系列を配置することができます。
数字 (1, 3, 5)
アルファベット (A, B, C)
アルファベットと数字の組み合わせ (A1, A2...、1A, 1B...、A1, B1... または 1A, 2A...、
など)
数字をインクリメントするには、Text Increment フィールドにインクリメントした
い数値を設定してください。アルファベットをインクリメントするには、スキッ
プしたい文字の数をあらわすアルファベットを Text Increment フィールドのに設定
してください。例えば、最初のパッドが 1A というデジグネータで Text Increment
フィールドに C が設定されていると、パッドには、1A,1D（A の３文字後）,1G....
というデジグネータが付けられます。
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パッドの変更

フリー･パッドやコンポーネント･パッドは個別に、
またはグローバルに編集することができます。パ
ッドを編集するには、Edit » Change メニューを選
択 し て く だ さ い 。 ス テ ー タ ス バ ー に は "Change
Any Object"と表示されます。目的のパッドをクリ
ックすると、Pad ダイアログ･ボックスが表示され、
パッドの属性を編集することができます。

ダイアログ・ボックス
の説明は、ダイアログ・ボ
ッ ク ス の 上 に あ る "What's
This Help"アイコンをクリッ
クし、各属性の上をクリッ
クしてください。

デフォルト・パッド
デフォルト・パッド

パッドを配置中に、TAB キーを押すとパッドのダイアログ・ボックスが表示され、
現在配置しているパッドの属性を変更することができます。デフォルトのパッド
属 性 は Preferences ダ イ ア ロ グ ・ ボ ッ ク ス の Defaults タ ブ で 設 定 し ま す 。
Permanent オプションが設定されていない場合、変更された値がデフォルトに
なります。
ビア
2 つのレイヤーに配置されたトラックを接続する場合、ビアはレイヤーからレイヤ
ーへ信号を送るために配置され、基板制作時には、通常のスルーホールとして扱
われます。
ビアには、マルチレイヤー、ブラインド、ベリードがあり、ビアサイズ（直径）
として 2 ミルから 10000 ミル間の値、穴サイズとして 0 から 1000 ミル間の値で設
定することができます。ビアは PlacementTools ツールバーの Via ボタン、Place » Via
メニュー、もしくはトラック配置の際の自動ビア機能によって配置されます。
ビア・タイプ
ビア・タイプ

3 種類のビアの用途として、マルチ･レイヤー･ビアはトップレイヤーからボトムレ
イヤーへ貫通し、すべてのシグナル・レイヤーの接続を行います。ブラインド･ビ
アは基板の表面レイヤーから内部のシグナルレイヤーへの接続が行われ、ベリー
ド･ビアは、内部シグナル・レイヤー間の接続を行います。
ブラインド・ビアとベリード
ブラインド・ビアとベリード・ビア
・ビアとベリード・ビア

ブラインド･ビアやベリード･ビアを使用する前に、基板製造メーカがサポートで
きるビアのタイプを選択することが重要です。ほとんどの基板製造メーカは、レ
イヤー･ペアにおいてのブラインド･ビアやベリード･ビアをサポートしており、多
層基板は両サイド基板の組み合わせとして製造されます。そのため、ブラインド･
ビアやベリード･ビアは両サイド基板の表面を接続します。接続された基板表面が
レイヤーのペアになります。以下、レイヤーの組み合わせになります。
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Top layer - to - Mid layer 1 (blind)
Mid layer 2 - to - Mid layer 3 (buried)
Mid layer 4 - to - Mid layer 5 (buried)
Mid layer 6 - to - Mid layer 7 (buried)
Mid layer 8 - to - Mid layer 9 (buried)
Mid layer 10 - to - Mid layer 11 (buried)
Mid layer 12 - to - Mid layer 13 (buried)
Mid layer 14 - to - Bottom layer (blind)
基板製造メーカでサポートしているのであれば、ブラインド・ビアやベリード・
ビアによる任意のレイヤー間の接続も可能です。
♦ ブラインド、またはベリード・ビアを使用する場合にはあらかじめ基板製
造メーカに確認してください。
デフォルト・ビア
デフォルト・ビア

ビアを配置中に、TAB キーを押すとビアのダイアログ・ボックスが表示され、現
在配置しているビアの属性を変更することができます。デフォルトのビア属性は
Preferences ダイアログ・ボックスの Defaults タブで設定します。 Permanent オプ
ションが設定されていない場合、変更された値がデフォルトになります。
ビアの配置

ビアは、オートルータや自動ビア機能、またはマニュアルで配置されます。
Autorouter Vias

オートルータで配置されるビア、Routing Via Style で、スコープが Board に対
して定義されたルールが適用されます。（Design » Rules）デザイン･ルールに
ついては、デザインルールについての章を参照してください。
Auto Via Feature

トラックを配置している時に、*キーによってレイヤー他のシグナル･レイヤ
ーに切り替えると、自動的にビアが追加されます。配置されるビアは、デザ
インルールの Routing Via Style のルールが適用されます。
Manually Placed Vias

ビアをマニュアルで配置するには、Place » Via メニューを選択してください。
デフォルトで設定されているビアがカーソル上に表示され、マウスの左ボタ
ンをクリックするとワークスペースに配置されます。
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ビアの変更

ビアを編集するには Edit » Change メニューを
選択し、編集したいビアをクリックして下さ
い。Via ダイアログ・ボックスが表示され、
ビアの属性を編集することができます。
フィル

ダイアログ・ボックス
の説明は、ダイアログ・ボ
ッ ク ス の 上 に あ る "What's
This Help"アイコンをクリッ
クし、各属性の上をクリッ
クしてください。

フィル(または エリア･フィル ) は、任意のレイヤ
ーに配置できる四角形です。シグナル･レイヤーに配置されると、銅箔で塗り潰さ
れたエリアになり、シールディングや大電流を流すために使用されます。いろい
ろなサイズのフィルを組み合わせて不規則な形のエリアをつくることができます。
それらは、トラックと組み合わせや、アーク･セグメントと組み合わせが可能で、
デザイン･ルール･チェックでは電気的な接続として認識されます。
フィルは、ノン･エレクトリカル･レイヤーにも配置することができます。例えば、
Keep Out レイヤーにフィルを配置すると自動配線や自動コンポーネント配置の禁
止エリアとして認識され、Power プレーンや Solder Mask、Paste Mask レイヤーにフ
ィルを配置するとその部分は、レイヤーの空白部分となります。
フィルの配置

1. Place » Fill メニューを選択して下さい。
ステータス･バーに"Select First Corner"と表示さ
れます。
2. 目的の位置カーソルを移動しマウスの左ボタ
ンをクリックします。

♦ フィルのネット名
は、フィルを配置する際
の最初のコーナーに、あ
らかじめ配置されていた
オブジェクトのネット名
が割り当てられます。

マウスをドラッグして対角線上の反対のコーナーにカーソルを移動します。
マウスの左ボタンを押して 2 番目のコーナーを定義してください。

3.

続けてフィルを配置するか、マウスの右ボタンをクリックしてフィルの配置
を終了してください。
フィルの変更

フィルを編集するには Edit » Change メニュー
を選択し、編集したいフィルをクリックして
下さい。Fill ダイアログ・ボックスが表示さ
れ、フィルの属性を編集することができます。

ダイアログ・ボックスの
説明は、ダイアログ・ボック
ス の 上 に あ る "What's This
Help"アイコンをクリックし、
各属性の上をクリックしてく
ださい。

567

PCB デザイン

デフォルト・フィル
デフォルト・フィル

フィルを配置中に、TAB キーを押すとフィルのダイアログ・ボックスが表示され、
現在配置しているフィルの属性を変更することができます。デフォルトのフィル
属 性 は Preferences ダ イ ア ロ グ ・ ボ ッ ク ス の Defaults タ ブ で 設 定 し ま す 。
Permanent オプションが設定されていない場合、変更された値がデフォルトに
なります。
アーク
アークは基本的には円形のトラック・セグメントです。アークは任意のレイヤー
に配置することができ、半径 0.001 ミルから 16000 ミル、幅 0.001 ミルから 10000
ミルの間の値で設定することができます。また、角度の精度は 0.001 度になります。
アークは PlacementTools ツールバーの Arc ボタン、Place » Arc、トラックを配置す
る時にトラックの一部分として配置できます。アークはポリゴンによる塗り潰し
やオートルータにおいても使用できます。
他にもアークは PCB レイアウトにおいて、例えば、オーバーレイ･レイヤーでのコ
ンポーネント形状やメカニカル･レイヤーでボード外形や穴などを示す場合に使用
されます。アークは角度を指定することによって、いろいろな形状の円を作成す
ることができます。
♦ アークはトラックの一部としてシグナル・レイヤーに配置することができ
ます。これらのアークは、トラック配置モードがアークが含まれるモードであ
れば、トラックの配置中に生成することができます。トラックの配置モードを
切り替えるには、トラックを配置中に、SHIFT+SPACEBAR を押して下さい。
アークが含まれるモードを選択し、SPACEBAR をすと Arc Start と Arc End モー
ドを切り替えることができます。
アークの配置 (center)

アーク（センター）をカレント・レイヤーに配置するには:
1. Place » Arc (Center)（ショートカット：P、A）メニュー、もしくは Arc ツール
ボタンを選択して下さい。
ステータス･バーに Select Arc Center と表示されます。配置するレイヤーを変更
する場合、*や＋、−を押して下さい。
2. アークのセンターとなる位置へカーソルを移動し、マ
ウスの左ボタンをクリックして下さい。
3. アークの 半径分カーソルを移動し、マウスの左ボタン
をクリックして下さい。
4. アークの 開始位置へカーソルを移動し、マウスの左ボ
タンをクリックして下さい。
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♦ アークの向き
を変える場合に
は、アークの終了
位置が確定する前
に SPACEBAR を
押して下さい。
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5. アークの 終了位置へカーソルを移動し、マウスの左ボタンをクリックすると
確定します。
360 度の全円を作画する場合には、カーソルを移動せずに、開始位置と終了位
置でマウスの左ボタンをクリックしてください。
6. 続けてアークを作画するか、ESC キーまたはマウスの右ボタンでアークの配
置を終了して下さい。
アークの配置 (エッジ
エッジ)
エッジ

アーク（エッジ）をカレント・レイヤーに配置するには:
1. Place » Arc (Edge) を選択して下さい。(ショートカット：P、E)
2. アークの 開始位置へカーソルを移動し、マウスの左ボタンをクリックして下
さい。
3. アークの 終了位置へカーソルを移動し、マウスの左ボタンをクリックして下
さい。
4. 続けてアークを作画するか、ESC キーまたはマウスの右ボタンでアークの配
置を終了して下さい。.
任意の角度でのアークの配置 (エッジ
エッジ)
エッジ

Place Arc（Edge）メニューのパラメータを変更する（もしくはメニューに追加す
る）ことによって、端点をスタート位置とした、任意の角度のアークを配置する
ことができます。メニューは、PCB エディタのメニュー・バーをダブルクリック
し、Menu Properties ダイアログ・ボックスから変更します。メニューの一覧から、
Place {P}をダブルクリックし、全ての Place メニューを表示し、一覧から、Arc
（Edge）を選択して下さい。デフォルトでは、このメニューの、Params フィール
ドは、 Method = Edge となっています。このフィールドの記述を、"Method =
EdgeAnyAngle"に変更して下さい（文字列にはスペースを含みません）。Close ボ
タンをクリックすると、変更が適用され、ダイアログ・ボックスがクローズしま
す。アークを配置する手順として:
1. Place » Arc (Edge) を選択して下さい。(ショートカット：P、E)
2. アークの 開始位置へカーソルを移動し、マウスの左ボタンをクリックして下
さい。
3. カーソルを移動しアークの半径とセンターの位置でマウスの左ボタンをクリ
ックして下さい。
4. アークの 終了位置へカーソルを移動しマウスの左ボタンをクリックして下さ
い。
5. 続けてアークを作画するか、ESC キーまたはマウスの右ボタンでアークの配
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置を終了して下さい。
アークの変更

アークを編集するには Edit » Change メニューを選
択し、編集したいアークをクリックして下さい。
Arc ダイアログ・ボックスが表示され、アークの
属性を編集することができます。
デフォルト・アーク
デフォルト・アーク

ダイアログ・ボックス
の説明は、ダイアログ・ボ
ッ ク ス の 上 に あ る "What's
This Help"アイコンをクリッ
クし、各属性の上をクリッ
クしてください。

アークを配置中に、TAB キーを押すとアークのダ
イアログ・ボックスが表示され、現在配置してい
るアークの属性を変更することができます。デフォルトのアーク属性は Preferences
ダイアログ・ボックスの Defaults タブで設定します。"Permanent"オプションが設定
されていない場合、変更された値がデフォルトになります。
ストリング
ストリング（文字列）は、任意のレイヤーに最大 254 文字（スペースを含む）まで
配置することができ、文字サイズとして 10 ミルから 10000 ミルの間の値で設定す
ることができます。ストリングを配置するには、Text String ボタン、もしくは、
Place » String メニューを選択して下さい。
テキストを表示するために 3 種類の特別なフォントが用意されています。Default
はペン･プロッティングやベクター･フォトプロッティングをサポートするための
シンプルなベクター･フォントです。Sans Serif と Serif は複雑なフォントのため、
ガーバーのようなベクター・デバイスの出力の場合にはより多くの時間が必要に
なります。システムに附属のフォントはソフトウェアに組み込まれているため変
更することはできません。全てのフォントは、英語と他のヨーロッパ言語をサポ
ートする IBM 拡張 ASCII キャラクタ･セットです。
全てのテキスト・ストリングは、同じ属性を持ち、他のプリミティブと同様に移
動や編集ができます。フリーテキストは任意のレイヤーに配置することができま
す。コンポーネント・テキストはコンポーネントが配置されると自動的に、トッ
プまたはボトム・オーバーレイに割り当てられます。ただし、これらのテキスト
は後から任意のレイヤーに変更することもできます。
フリー・テキスト・ストリングは他のプリミティブと同様に編集や移動を行うこ
とができます。コンポーネント・テキストは、コンポーネントとは別に独立して
移動することができます。（Edit » Move）コンポーネントを移動すると、コンポー
ネント・テキストも相対的に移動します。
PCB エディタに含まれる、 Special Strings は出力を生成する際に特別な意味で
解釈されます。スペシャルストリングについては後から説明します。

570

PCB デザイン・オブジェクト
デザイン・オブジェクト

デフォルト・ストリング
デフォルト・ストリング

ストリングを配置中に、TAB キーを押すとストリングのダイアログ・ボックスが
表示され、現在配置しているストリングの属性を変更することができます。デフ
ォルトのストリング属性は Preferences ダイアログ・ボックスの Defaults タブで設定
します。 Permanent オプションが設定されていない場合、変更された値がデフ
ォルトになります。
ストリングの配置

ストリングを配置するには:
1. Place » String メニューを選択します。現在のデフォル
ト・ストリングがカーソル上に現れます。
2. TAB キーを押すと、String ダイアログ・ボックスが
表示されます。
3. ダイアログのテキスト・フィールドに、任意の文字
を入力するか、ドロップダウンリストからスペシャ
ル・ストリングを選択して下さい。

♦ ストリ ン グ を
配置中に、X や Y
キーを押すと、各
X 軸、Y 軸に沿っ
てミラーリングさ
れ 、 SPACEBAR
を押すとストリン
グは回転します。

4. 必要に応じて、文字の高さ（Height）や幅（Width）、
フォントを設定して下さい。
5. OK をクリックすると、カーソル上にストリングが現れます。カーソルを移動
し、配置したい位置でマウスの左ボタンをクリックして下さい。
6. 配置を終了するには、マウスの右ボタンか、ESC キーを押して下さい。
ストリングの変更

フリー・テキスト・ストリングやコンポーネン
ト・テキストは個々に、またはグローバルに変更
することができます。ストリングをダブルクリッ
クすると、String ダイアログ・ボックスが表示さ
れ、各属性を編集することができます。

ダイアログ・ボックス
の説明は、ダイアログ・ボ
ッ ク ス の 上 に あ る "What's
This Help"アイコンをクリッ
クし、各属性の上をクリッ
クしてください。
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スペシャル・ストリング

スペシャル・ストリングは通常のテキストで、プリントやプロット、ガーバー･フ
ァイルの作成時にテキストに対応して解釈されます。例えば、文字
列.PRINT_DATE は、出力が生成される時に現在の日付と置き換えられます。使用
できるスペシャル･ストリングを次のようになります。
.PRINT_DATE
.PRINT_TIME
.PRINT_SCALE
.LAYER_NAME
.PCB_FILE_NAME
.PCB_FILE_NAME_NO_PATH
.PLOT_FILE_NAME
.ARC_COUNT
.COMPONENT_COUNT
.FILL_COUNT
.HOLE_COUNT
.NET_COUNT
.PAD_COUNT
.STRING_COUNT
.TRACK_COUNT
.VIA_COUNT
.DESIGNATOR
.COMMENT
.LEGEND
.NET_NAMES_ON_LAYER
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♦ DESIGNATOR と .COMMENT
はライブラリーでコンポーネント
にスペシャル・ストリングとして
追加することができます。これら
のストリングによって、デジグネ
ータやコメントの位置、またはレ
イヤーをあらかじめ設定しておく
ことができます。このスペシャル
ストリングを使用する場合、スタ
ンダードのデジグネータやコメン
トは非表示の方がよいでしょう。
♦ Drill Drawing レ イ ヤ ー に
は .LEGEND を 配 置 し て 下 さ
い。.LEGEND は出力が生成される
ときにドリル･テーブルと置き換え
られます。
♦ スクリーン上でこれらのスペ
シャル・ストリングを変換するに
は、Preferences ダイアログ･ボック
スの Options タブで Convert Special
Strings オプションをチェックして
ください。一部のスペシャル・ス
トリングはスクリーン上で変換す
ることができません。

PCB デザイン・オブジェクト
デザイン・オブジェクト

グループ・オブジェクト
グループ・オブジェクト
グループ･オブジェクトはいくつかのオブジェクトが 1 つのグループとして定義さ
れたものです。例えば、コンポーネントやポリゴン、またシステムで定義された
コーディネートやディメンションがあります。グループ･オブジェクトは一つのオ
ブジェクトのように配置や移動、セレクション、コピーなどの操作を行うことが
できます。
ポリゴン
ポリゴンは、Place » Polygon Plane によって作成される銅箔の特別なエリアです。ポ
リゴン･プレーンは、不規則なボードのエリアの塗りつぶし（または、格子）を行
い、そのエリアを特定のネットに接続することができます。
ポリゴンは、複数のトラックやアークで構成されますが、1 つのグループのように
扱うことができます。また配置済みのポリゴンに対
して、境界線の再編集や、後から配置された障害物
に対してのリポア、またトラック・サイズやグリッ
ドなどの属性を変更することができます。グリッド
やトラックサイズを調整して、ポリゴンプレーンを
ソリッド･エリアかクロス･ハッチされた格子にする
ことができます。
ポリゴン・プレーンを配置した場合、トラック、パ
ッド、ビア、フィル、テキストに対し、デザインル 既存のオブジェクトに対するポ
ールで設定されたクリアランスは維持されます。ネ リゴンのクリアランスは、デザ
インルールに基づきます。
ットリストに基づくレイアウトの場合、ポリゴン・
プレーンで設定したネットと同じネット名のコンポーネント･パッドを自動的に接
続することができます。
ポリゴンは複雑な形の銅箔面を任意のレイヤーに配置することができます。ポリ
ゴンがノン･シグナル･レイヤーに配置される場合、ネットとは関連性が無くなり、
シグナル・レイヤーのオブジェクトのように既存のオブジェクトの周りにはポア
されません。
ポリゴン・プレーンの配置
ポリゴン・プレーンの配置

ポリゴン・プレーンを配置するには:
1. Place » Polygon plane を選択して下さい。(ショートカット：P、G)
Polygon Plane ダイアログ･ボックスが表示されます。設定項目については、こ
の後の説明を参考にして下さい。
2. ポリゴンを開始する位置でマウスをクリックして下さい。
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3. カーソルを移動し、ポリゴンを配置するエリアを囲みます。マウスをクリッ
クすると、その位置がポリゴンの頂点になります。SPACEBAR を押すと、ポ
リゴンの境界線のトラックの配置モードを切り替えることができます。
ポリゴンが囲まれるとハッチングが開始されます。ポリゴンが囲まれていない状
態で ESC、マウスの右ボタンをクリックすると、最後にクリックした位置とポリ
ゴン開始位置で囲まれます。

Polygon Plane ダイアログ・ボックスのオプションには:
Net Options
Connect To Net

ネットリストがロードされている場合、特定のネットを Connect To Net のリ
ストから選択することができます。ポリゴンがネットに接続されると、他の
2 つの Net Options が適用されます。
Pour Over Same Net

このオプションがチェックされている場合、ポリゴンで指定されたネットと
同じネット名のトラックに対して、ポリゴンは上書きされます。
Remove Dead Copper

デッド・コパーはポリゴン・プレーンを配置した際に指定されたネットに接
続できないコパーです。デッド･コパーの領域は、既存のトラックやパッド、
ビアとプレーンが接続できない時に作成されます。必要に応じて、これらの
領域は削除することができます。このオプションがチェックされており、ポ
リゴンで指定されたネットと同じネット名のピンがポリゴンで囲まれた領域
に存在しない場合、ポリゴン全体は、デッドコパーとして削除されます。
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Plane Settings
Grid Size

ポリゴン内部に配置されるトラックのグリッドです。理想的には、このグリ
ッドは、コンポーネントのピン･ピッチの分数です。塗りつぶしするには、ト
ラック幅をグリッド･サイズよりもわずかに広く設定してください。
Track Width

ポリゴンに配置されるトラックの幅です。トラック幅がグリッド･サイズより
も小さい場合、ポリゴンは格子になり、トラック･サイズがグリッド･サイズ
と等しいか大きい場合、ポリゴンは塗りつぶしになります。
Layer

ポリゴンが配置されるレイヤーです。ポリゴンはコパー･レイヤーとノンコパ
ー･レイヤーどちらにも配置することができます。
Hatching Style
90 Degree Hatch

水平と垂直方向のハッチング
45 Degree Hatch

45 度のハッチング
Vertical Hatch

垂直方向のみのハッチング
Horizontal Hatch

水平方向のみのハッチング
No Hatching

ポリゴン内部はハッチングされません。このオプションは、ポリゴンの配置
によってシステムのパフォーマンスを落としたくない場合に使用して下さい。
ポリゴンはあとからハッチングすることも可能です。
Surround Pads With

パッドはアークや八角形で囲まれます。八角形を使用するとガーバー･ファイ
ルのサイズが小さくなり、フォトプロットにかかる時間を短縮できます。
Minimum Primitive Size
Length

ここで設定される値は、ポリゴンで使用されるプリミティブの最小値になり
ます。ポリゴン作成時に配置される細かいアークやトラックによってボード
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上のオブジェクトの周りを滑らかに囲むことができます。プリミティブの長
さを限定することでポアにかかる時間や再描画、出力の生成時間は短縮する
ことができますが、ポリゴンのエッジの滑らかさは損なわれます。
ポリゴンとパッドの接続について

Connect To Net オプションによって、ポリゴンをパッドに接続する場合、その接続
方法は Polygon Connect Style のデザインルールの設定が用いられます。(Design »
Rules)このルールでは、ダイレクト接続とサーマル･リリーフ接続を選択すること
ができます。リリーフ接続を選択すると、導体の幅や接続角度を設定できます。
詳しい内容は、デザインルールについて の Polygon Connect Style デザイン･ルール
を参照して下さい。
ポリゴンのリポア

ポリゴンをリポアするには、Edit » Change メニューを選択してください。リポアし
たいポリゴンの上をクリックすると、Place Polygon Plane ダイアログ･ボックスが表
示されます。（ショートカット；ポリゴンをダブル･クリック）必要に応じて属性
を変更し、OK をクリックしてください。変更したポリゴンをリポアするか聞いて
きます。Yes をクリックするとポリゴンは新しい設定でリポアされます。
ポリゴンの境界線の変更

ポリゴン･プレーンの境界線は、頂点の移動、頂点の削除、境界トラックの分割に
よって形を編集することができます。
ポリゴンの形を修正するには:
1. Edit » Move » Polygon Vertices メニューを選択
して下さい。
ステータス・バーに
と表示されます。

Choose a Polygon

2. 編集するポリゴンをクリックして下さい。
ポリゴン内部のトラックが表示されなくな
り、最初に定義されたポリゴンの境界線だ
けが表示されます。

ポリゴンの形を修正するにはハン
ドルをクリックして下さい。

3. トラック･セグメントの両端とセンターには編集ハンドルが表示され、コーナ
ーのハンドルをクリックするとコーナーの移動ができ、センターのハンドル
をクリックするとポリゴンの境界線のトラックを分割することができます。
4. 頂点を無くしたい場合には、コーナーを移動している時に DELETE キーを押
して下さい。
5. 編集を終わるときは、マウスの右ボタンをクリックするか ESC を押して下さ
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い。
ポリゴンの修正後、リポアするかどうか確認のダイアログが表示されます。
Yes をクリックすると新しい設定でポリゴンはリポアされます。
ディメンション
ディメンションはテキストやトラック･セグメントから成る特別なオブジェクトで
す。これらは Place » Dimension メニューを選択して始点と終点を指定すると自動的
に作成されます。単位は、インチもしくはミリで計算され、スナップグリッドの
設定に依存されます。
ディメンションの配置

1. Place » Dimension メニューを選択して下さい。
2. 始点となる位置をクリックします。
ステータス・バーに

Select Measure End Point と表示されます。

3. 終点となる位置をクリックして下さい。
ディメンションの情報が配置されます。
ディメンションの変更

文字高やフォントなどのディメンションの属性は配置作業中（TAB キーを押して
ください）、またはディメンションが配置された後で変更することができます。
Edit » Change メニューを選択し、ディメンションをクリックしてください。
ディメンションの移動

配置されたディメンションは後から移動や調整をすることができます。ディメン
ションの移動や調整を行なうには、ディメンションのどこかを一回クリックしデ
ィメンションをフォーカス状態にしてください。（四角いフォーカス･ハンドルが
表示されます。）ディメンションを 2 回クリックするとディメンションを移動でき
ます。フォーカス･ハンドルを 2 回クリックすると、ディメンションの調整ができ
ます。ディメンションは長さの変更に応じて、自動的に更新されます。
デフォルト・ディメンション
デフォルト・ディメンション

ディメンションを配置中に、TAB キーを押すとディメンションのダイアログ・ボ
ックスが表示され、現在配置しているディメンションの属性を変更することがで
きます。デフォルトのディメンション属性は Preferences ダイアログ・ボックスの
Defaults タブで設定します。 Permanent オプションが設定されていない場合、変
更された値がデフォルトになります。
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コーディネート
コーディネート・マーカーを使用してワークスペースの指定した位置の座標を示
すことができます。コーディネート・マーカーには、ポイント（2 つのトラックで
できた十字）と X,Y 座標によって表されます。コーディネート・マーカーは、任
意のレイヤーに配置することができます。
デフォルト・コーディネート
デフォルト・コーディネート

コーディネートを配置中に、TAB キーを押すとコーディネートのダイアログ・ボ
ックスが表示され、現在配置しているコーディネートの属性を変更することがで
きます。デフォルトのコーディネート属性は Preferences ダイアログ・ボックスの
Defaults タブで設定します。 Permanent オプションが設定されていない場合、変
更された値がデフォルトになります。
コーディネートの配置

1. Place » Coordinate メニューを選択して下さい。
コーディネートがカーソル上に現れます。
2. コーディネート･マーカーを配置したい位置でクリックしてください。
3. 続けてコーディネートを配置するか、マウスの右ボタンをクリックしてコー
ディネートの配置を終了して下さい。
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コンポーネント・フットプリントとライブラリー
Protel99 には、1600 種類以上のスルーホール部品、ならびに SMD 部品のコンポー
ネント・フットプリントが用意されています。PCB のフットプリントは PCB ライ
ブラリー・エディタで新規に作成したり、修正を行うことができます。PCB ライ
ブラリー・エディタについては、この章の PCB ライブラリー・エディタを参照し
て下さい。

フットプリントとコンポーネントについて
Protel99 の PCB レイアウト環境では、"フットプリント"は PCB ライブラリーに存
在します。このフットプリントがライブラリーから、ワークスペースに配置され
るとデジグネータとコメントが割り当てられ、コンポーネントになります。

PCB フットプリント・ライブラリーがインストールされるフォルダ
フットプリント・ライブラリーがインストールされるフォルダ
Protel99 では、PCB フットプリント・ライブラリーは、ライブラリー・デザインデ
ータベースにストアされます。PCB ライブラリー・データベースファイルは
¥Program Files¥Design Explorer 99¥Library¥Pcb のフォルダへインストールされます。
（インストール時の設定がデフォルトの場合）
♦ Protel99 では、旧バージョンの.LIB フォーマットのライブラリーを使用する
ことができます。これらのライブラリーは通常の方法で、ライブラリー・リス
トに追加することができます。

コンポーネント・フットプリントへのアクセス
コンポーネント・フットプリントへのアクセス
ライブラリーのコンポーネント･フットプリントにアクセスするには、まずライブ
ラリーが PCB エディタのカレント･ライブラリー･リストに追加されている必要が
あります。ライブラリーを追加･削除するには Design メニューの Add/Remove Library
を選択するか PCB Editor Panel の Add/Remove ボタンを押してください。PCB
Library ダイアログ･ボックスが表示され、このダイアログ･ボックスの Current
FileList から、新しいライブラリーの追加や、既存のライブラリーの削除を行うこ
とができます。
一度、ライブラリーに追加されると、このライブラリーからのフットプリントを
ワークスペース上へ配置することができます。追加できるライブラリーの数は、
使用中のコンピュータのメモリによって変わります。
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ライブラリーの追加と削除
ライブラリーのコンポーネントにアクセスするには、PCB ライブラリー・ダイア
ログを使います。Selected Files ウィンドウは、追加されたライブラリーの一覧です。

目的のファイルをダブルクリックすると、Selected File リストに追加することができます。
また、Selected Files のファイルをダブルクリックするとリストから削除することができます。

ライブラリー・データベースのフォルダへは、ダイアログ・ボックスの上の Look
in フィールド（ファイルの場所）で移動して下さい。PCB ライブラリーデータベ
ースは¥Program Files¥Design Explorer 99¥Library¥Pcb のフォルダへインストールさ
れます。（インストール時の設定がデフォルトの場合）
♦ ライブラリーはデザインデータベースにストアされます。デザインデータ
ベース内に、スケマティックと PCB で使用されるライブラリーを混在すること
ができます。
♦ プロジェクト・デザインデータベースのライブラリー・コンポーネントに
アクセスするには、PCB Library ダイアログ・ボックスの Selected Files のリスト
へプロジェクト・デザインデータベースファイルを追加して下さい。
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コンポーネントの検索と配置
ライブラリー内のコンポーネントをブラウズする
に は 、 PCB Editor Panel の Browse モ ー ド を
Libraries に設定しリストの中のライブラリーをク
リックしてください。コンポーネント･リストか
らの目的のコンポーネントをクリックすると、
MiniViewer に表示されます。
PCB エディタでの配置
コンポーネント・フットプリントを配置するには:
1. Panel の Browse モードを Libraries にして下さ
い。
2. 一覧の中から必要なライブラリーを選択して
ください。
3. Panel のリストからコンポーネントを選択し、
Place ボタンを押してください。（ショート
カット；マウスの左ボタンをダブルクリッ
ク）
コンポーネントがカーソル上に現れます。
4. コンポーネントを配置する前に、デジグネー
タとコメントを編集する場合には、TAB キ
ーを押します。編集後、OK をクリックし、
ダイアログ・ボックスを閉じて下さい。
配置中に、PAGEUP を押すとズーム･インが
行われ、SPACEBAR を押すと回転し、ショ
ートカット･キー L によりコンポーネントを
半田面に配置することができます。Jump シ
ョートカット･キーを使用して指定した場所へジャンプすることができます。
5. マウスの左ボタンをクリックするとコンポーネントが配置されます。
PCB エディタからのコンポーネント配置
コンポーネントは、PCB ライブラリー･エディタから配置することができます。
Library Editor Panel には、Place ボタンがあります。コンポーネントを一覧から選択
し Place を押してください。コンポーネントは、最後のアクティブ PCB ウィンドウ
に配置されます。
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コンポーネントについて
フットプリントがワークスペースに配置されると、コンポーネントになります。
コンポーネントには、R3 のようなデジグネータと 10K のようなコメントがありま
す。また、トラックやパッド、アークなどの集まりではなくひとつのオブジェク
トとして扱われ、移動や反転、回転ができます。コメントを変更するには、Edit »
Change メニューを選択するかコンポーネントのアウトラインの内側をダブル･クリ
ックし、コンポーネントのダイアログ・ボックスから編集して下さい。
Component ダイアログ・ボックスには 3 つのタブがあります。編集可能なコンポー
ネントの属性は:
Attributes タブ
このタブは通常使われるコンポーネントの属性です。
Designator/Comment

コンポーネントのデジグネータやコ
メントの値はここで変更することが
できます。フォントやテキストの文
字高、テキストの幅などの属性は、
デジグネータやコメント･タブで変
更してください。
Footprint

コンポーネントのフットプリントを、
他のフットプリントへ変更する場合、
変更したいフットプリントの名前を
Footprint フィールドへ入力して下さ
い。ダイアログ･ボックスを終了す
る時に、現在オープンしているライ
ブラリーを検索し新しいフットプリ
ントを配置します。
Layer

コンポーネントのレイヤーは、トッ
プ、もしくはボトムレイヤーのどちらかのレイヤーに割り当てられます。レ
イヤーの割り当てを変更するには、Layer ボックスをクリックし、レイヤーを
選択して下さい。
コンポーネントのレイヤーの変更は、コンポーネントの実装面が反対側にな
ったことを意味します。例えば、トップ･レイヤーのコンポーネントをボト
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ム･レイヤーへ移動した場合、トップ・オーバーレイ・レイヤーのプリミティ
ブは、自動的にボトム・オーバーレイ・レイヤーに割り当てられます。コン
ポーネントの方向はＸ軸に沿って反転され、コンポーネント･オーバーレイ･
テキストはボトムから正しく見える状態になります。シングル･レイヤー･パ
ッドもトップ･レイヤーとボトム･レイヤーの間で入れ替わります。コンポー
ネントのレイヤーの切り替えはグローバルに行うことができます。
Rotation

コンポーネントは、0.001 度の精度で任意に回転させることができます。
Lock Prims

通常、コンポーネントは 1 つのオブジェクトとして扱われているため、コン
ポーネントを構成するプリミティブは、 ロックされた 状態になり、これ
らのプリミティブを変更することはできません。そのため、プリミティブを
変更したい場合には、一度、プリミティブのロックを解除して下さい。解除
されたロックは後からこのオプションをチェックすることによって、再度ロ
ックすることができます。コンポーネント･パッドの属性はプリミティブのロ
ックを解除しなくても変更することができます。
Locked

コンポーネントが移動可能かどうかは、Locked によって決まります。Locked
が設定されている場合、自動配置によってそのコンポーネントが移動される
ことはありません。マニュアルで移動しようとすると、ワーニングメッセー
ジ Object is locked,continue? が表示され、Yes をクリックするとロックを解
除することなくコンポーネントの移動することができます。ロックされた属
性はコンポーネントを移動した後でも維持されます。
Selection

Selection 属性によってコンポーネントのセレクションや、セレクションの解
除を行います。この属性は、コンポーネントをグローバルエディットを行う
場合の条件として使用することができます。
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Designator と Comment タブ
これらの 2 つのタブはデジグネータとコメントの属性で同じ内容になります。
Text

コンポーネントのデジグネータ
またはコメントです。コンポー
ネントのコメントは、グローバ
ルエディットを行うことができ
ますが、デジグネータは独自の
デジグネータが割り当てられて
いるため、グローバルに編集す
ることができません。デジグネ
ータとコメントの文字列は 255
文字までです。
Height

テキストの文字高はミルまたは
ミリで設定することができ、
0.01 ミルから 10000 ミルの間の
値で設定することができます。
テキストの表示やプリントに使
用される文字幅は自動的に高さ
に比例して設定されます。フォ
トプロットで判読できる最小の
テキスト高さは 36mils です。
Width

テキストの線幅は、ミルまたはミリで設定することができ、0.001 ミルから
255 ミルの間の値で設定することができます。
Font

Default、Serif、Sans Serif の３種類のフォントを使用できます。
Layer

コンポーネント･テキストは任意のレイヤーに配置することができます。
Layer ボタンをクリックしてセレクション･バーをスクロールしてください。
選択されたレイヤーは Layer ボックスに表示されます。
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Rotation

コンポーネント･テキストはコンポーネントと関係無く、移動や回転を行うこ
とができます。コンポーネント･テキストをクリック＆ホールドし、テキスト
を移動して下さい。テキストを回転させるには、カーソルがテキストを 掴
んだ 状態の時に SPACEBAR を押して下さい。
X, Y Location

現在の原点からの、テキストの座標です。
Hide

コンポーネント･テキストの表示のオン／オフで、表示されていないテキスト
はプリントされません。
Mirror

コンポーネント･テキストはコンポーネントに関係なくミラー表示することが
できます。
♦ 配置中にコンポーネントを反転するには、L キーを押してください。
これによりフットプリントの反転やトップ･レイヤー･パッドとボトム･レ
イヤー･パッドの入れ替え、オーバーレイのボトム･オーバーレイ･レイヤ
ーへの反転を実行することができます。X キーや Y キーを押してもコン
ポーネントは反転されますがレイヤーは変更されません。

コンポーネント・フットプリントの変更
コンポーネント・フットプリントの変更
コンポーネントのフットプリントを、他のフットプリントへ変更する場合、変更
したいフットプリントの名前を Attribute タブの Footprint フィールドへ入力して下
さい。
コンポーネントのフットプリントは、現在オープンしている他のライブラリーの
フットプリントに変更することができます。他のフットプリント名を入力すると、
ダイアログ･ボックスを終了する時に、現在オープンしているライブラリーを検索
し新しいフットプリントを配置します。
コンポーネント･フットプリントは自由に変更することができます。しかし、パッ
ドにネットが接続されている場合、新しいフットプリントは以前と同じピン番号
を使用しなければなりません。以前のものと一致しない場合、 cannot match pads
with newfootprint というワーニング･メッセージが表示され、置き換えが中断され
ます。例えば、DIP16 を SMD16A に変更することは、ピン番号が適合しているの
で正しい変更です。DIP16 を TO-3 に変更することはワーニングの対象となり変換
は中断されます。変更が完了するとパッドの接続はそのままで、コネクション･ラ
インが更新されます。
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ボード上のコンポーネントの変更
通常、コンポーネント･フットプリントに変更が必要な場合、フットプリントをラ
イブラリー内で編集し、それから PCB をアップデートして下さい。アップデート
は、現在開いているデザインすべてのフット･プリントのインスタンスが更新され
ます。
また、PCB エディタでは、ボード上でコンポーネントを変更することも可能です。
コンポーネント･プリミティブの変更や操作を可能にするには、コンポーネントの
アウトラインの内側をダブル･クリックし、Component ダイアログ･ボックスを表示
します。次に Attributes タブを選択し、Lock Prims チェック･ボックスを解除してか
ら OK ボタンをクリックしダイアログ･ボックスを閉じて下さい。修正完了後、コ
ンポーネント･プリミティブを再びロックしてください。コンポーネント･パッド
属性は、プリミティブのロックを解除しないで変更することができます。
コンポーネントのアングループ
必要に応じて、配置されたコンポーネントのグループを解除することができます。
（プリミティブなパーツの状態）。Tools » Convert » UnGroup Component メニューを
選択してください。このプロセスを起動すると、 Select Component というプロ
ンプトが表示され、コンポーネントを選択すると、 Confirm convert Component To
Primitives のメッセージが表示されます。YES をクリックすると、コンポーネン
ト･デジグネータとコメントがコンポーネントから削除され、プリミティブの集ま
りになります。これは、一方通行のプロセスでグループを解除されたコンポーネ
ントは再度グループ化することはできません。
アングループ化は、ドキュメント･ウィンドウに配置されたコンポーネントに対し
てのみ機能し、ライブラリーに保存されているコンポーネント･フットプリントに
は影響しません。

プロジェクト・ライブラリーの作成
プロジェクト・ライブラリーの作成
PCB エディタでは、現在ワークスペースに配置されたコンポーネントのライブラ
リーを作成することができます。この機能を使用するには、 Design » Make Project
Library メニューを選択して下さい。ライブラリー・エディタがオープンし、ワーク
スペースのコンポーネントが一時的にライブラリー化されますので、File » Save で
保存して下さい。
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PCB ライブラリー・エディタ
ライブラリー・エディタ

PCB ライブラリー･エディタは、Protel99 の PCB サーバーの第 2 のドキュメント･エ
ディタです。PCB エディタによって、プリント基板の設計が行われ、PCB ライブ
ラリー･エディタでは PCB 上のコンポーネント・フットプリントの作成や変更が行
われます。また、PCB ライブラリー・エディタでは PCB ライブラリーの管理も行
います。
PCB ライブラリー･エディタには、ライブラリー･フットプリントの作成や編集、
配置を行なうプロセスが全て組み込まれています。カスタム･ライブラリーの作成
やメモリの容量に応じてコンポーネント･ライブラリーをオープンすることができ
ます。各ライブラリーに保存されるコンポーネント･フットプリントの数には制限
がありません。
通常、コンポーネントは、複数のパッドとコンポーネント本体を定義するための
オーバーレイ･レイヤー上のトラックまたはアーク･セグメントで構成されます。
♦ Protel ライブラリー・デベロップメント・センターでは、随時新しいライブ
ラリーを作成しています。最新の PCB フットプリントをダウンロードするには
www.protel.com のアドレスにアクセスして下さい。
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ライブラリー・データベースについて
ライブラリー・データベースについて
Protel99 のフットプリント・ライブラリーは、他のデザイン・ドキュメントと同様
にデザインデータベースにストアされます。このハンドブックでは、PCB ライブ
ラリー・データベースと記述しますが、デザインデータベースにストアされるデ
ザイン・ドキュメントと同じものです。
Protel99 の PCB ラ イ ブ ラ リ ー ・ デ ー タ ベ ー ス は ¥Program Files¥Design
Explorer 99¥Library¥Pcb のフォルダへインストールされます。（インスト
ール時の設定がデフォルトの場合）
ライブラリーのオープン

ライブラリーをオープンするには、File » Open メニューから、PCB ライブラリー・
デザインデータベースを選択します。オープンされたデータベースは、PCB ライ
ブラリー・エディタにおいて、ブラウジングや編集を行うことができます。
ライブラリーがオープンされると、各ライブラリーごとにデザイン・ウィンドウ
にタブが表示されます。
新規ライブラリーの作成

新規にライブラリーを作成する場合には、ライブラリーをストアするデザインデ
ータベースをオープンし、ライブラリーを作成したいフォルダをオープンしてお
く必要があります。
次に、オープンしたフォルダ内でマウスの右ボタンをクリックします。表示され
たメニューから、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、その中から PcbLib アイコンをダブルクリックして下さい。

新規にライブラリーを作成する場
合には、マウスの右ボタンから
New を選択し、PCBLIB のアイコ
ンをダブルクリックして下さい。
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コンポーネント・フットプリントとライブラリー

フォルダに Pcblib1 というライブラリー名のアイコンが作成されます。ライブラリ
ー名を変更するには、アイコンを一度クリックしてから、F2 キーを押し、ライブ
ラリー名を変更して下さい。アイコンをダブルクリックするとライブラリーがオ
ープンます。
コンポーネント・ウィザードによるフットプリント作成
コンポーネント・ウィザードによるフットプリント作成
PCB ライブラリー・エディタには、フットプリントを作成するためのコンポーネ
ント作成ウィザードがあります。このウィザードのいくつかの質問に答えていく
ことによって、シンプルな 2 ピンの抵抗から複雑な数百ピンのピングリッドアレイ
まで作成することができます。
コンポーネント・ウィザードを起動するには、ライブラリー・エディタ・パネル
の Add ボタン、またはメニューから Tool » New Component を選択して下さい。
フットプリントのマニュアル作成
フットプリントは PCB エディタで利用できるデザインオブジェクトと同じセット
を使用し、PCB ライブラリ･エディタで作成されます。コーナーマーカーやフォト
ツールタゲット、メカニカル･デフィニションなども PCB フットプリントとして保
存することができます。コンポーネント･フットプリントをマニュアルで作成する
には:
1. 新規のコンポーネント - ライブラリー・エディタで目的のライブラリーをオ
ープンして下さい。Tools » New Component を選択すると自動的にコンポーネン
ト・ウィザードが起動しますが、マニュアルでコンポーネントを作成する場
合には Cancel を押して下さい。PCBComponent_1 という名前で空のコンポー
ネント・フットプリントが用意されます。名前を変更するに は、 Tools »
Rename Component を選択して下さい。コンポーネント名は 255 文字まで使用
することができます。
2. パッドの配置 - コンポーネントの形状にあわせてパッドを配置して下さい。
カーソルがパッドを"掴んだ"状態において、Edit » Jump » Reference（ショート
カット：J、R）を選択すると、ワークスペースの、0、0 座標にジャンプしま
す。最初にパッドを配置する際に、TAB キーを押してパッドの属性を設定す
ると、後から配置するパッドに対しても設定された属性が適用されます。
♦ 表面実装部品のフット･プリントは通常、トップレイヤーに作成しま
す。ボトムに実装する場合は、PCB エディタで配置作業を行う際にショ
ート･カットキー L を使用し実装面を切り替えます。
3. コンポーネント・アウトライン - トップ・オーバーレイレイヤーにコンポー
ネント・アウトラインを作成するには、トラックを使用して下さい。Start／
End 配置モードを切り替える場合には、SPACEBAR を使用し、トラック配置
モードを切り替える場合には、SHIFT+SPACEBAR を押して下さい。
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4. ライブラリーの保存します。PCB エディタでこのコンポーネントを配置する
ことができます。
♦ コンポーネントはワークスペースの 0,0 のリファレンスポイントの周囲
で作成してください。リファレンスはコンポーネントを PCB エディタに配
置する時にコンポーネントの基準点になります。Edit メニューの Reference
オプションを使用して、必要に応じてリファレンスを移動してください。
♦ スペシャル･ストリング.DESIGNATOR と.COMMENT はコンポーネント
を配置する際にあらかじめデジグネータやコメントの、レイヤー、位置、
テキスト属性を指定したい場合に追加します。これらのストリングは既存
のデジグネータとコメントに追加されるため、既存のデジグネータとコメ
ントは非表示にしてください。
フットプリントのアップデート
PCB ライブラリー･エディタで編集されたフットプリントは、PCB ライブラリー・
エディタ・パネルの Update PCB ボタンから、現在オープンしているデザインのフ
ットプリントをアップデートすることができます。
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ボードの定義
PCB を設計する上で、最初のステップはボードの定義を行うことです。ボードの
定義には、メカニカル･アウトラインやキープ･アウト･バウンダリー、ディメンシ
ョン･ディテール、フォト･ツールタゲットなどが含まれます。
♦ ボードが AutoCAD のようなメカニカル･パッケージで定義されている場
合、Import DXF 機能を使用して、PCB エディタに読み込むことができます。
PCB のワークスペースには、Place メニューにあるデザイン･オブジェクトが配置さ
れます。ボードの禁止領域などは、Keep Out レイヤーに配置されるトラックとア
ークで定義し、外形などのメカニカル情報はメカニカル・レイヤーに定義します。
また、ディメンション（寸法線）はディメンション・ツールによって追加します。
ボードはアブソリュート･オリジンから X、Y 座標がそれぞれプラス１インチの座
標を左下のコーナーに設定するというように、ワークスペースの左下に定義する
のが良いでしょう。また、カレント･オリジンは必要に応じて設定することができ
ます。

ボード・ウィザード
ボード・ウィザード
PCB エディタには、ボード･ウィザードがあり、PCI などの標準を元に用意された
テンプレートから選択することができます。テンプレートには、タイトル･ブロッ
クやアライメント･マーカー、リファレンス･ルール、ディメンション、スタンダ
ード・エッジ･コネクターがあります。ウィザードによって、タイトル・ブロック
が記入、配線レイヤーやトラック、パッドなどの設定が行われます。
♦ PCBMaker Wizard は、New Document ダイアログ・ボックスからスタートす
ることができます。
ウィザードには作成されたボードをテンプレートのリストに追加するオプション
があります。このオプションを使用するには、ウィザードの最後のページでボー
ドをテンプレートとして保存して下さい。保存されたテンプレートは次にウィザ
ードを起動すると、選択できるテンプレートのリストに追加されます。
♦ テ ン プ レ ー ト と し て 保 存 さ れ た ボ ー ド は ¥Program Files¥Design
Explorer 99¥System¥のフォルダの Templates.Ddb ファイルにストアさ
れます。
♦ ウィザードにビットマップを追加するには、64x32 ピクセルのビットマップ
ファイルを作成し、PCB テンプレートと同じ名前で、同じフォルダにストアし
て下さい。
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配線・配置領域の定義
配線・配置領域の定義
ボード上での配置や配線が可能な領域は、Keep Out レイヤーに境界線を作画する
ことによって定義します。通常、この境界線となるトラックやアークは、部品や
パターンがボードのエッジに近づきすぎないようにするために、ボードの物理的
なエッジよりもわずかに内側に配置して下さい。この境界線は、デザインルール
チェックやオートプレース、オートルートで使用されます。
また、コンポーネントやトラックが存在しない 禁止領域 を定義することもで
きます。これには、部品を実装したり基板プロファイリングに必要な領域を含む
ことができます。また、これらの領域は、Keep Out レイヤー上のトラックやアー
ク、フィルのようなデザイン･オブジェクトを配置して作成して下さい。Keep Out
レイヤーを使用する場合の注意は、シグナル・レイヤーの配線が Keep Out レイヤ
ーのオブジェクトとクロスしてはならないという点です。
♦ Keep Out レイヤーで定義されたキープ･アウト地域はすべてのシグナル・レ
イヤーに適用されます。

メカニカル・レイヤーの使用について
メカニカル・レイヤーの使用について
メカニカル・レイヤーはボードに関する物理
的な情報などを明記します。説明の内容など
はさまざまなケースによって違いはあります
が、一般的に基板メーカでは、ボードのコー
ナーや穴位置の指示、外形の寸法は、最低限
必要になります。
説明の必要な内容については PCB メーカに確
認し、メカニカル・レイヤーに明記して下さ
い。
メカニカル･レイヤーの内容は、出力時に他
のレイヤーに追加することができます。詳し
い内容は、 アートワーク・ファイルの出力 の
章を参照して下さい。
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通常、ボードのアウトラインとして、
内側のボックスは配置や配線のために
Keep out レイヤーに定義されたアウト
ラインで、外側のボックスは、メカニ
カル・レイヤーに物理的なボードの外
形として定義されたアウトラインです。

ボードの定義

スケマティックから PCB への移行
ボード外形の定義とメカニカルに関する説明の明記が終了したことによって、ス
ケマティックから、PCB にデザインの情報を移行する準備ができたことになりま
す。スケマティックから PCB へのデザイン情報の移行については、ハンドブック
のスケマティック・キャプチャ・セクションのサードパーティーツールとのイン
ターフェイスの章を参照して下さい。

593

PCB デザイン

デザインルールについて
今日の PCB デザインは、パッケージの小型化や、高速ロジック回路における電気
的な要求などから、従来のような単純なトラックの配置によるパターン作成だけ
では対応が困難になってきています。例えば、クリアランスについても、トラッ
クやパッド、ビアに対するクリアランスだけでは、質の高いデザインを行うこと
ができません。デザインの質をあげるためには、個々のネットやコンポーネント
などに対する電気的な要求や、加えてクロストーク、反射やパターン長の問題に
ついても考えなければなりません。
PCB エディタには、多くのデザイン･ルールが組み込まれています。デザインルー
ルにはクリアランスやオブジェクト･ジオメトリー、パラレリズム、インピーダン
ス･コントロール、配線順位、配線トポロジーなどがあり、各ルールはルールスコ
ープによってルールが適用される範囲を設定することができます。
ルール･スコープには、オブジェクトやネット、ネット･クラス、コンポーネント、
コンポーネント･クラス、レイヤー、ボードの特定領域、ボード全体などの種類が
あります。

デザインルールとは？
PCB はコンポーネントやトラック、ビアなどのオブジェクトを配置していくこと
によってデザインが行われます。これらのオブジェクトは、さまざまな制約を考
慮しながらワークスペースに配置しなければなりません。例えば、コンポーネン
トの重なりやネットのショート、電源ラインと信号ラインとの分離、特定のネッ
トに対するパターン幅、あるいはパターン長の指定などがあります。
PCB エディタには、これらのデザインに対する必要条件をデザインルールとして
定義することによって、デザインを監視する機能があります。この機能によって、
ワークスペース内に配置されたオブジェクトにルールに違反がある場合、違反し
たオブジェクトはハイライト表示されます。
♦ オブジェクトのクラスを作成すると、デザインルールの設定や
管理がしやすくなります。クラスに関する詳しい内容はこの章のオ
ブジェクト・クラスの作成を参照して下さい。
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デザインルールの定義
デザインルールを定義するには？
メニューを選択すると、Design Rule ダイアログ・ボックスが表示さ
れ、追加や編集されたルールの一覧を見ることができます。
Design » Rules

PCB エディタで設定できるルールは、Design Rules ダイアログ・ボックスのタブに
よって 6 つに分類されています。ダイアログ・ボックスの左側には各タブごとのル
ールの一覧が表示され、右側には現在選択されているルールの説明が表示されま
す。別のルールを選択するにはカーソルを移動し、別のルールのタブをクリック
してください。ダイアログ・ボックスの半分から下側の部分にはすでに定義され
ているルールの一覧が表示されます。

Design Rules ダイアログ・ボックスでデザインルールの編集や確認を行います。
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ルールの追加
ルールを追加するには、Design Rules ダイアログ・ボックスで目的のルールを選択
し、次に Add ボタンをクリックします。(ショートカット;ルール上でマウスの左ボ
タンをダブルクリック)Add ボタンをクリックするとルールを定義するためのダイ
アログ・ボックスが表示され、ルールとスコープを設定します。

各ルールは Rule ダイアログ・ボックスで設定されます。

ルール・スコープとは
ルール・スコープとは?
・スコープとは
各ルールが適用される範囲は、ルール・スコープによって決定され、特定のルー
ルをボード全体、特定のネットやコンポーネント、パッドなどに適用することが
にできます。
♦ ルー ル ・ ス コ ー
例えば、デザインに 100 ミルのクリアランスが必要な
プによって、ルール
メイン･レベル電圧と、10 ミルのクリアランスが必要
が適用されるオブジ
なロジックレベル電圧があるとします。
ェクトが限定されま
す。
このようなケースでは、2 つのコパー･クリアランス･
ルールに対し、それぞれルール・スコープを設定することによって対応すること
ができます。1 つめのルールにはボード内の高電圧の部分をカバーする 100 ミルの
ルールを設定し、次に残った部分をカバーする 10 ミルのルールを設定します。
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ウナリー・ルールとバイナリー
ウナリー・ルールとバイナリー・ルール
・ルールとバイナリー・ルール
デザイン･ルールには、ウナリー･ルールとバイナリー･ルールの 2 つのタイプがあ
ります。ウナリー･ルールは単独のオブジェクト、またはグループ化されたそれぞ
れのオブジェクトに対して適用されます。バイナリー･ルールは 2 つのオブジェク
ト間、または、グループ化されたそれぞれのオブジェクト間に適用されます。
例えば、ウナリー･ルールにはソルダー･マスク･エクスパンション･ルールがあり
ます。このルールは、ルール･スコープで識別されるそれぞれのパッドに適用され
ます。バイナリー･ルールには、あるコパー･オブジェクトと他のコパー・オブジ
ェクト間で適用されるクリアランス・ルールがあります。ウナリー･ルールの場合
には、ルール･スコープは 1 つであるのに対し、バイナリー･ルールでは、ルール･
スコープは 2 つになります。
ルール・スコープの設定について
ルール・スコープの設定について
デザインルールを使用しデザインの必要条件を満足させるにはいろいろな方法が
あります。ここではルールを管理しやすくするために、ルール・スコープの設定
方法のヒントを紹介します。
PCB エディタでは、オブジェクトのクラスを作成することができ、ルール・スコ
ープをクラスに設定することができます。クラスは、ネット、コンポーネント、
From-To の 3 種類あります。新規にクラスを作成するには、Design » Classes を選択
して下さい。クラスを作成する方法については、この章のオブジェクト・クラス
の作成を参照して下さい。
ワイルドカードを使用してオブジェクトのセットを定義することもできます。任
意の１文字(?)のワイルドカードと任意の文字列(*)のワイルドカードをサポートし
ています。
図のように、Width ルールを、
ネット名が、"D"で始まる全
てのネットに対して、10 ミ
ルに設定します。
これによって、デザインル
ールでは、ネット名が、"D"
で始まる全てのネットは、
10 ミルの幅が定義されたこ
とになります。

ネット名の指定に、ワイルドカードを使用することができます。
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複合的なルール・スコープ
複合的なルール・スコープ
ケースによっては、対象となるオブジェクトのサブセットに対し、さらにルール
スコープが必要な場合があり、このような場合には、複合的なルールスコープを
定義します。
複合的なルール・スコープは、各デザインルールとの間で、論理的な AND によっ
て定義され、これによって、適用される範囲を、より特定したデザインルールを
作成することができます。複合的なルール・スコープについては、この章の、 デ
ザインルールの使用例を参照して下さい。
複数のルールと優先されるルール
ルールスコープによって、例えば、クリアランスルールをネット、コンポーネン
ト、個々のパッドのように、特定のルールを 何に適用したいか を正確に識別
することができます。
また、スコープはデザインルールを定義する場合に使用するだけでなく、１つの
オブジェクトに複数のルールが定義された場合に、他のルールを無効にする働き
があります。
例えば、ソルダー･マスク･エクスパンション･ルールで、１つめはボード全体、２
つめは特定のコンポーネント、さらに３つめはコンポーネントの個々のパッドに
対してのように、複数の同じ種類のルールが異なるルール・スコープで定義され
た場合に、PCB エディタでは、スコープの優先順位に基づいて、このパッド適用
されるルールが決められます。ルール･スコープの優先順位を、順位の高い方から
低い方に示します。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Region (highest priority)
Pad
From-To
From-To Class
Net
Net Class
Component
Component Class
Object Kind
Layer
Whole Board (lowest priority)

ルールを適用する場合には、 一般的なものから、特殊なものへ の順序で定義
して下さい。例えば、一般的なルールとして、Whole Board（ボード全体）があり、
次にスコープの優先順位の高いものへと、特定のルールを適用することによって、
デザインの必要条件を積み上げて下さい。
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♦ ドロップ・ダウン・リスト・ボックスではルール･スコープの優先順位の高
い方から低い方へと表示されます。
ルールの重複による競合
一つのオブジェクトに対して、同じスコープの複数のルールが適用された場合(例
えばパッドに、2 つの Solder Mask Expansion Rule が適用されており、どちらともス
コープの設定が Region で領域がオーバーラップしている) 競合が発生します。PCB
エディタには、予め定義された競合を解決するためのルールがあります。基本的
な考え方は、より安全な方を選択します。これがどのように解釈されるかは各ル
ールのドキュメントを参照してください。

ルールの適用について
デザインルールは、全ての状況で適用されるのではなく、ルールに応じて、オー
トルーティング時（例：ルーティング・レイヤー）、出力中（例：ソルダー・マ
スク・エクスパンション）、DRC を行っている時など、状況によって適用される
ルールは異なります。PCB エディタでは、次の状況でルールが適用されます。
オンライン DRC

配置中のオブジェクトがデザインルールに違反している場合にすぐにルール
違反が通知され、ルール違反のオブジェクトの輪郭は、現在の DRC カラーで
表示されます。オンライン DRC 機能は、Preferences ダイアログ･ボックスの
Options タブで無効にすることができます。
バッチ DRC

メニューを選択すると、Design Rule Check ダイアロ
グ・ボックスが表示されます。テストしたいルールにチェック・マークを入
れ、OK ボタンをクリックしてください。
Tools » Design Rule Check

ルール違反でレポートされる数を設定することができます。設定された数よ
り、ルール違反が多い場合には DRC は中断されます。
操作中に適用されるルール

特定のルールは、ポリゴン・ポア、オートルーティング、オートプレース、
または出力の生成中などソフトウェアの操作を行っている間に適用されます。
例えば、マスク･エクスパンション･ルールは出力の生成中に適用され、ルー
ティング・ビア･スタイル･ルールはオートルーティン時に適用されます。
エクスポートされるデータに対して適用されるルール

特定のルールは、Specctra™ オートルータなどのように外部にデータを出力す
る場合に、デザインと一緒にエクスポートされます。
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♦

ルールがいつ適用されるかは各ルールによって異なります。

ルーティング・ルール
ルーティング・ルール（配線に関するルール）
・ルール（配線に関するルール）
Clearance Constraint（クリアランス）
（クリアランス）
説明

コパー･レイヤーに配置されたプリミティブ･オブジェクト間の最小のクリアラン
スを定義します。Clearance Constraint によって配線のクリアランスが確保されます。
Connective Checking

通常は Different Nets に設定します。Any Net は同じネットのパッドとビアとの距離
を、テストする場合などに使用します。
競合した場合に優先するルール

最大のクリアランス。
ルールの適用

オンライン DRC、バッチ DRC、オートルーティング。
Routing Corners Rule（コーナー処理）
（コーナー処理）
説明

オートルーティング中に使用されるコーナー･スタイルを指定します。コーナー･
スタイルには、45 degree chamber と rounded があります。セットバックにより、コ
ーナー位置からコーナー･チャンバーの始めまでの距離の最大と最小を指定してく
ださい。
競合した場合に優先するルール

ルールが重複した場合、Rounded、90/45 degrees、90 degrees の順でルールが適用さ
れます。
ルールの適用

オートルーティング。
Routing Layers Rule（レイヤー設定）
（レイヤー設定）
説明

オートルーティングで使用されるレイヤーを指定します。
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競合した場合に優先するルール

最小のレイヤー数。
ルールの適用

オートルーティング。
Routing Priority Rule（優先順位）
（優先順位）
説明

オートルーティング時に 0 から 100 までの優先順位を割り付けます。100 が最高の
優先順位で 0 が最低の優先順位です。Routing Priority は、ルーティングの順番を示
す相対的な値です。
競合した場合に優先するルール

高い優先順位のルール。
ルールの適用

オートルーティング。
Routing Topology Rule（ルーティング
（ルーティング・トポロジー）
（ルーティング・トポロジー）
説明

ネットのトポロジーとは、ピンとピンとの接続の並び、もしくは方法のことです。
PCB エディタでは、デフォルトで各ネットのピンとピンの接続が最短になるよう
に設定されています。トポロジーを設定する理由として、例えば、デイジー･チェ
ーン･トポロジーは高速回路の設計における信号の反射を最小限にするため、また、
スター･トポロジーはグラウンド･ネットのように、ある特定のポイントをコモン
にするためなどがあげられます。以下のトポロジーを、Routing Topology ルールに
より適用することができます。
Shortest

全てのノードに対して全体のコネクションの長さが最短になるように接続さ
れます。
Horizontal

水平 5 と垂直 1 の割合で水平の最短距離で接続されます。この方法を利用し
て強制的に水平方向に配線をすることができます。
Vertical

垂直 5 と水平 1 の割合で垂直の最短距離で接続されます。この方法を利用し
て強制的に垂直方向に配線をすることができます。

601

PCB デザイン

Daisy-Simple

すべてのノードは互いに鎖状に連結され、全体の長さが最も短くなる順序で
接続されます。ソースとターミネータパッドが指定されると、その他のパッ
ドはすべてそれらの間でできるだけ最短距離で接続されます。パッドを編集
しソースやターミネータに設定してください。複数のソース（ターミネー
タ）パッドが指定されるとそれらは終端部で互いに連結されます。

Daisy-Mid Driven

このトポロジーでは、ソースノードをデイジー･チェーンの中央に配置し、両
側に負荷を均等に分配します。この場合、終端のターミネータが２つ必要に
なります。ソース･ノードが複数の場合には、それらは中央で互いに連結され
ます。ターミネータが２つない場合、シンプルなデイジー･トポロジーが使用
されます。

Daisy-Balanced

このトポロジーは、負荷をすべて同じチェーンに分配し、チェーンの数と、
ターミネータの数は同じになります。これらのチェーンはソース･ノードにス
ターパターンで接続され、複数のソース･ノードは互いに連結されます。

Star

このトポロジーでは、各ノードが直接ソース･ノードに接続されます。ターミ
ネータがある場合、各負荷ノードの後に接続されます。複数のソース･ノード
は、デイジー･バランスト･トポロジーのように互いに連結されます。
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競合した場合に優先するルール

優 先 順 位 :Star 、 Daisy-Balanced 、 Daisy-Mid Driven 、 Daisy-Simple 、 Horizontal 、
Vertical、Shortest。
ルールの適用

オートルーティング。
Routing Via Style Rule（ビア
（ビア・スタイル）
（ビア・スタイル）
説明

オートルーティング時に使用されるビアを指定します。ビアは、スルーホール、
ブラインド(表面層から内層へ)、ベリード(2 つの内層の間)を指定できます。
競合した場合に優先するルール

最大のビアサイズ。
ルールの適用

オートルーティング。
Routing Width Constraint（トラック幅）
（トラック幅）
説明

コパー(銅箔)･レイヤー上のトラックとアークの最大･最小幅を定義します。
競合した場合に優先するルール

最小と最大の範囲が狭いルール。
ルールの適用

オートルーティング、バッチ DRC。
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マニュファクチュアリング・ルール
マニュファクチュアリング・ルール （基板製造に関するルール）
Acute Angle Constraint（コーナー角度）
（コーナー角度）
説明

コーナーの最小角度を指定します。鋭角なコーナーは、基板製造時にコパーのオ
ーバーエッチングの原因になります。
競合した場合に優先するルール

最大の角度。
ルールの適用

バッチ DRC。
Confinement Constraint
説明

オブジェクトの配置を許可、もしくは禁止する四角の領域を指定します。これは、
クラス定義されたコンポーネントを、特定の ルーム に配置する場合に使用し
ます。
競合した場合に優先するルール

リストの最初のルール。
ルールの適用

オンライン DRC、バッチ DRC、オートプレース。（Cluster Placer）
Minimum Annular Ring
説明

パッドの最小のアニュラ･リングを指定します。アニュラ･リングはパッド･ホール
のエッジからパッドのエッジへの距離になります。
競合した場合に優先するルール

最大のアニュラ・リング。
ルールの適用

バッチ DRC。
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Paste-Mask Expansion Rule（ペースト
（ペースト・マスク）
（ペースト・マスク）
説明

エクスパンションの値を元にペースト･マスク･レイヤーに作成されるパッドのサ
イズを指定します。コパー・レイヤーに配置されるパッドより、ペースト・マス
クのパッドを大きくする場合はプラスの値を設定し、小さくする場合にはマイナ
スの値を設定して下さい。
競合した場合に優先するルール

最小のエクスパンション値。
ルールの適用

出力を生成中。
Polygon Connect Style（ポリゴンの接続スタイル）
（ポリゴンの接続スタイル）
説明

コンポーネントのピンとポリゴン･プレーンの接続スタイルを指定します。接続ス
タイルには、ダイレクト接続（ピンへのソリッド･コパー）とサーマル･リリーフ
接続の２種類から選択します。
Relief Connect（リリーフ接続）の場合には、サーマル･リリーフ･コパー接続の幅
や接続の数、接続の角度を設定します。
競合した場合に優先するルール

ダイレクト接続。
ルールの適用

ポリゴン・ポア。
Power Plane Clearance（インターナル
（インターナル・パワー
（インターナル・パワー・プレーン
・パワー・プレーン・クリアランス）
・プレーン・クリアランス）
説明

パワー･プレーンに接続されずに通過するビアやパッドのクリアランス（"逃げ"）
を指定します。設定されるクリアランスの値は半径になります。
競合した場合に優先するルール

最大のエクスパンション値。
ルールの適用

出力を生成中。
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Power Plane Connect Style（インターナル
（インターナル・パワー
（インターナル・パワー・プレーン
・パワー・プレーン・接続スタイル）
・プレーン・接続スタイル）
説明

コンポーネントのピンとパワー･プレーンの接続スタイルを指定します。接続スタ
イルには、ダイレクト接続（ピンへのソリッド･コパー）とサーマル･リリーフ接
続の２種類から選択します。
Relief Connect を選択すると、サーマル･リリーフ･コパー接続の幅や穴のエッジか
らエア･ギャップのエッジまでのエクスパンション値、エア･ギャップの幅を設定
する必要があります。パワー･プレーンは反転して構成され、パワー･プレーンに
配置されるプリミティブは銅箔のない部分を形成します。
競合した場合に優先するルール

ダイレクト接続。
ルールの適用

出力を生成中。
Solder-Mask Expansion Rule（ソルダー
（ソルダー・マスク）
（ソルダー・マスク）
説明

エクスパンションの値を元にソルダー･マスク･レイヤーに作成されるパッドのサ
イズを指定します。コパー・レイヤーに配置されるパッドより、ソルダー・マス
クのパッドを大きくする場合はプラスの値を設定し、小さくする場合にはマイナ
スの値を設定して下さい。コパー・レイヤーのパッドやビアでソルダー・マス
ク・レイヤーにパッドを必要としない場合には、（パッド（もしくはビア）サイ
ズ − エクスパンション値×2）の値がマイナスの値になるようにエクスパンショ
ン値を設定して下さい。また、パッドやビアのサイズが複数ある場合には、最大
のサイズから計算して下さい。
競合した場合に優先するルール

最大のエクスパンション値。
ルールの適用

出力を生成中。
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ハイスピード・ルール
ハイスピード・ルール（高速回路に関するルール）
・ルール（高速回路に関するルール）
Daisy Chain Stub Length（スタブ長）
（スタブ長）
説明

デイジー･チェーン･トポロジーでネットで許容されるスタブ長を指定します。
競合した場合に優先するルール

最短のスタブ。
ルールの適用

バッチ DRC。
Length Constraint
説明

ネットの長さの最長と最短を指定します。
競合した場合に優先するルール

最短と最長の範囲が狭いルール。
ルールの適用

バッチ DRC。
Matched Net Lengths
説明

ネットの長さの違いの許容限度を指定します。PCB エディタは、最長のネットを
配置し、それをスコープで指定された他のネットと比較します。
Matched Net Lengths ダイアログ･ボックスにより、ネットの長さの違いの許容限度
を指定できます。PCB エディタででは、アコーディオン･セクションを追加してネ
ットの長さを調整します。
アコーディオン･セクションを追加することによってネットの長さを調整する場合、
デザインルールの Matched Length Rules を設定し、Tools » Equalize Nets メニューを選
択してください。Matched length rule によって指定されたネットに対し、アコーデ
ィオン･セクションを追加します。追加されるアコーディオン･セクションは使用
できる空間の面積によります。90°スタイルが最もコンパクトになり、ラウンド･ス
タイルが最も大きくなります。
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競合した場合に優先するルール

最小のトレランス値。
ルールの適用

バッチ DRC。
Maximum Via Count
説明

許容できるビアの数を指定します。
競合した場合に優先するルール

最小のビア数。
ルールの適用

バッチ DRC。
Parallel Segment Constraint
説明

２つのトラック･セグメントを平行に配置できる距離を指定します。このルールは
トラック･セグメントをテストするもので、トラック･セグメントを束ねることは
しません。クロストーク特性のあるネットの複数のパラレル･セグメントの制限に
適用してください。
競合した場合に優先するルール

このルールでは、ルールが重複しても競合が起こりません。
ルールの適用

オンライン DRC、バッチ DRC.。
Short Circuit Constraint
説明

この制限には、コパー･レイヤー(信号層、内層プレーン)のプリミティブ･オブジェ
クト間の回路のショートをテストするという意味もあります。ネット名の違う２
つのオブジェクトが接触すると回路がショートします。
競合した場合に優先するルール

回路のショートを禁止するルール。
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ルールの適用

オンライン DRC、バッチ DRC、オートルーティング。
Vias Under SMT Constraint
説明

オートルーティングの際ににビアを SMD パッドの下に配置できるかどうかを指定
します。
競合した場合に優先するルール

ビアの配置を許可しないルール。
ルールの適用

バッチ DRC、オートルーティング。

プレースメント・ルール
プレースメント・ルール（配置に関するルール）
・ルール（配置に関するルール）
Component Clearance Constraint
説明

コンポーネント間の最小距離を指定します。
チェックモードには:
Quick Check - コンポーネントを構成するプリミティブを囲む四角形をコンポーネ
ントの境界線として使用します。
Multi Layer Check - この場合も、コンポーネントの四角の境界線が使用されます。
だだし、異なるレイヤーに対するコンポーネントの重なりは考慮され、表面実装
コンポーネントがスルーホール・コンポーネントの下へ配置することは許されま
す。
Full Check - コンポーネントを構成する全てのプリミティブを囲む正確な形状を使
用します。デザインに円形やイレギュラーな形状のコンポーネントが多い場合に
は、このオプションを使用して下さい。
競合した場合に優先するルール

最小のギャップ値。
ルールの適用

オートプレイス。（Cluster Placer）
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Component Orientation Rule
説明

コンポーネントの配置方向を指定します。複数の配置方向を指定することができ
ます。
競合した場合に優先するルール

指定された方向の少ないルール。
ルールの適用

オートプレース。（Cluster Placer）
Nets to Ignore
説明

オートプレース（Cluster Placer）の際に無視されるネットを指定します。配置のス
ピードや質をあげるにはパワーネットを無視して下さい。パワーネットに接続さ
れる２ピンのコンポーネントが複数ある場合には、パワーネットを無視すること
によって、それらのコンポーネントは一カ所に集中して配置されます。
競合した場合に優先するルール

ルールの競合は起こりません。
ルールの適用

オートプレース。（Cluster Placer）
Permitted Layers Rule
説明

オートプレース（Cluster Placer）によってコンポーネントを配置するレイヤーを指
定します。Cluster Placer はコンポーネントのレイヤーを変更しないため、オートプ
レースを実行する前に、コンポーネントのレイヤーを設定しなければなりません。
競合した場合に優先するルール

最小のレイヤー数。
ルールの適用

オートプレース。（Cluster Placer）
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シグナル・インテグリティ
シグナル・インテグリティ・ルール
・インテグリティ・ルール
シグナル・インテグリティ・アナライズ・ルールを使用する場合には、Layer Stack
Rule（レイヤー・スタック・ルール）と、Signal Stimulus Rule （シグナル・スティ
ミュラス・ルール）を定義しなければなりません。
Impedance Constraint
説明

ネットのインピーダンスの最小と最大を指定します。ネットインピーダンスは、
導体の幅や厚み、導電率、絶縁材料（ベース材料、マルチレイヤーの絶縁材、ソ
ルダーマスクなど）とボードの物理的な構造（Z プレーンの導体との距離）に影響
されます。
競合した場合に優先するルール

指定されたインピーダンスの範囲が狭いルール。
ルールの適用

シグナル・インテグリティ・アナライズ。
Layer Stack
説明

シグナル・インテグリティ・アナライズに使用されるレイヤー・スタック・ルー
ルとしてレイヤーの物理的なプロパティを設定します。必要なレイヤーをイネー
ブルにし、各レイヤーのプロパティを設定して下さい。シグナル・インテグリテ
ィ・アナライズを実行するには、最低 1 層のグランド・プレーンは提供しなければ
なりません。
グランド・プレーンが存在しない場合は、シグナル・インテグリティ・アナライ
ズはグランド・プレーンを想定し、解析を実行します。
競合した場合に優先するルール

リストの最初のルール。
ルールの適用

シグナル・インテグリティ・アナライズ
Overshoot – Falling Edge
説明

シグナルの立ち下がりエッジのオーバーシュート（リンギングのベース値）の最
大値を指定します。
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競合した場合に優先するルール

最小のオーバーシュート・ルール。
ルールの適用

シグナル・インテグリティ・アナライズ。
Overshoot – Rising Edge
説明

シグナルの立ち上がりエッジのオーバーシュート(リンギングのトップ値）の最大
値を指定します。
競合した場合に優先するルール

最小のオーバーシュートルール。
ルールの適用

シグナル・インテグリティ・アナライズ。
Signal Base Value
説明

シグナルが Low の状態の電圧値を指定します。
競合した場合に優先するルール

最も低い電圧値。
ルールの適用

シグナル・インテグリティ・アナライズ。
Signal Flight Time Falling Edge
説明

フライトタイムは配線によってもたらされるシグナルの遅延時間です。この時間
は実際のインプットがスレッシュホールド電圧に到達するまでの時間が計算され
ます。
このルールはシグナルの立ち下がりの最大のフライトタイムを指定します。
競合した場合に優先するルール

最小のフライト・タイム。
ルールの適用

シグナル・インテグリティ・アナライズ。
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Signal Flight Time Rising Edge
説明

フライトタイムは配線によってもたらされるシグナルの遅延時間です。この時間
は実際のインプットがスレッシュホールド電圧に到達するまでの時間が計算され
ます。
このルールはシグナルの立ち上がりの最大のフライトタイムを指定します。
競合した場合に優先するルール

最小のフライト・タイム。
ルールの適用

シグナル・インテグリティ・アナライズ。
Signal Stimulus
説明

シグナル・インテグリティ・アナライズで使用されるスティミュラス・シグナル
を指定します。これは、解析が行われる際に出力ピンに与えられるシグナルです。
デザインルールからはワーストケースが戻されます。
競合した場合に優先するルール

リストの最初のルール
ルールの適用

シグナル・インテグリティ・アナライズ。
Signal Top Value
説明

シグナルが High の状態の電圧値を指定します。
競合した場合に優先するルール

最も高い電圧値。
ルールの適用

シグナル・インテグリティ・アナライズ。
Slope – Falling Edge
説明

立ち下がりのエッジ・スロープはスレッシュホールド電圧（VT）から、Low レベ
ル（VIL）に到達するまでの時間です。
このルールは最大のスロープ・タイムを指定します
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競合した場合に優先するルール

最小のスロープ値。
ルールの適用

シグナル・インテグリティ・アナライズ。
Slope – Rising Edge
説明

立ち上がりのエッジ・スロープはスレッシュホールド電圧（VT）から、High レベ
ル（VIH）に到達するまでの時間です。
このルールは最大のスロープ・タイムを指定します。
競合した場合に優先するルール

最小のスロープ値。
ルールの適用

シグナル・インテグリティ・アナライズ。
Undershoot – Falling Edge
説明

シグナルの立ち下がりのアンダーシュート（リンギングのベース値）の最大値を
指定します。
競合した場合に優先するルール

最小のアンダーシュートルール。
ルールの適用

シグナル・インテグリティ・アナライズ。
Undershoot – Rising Edge
説明

シグナルの立ち上がりのアンダーシュート（リンギングのトップ値）の最大値を
質します。
競合した場合に優先するルール

最小のアンダーシュートルール。
ルールの適用

シグナル・インテグリティ・アナライズ。
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その他のルール
Short Circuit Constraint
説明

接続されるネットを指定します。例えば、グランドとなるネットに複数ネットが
ある場合など、ネット名が異なるネットを接続しなければならない場合に使用し
て下さい。
競合した場合に優先するルール

ショート・サーキットを許可しないルール。
ルールの適用

オンライン DRC、バッチ DRC 。
Un-Routed Nets Constraint
説明

各ネットが配線状況をテストします。ネットに未配線の箇所がある場合には、配
線が完了している各部分（サブネット）がリストアップされます。ルーティング
の完成率は、（完了したコネクション）／（全てのコネクション）×100
競合した場合に優先するルール

最初に定義されたルール。
ルールの適用

バッチ DRC。
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デザインルールの使用例
ネットクラスをルール・スコープとして使用する場合
ネットクラスをルール・スコープとして使用する場合
シグナルネット(Signal class)とローボルテージパワーネット( LV Power class) の 2 つ
のネットクラスを例に考えてみます。このケースではネットクラス間は 50 ミルの
クリアランス、各ネットクラスに含まれるすべてのネット間については、10 ミル
のクリアランスとします。
この場合、10 ミルをクリアランスルールを、Whole Board - Whole Board 間に、次に
50 ミルのクリアランスルールを、Net Class - Whole Board 間に適用することを考え
ると思います。しかし、このようなルールを設定すると、LV Power クラスに含ま
れるネット間でも 50 ミルのルールが適用されてしまいます。
このルールを満足させるには、2 つのネットクラスを作成する必要があり、Net
Class - Net Class のスコープに対して 50 ミルのクリアランスルールを設定します。
Whole Board - Whole Board 間の 10 ミルのクリアランスルールは 2 つのクラス内の
各ネットに適用され、Net Class - Net Class のスコープは 2 つのネットクラス間のみ
に適用されます。下図は定義された 2 つルールです。
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基準マークのソルダー・マスク処理の場合
基準マークのソルダー・マスク処理の場合
基準マークとは、自動組立て機械で PCB の配置を光学的に位置決めする場合に使
用されるマークです。ソルダー・マスクやペースト･マスクを組立てプラントの基
準マークに合わせることは非常に重要です。
デザインで基準マークを使用するには、
1. 基準マークをライブラリーの中でコンポーネントとして作成してください。
シングル･レイヤー･パッドに FID という名前を付け、コンポーネントを適
当な名前で保存して下さい。
2. デザインの任意の場所に基準マークのコンポーネントを配置して下さい。
3. 全ての基準マークのコンポーネントが含まれるコンポーネントのクラスを作
成して下さい。
4. Design Rules ダイアログ･ボックスに Solder Mask Expansion ルールを追加しま
す。ルール・スコープを Component Class に設定し、コンポーネント・クラ
ス・フィールドに、基準マークのコンポーネントのクラスを設定して下さい。
最後に適切なエクスパンション値を設定して下さい。
これで、基準マークのコンポーネントのクラスに含まれるコンポーネントに対し、
このソルダー・マスク・エクスパンションルールが適用されたことになります。
特定の基準マークのコンポーネントに対し、違ったルールを適用したい場合には、
このコンポーネントをクラスから除外し、別のルールを設定して下さい。

基準マークに対するソルダー・マスクの設定
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また、Paste Mask Expansion ルールを適用して、半田ペーストがそれらに塗布され
ないようにする必要があります。ペースト･マスクの開いた部分を閉じるには:
5. デザインルールに、Paste Mask Expansion ルールを追加します。ルールの追加
方法は前のソルダーマスクの時と同様です。
6. デザインで使用されている基準マークの最大半径よりも大きい負の値をエク
スパンション値に設定してください。

基準マークに対するペースト・マスクの設定

Expansion フィールドにマイナス値を使用すると、PCB エディタはこの量だけ半径
方向にマスクの開いた部分を縮小します。最大の基準マークの半径からエクスパ
ンション値を引き算し、結果がマイナスになる設定をすると、基準マークの部分
にペースト･マスクの開いた部分は無くなります。
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クリアランス・ルールをネットの特定の部分に適用する場合
クリアランス・ルールをネットの特定の部分に適用する場合
デザイン･ルールをネットの特定の部分に適用することができます。
1. ネットの特定の部分に From-To を定義してネットの他の部分と区別します。
From-To を定義するには、Design » FromTo Editor メニューを選択します。From-To の
定義についての詳細は、接続情報とトポロジーについての章を参照して下さい。
From-To が複数ある場合、From-To クラスを作成します。Design » Classes を選択し、
Object Classes ダイアログ・ボックスから From-To クラスを作成して下さい。これ
で、ネットの特定の部分をデザインルールに追加する準備ができました。

ネットの特定の部分に別のクリアランス・ルールを定義します。

2. Design Rules ダイアログ･ボックスから Clearance Constraint ルールを追加して
ください。
3. スコープを From-To、もしくはクラスを作成している場合、From-To Class に
設定してください。
4. 必要なクリアランスを設定して下さい。これで、ボード上の全てのオブジェ
クトと、From-To で定義されたネットの特定部分のオブジェクト間のクリア
ランスを指定したことになります。
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ビアのソルダー・マスク処理の場合
ビアのソルダー・マスク処理の場合
PCB エディタでは、スルーホール・パッドやビアに対し、ソルダーマスクの開い
た部分を自動的に作成します。トップレイヤーのビアに対してのみソルダーマス
クを閉じる場合には、ルールスコープを組み合わせたデザインルールを定義しな
ければなりません。
1. Design Rules ダイアログ・ボックスで、Solder Mask Expansion ルールを追加し
て下さい。
2. スコープを Layer にし、Top Layer を選択して下さい。
3. And..タブをクリックし、他のスコープを追加します。
4. Object Kind スコープを選択し、Via のみイネーブルにして下さい。
5. デザインに含まれる最大のビアの半径より大きなマイナスの値をエクスパン
ション値として設定して下さい。

すべてのビアに対する閉じたソルダーマスクの設定

エクスパンション値のマイナスの値を使用した場合、PCB エディタは設定された
値に基づきマスクの開いている部分を小さくします。そのため、エクスパンショ
ン値に最大のビア半径よりも大きな値を設定することによってトップレイヤーの
ソルダー・マスクには、ビアの開いている部分は無くなります。
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トップレイヤーに特定のクリアランス・ルールを適用する場合
トップレイヤーに特定のクリアランス・ルールを適用する場合
トップレイヤーのトラックは他のオブジェクトに対しては 6 ミルのクリアランス、
ただしパッドやビアからは 8 ミルのクリアランスが必要な場合です。トラック間の
クリアランス・ルールはスコープを Board にすることによって対応することができ
ます。トップレイヤーの必要条件は下図で示されるルールによって対応されます。
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オブジェクト・クラスの作成
オブジェクト・クラスの作成
クラス、もしくはオブジェクトのグループには、ネット・クラス、コンポーネン
ト・クラス、From-To クラスがあり、Object Classes ダイアログ・ボックスから定義
することができます。（Design » Classes を選択）
クラスは、対象となるネット、コンポーネント、From-To のグループにデザインル
ールを設定する場合に便利です。
オブジェクトは複数のクラスに属することができます。
これは、使用目的がクラスによって異なるためです。
例えば、あるコンポーネントが、ボードの特定の位置
に配置するためのコンポーネントのクラス、ローテー
ション・ルールを適用するためのフットプリントのク
ラス、特定のソルダー・マスク・エクスパンション・
ルールのためのクラス、のように複数のクラスに属す
るケースが考えられます。

♦ クラ ス を 作 成 す
ることによって、オ
ブジェクトがグルー
プごとに分類され、
デザインルールの設
定や管理がしやすく
なります。

ネットクラス、From-To
クラスの作成
ネットクラス、
ネットクラスと From-To クラスは同様の方法で定義することができます。ネット
クラスを作成するには:
メニューから、Design » Classes を選択します。
Object Classes ダイアログ・ボックスの Net タブで、Add ボタンをクリックします。
Edit Net Class ダイアログ・ボックスで、任意のクラス名を設定して下さい。
Non-Members の リス ト から、 クラス に 追加 した い ネット を選択 し て下さ い 。
SHIFT+click や CTRL+click、クリック&ドラッグのような Windows のショートカッ
トを使用することができます。
“>” ボタンをクリックすると、選択されたネットが Members リストに加わります。
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コンポーネント・クラス
コンポーネント・クラス
コンポーネント・クラスは、Component Class Generator を使うことによって簡単に
作成することができます。Component Class Generator はコンポーネントが持つ共通
の属性を元にコンポーネントを識別します。
Object Classes ダイアログ・ボックスの Component タブで Add ボタンをクリックし
て下さい。Edit Component Class ダイアログ・ボックスで Class Generator ボタンを
クリックすると、Component Class Generator ダイアログ・ボックスが表示されます。
コンポーネントを識別するための属性を設定し、”>” ボタンをクリックすると設定
された条件にあうコンポーネントがリストアップされます。リストアップされた
コンポーネントのクラス名を設定し、OK をクリックして下さい。
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コンポーネント配置ツールとテクニック
ボード外形やキープアウトが定義され、ネットリストの読み込みが完了したらコ
ンポーネントの配置を始めます。ネットリストが読み込まれるとコンポーネント
は一カ所に"積み重ね"られます。コンポーネントの配置は、マニュアル、対話形式
の配置ツール、オートプレース、またはこれらの機能を組み合わせて行います。
このハンドブックでは、 コンポーネント配置という言葉は、ワークスペース内の
コンポーネントの位置決めや配置のプロセスを意味します。
♦ コンポーネントの配置は、配線や、基板製造に関係する最も重要な部
分であり、コンポーネントの配置結果の善し悪しによって配線効率や製
造性に大きな影響を与えます。

マニュアル配置
PCB エディタにはマニュアル配置におけるいくつかのセットアップオプションが
あり、これらはすべて Preferences ダイアログ･ボックスで設定されます。(Tools »
Preferences)
Snap to Center

このオプションは Options タブにあり、チェックされている場合、コンポーネ
ントは移動中にそれらのリファレンス･ポイント(部品自体の原点)を"掴み"ま
す。チェックされていない場合、カーソルはクリックした位置になります。
Draft Thresholds

このオプションは Display タブにあります。Strings スレッシュホールドにより、
どのズーム･レベルでコンポーネント･デジグネータがテキストから四角に変
わるかが決まります。ズーム･レベルが遠い状態でもデジグネータをテキスト
で表示する場合には、この値を小さな値に設定してください。
コンポーネントの配置をマニュアルで行なうには、Edit » Move » Component メニュー
を選択してください。ステータス・バーに Select Component と表示されます。
移動したいコンポーネントをクリックすると、カーソルがコンポーネントを 掴
んだ 状態になり、コンポーネントの移動、配置を行うことができます。
♦ マニュアル配置中に、ネットリストの最適化を行うことによって、コ
ネクション･ラインを"アップデート"することができます。ネットリスト
の最適化はコンポーネント移動中にショートカット･キー N を押してくだ
さい。

624

コンポーネント配置ツールとテクニック

コンポーネントの回転とフリップ
コンポーネントはいくつかの方法で回転させることができます。
カーソルがコンポーネントを掴んだ状態の時に、SPACEBAR を押すとコンポーネ
ントは反時計方向に回転し、SHIFT キーを押しながら SPACEBAR を押すと時計方
向に回転します。コンポーネントの回転角度は Preferences ダイアログ･ボックスの
Options タブで指定して下さい。
コンポーネントのグループを回転するには、あらかじめコンポーネントをセレク
ションし、Edit » Move » Rotate Selection を選択して下さい。最初に回転角度を設定し、
次にセレクションを回転する場合に中心となるリファレンス・ポイントを指定し
ます。セレクションは、Move Selection を選択し、SPACEBAR で回転させることも
できます。
コンポーネントをフリップし、ボードのボトムサイド(半田面)に配置させるために
は、カーソルがコンポーネントを掴んだ状態の時に、ショートカットキー L を
押して下さい。すでに配置されたコンポーネントをフリップするには、編集した
いコンポーネントをダブル･クリックし、Attribute タブの Layer 属性を変更してく
ださい。
コンポーネントのロック
エッジ･コネクターのように位置関係の重要なコンポーネントは、その位置にロッ
クさせることができます。コンポーネントの位置をロックするには、コンポーネ
ントをダブル･クリックし Component ダイアログ･ボックスを表示させ、Attribute タ
ブの Locked のチェック･ボックスをチェックしてください。

対話形式の配置
PCB エディタには、対話形式の配置ツールがあり、これらはオートプレースを使
用した後で部分的に配置の最適化を行う場合に有効です。Tools » Align Components
メニューを選択するか、A ショートカット･キーを使用して対話形式の配置ツール
を選択して下さい。
コンポーネントの整列
Align Left、Align Right、Align Top、Align Bottom の各オプションは、コンポーネン
トのグループを整列させる場合に使用します。コンポーネントのグループをセレ
クションし、次に Align メニューを選択してください。Align Component ダイアロ
グ・ボックスで整列させる方向を設定し、OK をクリックして下さい。設定された
内容に従い、セレクションされたコンポーネントが整列します。（※ダイアロ
グ・ボックスの設定によって、基準となる位置が異なります。例えば、Left の場合
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には、最も左側のコンポーネントの左側の境界、Top の場合には、Y 座標が最大の
コンポーネントの境界になります）
Align Components ダイアログ・ボックスによって、水平方向と垂直方向の設定を一
度の操作で行うことができます。このダイアログ・ボックスを表示するには、
Tools » Align Components » Align を選択して下さい。
コンポーネントの分配
Distribute Horizontal と Distribute Vertical オプションによって、セレクションされた
コンポーネントを水平または垂直の列に分配することができます。コンポーネン
トは、水平または垂直にそれらが重ならない現在のスナップ･グリッド上に移動し
ます。
コンポーネントのエクスパンドとコントラクト
これらのツールは、セレクションされたコンポーネントを１スナップ･グリッドず
つ広げたり、狭めたりします。
コンポーネントの押しのけ
このオプションにより、他のコンポーネントで既にふさがれている場所へコンポ
ーネントを 落とす ことができます。この機能を使用するには、あらかじめ目
的の位置にコンポーネントを配置してから、Shove を選択してください。後から配
置されたコンポーネントを選択すると、周囲のコンポーネントが押しのけられ、
空間が作成されます。
Shove Depth の設定により、他の配置されたコンポーネントへの可能な変更の範囲
を定義できます。
押しのけられたコンポーネントが Keep Out 周辺のエッジに及ぶ場合、そのコンポ
ーネントは、エッジから戻されその他のコンポーネントを移動して空間が作成さ
れます。コンポーネントの押しのけを行いたくない場合、そのコンポーネントの
Locked 属性（Component ダイアログ･ボックス）をイネーブルしてください。
押しのけ深度の設定
このオプションにより、変更可能な範囲を設定できます。 1 を設定すると、
ターゲット ･コンポーネントを妨害しているコンポーネントは、ターゲットコ
ンポーネントが配置できる空間ができるまで移動します。深度 2 を設定すると、
新しく場所を侵害したコンポーネントの移動も繰り返されます。設計が複雑にな
っている場合などは押しのけを実行する前にデザインを保存して下さい。
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指定されたグリッドへのコンポーネント移動
Move to Grid は、配置されたコンポーネントをすべて指定されたスナップ･グリッ
ドへ移動する場合に使用されます。これは、配線や配置のモデルを変更した時に
有効です。例えば、ボードの配線を 25 ミルのグリッドから 20 ミルのグリッドへ変
更したい場合、Move to Grid を選択して新しいスナップ･グリッドの値を入力して
ください。コンポーネントのリファレンス･ポイントはすべて新しいグリッド上に
移動します。
オート・セレクト
オート・セレクト t
Auto Select オプションは類似したフットプリントを持つコンポーネントを配置する
ための対話型のツールで、この機能によってグループ化されたコンポーネントを
等間隔に整列させて配置する場合に使用して下さい。
Align Component メニューから Auto Select を選択すると、カーソルがクロスになりま

す。次にコンポーネントを選択し、移動すると、そのコンポーネントと同じ、も
しくは類似したフットプリントのコンポーネントは最初に選択したコンポーネン
トに アタッチ され、グループが形成されます。これらのコンポーネントは、
グループとして移動することができます。
♦ Auto Select 機能によってグループ化されたコンポーネントは、以下のショ
ートカットでコンポーネントのポジションを修正することができます。
– SPACEBAR によってグループを回転します。
– CRTL+X と SHIFT+X によってグループは水平方向に間隔を広げる、もしく
は狭めます。
– CRTL+Y と SHIFT+Y によってグループは垂直方向に間隔を広げる、もしく
は狭めます。
オートアライン
Auto Align オプションは類似したフットプリントのコンポーネントをグループ化し
整列させます。また、その際にグループ化されたコンポーネントの間隔を、広げ
る、もしくは狭めることができます。この機能はおおよその位置にグループ化さ
れたコンポーネントの間隔を調整する場合に使用して下さい。
Auto Align 機能を使用するには、グループの端に位置するコンポーネントをクリッ
クをしなければなりません。そのコンポーネントを移動すると、他の類似したフ
ットプリントがグループに追加され、グループとして扱われます。その際、はじ
めに選択されたコンポーネントを移動することによってグループ化されたコンポ
ーネントの間隔が調整されます。この機能はコンポーネントが他のグループのコ
ンポーネントに近づくと、それ以上の移動は行われません。

627

PCB デザイン

インタラクティブ
インタラクティブ・オプションは、セレクションされたコンポーネントのグルー
プの配置を修正する場合に使用され、Tools » Align Components » Options のサブメニ
ューと関連して機能します。
インタラクティブ機能を使用するには、あらかじめセレクションされたコンポー
ネントのグループを作成しておき、Tools » Align Components » Interactive メニューを
選択して下さい。次に、グループに含まれるコンポーネントのどれかをクリック
して下さい。カーソルがコンポーネントを掴んだ状態になり、ショートカット・
キー I を押すとインタラクティブ・オプションのサブ・メニューが表示されます。
メニューからオプションを選択し、コンポーネントのグループの配置を修正して
下さい。
♦ インタラクティブ機能によってグループ化されたコンポーネントは、以
下のショートカットでコンポーネントのポジションを修正することができま
す。
– SPACEBAR によってグループを回転します。
– CRTL+X と SHIFT+X によってグループは水平方向に間隔を広げる、もしく
は狭めます。
– CRTL+Y と SHIFT+Y によってグループは垂直方向に間隔を広げる、もしく
は狭めます。

ファイルからの配置
PCB エディタでは、ピック&プレース・ファイル(.PIK)によって指定される座標に
コンポーネントを配置することができます。すでにコンポーネントが配置された
状態でこのファイルを読み込むと、コンポーネントのデジグネータを参照し、指
定された座標にコンポーネントを移動します。
移動したくないコンポーネントはあらかじめロックしておいて下さい。次に Tools
» Place From File メニューを選択し、ダイアログ・ボックスから PIK ファイルを指定
して下さい。コンポーネントの座標が、PIK ファイルと違っている場合、コンポー
ネントの位置はアップデートされます。
位置変更は、Mid X と Mid Y 座標が参照され、その他の座標は無視されます。PIK
ファイルでは、コンポーネントに応じて、ミルとミリの単位を混在することがで
きます。
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コンポーネントの自動配置
プリント基板の設計において、部品配置は重要な工程です。また配線を行う労力
や製造コストは配置の質に依存されます。
配置とは、与えられたボードエリアにコンポーネントの位置と方向を指定する作
業です。最も重要なことはデザイン･ルールに違反しないでボード上にコンポーネ
ントを配置し、配線作業をどれだけやりやすくするかということです。
コンポーネントを配置する重要なポイントは:
•

ボード上に全てのコンポーネントを配置することができる。

•

デザインルールに違反しない。

•

配置されたコンポーネントの配線を全て完了できる。

•

ボードの組立やテストに関する必要条件を満足する。これらについては設計
段階で基板組み立ての担当者と打ちあわせを行い確認してください。

オートプレーサーの選択
Protel99 の PCB エディタには２つのオートプレース・ツールがあります。
• クラスタ・プレーサーは、コンポーネントのコネクションの状態から、グル
ープを作成し、次にコンポーネントの形を元に配置を試みるコンポーネン
ト・クラスタリング・アルゴリズムを使用します。このプレーサーは、ボー
ド上のコンポーネントの数が 100 以下の場合に適しています。
• グローバル・プレーサーは、コンポーネントのコネクションの長さが最短に
なるように配置を試みる、スタティスティカル（統計上）・アルゴリズムを
使用します。このアルゴリズムは、ボード上のコンポーネントの数が、100 以
上の場合に適しています。
配置可能なボード・エリアについて
配置可能なボード・エリアについて
Global Placer Server を実行する前に、コンポーネントを配置するためのボード・エ
リアを定義してください。ボード・エリアはキープ･アウト･レイヤーにトラック
を配置することにより定義されます。
ボード上にコンポーネントの配置禁止領域を設定する場合、キープ･アウト･ゾー
ンを作成してください。キープ･アウト･ゾーンを作成するにはキープアウトレイ
ヤーにトラックやフィル、アークを配置して下さい。詳細は、ボードの定義の章
を参照して下さい。
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♦ オートプレースを実行する前に、Edit » Origin » Reset メニューを選択して
カレント･オリジン を アブソリュート･オリジン に戻してください。これ
は、オートプレースが絶対原点をリファレンスポイントとして使用するた
めです。また、カレント・オリジンで配置されたコンポーネントはアブソ
リュート・オリジンに戻すことによってオフグリッドになる場合がありま
す。
クラスタ・プレーサーの設定
クラスタ・プレーサーの設定
クラスタ・プレーサーはデザインルール・ダイアログボックスで定義されたルー
ルに基づき配置を行います。ルールには、コンポーネントのクリアランス、コン
ポーネントの回転、無視されるネット、配置を行うレイヤーがあります。ルール
の説明は、デザインルールについての章を参照して下さい。
オートプレースを開始するには、Tools » Auto Place を選択します。Auto Place ダイ
アログ・ボックスが表示されますので、Cluster Placer を選択し、OK をクリックし
て下さい。
グローバル・プレーサー
グローバル・プレーサー
グローバル・プレーサーは、構造は複雑ですが使い方は簡単です。必要とするの
はデザインについていくつかの基本的な事柄だけで、特別なコンフィギュレーシ
ョンは必要ありません。システムによって最適な結果が得られるように、ボード
の広範囲に渡り、細かく調整されます。
グローバル･プレーサーの設定を行うには、Tools » Auto Place を選択します。Auto
Place ダイアログ・ボックスから、Global Placer を選択すると、グローバル・プレ
ーサーの設定項目が表示されます。
Group Components

このオプションがイネーブルの場合、グローバル・プレーサーはボード上のコン
ポーネントで、タイトに接続されたコンポーネントをグループとして扱います。
グループ化の主な基準は、コンポーネント間の接続の数です。この基準の重みは、
コンポーネントのピン数に影響されます。
次にシステムは各グループの相対的な配置を行います。これらのグループは、"ス
ーパー･コンポーネント"として扱われ、それらの相対的な配置は、メインの配置サ
イクル中変更されることはありません。
このオプションは、通常は有効に動作しますが、ボード上のスペースが十分でな
い場合、生産性に悪影響を与えます。これは、各グループ内の相対配置がメイン
の配置サイクル中に変更されないため、グループとして扱う場合、ボードスペー
スを無駄にしてしまうことがあるためです。
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Rotate Components

コンポーネントの回転が許可されている場合、90、180、270、360 度の 4 方向が検
討されます。
組立装置によっては回転したコンポーネントに対応できない場合もあり、生産性
に影響を与えるためこのオプションを使用する場合には注意が必要です。Rotate
Component をイネーブルすると、配置作業が複雑になり、特にデザインの密度が高
い場合時間かかります。通常、高品質の配置結果が得られるようにするには、あ
る程度の試行錯誤が必要です。
PCB エディタでは、配置済みのコンポーネントを、Edit » Move, Edit » Paste Array、ま
たは Component ダイアログ・ボックスの Rotation によって 0.001 度の精度で回転す
ることができます。
Placement Grid

各コンポーネントのリファレンスポイント(コンポーネントの原点)が配置されるグ
リッドです。通常、コンポーネント･ピンのピッチを適当に割った値か、使用する
ルーティング･グリッドの幅を適当にかけた値が使用されます。コンポーネント配
置グリッドは、Tools » Align Components » Move To Grid によって後から全てのコンポ
ーネントに対して配置グリッドを変更することができます。
Power Nets

Power Nets オプションにより、以下の２つの機能を実行することができます。
1. Power Nets フィールドで指定されるネットは、配置アルゴリズムで無視され
ます。そのため、配置プロセスの処理速度が速くなります。
2. ラージ・コンポーネント(14 ピン以上)にバイパス･コンデンサを割り当てるに
は、コンデンサに接続されるネット名を指定してください。例えば、デザイ
ンでパワー･ネットとして VCC と GND ネットを使用する場合、最初のフィー
ルドに VCC を入力し、次のフィールドに GND を入力してください。グロー
バル・プレーサーは、指定されたパワー･ネット（VCC と GND）をもつラー
ジ・コンポーネントに対してバイパス・コンデンサを割り当てるように試み
ます。
♦ テキスト･ボックスに複数のパワーネットを指定することができます。
その場合、ネット名をスペースで区切ってください。（最大 28 文字まで）
グローバル・プレーサーの実行
グローバル・プレーサーの実行
グローバル・プレーサーの設定が完了後、OK ボタンを押すとオートプレースが開
始されます。
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The Global Placer Window

グローバル・プレーサー・サーバーが配置を行なっている経過は別の専用のウィ
ンドウに表示されます。このウィンドウにはコンポーネントとキープアウトエリ
アが含まれます。
グローバル･プレーサーのオプションには File、View、Window、Help のメニュー
があります。グローバル･プレーサーは、独自のデータ構造を持っているため、配
置中に PCB データベースは変更はされません。PCB の配置情報を更新するには、
File » Update PCB メニューを使用します。定期的に、配置情報を更新、配置の品質
を確認したり、Density Map を使用してデザインの配線のしやすさ（ルータビリテ
ィー）を検証して下さい。
プレースメントウィンドウのステータス・バーから確認できる情報として:
Elapsed time

配置を始めてからの経過時間。
Optimization

プレースメントタスクは、全部で 70 サイクルあります。最初の 40-50 サイク
ルは、ほとんどのコンポーネントの移動はスムーズに行われます。しかし、
温度が下がるように、サイクルの要求を満足するために、より多くの移動が
必要になってきます。このため、サイクルは完成に近づくにつれて遅くなり
ます。最適化は完成までのパーセンテージで示されます。
Number of Moves

ステータス･バーに表示された Number of Moves は、ボードの配線のしやすさ
を改善するために、システムがコンポーネントを新しい位置に移動した回数
です。
♦ 配置中、ボード上に小さな紫色の四角が表示されます。これらの四角
の大きさは、その領域の接続密度をあらわしています。
Placement Results

最適な配置に近づくにつれてプレースメントプロセスでは、コンポーネントの移
動回数が少なくなります。配置を完了するための操作は特に必要ありません。File
» Close を選択してプレースメントプロセスを終了してください。プレースメント
ウィンドウを閉じる前に PCB を更新するかどうか確認されます。
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うまく利用するためのヒント
Pre-Placing Components

グローバル･プレーサーを実行する前に、位置を固定したいコンポーネントはあら
かじめ配置しておき、そのコンポーネントの Locked 属性をオンにしてください。
エッジ･コネクターやヒート･シンク、アナログ･コンポーネントのグループのよう
にボードの特定の位置に配置する必要のあるコンポーネントは別として、配置に
関する制限のないコンポーネントをあらかじめ配置しておくことは非常に有効で
す。例えば、メモリー･チップはあらかじめ配置したほうがよいコンポーネントで
す。これにより、その他のコンポーネントの配置が簡単になります。
Use of Keep-Out Zones

コネクターの近くや機械的な理由からコンポーネントを配置したくない領域には、
キープ･アウト･ゾーンを作成してください。キープアウト･ゾーンを作成するには、
Keep Out レイヤー上にトラックやフィル、アーク、ポリゴンを配置して下さい。
Autoplace and Larger Nets

ラージネット(たくさんの接続箇所をもつネット)はグローバル・プレーサーのパフ
ォーマンスを低下させます。これはネットの再配置に必要な計算量がネットの大
きさに比例するからです。そのため、グローバル・プレーサーを実行する場合は、
電源やグランドのようなラージネットは無視する設定にした方が良いでしょう。
これをクラスタ・プレーサーで行う場合には、Design Rule ダイアログ・ボックス
の Placement タブの Nets to Ignore Design Rule を定義して下さい。
これをグローバル・プレーサーで行う場合には、Auto Place ダイアログ・ボックス
の Power Net にネットを指定しなければなりません。
♦ オートプレース機能は生産性をあげるためのツールであり、設計者の判断
や経験に変わるものではありません。オートプレーサーを使いこなすために
は、例えば重要なコンポーネントはあらかじめ配置し、ロックしておく、現実
的な配置グリッドとクリアランスを用いるなどのデザイナーによる工夫が必要
になります。
Post Autoplacement Tools
グローバル･プレーサーの結果は、コンポーネントの相対位置が最適な状態のボー
ドです。グローバル･プレーサーは機能の関係から、場合によって、全体的には不
完全なレイアウトが行われることがあります。例えば、プレースメントが終了し
た後でもコンポーネントが重なっている場合や、適切に配置されていないコンポ
ーネントが残ることがあります。このような場合には、インタラクティブ配置ツ
ールを使用し、配置の修正を行って下さい。インタラクティブ配置ツールの使用
についてはこの章の前の部分の、対話形式の配置を参照して下さい。
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接続情報とトポロジーについて
Electronic Design Automation ツールは、プリント基板の製作に必要なファイルを作
成することより、デザイナーの考えを具体化するプラットフォームを提供します。
また、コンピュータを利用することによって、それぞれのデザインの段階の移行
を迅速で正確に行うことができます。
デザインの各段階はさまざまな形で表現されます。まず、互いに接続されたコン
ポーネントの集まりであるスケマティックから始まり、PCB デザイン･ツールから
提供されるファイルによって製造されるプリント基板で終わります。
本質的には、デザインの各段階において、コンポーネントに関する情報と、コン
ポーネントがどのように接続されているかの情報が重要になります。
これらの情報は、スケマティックからコンポーネントと接続情報を抽出し、PCB
ワークスペースに渡すことによって、スケマティックの編集段階から、PCB レイ
アウト段階へと移行されます。コンポーネントの情報には、スケマティックによ
って定義されたデジグネータ、型番や定数、フットプリントが含まれ、接続され
たコンポーネントのピンの一覧である各ネットは接続情報として移行されます。
移行された情報は、PCB エディタで、物理的な配置や配線の情報に変換します。
その際、機械的な制約にあわせたコンポーネントの配置、論理的なコネクション
を物理的に変換、コネクションの電気的な仕様を満足させるなどの条件が伴いま
す。

スケマティックと PCB とのデザインの比較と確認
Protel99 には、スケマティックと PCB の情報を相互にシンクロさせるツールがあり、
このツールによってスケマティックと PCB 間における相違点を確認することがで
きます。
メニューから Update PCB、もしくは Update Schematic を選択すると、シンクロナイ
ザー が起 動 し、 対 象の ド キュ メ ント を指 定 しま す 。こ れ は PCB エ ディ タ 、
Schematic エディタのどちらからも行うことができます。この時、シンクロナイザ
ーはドキュメントをアップデートし、対象となるドキュメントとの合致を試み、
データ間での問題点のリストや、変更内容の詳細をレポートします。
シンクロナイザーの使用方法については、 スケマティックキャプチャーの 回路情
報を PCB へ渡すの章を参照して下さい。
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ネットの表示方法について

U5

From-To

From-To

U6

U7

未結線のコネクションと途中まで配線された状態のネット

シンクロナイザーはコンポーネントとコネクションの情報を PCB ワークスペース
にロードし、PCB エディタでは、各ネットのピンからピンへのコネクションを一
連の細い線によって表示します。これらの細い線は、"あるピンから（From）他の
ピンへ（To)行く"という意味合いから、From-To と呼ばれ、From-To の集まりは、
一般的にラッツネストと呼ばれます。
ネットにおいての、From-To の接続形式（順序）、もしくは接続する際のルールは、
ネット･トポロジーと呼ばれます。ユーザーがネットに対してネット・トポロジー
を定義していない場合、現在のコンポーネントの配置に基づき、全体のネットが
最短距離になる From-To ルールが与えられます。
ネットに対しトポロジーが適用されていれば、トポロジーを維持するための FromTo が追加されます。ネットの配線を行っている時、From-To は点線で表示され、
これは配線すべき 2 点間を示しています。
トポロジーはトポロジー・ルールや指定された From-To を定義することによって
ネットに適用されます。ネットトポロジーと From-To の指定についてはこの後の
項目を参照して下さい。トポロジー・デザインルールについては、 デザインルー
ルについての章を参照して下さい。
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ネット・トポロジー
ネット・トポロジー
コンポーネントとコネクションの情報がロードされると、各ネットのピンとピン
のコネクションが表示されます。ピンとピンを接続する形式（順序）はネット・
トポロジーと呼ばれ、デフォルトでは、全体のコネクションの長さが最短になる
ような形式が与えられています（このトポロジーは Shortest と呼ばれます）。ネッ
トに対して、異なるトポロジーを適用することができます。
ネットのトポロジーはいろいろな理由から再定義されます。高速回路を設計する
場合、信号ラインの反射を最小にすることが要求されます。この要求を満足させ
るには、高速信号のネットに対して、一方を終端とするソースピンともう一方を
終端とするターミネータピンの間を次々につないでいくデイジーチェーンで接続
します。また、すべてのグランドピンをグランドネットのコモンポイントで接続
する場合には、スター･トポロジーを適用すると、このような接続を確実に行う事
ができます。

ネット・トポロジーの変更
ネット・トポロジーの変更
PCB エディタでは、ネットと From-To の各レベルで、特定のトポロジーを適用す
ることができます。ネット・レベルで適用する場合には、そのネットに対して、
Routing Topology デザイン･ルールを定義して下さい。Routing Topology デザイン･
ルールについては、 デザインルールについての章を参照して下さい。マニュアル
作業によって、ネットに対し、トポロジーを部分的、もしくは全体に適用したい
場合には、コントロールしたいネットの部分に対し、From-To を定義して下さい。

ユーザー定義による From-To
ネットのピンとピンとのコネクションの形式（順序）の全体をコントロールるた
めに、PCB エディタではユーザーによる From-To のセットを定義することができ
ます。これは、PCB エディタに対し、"このピンから（From）あのピンへ（To）接
続したい"という指示になります。
From-To は、1 つのネットに 1 つ、もしくはネットの重要な部分に対して複数定義
することができます。また、全てのコネクションに対し From-To を定義すること
によってネットの全てのトポロジーを指定することができます。また、ネットの
一部分に From-To を定義した場合、ネットの残りのピンのコネクションのトポロ
ジーは、Shortest に設定されます。
From-To は特定のネット･トポロジーの定義だけでなく、デザインルールのスコー
プとしても使用されます。デザイン･ルールのスコープで、ルールの適用範囲を指
定できることから、スコープに From-To を使用することによって、あるネットに
対し、"40 ミルで配線したい From-To を除いて、25 ミルで配線する"というような
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ルールの定義を行うことができます。デザインルールとスコープについては、 デ
ザインルールについての章を参照して下さい。
From-To の作成
ネットに From-To を指定するには、Design » From-To Editor...を選択してください。
From-To エディタが表示されます。

From-To エディタによって From-to の作成、削除を行います。

From-To を定義したいネットを選択してください。このネットに含まれるピンはす
べて右側のグラフィカルウィンドウに表示されます。既存の From-To はグラフィ
カル・ウィンドウに 2 つのピンを接続する細い線で表示され、それらはネット名の
下に一覧表示されます。グラフィカル・ウィンドウの下には、From-To の追加や削
除の方法が表示されます。
From-To の自動生成
ネット全 体に From-Tos のセットを定義 するに は、From-To エディタの AutoGenerate ボタンを使用してください。これらのボタンによってネット全体の FromTo のセットを定義され、特定のトポロジーで接続されます。
Shortest

デフォルトでは、PCB エディタは、ネットのピンからピンへの接続が最短になる
ように接続します。このボタンを押すと From-To が削除され、Shortest トポロジー
によってピンとピンが自動的に接続されます。
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Daisy-Simple

シンプル･デイジー･チェーン･トポロジーでは、すべてのノードは互いに鎖状に連
結され、全体の長さが最も短くなる順序で接続されます。ソースとターミネータ
パッドが指定されると、その他のパッドはすべてそれらの間でできるだけ最短距
離で接続されます。パッドを編集しソースやターミネータに設定してください。
複数のソース（ターミネータ）パッドが指定されるとそれらは終端部で互いに連
結されます。

Daisy-Mid Driven

このトポロジーでは、ソースノードをデイジー･チェーンの中央に配置し、両側に
負荷を均等に分配します。この場合、終端のターミネータが２つ必要になります。
ソース･ノードが複数の場合には、それらは中央で互いに連結されます。ターミネ
ータが２つない場合、シンプルなデイジー･トポロジーが使用されます。

Daisy-Balanced

このトポロジーは、負荷をすべて同じチェーンに分配し、チェーンの数と、ター
ミネータの数は同じになります。これらのチェーンはソース･ノードにスターパタ
ーンで接続され、複数のソース･ノードは互いに連結されます。

Star

このトポロジーでは、各ノードが直接ソース･ノードに接続されます。ターミネー
タがある場合、各負荷ノードの後に接続されます。複数のソース･ノードは、デイ
ジー･バランスト･トポロジーのように互いに連結されます。
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コネクションの表示
ラッツネストによる作業をより行い易くするために、PCB エディタでは、 View »
のサブメニューによって、選択されたコネクション・ラインの表示、
非表示を行うことができます。
Connections

Net

選択されたネットのコネクション・ラインの表示／非表示を行ないます。こ
のオプションを選択すると、クロス･カーソルが表示されます。ネット上のパ
ッドの位置がわかる場合、そのパッドをクリックしてください。わからない
場合、何もない場所をクリックしてダイアログ･ボックスを表示しネット名を
入力してください。ネット名がわからない場合、？を入力して OK をクリッ
クするとロードされたネットがすべて表示されます。
Component Nets

選択されたコンポーネントに接続されたコネクション・ラインの表示／非表
示を行ないます。
All

ロードされた全てのコネクション・ラインの表示／非表示を行います。
♦ ノード数やプリミティブ（トラックやビアなど）が多く含まれるネ
ットの場合、ネットの接続を監視するためのアナライジングに多くの
時間が必要になります。この場合、特定のネットを hide にすること
によって監視されるネットから除外することができます。特定のネッ
トを hide にするには、View » Connections » Hide Net を選択し、目的の
ネットを選択してください。

ネット属性の変更
パッド、トラック、ビアなどのデザインオブジェクトにはそれぞれネットの属性
を持っています。ネットの属性を編集するには、PCB パネルの Browse モードを
Nets に設定して、ネットを選択し、Edit ボタンを押してください。Change Net ダイ
アログ･ボックスが表示され、選択されたネットの属性を変更することができます。
編集可能なネット属性には:
Color

ネットリストがロードされると、各ネットにはデフォルトのネット色が割り
付けられます。ネットのカラーはここで変更することができます。
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Hide

このネットのコネクション･ラインの表示、非表示を行います。グローバルエ
ディットを使用することによって、複数のネットのコネクション・ラインの、
表示／非表示を一括で編集することができます。
♦ Document Options ダイアログ･ボックスの Layer タブには、Connect レ
イヤーの表示を、オン／オフするチェック･ボックスがあります。これが
オフの場合、各ネットの"hide"に関らずコネクション･ラインは表示され
ません。
ネットのグローバルエディット
ネット属性はグローバルチェンジオプションによって、グローバルに編集するこ
とができ、ネット名にワイルドカード使った条件付けも可能です。例えば、変更
を行う際にネット名を、 D* した場合、ネットネーム D1 や D2 に対して
もグローバルチェンジが適用されます。

ネットの識別
PCB:IdentifyNet プロセスを使用して、任意のネットを識別します。コネクション･
ライン上で、ENTER またはマウスの左ボタンをクリックすると、ネットの名前が
ステータス･バーに表示されます。
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マニュアル・ルーテ
マニュアル・ルーティング
・ルーティング
デザインの配線作業は、論理的な接続を物理的な接続に変換するプロセスです。
これらの物理的な接続には、トラックやビア、パッド、アーク、フィル、ポリゴ
ン、パワー･プレーンがあります。通常、物理的な接続の大部分は、トラックとビ
アで作成されます。
Protel99 の PCB エディタには、論理的な接続を物理的な接続に変換する際の作業効
率をあげるための特別な機能があります。これらの機能には以下のものがありま
す。
インテリジェント・マニュアル配線
インテリジェント・マニュアル配線

マニュアル配線はコネクションを選択し、トラックを配置することによって
行われます。この時、必ずしも表示されたコネクション・ラインの経路に従
う必要はありません。同じネットの別のピンやトラックへ配線して下さい。
トラックの配置が終了するとネットが解析され、コネクション・ラインが追
加または削除されます。
エレクトリカルグリッド

PCB エディタにはトラックやビアのようなエレクトリカル･オブジェクトを簡
単に配置するための機能としてエレクトリカル･グリッドがあります。エレク
トリカル･グリッドは定義された範囲内にエレクトリカル･オブジェクト（ト
ラック、パッド、ビアなど）を移動すると、そのオブジェクトは他のエレク
トリカル･オブジェクトへ引き込まれます。エレクトリカル･グリッドはスナ
ップ･グリッドを無効にするため、オフグリッドのオブジェクトの配線を簡単
に行うことができます。
エラーの無いオブジェクト配置

PCB エディタには、クリアランス･デザイン･ルールに違反しないプリミティ
ブだけを配置していく配線モードがあります。この機能により、クリアラン
ス･ルール違反を恐れることなく、設計の困難なボードに対して配線を行うこ
とができます。
オンライン・デザインルール
オンライン・デザインルール

デザイン･ルールの中で、ショート･サーキット･ルール、クリアランス・ルー
ル、トラック幅、ルーティング・ビア･スタイル、パラレル・セグメント・ル
ールは配線を監視するルールで、違反箇所はオンライン DRC によってすぐに
知らされます。
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ループ配線の自動除去

既存のトラックの配線をやり直す場合には、新しい経路でトラックを配置す
ることによって、既存の余分なトラックは自動的に削除されます。
トラック配置モードとルック・アヘッド
トラック配置モードとルック・アヘッド・セグメント
・アヘッド・セグメント

トラック配置モードにより、配置されるトラックのコーナーはアーク、また
は 45 度に制限されます。各モードには、次のセグメントの配置の予測や、現
在のセグメントを正しく終了するためのルック-アヘッド･セグメントがあり
ます。
ビアの自動配置

ビアは配線作業中に、ショートカット・キー * 、 + 、 - によって、
他のコパー･レイヤーへ切り替えた際に自動的に配置されます。

PCB エディタの接続管理
Protel99 の PCB エディタはコネクティビテ
ィ・ドリブン・デザイン環境です。PCB エデ
ィタでは配線を行なうごとにネットリストの
接続を監視し管理しています。
図のネットリストの一部について考えてみま
す。RD はネット名で、U7 のピン 5、U6 のピ
ン 32、U5 のピン 21 の間の接続を表わします。
スケマティックでは、この接続はこれらの 3
つのピンが互いにつながれたワイヤによって
表わされます。ネットリストが PCB ワークス
ペースにロードされると、PCB エディタはネ
ットを解析し、ネット RD に 2 つの From-To
を作成します。これらは上図のように、コネ
クト・レイヤーに 2 本の細い線で表現されま
す。

RD
U7-5
U6-32
U5-21

設計者が行う作業は、これら 2 つの From-To
をコネク ト・レイヤーの接続から、シグナ
ル・レイヤーの物理的な接続に変えていくこ ネット RD は PCB 上で未配線の状態で表示さ
れています。
とです。これは、トラックを配置することに
よって物理的な接続を作成していくことを意味します。トラックの配置をストッ
プすると、PCB エディタは全てネットにおいて、どの部分が完成したか、もしく
は未完成のままであるかを調べます。未完成部分を発見すると、ネットの接続を
維持するために、From-To がサブネットに与えられます。
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PCB エディタが自動的に配線中のネットの状態を監視しているため、設計者は、
From-To の配置に関係なく配線を行うことができます。例えば、U7-5 から U5-21
ではなく U6-32 へ配線する場合、この接続が完成すると、PCB エディタによって
RD ネット全体が解析され、配線されていないピンから他のサブネットの最も近い
ポイントへ From-To が追加されます。これは図のようになります。
繰り返すと、設計者はコネクション・ライ
ンを物理的なトラックに変換する作業を行
い、その作業に応じて PCB エディタは、
From-To の更新を行います。
この方法には 2 つの利点があります。1 つ
めはネット上のどのプリミティブに対して
もトラックを配線することができ、必ずし
も From-To で接続された 2 つのピン間を配
線する必要はないということです。設計者
の作業は PCB エディタによって監視され、
配線の状態に応じて、From-To の追加や削
除を自動的に行います。2 つめは、ネット
の接続は決して断線しないということで、
偶然にネットが接続されていない 2 つの部
分に分割されることはありません。トラッ
クセグメントを削除した場合、断線部が検
索され、From-To を追加することによって、
ネットの接続が修復されます。

U5

From-To

U6

U7

ネットの解析によって追加された From-To

PCB エディタがネットを解析し、From-To
を追加しなければならない場合、From-To はネットのトポロジーに基づき追加され
ます。デフォルトでは、すべてのネットのトポロジーは、"Shortest（最短）"に設
定されており、2 つのサブネットが最も接近しているところに From-To が追加され
ます。
ネットに対してトポロジーが適用されている場合、From-To はトポロジーを維持す
るために追加され、点線で表されます。これは、ネットのトポロジーを維持する
ために配線しなければならない経路を示しています。
トポロジーはトポロジー・ルール、または From-To を定義することによってネッ
トに適用されます。詳細については、 デザインルールについて の章の、Routing
Topology design rule を参照して下さい。
♦ ノード数やプリミティブ（トラックやビアなど）が多く含まれるネット
の場合、ネットの接続を監視するためのアナライジングに多くの時間が必要
になります。この場合、特定のネットを"hide"にすることによって監視される
ネットから除外することができます。特定のネットを"hide"にするには、View
» Connections » Hide Net を選択し目的のネットを選択してください。
643

PCB デザイン

配線の準備
配線を行なう前段階の準備は、設計の重要なプロセスの一部です。以下の項目を
ヒントに配線作業を効率よく行って下さい。
グリッドの設定
以前から、PCB 設計は簡単で正確に、しかもクリアランスエラーなどが起こらな
いような、標準となるグリッド値によって行われていました。例えば、ピン間が
100 ミルのスルーホールコンポーネントの場合、25 ミルのグリッドを使用すること
によって、12 ミルのトラック幅と 13 ミルのクリアランスで、IC のピン間にトラッ
ク 1 本を通すことができるようになります。
しかし、今日のパッケージング技術の変化に伴い、インペリアルとメトリック両
方のピン間隔が使用されるようになり、設計者にとって、すべてのコンポーネン
トとデザインの要求に対応できる標準的なグリッドを指定することは難しくなっ
てきています。これは、これまでの標準的なグリッドに基づく PCB 設計環境の大
きな欠点です。
PCB エディタには、この欠点を補い、設計者の手助けとなるいくつかの機能が含
まれています。これらの機能には:オフグリッドであっても、電気的オブジェクト
を他の電気的オブジェクトのホットスポットにスナップ(吸い込ませる)させること
ができるエレクトリカルグリッド、次のトラック･セグメントの配置や現在のトラ
ック･セグメントの正確な終端を予測できるルック-アヘッド･トラック配置、ルー
ル違反のないオブジェクトの配置、などがあります。それぞれの機能を使用する
ことによって、PCB エディタはシェイプベースト(形状認識に基づいた)マニュアル
ルータ のように動作し、ワークスペースのあらゆる場所、またあらゆるオブジェ
クトへ簡単で正確な配線が可能になります。
これらの機能は初めは複雑に思われますが、操作は非常に簡単です。設計が従来
の配線モデルに適合しない場合や、グリッド・ベースの配線よりも、さらにタイ
トにトラックやビアで配線したい場合にはスナップグリッドを 5 ミル、または 1 ミ
ルのような小さい値を設定してください。このモードでの配線方法の説明につい
ては、続けてこの章をお読み下さい。
スナップグリッドとエレクトリカルグリッドについては、PCB ワークスペースの
セットアップのグリッドの項目を参照して下さい。
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コンポーネントの配置グリッド
使用できる配線チャンネルの数を最大にするには、できるだけ多くのコンポーネ
ント・パッドがスナップ･グリッド上になければなりません。コンポーネントがグ
リッド上にあるかどうかをチェックするには、Edit » Select » Off Grid Pads メニュー
を選択（ショートカット：S、G）してください。また、コンポーネントをすべて
スナップ･グリッド上に移動するには、Tools » Align Components » Move To Grid メニュ
ーを選択し（ショートカット：A、G）、Component Move ダイアログ･ボックスか
ら、任意のグリッドを指定して下さい。
配線密度のチェック
トラックやグリッドのサイズ、ビア･サイズ、レイヤーの数などをもとに、ボード
がどのように配線されるべきかの判断を助けるために、PCB エディタには Density
Map 機能があります。Tools » Density Map メニューを選択してください。しばらくす
ると、ボードが色の付いたマップでペイントされます。緑色（"Cool"）は密度が低
い場所をあらわし、赤色（"Hot"）は、密度が高い場所をあらわします。赤い領域
が多い場合、現在のコンポーネントの配置を見直し、"hot"ゾーンが無くなるよう
にして下さい。これが不可能な場合、配線レイヤーを増やす必要があります。
配線レイヤーの設定
PCB エディタには、16 層のシグナル・レイヤー（トップとボトム、14 のミッド･レ
イヤー）だけでなく、4 層のインターナル・パワー･プレーンがあります。デザイ
ンに内層シグナル・レイヤーが必要で、ブラインドまたはベリード･ビアを使用す
る場合、シグナル・レイヤーは、 レイヤー・ペアで使用してください。ビアにつ
いては、PCB デザイン・オブジェクトの章のビアの項目を参照して下さい。レイ
ヤーをイネーブルにするには、Document Options ダイアログ・ボックスの Layers タ
ブで配線レイヤーにチェックマークを入れて下さい。(Design » Options)
デザインルールの設定
PCB エディタは、ワークスペースにルーティング・オブジェクトが配置されると、
どのルールがそのオブジェクトに適用されるかをチェックするルールドリブン環
境です。
新規に PCB を作成すると、トラック幅・ルール（10 ミル）、クリアランス・ルー
ル（10 ミル）、ルーティング・レイヤー・ルール（トップ-水平、ボトム-垂直）、
ビアスタイル・ルール（50 ミル）がデフォルトのルールとして作成されます。
配線を始める前に、デザインに適したルールを設定して下さい。まだ、設定が終
了していない場合には、 デザインルールについて の章を参照し、適切なルールを
設定して下さい。
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マニュアル・ルーティング
マニュアル・ルーティング
♦ 配線を始める前に、もう一度、PCB デザイン・オブジェクトの章のトラッ
ク配置モードの項を参照してください。トラックの配置機能を理解することに
よって、PCB エディタの性能を最大限に生かすことができます。
♦ ノード数やプリミティブ（トラックやビアなど）が多く含まれるネットの
場合、ネットの接続を監視するためのアナライジングに多くの時間が必要にな
ります。この場合、特定のネットを"hide"にすることによって監視されるネット
か ら 除 外 す る こ と が で き ま す 。 特 定 の ネ ッ ト を "hide" に す る に は 、 View »
Connections » Hide Net を選択し目的のネットを選択してください。
PCB エディタが、ネットの接続を監視することによって、配線作業を効率よく行
うことができるようになります。物理的に接続するために、トラックやビア、フ
ィル、アークを配置すると、その接続状態に応じ、コネクション・ラインが更新
されます。
Place » Track を選択し、ネット名を持つデザイン･オブジェクトの上をクリックする
と、そのオブジェクトが持つネット名と同じネット名が、配置しているトラック
にも付けられ、ネットの一部になります。コネクション・ラインをクリックする
と、もっとも近いパッドへジャンプし、コネクション・ラインは、配置している
トラックの終端につながれた状態になります。

トラックの配置を終了すると、PCB エディタはネットを調べてコネクション・ラ
インを更新します。コネクション・ラインはネット･トポロジーに基づいて、物理
的に接続されていないすべてのネットに対し追加され、ネットに適用されるトポ
ロジーによっては、パッドではなく、トラックに接続される可能性もあります。
デフォルトのトポロジーは、最も近いサブネットにコネクション・ラインが追加
される Shortest です。ネットトポロジーについては、デザインルールについて
の章の Routing Topology design rule を参照して下さい。
配線に使用されるトラック幅は、 Width Constraint デザインルール で定義され
ます。新規に PCB ドキュメントを作成すると、デフォルトの Width Constraint デ
ザインルール として 10 ミルのトラック幅がボード全体に適用されます。特定の
ネットに対して異なるトラック幅を指定する場合には、 Width Constraint デザイ
ンルール を追加して下さい。デザインルールについては、 デザインルールにつ
いての章を参照して下さい。
配線中に使用するショートカット
以下のショートカットによって配線の作業効率を上げることができます。
•
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配線中に BACKSPACE キーを押すと、最後に作成された"コーナー"を削除す
ることができます。
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•
•

•

配線中に、"*"キーを押すと配線レイヤーを切替えることができます。
SPACEBAR によって、Start と End の配置モードを変更することができます。
また、SHIFT+SPACEBAR を押すと、トラック配置モードを切り替えることが
できます。
配線中に、END キーを押すと画面をリフレッシュすることができます。

トラックの配置とルック・アヘッド
トラックの配置とルック・アヘッド
PCB エディタには、トラックを配置する操作のために、"ルック・アヘッド"機能が
組み込まれています。カーソルに接続されたトラック･セグメントは、ルック･ア
ヘッド･セグメントです。（アウトライン／ドラフト･モードで示されます。）ル
ック･アヘッド･セグメントと最後に配置されたセグメントの間のセグメントは、
配線中のカレント･セグメントです。これは、以下の図のようになります。

ルック-アヘッド機能を用いることによりトラックの進路を正確に予測できます。
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ルック･アヘッド･セグメントは、次のセグメントを配置したい位置を探す場合や、
現在のセグメントの終端の位置を決めるために使用して下さい。現在のセグメン
トをクリックすると、そのセグメントの終端は次のセグメントの配置を開始する
位置になります。この機能により、既存のオブジェクトの周りや次のトラック･セ
グメントが配置される場所にトラックを手早く、正確に配置することができます。
ルック･アヘッド･セグメントを使用して配線をすると、トラックの終端がカーソ
ルの位置に付いてこない場合があることに気づきます。それは、他のネット属性
の電気的オブジェクトを"避ける"ためです。この機能により、前の図の step2 で示
されるように、クリアランス･デザイン･ルールに違反しない場所にのみプリミテ
ィブを配置することができます。step2 では、カーソルをパッドの右側にあります
が、ルック･アヘッド･セグメントは、ルール違反のない位置まで戻されています。
カーソルの位置までルック・アヘッド・セグメントを伸ばすには、クリアラン
ス・ルール違反の無い位置にカーソルを移動しなければなりません。ルーティン
グ・モードについては次の項に詳しい説明があります。
以下の図に示されるマニュアル配線の他の例を考えてみます。例えば水平に移動
し、次に斜め下のパッドに配線したい経路があるとします。以前はこのプロセス
を試行錯誤しながら、水平のセグメントの終了位置や、斜めのセグメントの開始
位置を判断していました。ルック･アヘッド･セグメントを使用すると、カーソル
を目的のパッドまで移動し、水平のセグメントを終了するために一旦クリックし、
次にもう一度クリックすると、斜めのセグメントを終了することができます。

ルック-アヘッド機能を用いて配置されるトラックを予測します。
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♦ アウトラインのみが表示されるセグメントはルック･アヘッド･セグメント
で、現在配線中のセグメントではないことに注意してください。クリックして
も、トラックが配置されないような場合、おそらくルック･アヘッド･セグメン
トを配置しています。また、配置モードを Start にすべき所を End に設定してい
たり、反対に End に設定すべきところを Start に設定していたりすると、このよ
うな状態になる場合があります。その場合には SPACEBAR を押して、Start 配
置モードと End 配置モードを切替えてください。.

インタラクティブ・ルーティング
インタラクティブ・ルーティング・モード
・ルーティング・モード
PCB エディタには、Ignore Obstacle、Avoid Obstacle、Push Obstacle の 3 種類のイン
タラクティブ・ルーティング・モードがあります。これらのモードは、ボード上
に配置されているオブジェクトに関連し、トラックを配置する"動き"を制限するも
ので、Loop Removal 機能とともに動作します。
Ignore Obstacle
このモードでは、配線を行う場合のトラックの配置に制限はありません。配置し
ているトラックが、デザインルールに違反している場合、オンライン DRC がオン
であれば、トラックと既存のオブジェクトはエラー表示されます。(Tools » Design
Rule Checking と Tools » Preferences)
Avoid Obstacle
このモードでは、デザインルール違反を起こさずにトラックを配置することがで
きます。配線中にカーソルをルール違反が起こる位置に移動した場合、トラック
はカーソルの位置まで伸びずに、自動的にルールには違反しない位置まで戻され
ます。そのため、配置できるトラックは全てルールには違反しないことになり、
設計者がルール違反を考慮しながら配線作業を行う必要が無くなります。これは
マニュアル配線のために提案されたモードです。
Push Obstacle
このモードでは、トラックを配置している時のカーソルの動きに応じて、既存の
トラックが、 押しのけ られます。ただし、ビアやパッド、ロックされたトラ
ックについては、 押しのけ ることはできません。"押しのけ"られているトラッ
クが、これ以上移動することができない状態（移動できない障害物にぶつかるよ
うな）になると、ルーティング・モードは、Ignore Obstacle に切り替わります。こ
のモードは再配線を行う場合に有効です。このモードを使用した場合、スクリー
ンに表示される内容に多数の変更が伴う可能性があります。そのため、配線中に
END キーを押し、画面を再描画して下さい。
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♦ SHIFT+R ショートカット・キーによってルーティング・モードを切り
替えることができます。

再配線
再配線（リ・ルーティング)は、コンポーネントの追加、フットプリントの変更、
またはオート・ルーティング後のパターン修正など、PCB 設計においてさまざま
なケースで行われ、これらの作業を効率よく行うために、PCB エディタには、プ
ッシュ・オブスタクル・ルーティング・モード、ループ・リムーバルの各機能が
含まれています。これらのオプションは、Preferences ダイアログ・ボックスの
Option タブで設定されます。(Tools » Preferences)
既存のトラックの再配線を行うには:
1. Place » Track メニューを選択して下さい。
2. 再配線を開始するために、トラックまたはパッド
をクリックして下さい。
ネットがハイライトされ、カーソル上にトラック
が現れます。

♦ ループ・リムー
バルとプッシュ・
オブスタクル・モ
ードは、Preferences
ダイアログ・ボッ
クスの Option タブ
で設定されます。

3. 新しい経路で再配線を行います。その際、必要に
応じて既存のトラックを"押しのけ"るなどして、配線を行って下さい。
4. 再配線が終了したら、マウスの右ボタンをクリックするか、ESC を押して下
さい。
このトラックによって配線はループし、すでに配線されていた部分は削除されま
す。再配線にはビアを含めることも可能です。また、既存のビアも自動的に削除
されます。
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このコネクションの経路に注目し
て下さい。

再配線の開始

幅の広いトラックが押しのけら
れます。

幅の広いトラックをさらに押しの 再配線が完了し、ESC によって 以前、配線されていた部分が削
け、パッドに向かいます。
除されました。
終了します。

内層パワー・プレーン
内層パワー・プレーン
パワー･プレーンは特別な"ソリッド"コパーの内部レイヤーです。PCB エディタに
は、4 層のインターナル・パワー･プレーンがあります。設計がネットリストを基
本にしている場合、ネットにこれらのレイヤーを割り当てることができます。ま
た、分離した複数の絶縁されたエリアによって複数のネットを 1 つのパワープレー
ンで"共有"することも可能です。
各ピンをパワー･プレーンに接続するには、ダイレクト接続、またはサーマル・リ
リーフ接続の 2 種類の方法があります。サーマル･リリーフ接続は、半田付けの際
にソリッド・コパー・プレーンから、接続されるピンを温度的に分離する場合に
使用されます。PCB エディタでは、それぞれの、または全てのパッドのパワー･プ
レーンへの接続をサーマル･リリーフ形状に定義することができます。
特別なサポートとして SMD パワー･ピンをパワー･プレーン･レイヤーへ接続する
機能も準備されています。パワー･プレーンに接続されるネット上の SMD パッド

651

PCB デザイン

は、適切なプレーンに接続されるように自動的にタグが付けられます。オートル
ータは、SMD"ストリンガー"（短いトラックとインターナル・パワー･プレーン･レ
イヤーにリリーフ、またはダイレクト接続されるマルチ･レイヤー･パッド）によ
って、インターナル・パワー・プレーンへの物理的な接続を行います。
内層パワー・プレーンへの接続
内層パワー・プレーンへの接続
パワー・プレーンにネットを接続するには;
1. 使用するインターナル・プレーンを Document Options ダイアログ･ボックスの
Layer タブでイネーブルにして下さい。オンにしてください。（ショートカッ
ト：O、L）
2. Design » Internal Planes を選択し、Internal Planes ダイアログ･ボックスを表示し
てください。
3. 使用するプレーンのドロップ･ダウン･リスト･ボックスからネットを選択して
ください。
そのネットの全ての From-To が非表示になり、選択されたネットの各パッドに対
し、リリーフ接続の場合には、 + 、ダイレクト接続の場合には x のマーク
が表示されます。
♦ パッドとプレーンの接続のプロパティは、Power Plane Connect Style デザ
イン･ルールで指定してください。詳細については、デザインルールについて
の章を参照して下さい。
パワー・プレーンに接続しないピン
パワー・プレーンに接続しないピン
プレーンに接続しないパッドは銅箔がない領域によってプレーンから絶縁されま
す。銅箔がない領域は、Power Plane Clearance デザイン･ルールによりパッド･ホー
ルの周りの 逃げ が指定されます。詳細については、 デザインルールについて
の章を参照して下さい。
パワー・プレーンの表示
パワー・プレーンの表示
パワー･プレーンはネガのイメージで作成されます。パワー･プレーン･レイヤーに
オブジェクトが配置されると、その領域は銅箔のない部分になり、スクリーン上
の何も配置されていない領域(バックグランド)が銅箔部分になります。ピンとパワ
ー･プレーンの接続方法を確認するには:
1. プレーン･レイヤーとパッド･ホール･レイヤー、マルチ･レイヤーだけをオン
にしてください。
2. ワークスペースの下のパワー･プレーン･レイヤー･タブをクリックしてくださ
い。

652

マニュアルルーティング

3. 画面を再描画したい場合には、END キーを
押して下さい。
リリーフ接続されたパッドは図のように表示され
ます。ダイレクト接続されたパッドにはピンまで
銅箔部分があり、それらは単にパッド･ホールま
で黒(バックグランドのカラー)で表示されます。
この図では、白い部分が銅箔部分を表わし、黒い
部分が銅箔のない部分を表わします。

expansion
air
gap
pad
hole

conductor
width

スプリット・パワー
スプリット・パワー・プレーンの作成
・パワー・プレーンの作成
インターナル・パワー･プレーンを複数のネットによって共有したい場合、プレー
ンをネットの領域ごとに分配、または スプリット します。通常、ピン数がも
とっも多いネットが最初にインターナル・プレーンに割り当てられ、次にこのプ
レーンに接続したい他のネットの領域が定義（分離）されます。各領域は、ネッ
ト上のピンをすべて囲む境界トラックを配置して定義されます。スプリットプレ
ーン領域で囲まれないピンはコネクション・ラインが表示されたままになり、こ
れらのピンはシグナル･レイヤーで接続する必要があることを表わします。
パワー･プレーンはネガイメージで構成されますので、境界として配置されたトラ
ックの部分の銅箔はなくなり、プレーン上のあるネットと近接する他のネットの
間の分離された部分を形成します。
スプリット・プレーンを作成するには:
1. Document Options ダイアログの Layer タブをクリックし目的のインターナル・
プレーンをイネーブルにして下さい。
2. ワークスペースの下のレイヤー・タブをクリックし、インターナル・プレー
ンをカレント・レイヤーにして下さい。
3. Design » Internal Planes を選択し、Internal Planes ダイアログ・ボックスを表示し
て下さい。
4. 最も多くのピンを持つネットを、任意のインターナル・プレーンに接続して
下さい。
5. スプリット・プレーンを追加する場合には、Add ボタンを押して下さい。
Split Plane ダイアログ・ボックスが表示されますので、境界となるトラック幅、
レイヤー、接続するネットを設定して下さい。
6. Split Plane ダイアログ・ボックスの設定が完了したら、OK をクリックして下
さい。ダイアログ・ボックスが消え、カーソルがクロスになります。
7. 境界となる領域を作成します。境界を作成する場合、最後にスタートの地点
に戻り、閉じた領域にして下さい。
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スプリット・プレーンの境界が完成すると、再度、Internal Planes ダイアログが表
示され、新しくスプリットプレーンが Split Planes リストに表示されます。リスト
をクリックすると領域が表示されます。
♦ スプリット・プレーンの境界を作成する場合の、トラック配置モードを
切り替えるには SPACEBAR を使用して下さい。境界にはアークを使うこと
ができます。
複数のスプリット・プレーン
複数のスプリット・プレーン

プレーンに複数のネットを接続する場合、続けて他のネットの領域のスプリット･
プレーンを追加して下さい。通常、近接する境界トラックはわずかに重ねて配置
し、銅箔の無い部分が途切れない(銅箔が残らない)ように作成します。
スプリットの領域の中に他のスプリットの領域を作成する場合には、下図のよう
に、外側のスプリットの領域が、内側のスプリットの領域を、 包む ようにし
て下さい。

大きなスプリットプレーンの中のスプリットプレーン−大きなプレーンが内側のプレーンの周り
をどのように囲んでいるかに注意してください。この図では、境界トラックを細くして 2 つのス
プリットプレーンを区別していますが、通常は、銅箔が残らないように、わずかに重ねられます。
スプリット・プレーンに関するヒント
スプリット・プレーンに関するヒント

スプリット・プレーンを作成する場合のヒントとして:
1. 表示するレイヤーを最小限にします。キープアウトレイヤー、マルチレイヤ
ー、必要に応じてメカニカルレイヤー、パワープレーンなど現在使用してい
るレイヤーを表示して下さい。
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2. Preferences ダイアログ・ボックスの Show/Hide タブでパッドの表示モードを
ドラフトにします。
♦ スプリットプレーンは他のスプリットプレーンを包むように作成し、
オーバーラップしないよう注意してください。
3. Preferences ダイアログ･ボックスの Options タブで Highlight In Full オプション
と Use Net Color For Highlight オプションをオンにしてしてください。
4. スプリット･プレーン上の各ネットのカラー属性を違う色に変更してください。
手順として、エディタパネルの Browse モードをネットに設定してネットを選
択します。次に、Edit ボタンを押し、Net ダイアログ･ボックスを表示し、
Color の属性を変更し、OK をクリックして下さい。
5. Edit » Select » Net メニューを選択し、目的のネットに接続されたパッドを選択
してください。Extend Selection をオンにすると、前のセレクションが解除さ
れませんので、複数のネットを選択することができます。（Preferences ダイ
アログ･ボックスの Options タブ）以上の設定によって、それぞれのネットが
違うカラーで表示され、区別しやすくなります。
6. これで、スプリットの領域を作成する準備は完了しました。コモンとなるネ
ットをインターナル・プレーンに割り当て、次に、プレーンを共有したいネ
ットのスプリット領域を作成して下さい
スプリット・プレーンの修正
スプリット・プレーンの修正

スプリット･プレーンの境界は、後から修正することができます。修正可能な内容
として:
1. スプリットプレーンの境界となるトラック幅、スプリット･プレーンを配置す
るレイヤー、および接続されたネットは変更することができます。これら属
性は、スプリット･プレーンの内側をダブルクリックして、スプリット･プレ
ーン･ダイアログ･ボックスから変更して下さい。
2. スプリットプレーンの境界となるトラックの位置を変更することができます。
Edit » Move » Split Plane Vertices を選択してください。ポリゴン（スプリット・
プレーンは空白のポリゴン）を選択するようにプロンプトが表示され、変更
するスプリット･プレーンの内側をクリックしてください。境界となるトラッ
ク上に編集ハンドルが表示されますので、このハンドルをクリックし、移動
してください。
♦ ポリゴン（スプリット・プレーンは空白のポリゴン）の修正と、ポ
リゴンの境界の修正手順については、PCB デザイン・オブジェクト の
章の、ポリゴンの項を参照して下さい。
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シグナル・レイヤーへ
シグナル・レイヤーへのコパー
・レイヤーへのコパー・プレーン
のコパー・プレーン
作成
PCB デザインのコモン・パートとしてシグナル・
レイヤー上の銅箔プレーンがあります。これは、
アナログ・デザインにおけるグランド・プレーン
や、電源供給ライン、または、EMC のシールド
のためのグランド・プレーンなどの役割を果たし
ます。
ポリゴン・プレーンを配置することによって、任
意のシグナル・レイヤー上に銅箔プレーンを作成
することができます。銅箔プレーンは、境界を定
義することによって作成されます。その際、定義
されたデザインルールのクリアランス・ルールに
従い、既存のオブジェクトに対するクリアランス
が維持されます。

90 度ハッチのポリゴン

ポリゴンは、90 度、45 度、水平のトラック、垂
直のトラックでハッチングや塗りつぶしによって
作成することができます。
ポリゴンは、メニューから Place » Polygon Plane を
選択することによって作成されます。また、配置
するポリゴンにネットを与えることによって、同
じネットのパッドに接続することができます。接
続スタイルを変更するには、Design » Rules を選択
し 、 Manufacturing タ ブ か ら 、 Polygon Connect
Style ルールを変更して下さい。

45 度ハッチのポリゴン

デフォルトのポリゴンは、ハッチングのポリゴン
に設定されています。これは、ハッチングに使用
されるトラック幅より、グリッド・サイズの方が
大きいためです。塗りつぶしのポリゴンを作成す
るには、トラック幅をグリッド・サイズより大き
い値を設定して下さい。
♦ PCB デザイン・オブジェクト の
章の ポリゴン の項を参照し、Polygon
Plane ダイアログ・ボックスの詳細
や、ポリゴン・プレーンの動き、修
正方法を確認して下さい。
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オートルーティング
Protel99 には PCB エディタに統合された、高性能で簡単に操作できるシェープベー
ス(形状認識)オートルーティング・サーバーが組み込まれています。このサーバー
は、Design Explorer ではセパレートにプラグインされていますが、オートルータの
操作は PCB エディタから行うことができます。
オートルータは、PCB でデザインルールを定義し、メニューから Autoroute » All を
選択すると、ボード全体の配線が開始されます。します。すると、に割り当てら
れたルールによって配線が行われます。Protel99 のシェープベースト・オートルー
タの性能を、より理解するためにはこの章をご覧下さい。

オートルータの設定
Protel99 のオートルータは、PCB エディタに統合されています。オートルーティン
グサーバーは独立したサーバーですが、ボードのデザインルールに従い、PCB エ
ディタのウィンドウで配線が行われます。(Design » Rules)
デザインルールの設定
オートルータが従う PCB デザインルール;

#

Rule

Supported Rule Scopes

Clearance
Routing Corners #
Routing Layers
Routing Priority
Routing Topology
Routing Via Style
Min-Max Width

All scopes, except from-to, from_to class, and region
Whole board
Whole board or net
Whole board or net
Whole board or net
Whole board
Whole board or net

45 度、または 90 度のルーティング・コーナーがサポートされています。コー
ナーは可能な限りマイタリングされますが、45 度配線のセットバック機能は
使用されません。

ルーティング・パス
ルーティング・パス
ルーティング・パスは、Autorouter » Setup を選択し、Autorouter Setup ダイアログ・
ボックスの、Routing Passes タブで設定します。
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♦ 特別な理由が無ければ、全てのアルゴリズムを実行するデフォルトの
ルータパスの設定を推奨します。また、それぞれのパスについて理解
し、状況に応じて全てのパス使い分けるのも良い方法です。
Memory

このパスは、ボード上のメモリ配線、もしくはメモリ配線に似たネットのすべて
を選択します。このアルゴリムズムは、メモリ部品がボード上に無い場合でも、
ボード上において対象となる部分を探し、発見することによって実行されます。
♦ 実際にボード上にメモリー･バンクがあり、それらの配置方法などが
メモリ配線に適していれば、ルータパスを Memory のみにすることによっ
てメモリパターンを評価することができます。
Fan Out

ファンアウトとは SMD などの穴の無いパッドに対して短いトラックでスルーホー
ルパッド、もしくはビアなどと接続し、他のレイヤー(インターナル・プレーンも
含めた)へ配線できるような処理を意味します。Fan Out パスは、ボード上において
対象となる部分を探し、発見することによって実行されるアルゴリズムで、トッ
プ又はボトムレイヤー、あるいはその両方に片面の部品がある場合に使用されま
す。ファンアウトの失敗は、中心に X が黄色い小さい丸として表示されます。
♦ トップレイヤーとボトムレイヤーに SMD 部品が配置された高密度のボ
ードでは、ファンアウトが難しい場合があります。全体の配線を行う前
に、配線の結果を予測するために、どの程度ファンアウトできるか確認し
てください。ピンの 90%以上が展開に成功しないと、配線率が 100%になる
ことはほとんどありません。このような場合、ファンアウトに失敗してい
るボード領域で部品の配置を再検討して下さい。
Pattern

ほとんど全てのボード上において、接続の パターン（型） を見つけることが
できます。パターンによる配線において配線結果の善し悪しは、コネクションを
配線する際に、どのようなパターンが選択されるかによって決められます。パタ
ーン・ルータは各種のパターンを、コネクションの配線に割り当てるアルゴリズ
ムで、この意味から、パターン・ルータは、サーチ・ルータです。これは、常時
オートルーティング中に利用されます。
Push and Shove

プッシュ・アンド・シャブ・ルータは、このルータの中心となるルーティング・
パスです。これは従来までのプッシュ・アンド・シャブ・ルータから進歩した新
しいアルゴリズムによって、パッドやビアを飛び越えてトラックの押しのけが可
能になりました。
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Rip Up

この、オートルータは、 コンテンション・クリーンアップ（競合排除） ルー
タです。通常、各アルゴリズムは、競合箇所は取り除いて配線されますが、難し
いボードにおいては、プッシュ・アンド・シャブ・ルーティング・パスが完了し
ても、違反箇所が残っている場合があり、画面には、黄色の丸として表示されま
す。リップアップ・ルータはこの競合を取り除くように再配線を行うルータです。
Manufacturing Improvement Passes

これらのパスによって、トラック間のスペースの調整や、配線されたコーナーの
マイタリング、またネットに対するテストポイントの追加が行われます。このパ
スは、ルーティング・パスとして、主なルーティング・パスが完了してから実行
されます。また、主なルーティング・パスが完了し、ボードの配線結果を調べた
上で、任意の Manufacturing Improvement パスのみを実行することもできます。
Via Minimization

この機能は配線アルゴリズムに統合されており、配線時にビアとセグメントの数
が少くなるように処理されます。このため特別なパスによる処理や、設定項目と
しては存在しません。
Evenly Space Tracks

このパスはパッド間のスペースを均一化するために使用されます。例えば、パッ
ド間に 2 本のトラックを配線できるルーティング・パラメータが設定されているに
も関わらす、20 ミルのルーティング・チャンネルに 1 本のトラックしか配線され
なかった場合、どちらかのパッドの片寄って配線されていることになります。こ
のように状態のトラックをパッド間のセンターに移動します。
Add Testpoints

より詳しい情報を知りたい場合には、この章の後のテストポイントの追加 を参照
してください。
配線されたトラックのプロテクト
デザインによっては、特定の箇所をあらかじめマニュアル配線によって配線して
おき、残りの未結線の箇所をオートルータによって配線させる場合があります。
その場合、以下の条件のものはオートルータによるリップアップからプロテクト
することができます。
• 配線済みのファンアウト。
• 配線済みのコネクション。
• 配線済みのネット。
• コンポーネントのピンのセンターで終了したトラック。
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• デザインルールはあらかじめ配線されるトラックに対して適用して下さい。
例えば、グランドのネットに対し、20 ミルから 50 ミルのトラック幅で配線さ
れている場合、デザインルールの、 Width Constraint ルール においても、
グランドネットに対し、最小 20 ミル、最大 50 ミルのルールが定義されてい
なければなりません。
• あらかじめ配線された全てのトラックやビアのロック属性はイネーブルにし
て下さい。全てのトラックやビアのロックはグローバルエディット機能によ
って行うことができます。

オートルーティング・オプション
オートルーティング・オプション
ボード全体を配線するだけでなく、他にもいくつかのルーティング･オプションが
あります。
Autoroute All
現在の設定でボード全体を配線するには、Autoroute » All を選択します。
Autoroute Connection
個々のコネクションを配線する場合には、配線したいコネクション･ラインをクリ
ックしてください。Autoroute » Connection にはオートルータのすべてのアルゴリズ
ムは使用されません。そのため、ボード全体の配線にはこのオプションは適して
いません。
Autoroute Net
Autoroute » Net を選択し、任意のネットのコネクション･ラインをクリックします。
すべてのルーティング･パスを使用し、ネットのすべてのコネクションが配線され
ます。

Autoroute Component
Autoroute » Component を選択し、コンポーネントをクリックすると、コンポーネン
トの全てのコネクションが配線されます。

Autoroute Area
Autoroute » Area を選択し、カーソルで配線を行うエリアを囲んで下さい。指定され

たエリアの中の全てのコネクションの配線が行われます。
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テストポイントの追加
オートルータにはテストポイントを自動的に生成する機能が含まれており、既存
のビア、パッドをテストポイントとして識別するだけでなく、既存のパッドやビ
アによって対応できない場合はテストポイント･パッドをネット追加することがで
きます。
テストポイントの種類
テストポイント･ジェネレータは、以下の５つのタイプのテストポイントをサポー
トします。
• 既存のビア。
• コンポーネント・パッド(ボトムのみ）。
• オートルータによって追加されるスルーホール・テストポイント・パッド。
• オートルータによって追加されるボトム・サイド・テストポイント・パッド。
• オートルータによって追加されるトップ・サイド・テストポイント・パッド。
一般に、最初の２つのテストポイントは、ベア･ボードのテストで使用されます。
一方、残りの３つのテストポイントは、イン･サーキット･テストで使用されます。
ただし、これはデザイン上強制されるものではなく、ボードに 5 つのタイプのテス
トポイントが混在しても構いません。
テストポイントの設定
テストポイント機能を設定するには:
1. Autorouter Setup ダイアログ・ボックスの Testpoints タブを選択して下さい。
（Autoroute » Setup)
2. テストポイントの優先順位を指定することによって、必要なテストポイント
の種類をイネーブルにして下さい。
優先順位の選択は、使用するテストポイントのタイプを表わします。例えば、
優先順位１はできるだけ多くこのタイプのテストポイントを使用することを
ジェネレータに指示します。しかし、このタイプのテストポイントが使用で
きない場合、優先順位 2 のテストポイントが使用されます。
3. テストポイントのパッドの形状は、Edit Testpoint Shapes ボタンを押し、Define
Testpoint Shapes ダイアログ・ボックスから設定することができます。ダイア
ログ・ボックスには 3 つのタブがあり、使用するテストポイントに対し、パ
ッドの形状を設定します。
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4. 必要に応じて、テストポイントオプションから、テストポイントの配置グリ
ッドを設定します。
5. Routing Passes タブの、Add Testpoints パスをイネーブルにして下さい。

Protel99 のオートルータのしくみ
Protel99 のオートルータの特徴
最近 30 年間のオートルータの開発の歴史の中で、Protel99 のオートルータは最も
新しい世代に属するものです。Protel99 オートルータ以前は、オートルータの主な
目的は、(1)ボードの配線を 100%行う、(2)配線時間を短くする、という 2 点でした。
Protel99 オートルータも高速に 100%の結線を行うことを目的に開発されましたが、
仮に今日のデスクトップ EDA で使用できる最もパワフルで、速いオートルータで
はないとしても、Protel99 のオートルータには、"配線の品質"を向上させるという
3 番目の目的があります。
今まで基板設計技術者の多くは、オートルータによる配線はマニュアルの配線よ
りも、 ビアが多すぎる 、 極端な遠回りの配線 、 垂直方向のレイヤーに
対して、水平のセグメントが多い、またその逆 、 トラックが均一に配線され
ない 、 オートルータで配線された後の変更が困難 などから、配線の品質は
悪いと考えており、それらの多くのは、X -Y 直行配線に対する斜め配線に関する
ものです。熟練した設計者は斜め配線を用います。一方、オートルータは、X -Y
直行形式で配線するのが普通です。斜め配線は外観が美しいだけでなく、X -Y 形
式で配線されたものよりも多くのトラック･セグメントを限られた領域内に配置で
きます。従って、一般に、難しい高密度の基板の場合は、斜め配線の方が優れて
います。
要約すると、Protel99 オートルータには 100%自動配線、配線のスピード、配線の
品質(熟練した基板設計者なみ)の 3 つの目的があり、これらの目的を達成するため
に、オートルータは従来の技術だけでなく、数々の新しい技術が使われています。
新しい技術は、ニューラル･ネットやニューラル･コスト、ニューラル･シェイプの
ニューラル･ユーティリティで構成されます。また、Prote99 のオートルータの目的
を支援するために、従来からの配線アルゴリズムも大幅に拡張されています。
ニューラル･ユーティリティはいわゆる情報を、"コスト"として配線アルゴリズム
に与え、スピードや結線率の向上、そして最も重要な配線の高品質化を実現して
います。
ニューラル・ネットとは？
ニューラル・ネットとは？
ニューラル･ネットとは人工知能技術の一つで、Protel99 のオートルータは、ニュ
ーラル･ネットを配線知能として利用しており、初めて EDA アプリケーションの
中に人工知能を用いた CAD ソフトの一つです。
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ニューラル･ネットがソリュージョンを作り出すためには、ソリュージョンとなる
データに近い、いくつかのデータ群で構成される入力データが必要になります。
ニューラル・ネットは、"ニューラル・ネット・トレーニング"によって過去のデー
タを"学習"します。
ニューラル･ネットの学習とは、熟練した設計技術者によってマニュアル配線され
た多くの配線済みのボードを与えることです。これらのボードには、今日の実装
技術に対応した密度やサイズの片面基板、両面基板、多層基板、また、パッケー
ジングとして DIP、SMT、PGA、BGA などが含まれます。
Protel99 のオートルータの学習に使用されるボードは、すべて高品質の配線が施さ
れています。すなわち、ダイアゴナル形式の配線、レイヤー毎の方向の指定、最
少のビア数、最小のワンダリング、バス構造などです。これらは、ニューラル･ネ
ットによって習得され、そしてニューラル･コストが形成されます。
ニューラル・ネットの 学習 では、 ベスト なニューラル・コストを予測す
るために、さまざまなトレーニング・ボードから物理的な特徴の基本的な関連性
を学習します。
ニューラル・コストとは？
ニューラル・コストとは？
オートルータはすべて配線アルゴリズムの知識の元として コスト と呼ばれる
機能を使用しています。オートルータに与えられた仕事を実行する上でどのくら
い簡単(安く)か、又は難しい(高い)かが、 コスト によって決定されます。例と
して、ビアを使って説明します。1〜100 のスケールで、ビアのコストが１であれ
ば、ビアを設定することは非常に簡単であることになります。そして他のコスト
が存在しない場合、非常に多くのビアのあるボードになります。その一方で、ビ
アのコストが 100 の場合、非常に制限され、ビアが必要な部分でさえ設定が制限さ
れることになります。
今日のオートルータは Via や Right Way -Wrong Way、Squeeze、Meander、Wander
など標準的なコストを使用します。これらのコストは、 静的 な状態で適用さ
れるための最適なコストではありません。 静的 なコストには、その他の好ま
しくない状況もあります。配線作業が進み接続がトラックに変換されるときに、
基板密度は変化し続けます。静的コストは配線作業が進む間変化せず、代わりに
最初のコストを保持しています。
Protel99 のオートルータは、 コスト の値をかなり違う形式でアドレスします。
まず、 コスト は、配線作業の間のいろいろな所で利用されます。それらの中
でいくつかはオートルータの標準コストで、その他がどのように使用されるかは、
Protel99 のオートルータの特許になっています。
ニューラル･コストは、配線時に変動し、定数ではありません。これらには、ある
値がスタート時に割り付けられていますが、接続がトラックに変換されるときの
ボードの密度に応じて値が調整されます。
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最も重要なニューラル･コストは配線を行う際のコネクションの順序になります。
今までのオートルータは、コネクションが最も短いものから長いものへ、もしく
は反対に最も長いものから短いものへという単純な要素で配線の順序が決められ
おり、現在でもコネクションの長さの違いは主要な要素となっています。Protel99
のオートルータはボード全体で変動する複雑なシーケンス･コストを使用し、ボー
ドの配線を行います。配線に対しては、優先されるネット、配線パターン、バス、
トラック幅、密度もしくは ホットスポット が考慮されます。熟練したボード
設計者であれば、ボード全体の配線が成功するかの判断として、 ホットスポッ
ト の配線がポイントになることは理解できると思います。そのため初めに ホ
ットスポット の配線を行い、配線が不可能であればボード全体を配線すること
も不可能であるといえます。Protel99 のオートルータでは配線の順序付けの重要な
要素として ホットスポット を考慮しています。
ニューラル・シェイプとは？
ニューラル・シェイプとは？
シェイプやシェイプに基づく配線とは、今日のオートルータではグリッドに基づ
いた配線と置き換えられます。従来のシェイプは、配線スピードや配線の自由度
に大きく貢献していましたが、配線の品質については悪い影響を与えていました。
ニューラル･シェイプの考え方は、"配線の品質"に貢献するというものです。特に、
ニューラル･シェイプは、多角形で構成されます。これにより、従来のオートルー
タにあるようにレイヤー毎に配線方向(Horizontal, Vertical, 45° up, 45° down, 1 o'clock,
2 o'clock, 4 o'clock and 5 o'clock) を選択できる機能に加えて、熟練設計者が不満に思
っていた品質も改善することができました。
配線アルゴリズム
従来からの配線アルゴリズムは、Protel99 のオートルータにおいても使用されてい
ます。
特に、このオートルータで使われているアルゴリズムを示すと、ヒューリスティ
ック・ルータ、ツー・レイヤー・パワー・アンド・グランド・ルータ、メモリ・
ルータ、ディスパージョン・アルゴリズム、ファンアウト・アルゴリズム、パタ
ーン・ルータ、プッシュ・アンド・シャブ配線アルゴリズム、リップアップ・ル
ゴリズムです。これらのアルゴリズムは、ニューラル・コストと、配線されたボ
ードの接続性によってコントロールされます。
これらのアルゴリズムは、ニューラル配線に適合するように変更が加えられてい
ます。
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レイヤーに与える配線の 傾き
多層基板でレイヤー毎に、ある特定の角度で配線することは、実際に熟練した基
板設計者が行う配線方法です。しかし、以前は、このような方法でのオートルー
ティングは不可能でした。
これは、配線を行う際に、レイヤーに対し
ラックはこの傾きに沿って配置されます。

傾き

を与えるということです。ト

レイヤー毎に一定の角度 で配線することによって、(1)トラックの長さが X -Y
方向に沿ったトラックよりも短くできる、(2)ビアの数を少なくできる、というこ
とです。トラックの長さを短くできると、部品の配置の自由度が大きくなります。
更に、高速論理回路のオートルーティングに対しては、コネクション当たりのビ
アの数を考慮することも重要です。
高速論理回路以外の回路(高速論理回路も同様)においても レイヤー毎に一定の角
度 の配線によって、100％の結線ができる可能性が高くなります。
レイヤー毎にどの角度で配線するかを決定するのは、設計者の考え方で行われま
す。従って必要であれば、従来の水平／垂直だけで配線することもできます。オ
ートルーティング中に、シーケンサはそれぞれのレイヤーの角度に最も近い角度
のコネクションを選び出し配線します。
基本的な動きは、45 度の斜めのセグメントに直交セグメントを加えて選択された
方向に合うようにしています。
コンテンション（競合）
コンテンション（競合）・ルーティング
（競合）・ルーティング
競合 という言葉はオートルーティングでは目新しい言葉ですが、その重要性
について説明します。Protel99 のオートルータの全ての配線アルゴリズムは、競合
ルータと呼ばれるものです。これは、アルゴリズムが、他のトラックやビアとの
間隔が十分確保されていな位置にトラックやビアを配置することを許可しており、
このような既存のトラックやビア、パッドとオートルータがトラックを配線しよ
うとする位置との間の競合がスペース違反です。
競合は、 トラックが他のネットのトラックと交差、またはトラック上に配置さ
れている 、 トラックと既存のビアやパッドとのスペース違反 、 ビアと既
存のビア、パッド、トラックとのスペース違反 のような場合に起こります。
競合が発生した場合、細いラインによる円が競合の発生した場所に、競合がクリ
アされるまで表示されます。後に続くルータパスが競合が発生した場所のトラッ
クの配置を変えたり、各種の操作によって、この競合を取り除こうとします。競
合を取り除くためにトラックの位置を変えたり再配線するだけのスペースがない
場合、競合はデータベースにそのまま残され、ホスト CAD に戻されます。
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競合の数は画面下のステータス・ラインに表示されます。画面上の黄色の円(競合)
の数とステータス・ラインに表示された数が違うことが時々あります。これは、
配線されたコネクションについては、すぐに更新されますが、ステータス・ライ
ンはルーティングパスが終了するまで更新されないからです。
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PCB デザインの検証
デザインの検証は、デザインが正しく作成されているかを確認するプロセスです。
それは基板設計過程では基本であり、不可欠な部分です。検証プロセスによって、
"ボードが回路図と論理的に適合しているか"、"ボードが物理的に機能するか"さら
に"トラックやパッド、ビアのような電気的オブジェクトはクリアランス違反が無
いか"などを確認しなければなりません。
PCB エディタには、デザインがデザイン･ルールで指定された条件に適合している
かを確認するための機能として、デザインルールチェック機能があります。クリ
アランス･エラーのような配線違反や未配線のネット、トラック幅のエラー、トラ
ックの長さに対するエラー、さらに製造に影響するような状態もテストします。
設計の効率を上げるために、PCB エディタにはオンライン DRC 機能があり、配線
中のコパー･クリアランス違反をテストします。違反箇所は、原因となるオブジェ
クトを移動することによって違反をクリアして下さい。
♦ デザインが正しく完成したかを確認するためには、 何についてテストが
行われるか の参照内容が必要になります。PCB エディタでは Design Rule ダイ
アログ･ボックスで定義されるデザイン･ルールを参照し、テストを行います。
デザインルールについては、デザインルールについての章を参照して下さい。

デザインルール・チェッカーとは？
デザインルール・チェッカーとは？
デザイン･ルール･チェック（DRC）はデザインの論理的および物理的、いずれも
完全にチェックする強力な自動機能です。この機能は クリアランス･ルールのチ
ェック などのデザイン･ルールに違反がないかを確認するために、ボードの配線
が行なわれるごとに使用されます。PCB エディタではいつでもレイアウトの変更
ができるため、常に最終的なアートワークを作成する前にデザイン･ルール･チェ
ックを実行することが特に重要です。

オンライン DRC
オンライン･デザイン･ルール･チェック機能をイネーブルにするには、Preferences
ダイアログの Option タブのチェックボックスをオンにしてください。この機能が
イネーブルの時、マニュアル配線等の作業中に発生した違反はすぐにハイライト
表示されます。オンライン DRC では、Design Rule Checking ダイアログの On-line
タブでイネーブルの項目がテストされます(Tools » Design Rule Check を選択してくだ
さい)。
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♦ ルールが定義されていない場合、チェック項目はグレーで表示され、チ
ェックすることができません。もし、テストしたい項目がグレーで表示され
ている場合は、 Design » Rules を選択し、デザインルールを定義してくださ
い。
ポリゴンやパワープレーンを使用し配線されたラージネット(たくさんのノードを
持つネット)がデザインに含まれ、それらのネットに関係する編集を行った場合、
コネクションのアナライジングに長い時間が必要になります。このアナライジン
グの機能はネットを"ｈｉｄｅ"にすることによって無効にすることができます。
View » Connections » Hide Net を選択し、任意のネット上をクリックしてください。

バッチ・モードによるデザインルールチェック
バッチ・モードによるデザインルールチェック
メニューを選択すると、Design Rule Checking ダイアログ・
ボックスが表示されます。

Tools » Design Rule Check

デザイン･ルール･チェックはアートワークを作成する前に必ず行ってください。

バッチ DRC には以下の機能があります。
Rules

テストしたいルールの項目をイネーブルにしてください。各ルールの詳細はデザ
イン･ルールの章を参照してください。
Create Violations

この機能がイネーブルの場合、現在設定された DRC Error カラーでクリアランスや
パラレルセグメントに関するエラーがハイライト表示されます。
♦ パネルのブラウジングの設定を Violations にすると、現在のエラー箇所を
一覧することができ、エラー箇所へ簡単に移動することができます。
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Sub-Net Details

このオプションは Unrouted Net Rule と関連しており、サブネットの詳細が必要な
場合、このオプションをイネーブルにして下さい。
♦ Unrouted Net Rule は全てのコネクションの配線が完了した場合にイネーブ
ルにしてください。コネクション・ラインは実際は未結線です。
Stop When Found XX Violations

エラーの数がここで設定された数に到達するとデザインのテストを停止します。
Create Report File

Create Report File オプションをオンにすると自動的に DRC レポート･ファイルが作
成され、Text エディタからオープンします。

バッチ DRC の実行
バッチ DRC をスタートするには、Design Rule Checking ダイアログの設定終了後、
Run DRC ボタンをクリックしてください。DRC が終了すると、レポートファイル
が、Text エディタにオープンされます。

DRC レポート
DRC レポートには、Choose Rule Set to Check ダイアログ･ボックスで指定された項
目のテスト結果が記録されます。(提示されていないルールはテストされません)そ
れぞれの違反には、参照する情報の詳細が記録され、それらの情報には、レイヤ
ー、ネット名、コンポーネント･デジグネータとパッド番号、オブジェクトの位置
が含まれます。クリアランスやトラックの長さ、およびトラック幅のエラーの場
合、現在の DRC カラーでオブジェクトの輪郭がハイライト表示されます。

DRC を実行する際のヒント
DRC レポートは PCB エディタになれていないユーザーにとっては扱いにくく感じ
られるかもしれないのですが、使い方にはいくつかのコツがあります。例えば１
つの方法としてレポートされるバイオレーションの数を少ない値に設定すること
です。Design Rule Checking ダイアログの Stop when found 機能を 10 程度の値にして
ください。また DRC によってテストされる項目を少なくし、いくつかの段階に分
けて実行することも DRC を効率よく使うためのコツといえるでしょう。経験を積
んでくると状況に応じていろいろなデザインルールのテストができるようになり
ます。
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レポートと PCB 間のクロスプローブ
クロス･プローブは、PCB ファイルとレポートファイルの間で作業するために使用
できます。2 つのドキュメント･ファイルを並べて表示し、レポート･ファイルの希
望する参照箇所を選択して、テキスト･エディタ･ツールバーの Cross Probe ボタン
を押してください。コンポーネント･デジグネータやピン、XY ロケーション、文
字列を参照箇所として使用できます。クロス･プローブされたオブジェクトは PCB
ウィンドウの中央に表示されるように画面が切り替わります
ジャンプ機能によるオブジェクトへの移動
Jump ショートカットを使用してコンポーネントやパッド、ネット、エラー･マーカ
ー、指定された位置にすばやく移動できます。Jump メニューはショートカット･キ
ー J を押すと表示されます。
ブラウズ・モードによるバイオレーションの確認
ブラウズ・モードによるバイオレーションの確認
パネルのブラウズモードを Violations に切り替えることによって、PCB 上の違反箇
所のリストを表示することができます。Details ボタンをクリックすると Violation
Details ダイアログが表示され、ルールやプリミティブなどの違反箇所の詳細を確
認できます。
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Tracking Down Broken Nets
壊れたネット(Broken Net)は事実上"未接続"で、2 つの壊れたサブネットは 1 箇所の
未接続を表し、3 つの壊れたサブネットは 2 箇所の未接続を表します。未接続の箇
所は以下の手順で探しだすことができます。
1. PCB エディタパネルのブラウズモードを Violations にしてください。
2. Jump ボタンをクリックし、ネット全体を確認できるズームレベルに変え、
Hilight ボタンを使ってネットを フラッシュ させます。
3. ネットを識別するために、Edit » Select » Net (ショートカット：S、N)を選択し、
ネットをクリックします。
4. サブネットを識別するには、Edit » Select » Connected Copper (ショートカット：
S、P)を選択し、ネットのオブジェクトをクリックしてください。
はサブネットがハイライト表示されるのに対し、Select »
はネット全体がハイライトされます。この違いを利用し、ネットの未接続の位
置を探し出すことができます。このテクニックをうまく利用するには、Preferences
ダイアログの Extend Selection をオフにしておく必要があります。
Select » Connected Copper
Net

ネット上のエクストラピンの確認
レポートにおいて、壊れたネットの中にたくさんのサブネットが含まれ、1 つめの
ネットに含まれるはずのピンが別のネット上にエクストラピンとしてレポートさ
れた場合、これらの 2 つのネットはショートしている可能性があります。このよう
なケースは、Short-Circuit Rule をチェックすることによってショートしている箇所
をレポートすることができます。

シグナル・インテグリティのチェック
シグナル・インテグリティのチェック
PCB デザインは、クロックやデバイスのスイッチング・スピードの高速化、また
はデザインの高密度化に伴い、より精巧になり、デザインの信頼性を高める上で、
製造を行う前段階での、シグナル・インテグリティ・アナライズの重要性が高ま
っています。
Protel99 には高性能のシグナル・インテグリティ・シミュレータが組み込まれてお
り、PCB レイアウトの解析と、デザインパラメータの作用をチェックします。テ
ストされる内容には、オーバーシュート、アンダーシュート、インピーダンスな
どがあります。
シグナル・インテグリティ・シミュレータは、トレースの特性インピーダンスや、
トランスミッションライン・カリキュレータで計算された値、I/O バッファ・マク
ロ・モデル情報をシミュレーションのためのインプットとして使用します。これ
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までにも実績のあるアルゴリズムがベースとなる、ファースト・リフレクション
やクロストーク・シミュレータによって、より正確なシミュレートを実行します。
必要なデザインルールを設定後、ボードが正確に動作するかを確認するために、
PCB からリフレクション、もしくはクロストークの解析を実行することができま
す。
♦ デザインにパワープレーンが含まれていない場合、解析は実行されます
が、正確な結果を出力することができません。
シグナル・インテグリティ
シグナル・インテグリティ・デザインルールの設定
・インテグリティ・デザインルールの設定
シグナル・インテグリティ・シミュレータのデザイン
ルールを設定するには、Design » Rules メニューを選択
し 、 Design Rule ダ イ ア ロ グ ・ ボ ッ ク ス の 、 Signal
Integrity タブをクリックして下さい。各ルールには、
テストされるルールの説明があります。

♦ シグナル・イン
テグリティ・アナラ
イズを実行するため
に は 、 必 ず 、 Layer
Stuck ルールを定義し
て下さい。

シグナル・インテグリティ・デザインルールの設定完
了後、メニューから、Tools » Design Rule Check を選択し、Design Rule Checking ダイ
アログ・ボックスを表示して下さい。このダイアログ・ボックスの中央の、Signal
Integrity ボタンをクリックし、チェックするシグナル・インテグリティ・デザイン
ルールをイネーブルにして下さい。
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シグナル・インテグリティ
シグナル・インテグリティ・チェックの実行
・インテグリティ・チェックの実行
テストするシグナル・インテグリティ・ルールがあり、シグナル・インテグリテ
ィ・シミュレータを起動する場合には、Design Rule Checking ダイアログ・ボック
スの Run DRC ボタンをクリックして下さい。画面に解析の進行状況を示すステー
タス・ボックスが表示されます。
解析が終了すると、違反箇所が PCB エディタ・パネルに表示されます。違反箇所
については、Details ボタンをクリックすると、ネット名や実際の値などの詳細を
調べることができます（図はオーバーシュートの例）。

パネルのブラウズ・モードを violations にセットして下さい。

♦ DRC テストでは、各ネットの全てのアウトプットピンからシミュレー
トされ、ワースト・ケースが使用されます。
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反射、クロストーク解析の実行
シグナル・インテグリティ・チェックによって検出されたエラー箇所は、反射ま
たはクロストーク解析によって検証することができます。解析を行うには、Tools »
Signal Integrity を選択して下さい。メニュー選択後、ボードが解析され、Protel
Signal Integrity Analyzer ダイアログ・ボックスが表示されます。

2

3

1

反射、およびクロストークの解析は、Protel Signal Integrity Analyzer で実行されます。

Protel Signal Integrity Analyzer が表示されると、ダイアログ・ボックスの左側に、
デザインに含まれる全てのネットが表示されます。ネットを解析するには:（図の
手順を参考にして下さい）
1. ネットの選択して下さい。
反射の解析を行なう場合、多くのネットを選択すると、解析に時間がかかり
波形表示も見にくくなりますので、必要最小限のネットの選択するようにし
て下さい
2. ツールバーの Take Over Selected Nets

ボタンをクリックして下さい。

選択したネットは Simulation 項目の上の部分に表示され、それぞれのネット
に含まれるノードは下の部分に表示されます。ネットに、ネットをドライブ
するピン(双方向ピン)が複数含まれる場合、 リストの最初のピンによってド
ライブしている と仮定されます。ノードの方向を変更するには、任意のノ
ードを選択後、 In <-> Out ボタンをクリックして下さい。
3.
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ボタンをクリックすると、反射の解析を実行します。
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クロストーク解析を実行するには、リストから少なくとも 2 つ以上のネットを選択
し、 aggressor または、 victim を指定して下さい。 aggressor は電圧が印
加され電界を発生するネットで、 victim はクロストークを受け取るネットです。
設定完了後、 Crosstalk Simulation ボタンを押し、解析を行ないます。
波形の分析

WaveAnalyzer で反射やクロストーク解析の結果を表示します。

Reflection Simulation ボタンを押すと、ネットが解析され、Protel WaveAnalyzer
に解析結果の波形が表示されます。Protel WaveAnalyzer では、波形に対して様々な
測定をダイレクトに行なう事が出来ます。波形の右に表示されているリストから
ノードを選択し、Analyze メニューからオプションを選択して下さい。
♦ 反射の解析に使用される Out ノードが、ワーストケース・ノードでは
ないため、波形がデザインルールチェックの結果と一致しない場合がありま
す。(例えば、DRC でオーバーシュート電圧を 1.2V と設定しても、波形は最
小のリンギングである)
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解析前のネット・スクリーニングの実行
解析前のネット・スクリーニングの実行
シグナル・インテグリティ・アナライザでは、反射およびクロストークの
解析だけでなく、ネット・スクリーニングを実行することによって、オー
バシュート、遅延、インピーダンスなどを、検証することができます。ネ
ット・スクリーニングは、スプレッドシート形式のテーブルを生成するこ
とにより、問題が発生しているネットを迅速に発見する事ができます。ネ
ット・スクリーニングを実行するには、 Take Over によって必要なネッ
トを選択し、 Net Screening ボタンを押して下さい。
♦ シグナル・インテグリティ・シミュレータの詳細については、オンライ
ンヘルプや Readme.txt ファイルを参照して下さい。

各種のレポート
PCB エディタでは、各種のレポートを出力することができます。
Selected Pins
現在セレクションされているピンを、Selected Pins ダイアログ･ボックスにリスト
アップすることができます。これはネットのコネクションを確認する際に有効で
す。表示されるピンのリストを絞り込む場合には、Mask を使用して下さい。レポ
ートファイルを作成する場合には、OK ボタンをクリックして下さい。
Board Information
General Tab

このタブには、デザインに使用されているプリミティブの種類別の数量、ボード
の寸法(ワークスペース内の最も離れたプリミティブの距離が基になります）、パ
ッドの総数、ビア、ボード上の DRC エラーの数があります。
Components Tab

トップ･レイヤーとボトム･レイヤーに配置されているすべてのコンポーネントの
一覧です。
Nets Tab

現在、ロードされているネットの一覧です。
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Pwr / Gnd

Pwr/Gnd ボタンを押すと、Internal Plane Information ダイアログ･ボックスが表示さ
れます。各タブには、そのプレーンに接続されるネットが一覧表示されます。ネ
ットを選択すると、このプレーンに接続されるネットのピンが表示されます。
Netlist Status
このレポートは各ネットの配線に使用されたレイヤーやネットの長さをレポート
します。
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アートワーク・フ
アートワーク・ファイルの出力
・ファイルの出力
PCB レイアウトを完成させることは、PCB の製造･組立てまでの段階の最初の部分
にすぎません。設計と完成した基板とを関連付けるものは、Protel99 の PCB エディ
タに組み込まれたプロット／プリントやガーバー、NC ドリル機能によって作成さ
れるアートワークです。システムには、設計過程においてデザインを確認するた
めの、いろいろな"ハード･コピー"をサポートする機能が組み込まれており、コン
ピュータに直接プリンタが接続されている場合でもガーバー・ファイルを製造者
へモデムで送信する場合においてもその機能を使うことができます。

アートワークの種類について
通常、インパクトプリンタやレーザープリンタなどのプリンタ出力は、チェック･
プリントに適しています。これらのプリントにより出力ファイルの確認ができま
すが、最終的なアートワークにこれらが使用されることはありません。レーザー･
プリンタの解像度の改良とともに、多少質が落ちるとしてもユーザーの中には、
簡単な試作基板の作成にはプリンタ出力が適していると考える人もいます。プリ
ント出力自体の直線的な歪みはレイヤーの重ね合わせや、ホール／ピンの位置決
めに問題が発生します。
通常、基板製造メーカが必要とする高品質のアートワークは、高解像度のデバイ
スから出力する必要があり、これまでは、ペンプロッタやフォトプロッタの使用
を意味していました。PCB エディタでは、Windows から出力可能な全てのデバイ
スをサポートしており、また、PCB エディタに組み込まれた、HP-GL や DM-PL に
ダイレクトに出力可能なオプションや、ガーバー・スタンダード・プロッタをサ
ポートしています。
ポストスクリプト
高解像度ポストスクリプト イメージセッタ が、グラフィックアートや写植の
業界で一般的に使用されています。このデバイスは、2540dpi(インチあたりのドッ
ト数)でポジフィルムを作成することができ、ガーバープロットの代用として使用
することができます。
ただし、このデバイスを PCB アートワークに使用する場合、制限があることに注
意してください。特に大きなエリアでは、位置や直線性の精度が低く、フィルム
サイズにも制限があります。
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フォトプロット
ガーバーフォーマットフォトプロッティングは、高解像度による品質の高いアー
トワークを作成することができるため、一般的に基板製作を行う方法として用い
られています。デザインの総面積が大きい場合や、精密さが要求される場合はフ
ォトプロットが必要になります。

プリント基板製造を依頼する場合の注意
設計の始めるにあたり、基板の製造技術や製造方法の両面から、出力デバイスに
関する注意事項を把握しておかなければなりません。
基板製造メーカーやプロットサービス業者に依頼してアートワークを作成する場
合には、事前に出力に関する仕様の打ち合わせを行うことが必要です。例えば、
量産時の"パネライズ（面付け）"のように、場合によっては業者の要求する仕様に
応じてファイルやアートワークを提出しなければならないケースもあります。
このためには、作画の際に使用するフォトプロッタのフィルムサイズやクリアラ
ンスなどの仕様、また製造時の許容差についても考慮する必要があります。これ
は NC ドリルについても同様です。
ケースによっては、基板業者ではパネライズ(面付け)されたガーバーデータよりも、
"そのまま"のデータの方が作業を直接おこなう事ができるので好まれます。これら
の、必要条件を把握することによって、全体の設計のプロセスをスムーズに進め
ることができます。

プリント／プロットレイヤー
プリントやペン･プロット、ガーバープロット可能なレイヤーは次の通りです。
ソルダー・マスク
ソルダー・マスク (Top and Bottom)

これらのマスクは、デザインのパッドやビアとマッチします。マスク･レイヤーは
自動的にパッドに基づいて作成されます。これらのマスクを大きくすることは、
製造誤差を扱うために必要で、Solder Mask Expansion デザイン･ルールで指定され
ます。特定のパッドに異なる要求がある場合、複数のルールを追加することがで
きます。SolderMask Expansion ルールの詳細は、デザインルールについての章を参
照して下さい。
ペースト・マスク
ペースト・マスク (Top and Bottom)

ペースト･マスクはソルダーマスクに似ていますが、このマスクは、"ホット･リフ
ロー"技術によって SMD コンポーネントを実装する時に、ソルダー･ペースト･ス
クリーンを作成するために使用されます。ソルダーマスクと同様に、ペースト･マ
スクも反転してプロットされます。これらのマスクは、Paste Mask Expansion デザ

679

PCB デザイン

イン･ルールを使用して、各パッドでの拡大と縮小を定義することができます。特
定のパッドに異なる要求がある場合、複数のルールを追加することができます。
Paste MaskExpansion ルールの詳細は、デザインルールについての章を参照して下
さい。
ドリル・ガイド
ドリル・ガイド

各穴あけ部分に小さいクロスが表示され、穴あけの視覚的なターゲットが表示さ
れます。Setup Output Option ダイアログ・ボックスの Plot タブでクロスのサイズを
指定して下さい。（Setup Printer の Layers ボタン）
ドリル・ドローイング
ドリル・ドローイング

Drill Drawing レイヤーに各ドリル部分のマーカーが配置されます。このマーカーに
は、アルファベット文字や穴のサイズを表わす文字列、グラフィカル･シンボルを
使用することができます。ドリルの穴数や種類を出力する場合に、このレイヤー
に.LEGEND を追加して下さい。グラフィックシンボルには、16 種類のシンボルが
用意されています。
トップ・レイヤー
トップ・レイヤー

これは、"部品搭載側"のシグナル・レイヤーです。トラックやアーク、フィル、ス
トリング、トップレイヤーパッドなど、このレイヤーに配置されるオブジェクト
に加え、マルチ・レイヤー・パッドとビアが出力されます。
ミドル・レイヤー
ミドル・レイヤー (1–14)

PCB エディタでは、14 層のミッド･レイヤーが使用できます。これらのレイヤーに
配置されたプリミティブはすべて出力され、同時にマルチ･レイヤー･パッドとビ
アも出力されます。
ボトム・レイヤー
ボトム・レイヤー

PCB の"半田面"ともいわれます。また、コンポーネントもこのレイヤーに配置する
ことができます。トラックやアーク、フィル、ストリング、ボトム･レイヤー･パ
ッドなど、このレイヤーに配置されるオブジェクトに加え、マルチ・レイヤー・
パッドとビアが出力されます。
トップ・オーバーレイ、ボトム
トップ・オーバーレイ、ボトム・オーバーレイ
・オーバーレイ、ボトム・オーバーレイ

シルクスクリーン･レイヤーとも呼ばれ、通常、コンポーネントのアウトラインや、
デジグネータ、コメントなどが出力されます。
インターナル・パワー
インターナル・パワー・プレーン
・パワー・プレーン

これらの特別な内部レイヤーは、製造された基板では大部分が銅箔面であり、ネ
ガイメージで出力されます。銅箔面に空白(銅箔の無い部分)を作成したい場合は、
このレイヤーにフィル、トラックまたアークを配置します。多くの製造業者は、

680

アートワーク・ファ
アートワーク・ファイルの出力
・ファイルの出力

基板周辺部分から銅箔がはみ出ないように基板の周囲にトラックを配置すること
を推奨しています。
メカニカル・レイヤー
メカニカル・レイヤー 1–4

これらのレイヤーは、製造や組立図などを作成するために使用され、寸法やトリ
ム･マーク、基準マーク、穴指示、組立て指示、その他基板の機械的仕様を示しま
す。メカニカル・レイヤーの内容は、出力時に他のレイヤーに追加することがで
きます。
パッド・マスター
パッド・マスター

これらのレイヤーはトップ／ボトムのパッドを出力する場合に使用されます。
ミドル・
ミドル・レイヤー・パッド
レイヤー・パッド

Setup Output Option ダイアログ・ボックスの Layer タブの、Include Unconnected オ
プションをディスエーブルにすることによって、ミドルレイヤーに接続されない
マルチ･レイヤー･パッドを出力から削除することができます。
キープ・アウト
キープ・アウト・レイヤー
・アウト・レイヤー

キープ・アウト・レイヤーの内容が出力されます。

出力の設定
PCB エディタから出力を作成するには、3 種類の方法があります。１つはガーバ
ー・ファイルの生成です。この場合、PCB 情報はガーバー・ファイル・ファイル
に変換され、これらのファイルからフォトプロット業者はフォトツール１式を作
成できます。2 つめは、HP-GL、DM-PL 言語をサポートする Protel のプロッタ・ド
ライバーを介し出力する方法です。3 つめは、Windows のドライバーによる出力で、
Windows で利用可能な多くのデバイスに出力することができます。
出力形式の選択、および設定を行う
には、File » Setup Printer を選択しま
す。Printer Setup ダイアログが表示
され、現在使用可能なドライバーの
一覧が表示されます。また、他の出
力デバイスを追加したい場合には、
Windows の設定によって、プリンタ
やプロッタを追加してください。
Windows のドライバーの追加や設定
については、Windows のガイドブッ
クを参照して下さい。
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Protel 99 の PCB エディタには Windows ドライバーとは別に Protel プロッタ・ドラ
イバーが組み込まれており、指定したポートへプロット・データを送ることがで
きます。これらは一般的な HP-GL/DM-PL プロッタ・ドライバーで Windows ベク
ター・プロッタ・ドライバーが入手できない場合に使用することを目的としてい
ます。このドライバーは、PCB エディタに組み込まれていますが、現在ではほと
んどの出力デバイスに Windows のドライバーが添付されており、これらのドライ
バーを使うことによってネットワークなどへの出力が可能になります。Windows
プロッタドライバーについては販売店やプロッタメーカーにお問い合わせくださ
い。
ドライバーがインストールされると現在使用可能な出力デバイスリストへ追加さ
れ、 Final と Composite 出力が可能になります。
ファイナル出力ドライバ
ファイナル・アウトプット・オプションは、出力がイネーブルのレイヤーごとに
印刷します。必要に応じて、それぞれのレイヤーを１枚のシート上にパネライズ
することができます。このオプションは ファイナルアートワーク 作成時に使
用されます。
コンポジット出力ドライバ
コンポジットアウトプットオプションは出力がイネーブルの全てのレイヤーを印
刷します。これにより、必要なレイヤーを重ねたボードのイメージを出力でき、
チェック･プロット に使用することができます。プリンタの能力により、各レ
イヤーを異なる色やグレー･スケールで印刷することができます。
Layers ボタン
Setup Printer ダイアログ･ボックスの Layer ボタン押すと表示されるダイアログ・ボ
ックスは、選択された出力の種類が、ガーバー、ファイナル、コンポジットによ
って異なります。
ガーバーとファイナル出力

Layer ボタンを押すと、Setup Output Option ダイアログ・ボックスが表示されます。
このダイアログ・ボックスには次のような 3 つのタブがあります。
Layers

出力したいレイヤーを設定します。レイヤーの中でメカニカル･レイヤーは他
のレイヤーと合成して出力することができます。
Drill Plots

このタブでは、ドリル・ドローイング・レイヤーとドリル・ガイド・レイヤ
ーの設定を行います。また、ドリル・ドローイング・シンボルの設定もここ
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で行うことができます。スペシャルストリング.LEGEND をドリル・ドローイ
ング・レイヤーに配置することによって、穴サイズや穴数のテーブルを出力
することができます。
Mirroring

レイヤー･ミラーリングはレイヤーのボトムサイドを水平軸に沿って裏返しま
す。そのため、製造業者がレイヤーのレジストを落とす場合、エマルジョン
サイドを下にすることができます。
コンポジット出力

Layer ボタンを押すと、Setup Composite Printer Layer ダイアログボックスが表示さ
れます。各レイヤーには、出力のオン／オフを行うチェックボックスと"カラー"ボ
ックスがあります。この"カラー"ボックスにより、レイヤーに割り当てられた色や
グレイスケールが表示されます。ただし、出力結果はデバイスの性能に依存され
ます。このボックスをクリックし、レイヤーに割り当てられた色やグレイスケー
ルを変更してください。
Options ボタン
Setup Printer ダイアログボックスの Option ボタンは、選択された出力の種類によっ
て表示されるダイアログ・ボックスの内容が異なります。
Final

Final の出力デバイスをダブルクリックすると、Final Artwork ...ダイアログ・ボック
スが表示されます。
Scale

出力するデータのスケールを任意で設定することができ、また用紙サイズに
あわせて出力することも可能です。Fit Layer On Page オプションがイネーブル
の場合、縦横の比率を変えることなく用紙サイズに合わせて、拡大/縮小され
ます。
♦ Fit Layer On Page オプションを使用する場合、プリンタ設定のダイア
ログボックスの縦/横の設定が、PCB の形に合っているかどうか確認して
ください。
X and Y Correction は X と Y の補正係数によってプリンタ固有のエラー補正の
ために与えられます。これらはプリンタに送る座標値を補正するもので、X
は水平の値、Y は垂直の値になります。補正値は、寸法の分かっているトラ
ックセグメントをできるだけ大きくプリント又はプロットし、その結果を計
測し、計算した値を、X、Y のコレクション値として、両方向のエラーを補正
して下さい。
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Options

各レイヤーを別々のページに、又は紙やフィルムを節約するためにパネライ
ズして同じページに印刷することができます。Show Holes オプションは、パ
ッドやビアの穴を印刷します。Show Hole オプションは、ラスタータイプのプ
リンタで動作し、一般的にはベクタータイプのプリンターでは動作しません。
これは、渡されたデータが Windows のドライバーを通して処理されるためで
す。
Setup

Setup ボタンを押すと、プリンタ設定のダイアログ・ボックスが表示されます。
このダイアログ・ボックスは、プリンタドライバーと各プリンタによりオプ
ションは異なります。
♦ プリンタ設定ダイアログ・ボックスのスケール精度は±1％と大き
いため、このダイアログ・ボックスから PCB アートワークのスケール
設定は行わないで下さい。出力のスケール設定には、Final Artwork 又は
Composite Artwork ダイアログ・ボックスの Scale オプションを使用して
下さい。
Protel HPGL Plotter Final Driver

Final Artwork ダイアログには使用されるプロッタ言語やプロットデータの通
信のためのオプションが含まれます。
Serial ボタンによって Setup Serial Communications ダイアログが表示されます。
このドライバーはポートとダイレクトに通信を行います。使用するプロッタ
に合わせて通信パラメータを設定して下さい。
Pens ボタンによってプロット時のペンスピードやペンサイズの設定を行う
Plotter Pens Setup ダイアログが表示されます。
Use Software Arcs はプロットデータ内のアークコマンドに対応していないプ
ロッタを使用する場合のオプションです。プロッタがアークに対して誤った
結果を表した場合にはこのオプションをイネーブルにしてください。PCB エ
ディタではアークを細かい直線のデータに置き換えて出力します。
Composite

Composite の出力デバイスをダブルクリックすると、Composite Artwork...ダイアロ
グ・ボックスが表示されます。
Scale

出力するデータのスケールを任意で設定することができ、また用紙サイズに
あわせて出力することも可能です。Fit Layer On Page オプションがイネーブル
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の場合、縦横の比率を変えることなく用紙サイズに合わせて、拡大/縮小され
ます。
X and Y Correction は X と Y の補正係数によってプリンタ固有のエラー補正の
ために与えられます。これらはプリンタに送る座標値を補正するもので、X
は水平の値、Y は垂直の値になります。補正値は、寸法の分かっているトラ
ックセグメントをできるだけ大きくプリント又はプロットし、その結果を計
測し、計算した値を、X、Y のコレクション値として、両方向のエラーを補正
して下さい。
Primitives

各プリミティブを Final(塗り潰し)、または Draft(輪郭)で作画することができ、
Hidden にすることによってプリントしないようにすることができます。
Other Options

プリンタがカラーやグレースケールに対応している場合、Color/Gray を選択
してください。対応していない場合は Monochrome を選択してください。
Show Holes オプションは、パッドやビアの穴を印刷します。Show Hole オプ
ションは、ラスタータイプのプリンタで動作し、一般的にはベクタータイプ
のプリンターでは動作しません。これは、渡されたデータが Windows のドラ
イバーを通して処理されるためです。
Setup

Setup ボタンを押すと、プリンタ設定のダイアログ・ボックスが表示されます。
このダイアログ・ボックスは、プリンタドライバーと各プリンタによりオプ
ションは異なります。
♦ プリンタ設定ダイアログ・ボックスのスケール精度は±1％と大
きいため、このダイアログ・ボックスから PCB アートワークのスケ
ー ル 設 定 は 行 わ な い で 下 さ い 。 出 力 の ス ケ ー ル 設 定 に は 、 Final
Artwork 又は Composite Artwork ダイアログ・ボックスの Scale オプシ
ョンを使用して下さい。
Protel HPGL Plotter Composite Driver

Composite Pen Plot ダイアログには使用されるプロッタ言語やプロットデータ
の通信のためのオプションが含まれます。
Serial ボタンによって Setup Serial Communications ダイアログが表示されます。
このドライバーはポートとダイレクトに通信を行います。使用するプロッタ
に合わせて通信パラメータを設定して下さい。
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Pens ボタンによってプロット時のペンスピードやペンサイズの設定を行う
Plotter Pens Setup ダイアログが表示されます。
Use Software Arcs はプロットデータ内のアークコマンドに対応していないプ
ロッタを使用する場合のオプションです。プロッタがアークに対して誤った
結果を表した場合にはこのオプションをイネーブルにしてください。PCB エ
ディタではアークを細かい直線のデータに置き換えて出力します。
Gerber

Protel Gerber RS274 の項目をダブルクリックすると Gerber Output ダイアログが表示
されます。ガーバー出力を行う場合には、あらかじめめ、ガーバーファイルに必
要な出力レイヤーと出力のオプションを確認するようにして下さい。
ガーバー出力についてはこの後の章の、ガーバーファイルの生成で説明します。

プリント／プロットの実行
プリントやプロット、ガーバーファイルの生成の準備が完了したら、File » Print メ
ニューを選択して下さい。Printer Setup ダイアログ・ボックスの設定に基づき出力
が開始されます。
出力の進行状況はスクリーン上に表示されます。例えば、Panel オプションを使用
した場合、パネライズされたファイルの状態を見ることができ、コンポジットオ
プションが選択されている場合、レイヤーが重ね合わされた状態が表示されます。
出力を中断したい場合には、Cancel ボタンを押して下さい。プロセスを確認するメ
ッセージが表示され、Yes（はい）を選択すると出力が中断されます。
PCB エディタでは、出力中であってもウィンドウを最小化することができ、その
場合に、出力はバックグラウンドで実行されます。Print Manager を使用する大きな
ファイルを出力する場合、プリンタに出力できずにプリント動作を中断している
という内容の Print Manager からのメッセージが表示されることがあります。これ
は、プリンタがデータを受け取る速度が Print Manager から送られてくるデータの
転送速度に追いつかないことを意味します。この場合、プリンタが追いつくまで
数分間待って、Print Manager プログラムを開いて Resume ボタンを押して残りのフ
ァイルをダウンロードして下さい。
♦ プリンタによってはフォントの回転がサポートされていないことに注意
する必要があります。また代わりのフォントは、PCB 上の標準の水平方向の
テキストに対して、プリンタで出力できるサイズの場合のみ使用されます。
ポストスクリプトプリンタのようなその他のプリンタでは、フォントの回転
がサポートされています。
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ポストスクリプト出力のヒント
ポストスクリプト･プリンタや"イメージャ"は通常 300 から 2540dpi の間で出力を生
成します。これらのデバイスからは高解像度の出力が得られるために、多くのユ
ーザーは、アートワークをガーバー・プロットに代わってコストの低いポストス
クリプト･プリントで作成することに興味を持っています。しかし、印刷する前に
注意しなくてはならない点がいくつかあります。
高解像度のレーザー･プリンタは、直接フィルムや感光紙に印刷します。これらの
装置は確かに水平方向についての精度は十分ですが、常にその直線性を維持でき
るとはかぎりません。特に、フィルムや紙がロールになっている場合は維持でき
ない場合があります。
写植／グラフィックアートの業者では大きなドラムにマウントしたロール･フィル
ムではなく、カットしたフィルムを使うポストスクリプト・イメージャーを使っ
ています。これらのイメージャーは直線性の問題は少なく、クリティカルではな
い設計に対してはガーバー・プロットの代替えとして適しています。
ポストスクリプト・デバイスをテストするには、垂直と水平方向に一定の長さの
トラックが配置されたファイルをプリントし、その結果を計測します。この結果
に基づきいずれかの方向に、補正係数を設定することによって、問題を最小にす
ることができます。直線性のエラーは常に一定ではないため、ファイナル・アー
ト・ワークを作成する前には必ず、プリントの精度をチェックして下さい。
300 か 600dpi のデスクトップ型のレーザー･プリンターでの他の問題として、トナ
ーが紙に溶融定着する時に作られる"オーバースプレー"と"ブリード"の影響があり
ます。トナーの微粒子がラインなどに付着し、アートワークとしては好ましくな
いプリント結果になることがあります。
レーザープリンタで印刷することを前提に設計する場合は、クリアランスを多め
にし、スケールとブリードの影響を少なくするために適当なスケールでプリント
すべきです。
レーザープリンターで得られる印刷の品質は用紙に依存される部分があります。
現在ではさまざまな種類の用紙を利用することができ、用紙によってはトナーの"
ブリード"の影響を防ぎ、外形線をシャープに印刷することが可能です。特殊な用
紙にはさまざまな処理が施してあるため、取り扱いには十分な注意が必要です。
ポストスクリプトに互換性のあるフォト-タイプセットは非常に高解像度（2540dpi
まで）の出力を得ることができます。これらのデバイスは直接 A3（又は Ｂ ）
サイズのフィルムに印刷することができます。
しかし、前述した直線性については、これらの全てのデバイスに共通する問題で
す。直線性の精度の問題はグラフィック・アートの業界でも、カラーセパレーシ
ョンの作業のために注意が払われています。
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ポストスクリプト･プリンタの中には、指定された時間内にページ･マーカの終わ
りを受け取らなかった場合、現在のデータを放棄するものもあり、ページ抜けの
原因になります。ポストスクリプト･プリンタやその他の印刷デバイスを使用して
このような問題が発生した場合、コントロール･パネルのプリンタ･アイコンを選
択し、さらにプリンタを選択して Configure ボタンをクリックしてください。
Transmission Retry を 500 秒に変更するかもっと大きな値にしてください。これに
より、Print Manager がギブ･アップする前にプリンタが追い付く充分な時間を設定
することができます。

ペンプロッタを使用する場合の注意
ペン･プロッタでドラフト･アートワークやファイナル･アートワークを作成する場
合には、2 つの方法から選択することができます。
1. Windows プロッタ・ドライバによるプロット。プロッタに Windows ドライバ
が用意されている場合、こちらを選んで下さい。これを使用すると、インク
ジェット･プロッタのようなラスターを使用する最新のデバイスでも問題があ
りません。また、ベクター･プロッタ･ドライバーも使用できます。詳細につ
いては、プロッタの販売店か Protel の代理店に問い合わせてください。
2. PCB エディタに組み込まれたプロッタ･ドライバを使用すると、Windows プロ
ッタ･ドライバをバイパスすることができます。このオプションにより、ベク
ター･タイプの HP-GL や DM-PL プロッタを直接コントロールできます。従来
のペン･プロッタの場合、このドライバを使用することによって、標準の
Microsoft Windows プロッタ･ドライバよりも高品質の出力を生成することが
できます。
♦ 業者に依頼する場合、または、他のコンピュータからプロットする場
合、プロット・データをファイルとして作成する必要があります。Windows
ドライバーで行なうには、プロッタをプリンタ･ポートの代わりにファイル
へ割り当てなければなりません。この方法については Windows ユーザーガ
イドを参照してください。Protel のプロッタ･ドライバーでファイルへプロ
ットするには、Printer Setup ダイアログ･ボックスでドライバーを選択し、
Options ボタンを押してください。Pen Plot ダイアログ･ボックスで Output
Port を File に設定し、プロットデータを作成する際に、ファイル名を入力
してください。
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ガーバーファイルの生成
Protel99 の PCB エディタでは、現在のボード・レイアウトからガーバー・フォーマ
ット･フォトプロット･ファイルを生成することができます。このガーバーの生成
プロセスは高度に自動化され、ユーザーが入力する項目はほとんどありません。
また、ファイルをフォトプロットする場合に使用されるアパーチャー･テーブルも
自動的に生成することができます。更に、生成されたガーバー・ファイルを PCB
エディタへ戻すことも可能で、フォトプロットを実行する前にファイルを確認す
る場合に有効です。この機能は、他のデザイン・システムで作成されたフォトプ
ロット･ファイルでも可能です。（※ただし、ロード可能なガーバーファイル・フ
ォーマットには制限があります）
フォトプロッタについて
フォトプロッタは多くの部分でペンプロッタと似ています。主な相違点は、フォ
トプロッタは感光紙に直接、光を当ててプロットすることです。この方法には多
くの利点があり、電気業界ではフォトプロットが広く採用されています。
プリント基板のエッチングは、一般的にフォトグラフィック技術に基づいており、
ポジとネガのフォトツール（フィルム）の作成は、基板製造の工程の上で重要な
部分です。オリジナル･アートワークがペン･プロットの場合、最終的なツールを
作成するためには、中間段階で多くの作業が必要になります。通常、ペンプロッ
トによって実用的な精度を確保するためは少なくとも 2:1 の縮尺でブロットされ、
フィルム加工時に縮小されます。
フォトプロッタを使用すると、1:1 の縮尺でも十分な精度を得られます。フォトプ
ロットの業者のサービスは幅広く利用することができ、設計者はその利点につい
て十分考慮する必要があります。フォトプロットを有効に使用するには、いくつ
かのポイントとなる考え方を理解することが大切です。
ベクター・プロッタとラスター
ベクター・プロッタとラスター・プロッタ
・プロッタとラスター・プロッタ
フォトプロッタは、ラスターとベクターの２つの大きなカテゴリーに分けること
ができます。
ベクター･プロッタは一般的に、 ホイール または スライド のアパーチャー
を使用し、 フラッシュ と ストローク の組み合わせでイメージを作成しま
す。ベクター･プロッタはペンプロッタとほとんど同様の方法でイメージを作成し
ます。描画するためにはインストルメント（またはアパーチャー）を選択し描画
領域にベクトルのイメージを描画します。その結果、アパーチャーで指定された
幅が線となります。アパーチャーはプロッタで使用されるさまざまなトラックの
幅、パッドの形状などが定義された集まりです。光源の動きがない場合はフラッ
シュが生じ、光源がオンしている間に動きがあればストロークが生じます。いく
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つかのプロッターは適切な露光を維持するためにストロークとフラッシュに対し
て別々のアパーチャーを使います。また、光の強度はどちら(フラッシュ、ストロ
ーク)使用するかで変わります。
ラスター･プロッタは固定されたアパーチャーを使用しません。このプロッタは、
ガーバー･ファイルを読み込んで、イメージ全体を作成してフィルム上に焼き付け
ます。ラスター･フォトプロッタは、仮想的に無限種類のアパーチャーを合成する
ことができます。したがって、設計者の要求に柔軟に対応することができます。
フォトプロッタの中には、ポストスクリプト言語を使用するものもあります。こ
れらの装置に対応するフォトプロット･ファイルは、適切なポストスクリプト･ド
ライバを使用して作成します。ポストスクリプト印刷についてはポストスクリプ
ト出力のヒントを参照して下さい。
対象となるフォトプロッタを効率よく利用するには設計段階でフォトプロッタに
ついて基本的な知識が必要になるでしょう。
♦ データを提出する前に基板製作を依頼するメーカーとデータの仕様等に
ついて確認して下さい。設計段階でメーカーの仕様にあわせることによって
ガーバー･フォト･ツールを作成にかかるコストを抑えることができます。
フォトプロッタ言語
ほとんどのフォトプロッタは、ベクターベースのプロッティング言語で制御され、
このプロッティング言語は"ガーバー"(Gerber Scientific Co の登録商標)と呼ばれてい
ます。これは、フォトプロットを行うために開発されたもので、この言語は業界
の標準として使用されています(RS-274)。この言語はプロッティング・デバイスや
デザイン業務の変化に対応するようになっていますが、ガーバーを出力する場合、
基本的な問題点、ならびに制限事項を考慮しなければなりません。
ガーバー･フォーマット･ファイルは、ドラフト･コードと座標データが記述されて
います。ドラフト･コードは使用するアパーチャーや光源のオン･オフを制御する
ためのもので、座標データには、フラッシュやストロークの位置が定義されます。
これらの情報は、ASCII テキスト･ファイルとして保存されます。
ガーバー･ファイルの構造は、プロッティング･ハードウェアの変化に伴い、改良
されています。以下に Protel のガーバー･フォーマットの詳細を説明します。
Protel のガーバー･ファイルは、キャリッジ･リターンで区切られるコマンドとライ
ン･フィード･コマンドで分けられます。それぞれのレコードは * 文字で終了し
ます。
レコードによって、絶対位置とアパーチャー交換のドラフト･コードが参照されま
す。レコードの記述が、 X800Y775* のような場合、プロッタに指定座標への移
動が命令されます。また、 D16* は、アパーチャー選択のドラフト･コードです。
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プロッタによっては、D01-D09 のドラフト･コードをアパーチャーの選択ではなく、
次のように使用しています。
• D01 光源のオン
• D02 光源のオフ
• D03 光源のフラッシュ
古いプロッタの中には、アパーチャー･コードを選択する前に G54 という特別
なコードが必要な場合もあります。ガーバーレコードの最後は、 M02* になり
ます。
ガーバー･ファイルは、テキスト･エディタやワード･プロセッサにロードし、チェ
ックすることができます。
アパーチャーについて
ガーバー･フォーマット･フォトプロッタはフィルムの各種のツールを描画するた
めにアパーチャーを使用します。ベクター･プロッタの場合、これらのアパーチャ
ーは、アパーチャー･ホイール／スライドの穴のサイズと形状に相当します。光は
これらのアパーチャーを通しフィルムに感光します。
ラスター･プロッタには、特定のアパーチャーのサイズや形状に制限がありません。
ラスター･イメージング･システムでは、ガーバー･ファイルのアパーチャー情報を
認識してプロット･イメージ全体を合成してビット･マップでイメージを表現しま
す。
アパーチャーの使い方
PCB ファイルをガーバー･ファイルに変換するために使用されるアパーチャーは、
拡張子.APT でファイルに保存されます。アパーチャーは、プロッタ･ペンのような
ものです。アパーチャーには、50mm square という形状と Flash、Stroke、Anything
（Flash、Stroke 両方）などの使用目的が記述されています。
ガーバー･ファイルを生成する前に、使用するプロッタの能力に合ったアパーチャ
ー･ファイルをロードするか、現在の PCB ファイルのプリミティブから展開される
アパーチャー･ファイルを自動的に生成してください。ベクター･プロッタを使用
する場合、.APT ファイルのアパーチャーは実際に使用されるアパーチャー･ホイー
ルやスライドに対応します。フォトプロッティング業者にはベクター･プロッタに
対応するアパーチャー･テーブルを供給します。ラスター･プロッタは、アパーチ
ャー･ファイルを使用して、ドラフト･コードを直接イメージ･マップに変換します。
使用するプロッタがラスター･デバイスの場合、アパーチャーを PCB から生成し、
ガーバー・ファイルと合わせて業者に支給します。出力の仕様については、フォ
トプロット業者に問い合わせてください。
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既存のアパーチャー･ファイルを使用する場合、PCB ファイル内のプリミティブを
検索し、検索されたプリミティブとロードされたアパーチャーファイルとの比較
を行います。アパーチャーファイルの中に一致するアパーチャーが無い場合、プ
リミティブは自動的に適当なアパーチャーで"ペイント(塗りつぶし)"されます。"ペ
イント"する適当なアパーチャーがない場合、.MAT マッチ･ファイルが作成され、
不足のアパーチャーをリストアップし、ガーバー･ファイルの作成が中止されます。
ベクター･プロッタの場合、アパーチャーと一致するプリミティブを使用してくだ
さい。設計者がフォトプロッタでサポートされるアパーチャー･セットに熟知して
おり、それらに対応して PCB 上のオブジェクトを選択し配置しなおすことによっ
て、フォトプロッタは、もっとも効率的にファイルを再生成することができます。
アパーチャーの読み込みと編集

すべてのアパーチャーの取り扱いは Apertures ダイアログで行われます。

フォトプロットに使用されるアパーチャーの読み込み、登録、編集を行う場合に
は、Design » Aperture Library メニューを選択してください。このメニューを選択す
ると、Aperture ダイアログが表示され、現在読み込まれているアパーチャーの一覧
を確認することができます。これらのアパーチャーはこれから出力するフォトプ
ロットに使用されます。アパーチャーが読み込まれていない場合はアパーチャー
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♦ D00--D999 の 1000 個のドラフトコードを定義できます。使用するプロッ
タに応じて幾つかのコード(D00-D09)は予約されているかもしれませんので、
これらのコードの使用は避けてください。
♦ 新しいアパーチャーを設定するとき、ドラフトコードに D をつけない
でください。この文字は自動的につけられます。
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リストは表示されません。各オプションは新規、もしくは既存のファイルに対し
て変更を行う場合に使用され、変更された内容がメモリに読み込まれます。また、
変更された内容を保存するには、Save to APT File ボタンをクリックしてください。
ガーバー出力の設定
ガーバーファイル生成の設定はプリント／プロットの設定方法とほぼ同様です。
そのためこのセクションを読む前にあらかじめ前セクションにおいて、プリント
／プロットに関する基本的な事柄を把握しておくことをお勧めします。
ガーバー･ファイルを生成するには、File » Setup Printer メニュー(ショートカット
F,R)を選 択し、Setup Printer ダイアログ･ボッ クス を表示します 。Protel Gerber
RS274 を選択し、Layers ボタンを押して出力するレイヤーを設定してください。次
に、Setup Printer ダイアログ･ボックスの Options ボタンを押して Gerber Output ダイ
アログ･ボックスを表示してください。

ガーバープロットを行う前に、使用するフォトプロッタの仕様について理解しておく必
要があります。
Apertures

アパーチャー･ファイルが設定されない場合、Aperture Library ボタンを押して
Apertures ダイアログ･ボックスを表示し、アパーチャーを設定して下さい。
Plotter Type

これらのオプションは、生成されたガーバー･ファイルを、ベクター･プロッ
タ、またはラスター･プロッタで効率良くプロットできるように処理します。
Vector プロットオプションは、プロット･ファイルの作成が遅くなりますが、
マシンのプロットは早くなります。このオプションを使用するとプロット時
間が短縮されますので、業者で時間によって決められる作画料金を安くする
ことができます。Raster プロットオプションを使用するとプロット･ファイル
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をより早く作成することができます。ただし、ラスター･プロッタでプロッ
ト･ファイルをソートしてもあまり意味がありません。
Film Size

これらのフィールドでは、フォトプロッタで使用するフィルム･サイズを設定
してください。デフォルトでは、20 インチＸ16 インチの大きさです。業者に
使用するサイズを確認し、作画の向きとＸとＹの値の指定して下さい。パネ
ライズによって出力する場合には、必要なボーダー･サイズを設定してくださ
い。ただし、プロットとプロットの間には、ボーダー･サイズの少なくとも２
倍のスペースが必要になります。十分なスペースがあれば、各プロットは設
定されたボーダーサイズのクリアランスをとって広がります。
Use Software Arcs

プロッタによって生成されるアークは、 ハードウェア・アーク と呼ばれ
ますが、プロッタによっては、ガーバー･アーク・ドローイング・コマンドを
サポートしていない場合があります。このようなケースに対応するために、
PCB エディタは、短い直線セグメントでアークを描画することができ、この
ようなアークを ソフトウェア･アーク と呼びます。使用するプロッタがサ
ポートしている場合、ハードウェア･アークを使用してください。詳細はフォ
トプロット業者に確認してください。
G54 On Aperture Change

初期のモデルのフォトプロッタの中には、アパーチャーの変更コマンドの前
の制御コードに G54 コマンドが必要なものがあります。このオプションが必
要かどうかは、フォトプロット業者に確認して下さい。
Center Plots on Film

このオプションがイネーブルの場合、PCB エディタはプロットの大きさを計
算し指定された大きさのフィルムの中央にプロットされるようにガーバー･フ
ァイルの座標を計算します。このオプションがオフの場合、ガーバー･ファイ
ルの座標はワークスペースの左下を基準にして計算されます。このオプショ
ンを使用する場合、選択したフィルム･サイズの正しい場所にデザインが位置
することを確認してください。
Embedded Apertures (RS274X)

このオプションがイネーブルの場合、フォト･ツールを作成するために必要な
アパーチャーは、RS274X ガーバー･ファイル仕様に従い、ガーバー･ファイル
に書き込まれます。組み込まれたアパーチャーが使用される場合、アパーチ
ャー･ファイルをガーバー･ファイルと一緒に送る必要はありません。フォト
プロット業者に RS274X 組み込みアパーチャーをサポートしているかどうか
確認してください。
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Format

ガーバー･ファイルの座標の数値フォーマットを指定してください。書式は、
A:B です。ここで A は、小数点前の桁で B は小数点以下の桁です。これらは
インチ単位で表わします。2:3 フォーマットの意味は、ガーバー･ファイルの
最大値は 99.999 インチで最小値は 0.001 インチ（1mil）です。ミリ単位のガ
ーバー･ファイルもサポートされており、インチ単位での 2:3（インチ）は 5:3
（mm）になり、2:4 は 5:4、2:5 は 5:5 になります。
Match Tolerances

フォトプロット･ファイルの作成中、PCB エディタはプロット･レイヤーのア
イテムに一致するアパーチャーを検索します。現在のアパーチャー･リストの
中に一致するものがない場合、Match Tolerances が確認され、わずかに大きか
ったりわずかに小さかったりするアパーチャーでも使用できるかどうかが判
断されます。
例えば、62mil のパッドの場合に、62mil のアパーチャーを使うことによって
最も効率良く作画することができます。しかしフォトプロッタで 62mil のア
パーチャーによる作画を行うことができない場合にはどのようにすればよい
でしょうか？この場合にオリジナルのプリミティブに近いアパーチャーを代
用し作画を行います。例えば 62mil の代わりに 60mil のアパーチャーを使用す
るとすれば、MatchTolerance のマイナスの値を 2 にします。この方法で作
画されたパッドは 60mil になります。
完全に一致するアパーチャーが無い場合や誤差範囲のアパーチャーが無い場
合、PCB エディタは小さいアパーチャーを使用して必要な形状を作成しよう
とします。これには、適当なアパーチャーが使用できることと、このアパー
チャーがペイントに使用できることが必要です。フォトプロッタの中には、
各アパーチャーの使用をフラッシュかストロークのどちらかに制限している
ものがあります。その他のプロッタでは、使用に制限がありません。プロッ
タの能力のこのような違いから、ガーバー･プロットを使用するプロッタに合
わせて計画することが重要になるわけです。
♦ Match Tolerances は、通常アパーチャー･ファイルを必要とするベクタ
ー･フォーマット･ファイルをプロットする時に使用されます。しかし、
PCB か ら 生 成 さ れ る ア パ ー チ ャ ー の 場 合 、 必 要 あ り ま せ ん 。 Match
Tolerances が必要ない場合、これらは、0.005mil のデフォルト値のままに
してください。
Batch Mode

Separate File for Each Layer を選択すると、各レイヤー毎にフィルムに作画する
ことができます。一枚のフィルムにレイヤーを自動的にパネライズするには
PanelFiles オプションを使用して下さい。また（上記で設定した Film Size の設
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定に対して）レイヤーのスペースが不足している場合、システムは、プロッ
トは複数のファイルに分けて生成されます。最初のファイルは、ファイル
名.P01 で次のファイルは、ファイル名.P02 となります。
ガーバープロットのプロセス
次の点を確認してから、ガーバー･ファイルを作成してください。
1. 使用するプロッタが決まっており、その出力の能力やファイル･フォーマット
の仕様を理解している。
2. Gerber Output ダイアログ･ボックスで適切なアパーチャー･リストが指定され
ている。このリストは、使用するプロッタのアパーチャーファイルをロード
したものか、または PCB ファイルから直接作成されたものです。
3. 出力するレイヤーがオンされている。
4. Gerber Output ダイアログ･ボックスが正しく設定されている。
♦ これらのポイントで確認できないものがあれば、先の情報を再確認
するか、フォトプロット業者または基板製造業者に問い合わせてくださ
い。プロッティング業者や製造業者に問い合わせれば、コスト的な失敗
等を防ぐための有効な設計アドバイスを得られる場合があります。
Printer Setup ダイアログ･ボックスで Print ボタンを押してガーバー･ファイルを生成
してください。Photoplot Output Filename ダイアログ･ボックスが表示され、拡張子
の無いファイル名を指定されます。拡張子についてはファイルが生成される際に
出力レイヤーに応じて自動的に追加されます。ファイル拡張子のリストについて
の詳細は"ガーバー出力されるファイルについて"の項を参照してください。
プロッティング･シーケンスが始まると、ボードはスクリーン全体に再描画されま
す。ガーバーの作成プロセスには多くの段階があり、これらの段階はステータス･
バーにメッセージとして表示されます。
Removing Duplicates - このオプション（Preferences ダイアログ･ボックスの
Options タブ）がイネーブルの場合、同じ位置に同じプリミティブがないかデ
ザインの中が検索されます。このような重複は、ガーバー･ファイルに記述さ
れません。このオプションは、フォトプロッタがベクター･プロッタの場合に
使用して下さい。フォトプロッタがラスター･プロッタの場合、このオプショ
ンは必要ありません。これらのプロッタでは、自動的に重複が削除されます。
Removing Duplicates オプションをイネーブルにすると、特に大規模なデザイ
ンではガーバー作成に時間がかかるようになります。
Building the Shape List and Matching Apertures - このリストはボードファイルに
含まれる形状に、どのアパーチャーが割り当てられたかを表わしており、そ
の状況はその行の左端に瞬間的に表示されます。
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Checking Internal Pads and Vias – Include Unconnected Mid Layer Pads オプシ
ョンがディスエーブルの場合、ミッド･レイヤーが検索され接続されないパッ
ドとビアが削除されるとこのメッセージが表示されます。
Sorting - ベクター･フォトプロットの場合、ソーティング･ルーチンが実行さ
れます。
ソートされると、各レイヤーのプロット･ファイルが作成されます。全てのプリミ
ティブはスクリーン上に描画され、プロットされる順番と同じように表示されま
す。プロセスの最後で Photoplot is Finished と表示されます。
♦ PCB エディタのガーバー作成プロセスには、角のローテーションには対応
していません。ローテーションされた角の形状がデザインにある場合、ガーバ
ー･ファイルが作成される時に適当な丸いアパーチャーを使用してペイントされ
ます。この状態は、これらのオブジェクトを含むデザインからガーバーファイ
ルを作成しインポートして確認することができます。
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ガーバー出力されるファイルについて
ガーバー･プロット･ファイル名には、レイヤーやプロット･タイプを識別するため
の固有の拡張子が付けられます。例えば、"TEST"というファイルのトップ･レイヤ
ーは TEST.GTL という名前で保存されます。この拡張子は"Gerber-Top layer"で
あることを表わします。デザインからはいろいろなプロットファイルを作成する
ため、これらのタグにより出力ファイルを識別します。
レイヤーやファイルの種類ごとに拡張子を指定することによって、共通のファイ
ル名でも、後から簡単に識別することができます。
PCB エディタから出力されるガーバー・ファイルの拡張子は次のようになります。
Top Overlay
Bottom Overlay
Top Layer
Bottom Layer
Mid Layer 1, etc,
Power Plane 1, etc,
Mechanical Layer 1, etc,
Top Solder Mask
Bottom Solder Mask
Top Paste Mask
Bottom Paste Mask
Drill Drawing
Drill Drawing; Top to Mid 1, Mid2 to Mid 3, etc,
Drill Guide
Drill Guide; Top to Mid 1, Mid 2 to Mid 3, etc,
Pad Master, Top
Pad Master, Bottom
Keep Out Layer
Gerber Panels
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.GTO
.GBO
.GTL
.GBL
.G1, .G2, etc
.GP1, GP2, etc
.GM1, .GM2, etc
.GTS
.GBS
.GTP
.GBP
.GDD
.GD1, GD2, GD3, etc
.GDG
.GG1, GG2, GG3, etc
.GPT
.GPB
.GKO
.P01, .P02, etc
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NC ドリル
イントロダクション
PCB エディタでは、エクセロン・フォーマットの数値制御ドリル(NC ドリル)装置
の出力ファイルを、PCB ドキュメント・ウィンドウから直接作成することができ
ます。NC ドリルファイルは、ドリル装置へ直接読まれ、このファイルには、PCB
ファイルの各穴の座標と、穴に割り当てられるツールの情報が記述されています。
PCB エディタでは、ASCII 形式のエクセロン・フォーマットのドリル･ファイルが
作成されます。デザインの中のスルーホールとノン・スルーホールには、異なる
ツールを割り当てることができます。
NC ドリルファイルについて

NC ドリル装置を使用すると、設計者や製造業者に対していくつか便利な点があり
ます。NC ファイルを製造業者へ納入すると、穴開け工程をプログラムするコスト
を減らすことができ、複雑な基板上の穴開けを間違える可能性が減ります。しか
し、NC ドリルファイルを作成する前に考慮しなければならない問題があります。
NC 装置を使用する場合、基板のアートワークは、正確で高品質にフォトプロット
されていなければなりません。NC ホールは穴開け装置により正確に位置決めされ
ます。プロットの精度が悪いと、穴はパッドの中央に配置されません。300mm の
プリント回路基板を考えると、プロッタに 0.3%のスケールエラーがある場合、基
板上のエラーは最大で 0.9mm になります。プロットマスターからドリルが手動で
プログラムされる場合、このエラーはそれ程問題ではありません。なぜなら、コ
ンポーネントの長さに比べてその長さが非常に短いからです。ドリルが直接 NC ド
リルから駆動される場合、0.9mm までのエラーが累積される結果になります。
NC ドリルファイルの生成
Reports » NC Drill メニューを選択すると、アクティブ PCB ドキュメント･ウィンドウ
のパッドやビアの現在の穴属性を使用してドリル･ファイルが自動的に生成されま
す。デザインの中のスルーホールとノン・スルーホールには、異なるツールを割
り当てることができます。次の 3 種類のファイルが生成されます。

1. .DRR ファイルは、各レイヤー･ペアに作成されるファイルの一覧のレポート･
ファイルです。そのファイルには、使用されるツールや穴サイズ、穴の数、
ツールの移動量が記述されます。
2. エクセロン・フォーマット･ファイルには、拡張子.DRL が付きます。デザイ
ンがマルチ･レイヤーでブラインドやベリード･ビアが使用されている場合、
それぞれ のレイ ヤーご とにド リル･ ファ イルが作成さ れ、 拡張子 DR1 、
DR2、....がつけられます。
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3. エクセロン・フォーマット･ファイルの ASCII バージョンのファイルには、拡
張子.TXT、.TX1、.TX2 がつけられます。
これらのファイルすべてを.DRR をプリント･アウトしたものといっしょに基板製
造業者に渡してください。
上記のように、ブラインド･ビアやベリード･ビアがデザインにある場合、PCB エ
ディタは、それぞれのレイヤーペアを示す拡張子の付いたドリル･ファイルを生成
します。例えば、4 層のシグナル・レイヤーのボードが、ブラインド･ビアやベリ
ード･ビアを使用している場合、3 種類の NC ドリルファイルが生成されます。こ
れらのファイルすべてと、レイヤー/ファイル割り当て、組み立て順序の説明を基
板製造業者に指示してください。
ドリル･コントロール･ファイル（拡張子 DRL、DR1...）は、エクセロンの EIA キ
ャラクター（バイナリ）･フォーマットで記述されます。データはミル、またはミ
リ単位で指定されます。ドリル･ツールには、１から 255 までの番号がつけられま
す。

Pick and Place レポート
このレポートには、ピック＆プレイス･マシンで使用される次の情報が記述されま
す。
Mid X, Mid Y

現在の原点からの、コンポーネントの中央の位置です。コンポ
ーネントの中央の位置は、セットになったコンポーネント･ピ
ンの真ん中の点として計算されます。

Ref X, Ref Y

現在の原点からの、コンポーネントのリファレンス･ポイント。
（コンポーネント原点）

Pad X, Pad Y

現在の原点からのコンポーネントの 1 番ピン。

TB

コンポーネントが配置されたレイヤー、トップ(T)またはボトム
(B)。

Rotation

コンポーネント作成時の方向を基準としたコンポーネントの回
転角度。

部品表
メニュー（ショート･カット：R、I）を選択すると、PCB
BOM Wizard が起動します。このウィザードは、デザインの部品表(BOM)が作成さ
れ、これは自動的にスプレッドシート・エディタにロードされます。
Reports » Bill of Materials
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PCB デザインの変更によるスケマティックの更新
プリント基板では、部品の検索を簡単に行うために、部品の並びに応じて部品番
号を割り当てる場合があります。PCB エディタでは、リ・アノテーション機能に
よって、自動的に部品番号の再割り当てを行い、変更箇所をスケマティックに反
映させることができます。

コンポーネント・デジグネータの再割り当て
コンポーネント・デジグネータの再割り当て
PCB エディタでは、ボード上のコンポーネントの位置を基準としてデジグネータ
の再割り当てを行うことができます。再割り当てを行うには、Tools » Re-Annotate メ
ニューを選択して下さい。Positional Re-Annotate ダイアログ･ボックスが表示され
ます。このダイアログ･ボックスで開始点とアノテーションの方向を指定してくだ
さい。以下に 4 種類の指示オプションを示します。
1. 左下からスタートし、下から上へ番号を付けます。
2. 左上からスタートし、上から下へ番号を付けます。
3. 左下からスタートし、左から右へ番号を付けます。
4. 左上からスタートし、左から右へ番号を付けます。
♦ ボードがリ･アノーテートされると、デジグネータの割り当てが変更さ
れ、デシグネーションに飛びが無くなります。
アノテーション･ルーチンは 50 ミルの バンド幅 を使用し、それぞれのオプショ
ンでの指定をもとにバンド幅毎にアノテーションが行われます。例えば、最初の
オプションは X を増やして Y を増やす という名前が付けられます。このオプ
ションにより、X 方向の次のバンドが設定され、再び Y 方向にバンドが下から上
へ検索されます。それから X 方向の次のバンドが設定され再び Y 方向へ下から上
へ検索されます。参照される位置はコンポーネント本体の中央になります。
Tools » Re-Annotate を選択するすると、変更された内容
は、Was/is ファイルに記述されます。このファイルに
は、変更前のデジグネータ（WAS）、現在のデジグネ
ータ（IS）の一覧が記述されたシンプルな ASCII ファ
イルです。Protel99 では、このファイルは変更内容を
記録するだけで、スケマティックに変更を反映させる
ためには使用されません。

♦ 変更されたデジ
グネータ をスケ マ テ
ィックに 反映さ せ る
た め に は 、 Design »
Update Schematic を 選
択して下さい。
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PCB からスケマティックの更新
PCB でリ・アノテーションを終了後、変更内容をスケマティックに反映させるた
めには、Design » Update Schematic を選択して下さい。シンクロナイザーが全てのス
ケマティック・シートをオープンし、スケマティックのコンポーネント・デジグ
ネータを更新します。スケマティックを更新する前の PCB のリ・アノテートの回
数には制限がありません。PCB のデジグネータを手作業で変更した場合も、Design
» Update Schematic によってスケマティックを更新することができます。
Protel99 のシンクロナイザーは、デジグネータの変更だけでなく、他にも PCB のデ
ザインの変更をスケマティックに反映させることができます。更新内容として対
応できるものは次のようになります。
♦ シンクロナイザーに
• コンポーネントのデジグネータ
ついては、ハンドブック
のスケマティック・キャ
• コンポーネントのコメント
プチャー の、回路設計情
• フットプリントの変更
報を PCB へ渡す を参照
• 削除されたコンポーネント
して下さい。
を 選 択 す る と 、 Update
Design ダイアログ・ボックスが表示され、更新可能な変更箇所に対するマクロが
作成されます。Execute ボタンをクリックすると、作成されたマクロによって、ス
ケマティックのコンポーネント属性が自動的に更新されます。

Design » Update Schematic

♦ シンクロナイザーは、
PCB のコネクションとスケマ
ティックのコネクションの比
較を行いますが、スケマティ
ックのワイヤリングの修正は
行われません。PCB で変更さ
れたネットの内容については
レポートにログとして記述さ
れます。レポートを作成する
に は 、 Changes タ ブ の 、
Report ボ タ ン を 押 し て 下 さ
い。このレポートはスケマテ
ィックのワイヤリングを修正
する場合のチェックリストと
して使用して下さい。
シンクロナイザーによって、PCB の変更をスケマティックに反映することができます。
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サードパーティツールとのインターフェイス
PCB エディタでは、いくつかの方法で外部とのデザイン情報のやり取りを行うこ
とができます。

ネットリストのロード
♦ Protel99 のスケマティックと PCB の場合には、デザイン情報の移行にネッ
トリストは必要なく、スケマティックと PCB 間で相互にデザイン情報のやり
取りを行うツールが組み込まれています。このツールについては、このハン
ドブックのスケマティック・キャプチャー・セクションの、回路設計情報を
PCB へ渡す、または、PCB ・デザイン・セクションの、PCB デザインの変更
によるスケマティックの更新の章を参照して下さい。
ネットリストには、多くの異なるフォーマットがあります。しかし通常作成され
る ASCII テキスト･ファイル形式のフォーマットでは少なくとも 2 種類の情報が保
存されています。
1. デザインのコンポーネントに関する情報。
2. デザインのピンからピンへのすべての接続情報。
ネットリストの中には、これらのデータを 1 つの記述に組み合わせたものや、2 つ
のデータを分離したセクションに分けているものがあります。
ネットリストはテキストで記述されているため。ユーザーが作成したプログラム
によってフォーマットを変換することや、テキスト・エディタや、ワードプロセ
ッサによって作成することもできます。
PCB エディタでは、Protel、Protel2、Tango フォーマットのネットリストをロード
することができます。
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ネットリストマクロの生成
ネットリストをロードするには、Design » Netlist メニュ
ーを選択してください。Load/Forward Annotate Netlist ダ
イアログ・ボックスが表示されます。Browse ボタンを
押し、ネットリストファイルを選択後、OK ボタンをク
リックし、Load/Forward Annotate Netlist ダイアログ・ボ
ックスに戻ります。

♦ ネットリストを
ロードする前に、現
在のライブラリー･リ
ストに必要なコンポ
ーネント･ライブラリ
ーが追加されている
ことを確認してくだ
さ い 。 (Design »
Add/Remove Library).

PCB エディタは、ネットリストとワークスペース内の
デザイン・データの解析を行います。ネットリストと既
存のデザイン･データのとの間で、違いが発見されると、
ネットリスト･マクロが作成されます。このマクロによ
り、PCB エディタに対し、ネットリストとの整合性をとるために行わなければな
らない作業を指示します。

ワークスペースにネットリストが初めてロードされると、ネットリスト全てのネ
ットリスト・マクロが作成されます。設計が進んだ時点では、ネットリスト・マ
クロは設計の変更に対し作成されます。
マクロが実行される内容を確認し、問題が無ければ、Execute ボタンを押してくだ
さい。
♦ マクロを実行する前にマクロエラーを修正して下さい。詳しい内容はネッ
トリスト・マクロ・エラーの確認を参照して下さい。
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ネットリスト・マクロに関
ネットリスト・マクロに関する作業
・マクロに関する作業
PCB エディタによって、ネットリストとワークスペース解析に続き、作成される
ネットリストマクロは、Load/Forward Annotate Netlist ダイアログ･ボックスに実行
される順に表示されます。マクロコマンドには次のようなものがあります。
•

Remove Node

•

Remove Net

•

Remove Component

•

Add Component

•

Add Net

•

Change Net Name

•

Change Component Footprint

•

Change Component Designator

•

Add Node

•

Change Component Comment

ネットリストマクロを使用することによって、ネットリストロード後の PCB の状
態を把握することができ、マクロを追加、削除、編集することによって PCB 上の
変更をコントロールすることができます。
ネットリスト・マクロの追加、編集、削除
ネットリスト・マクロの追加、編集、削除

特定の設計変更を除外、または実行する場合にはこれらのオプションを使用して
下さい。またスケマティックに戻らずに、PCB ネットリストを変更する場合にも
これらのオプションを使用してください。ネットリスト・マクロを編集する際に
注意する点として:
• デジグネータやネットようなテキストは、全て一致させてください。
• ネットリスト･ノードは、 J3-2 のように、コンポーネント・デジグネータ
- ピンナンバーで指定し、ピンナンバーはスペースを含まない、4 文字までの
英数字を使用して下さい。
• フットプリントは、現在のライブラリー･リストのライブラリーの中のフット
プリントの名前と一致させてください。
• ネットリスト･マクロを実行後、画面を再描画してください。
ネットリスト・マクロの検証
ネットリスト・マクロの検証

マクロを編集後、常にマクロを検証してください。これは、手動でマクロを作成
した場合、特に重要です。マウスの右ボタンから Validate を実行し、それぞれのマ
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クロを検証してください。検証の結果をレポートするにはマウスの右ボタンをク
リックし、Report を選択してください。（マウスの右ボタンのクリックはネットリ
スト･マクロのリストの上で行ってください）
ネットリスト・マクロの再生成
ネットリスト・マクロの再生成

マウスの右ボタンで表示されるメニューから Regenerate を選択すると、既存のマ
クロをクリアしネットリストと PCB デザイン･データを再解析して新しいマクロを
作成します。
ネットリスト・マクロ
ネットリスト・マクロ・エラーの確認
・マクロ・エラーの確認
ネットリスト･マクロを実行する前に、エラーやワーニングを修正してください。
以下、エラーやワーニングの説明です。
Net not found

ノードの追加や削除、ネットの削除、ネット名の変更を行なう場合に、対象とな
るネットが、PCB ネットリストの中にありません。
Component not found

ノードの追加や削除、コンポーネントの削除、フットプリントやコメント、デジ
グネータの変更を行なう場合に、対象となるコンポーネントが、PCB ネットリス
トの中にありません。
Node not found

ノードの追加や削除を行なう場合に、対象となるノードが、コンポーネントのピ
ン、または指定されたネットにありません。
Net already exists

追加されるネット名がすでに PCB ネットリストの中で使用されています。
Component already exists

追加されるコンポーネントのデジグネータがすでに PCB ネットリストの中で使用
されています。
New footprint not matching old footprint

コンポーネントを変更する際に、変更するフットプリントのピンと、変更される
フットプリントのピンがあっていません。これは、変更するコンポーネントが、
変更されるコンポーネントより、ピンが少なかったり、ネットリストでのピン番
号の割り当ての方法と、PCB コンポーネントのピン番号の割り当ての方法が違う
場合に起こります。
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Footprint not found in Library

コンポーネントの追加、もしくはコンポーネントを変更する場合に、指定された
フットプリントがカレントリストライブラリーのライブラリー、またはライブラ
リーにない場合に参照されるクロスリファレンス・ファイル(ADVPCB.XRF)の中に
ありません。
Alternative footprint used instead (warning)

コンポーネントの追加、もしくはコンポーネントを変更する場合に、指定された
フットプリントがカレントリストライブラリーのライブラリーには無く、ライブ
ラリーに無い場合に参照されるクロスリファレンス・ファイル(ADVPCB.XRF)にあ
る場合、クロスリファレンス・ファイルで指定された代わりのフットプリントを
カレントリストライブラリーからロードします。このワーニングが発生したら代
わりのフットプリントが正しいかどうか確認して下さい。
♦ ネットリスト･マクロはライブラリーに無いコンポーネント･フットプリ
ントをロードしたり、変更しようとすると、コンポーネントのコメントを元
にクロスリファレンス・ファイル（ADVPCB.XRF）を検索します。XRF ファ
イルには、型式によってコンポーネントをリストしています。例えば、コン
ポーネント U1 が 74LS00 でフットプリントの記述が無い場合、XRF ファイル
の中から 74LS00 を検索し、74LS00 に対し、DIP14 というフットプリントが
記述されている場合には、DIP14 を現在のライブラリー・リストからロード
されます。
Summary

ネットリストをロードする際の問題のほとんどは、次の 2 つに分類されます。
1. コンポーネント･フットプリント−ネット･リストにコンポーネント情報が無
かったり現在のライブラリー･リストに必要な PCB ライブラリーを追加され
ていない場合や(Design » Add/Remove Library)、ネットリストのフットプリント
が、PCB のライブラリー･コンポーネントと一致しない場合です。
2. 古いフットプリントと新しいフットプリントが一致しない−スケマチック･コ
ンポーネントのピン番号の割り当ての方法と PCB フットプリントでのピン番
号の割り当ての方法が一致していないことが原因です。
PCB コンポーネント･ライブラリーには一般的なフットプリントがあり、そのフッ
トプリントはピンアサインの違う、スケマティックのコンポーネントやデバイス
に割り当てることができます。
例えば、トランジスタの形状は、 E 、 B 、 C のさまざまなコンビネーシ
ョンによって表されます。PCB エディタでは、これらのピンを正しいピンナンバ
ーに割り当てなければなりません。また、ダイオードも同じようなに、スケマテ
ィックでは A 、 K と表されます。
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PCB フットプリントのピン番号を変更してスケマティックのピン番号に合わせる
か、スケマティック･コンポーネントのピン番号を変更して PCB フットプリントに
合わせるかのどちらかの作業が必要です。
ネットリスト・フォーマット
ネットリスト・フォーマット
Protel 99 の PCB エディタでは、Protel、Protel2 のネットリスト・フォーマットに対
応しています。ネットリスト・フォーマットに関する説明は、ハンドブックの ス
ケマティック・キャプチャー・セクション の、サードパーティーツールとのイン
ターフェイスの章を参照して下さい。
Protel 以外のスケマティック･キャプチャー・パッケージから出力されるネットリ
ストも、Protel フォーマットのネットリストと多くの類似した点がありますが、コ
ンポーネントやネットの情報の種類が異なる場合や、パッケージ名（例 DIP16）、
コンポーネントのデジグネータや、ピンの識別方法の違う場合、PCB エディタに
読み込むためには、ネットリストの修正が必要になります。スケマティック・パ
ッケージによっては、ネットリストの変換機能が含まれている場合があります。
Protel または Tango 出力オプションを使用して作成されたネットリストは、Protel99
の PCB エディタで互換性があります。
ネットリスト・パラメータの制限
ネットリスト・パラメータの制限

デジグネータとパッケージディスクリプションは 12 文字、パートタイプは 32 文字、
ネットネームは 20 文字、ネットリストのピン番号は 4 文字とそれぞれのパラメー
タには制限があります。(文字はすべて半角英数)ブランクやスペースは使用できま
せん。
ネットリストに含まれるコンポーネントやノードの数は、利用できるメモリの量
にによって制限されます。
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ネットリストのエクスポート
PCB ワークスペースからは、内部のネットリストと、物理的に配線された情報か
ら生成される逆ネットリストの 2 つのネットリストをエクスポートすることができ
ます。
内部のネットリストのエクスポート
これは内部のネットリストをエクスポートするもので、内部のネットリストの情
報はスケマティックから移行されたものです。内部のネットリストは未配線の状
態で、コネクションラインとして表示されます。ネットリストをエクスポートす
るには、File » Export を選択して下さい。Export File ダイアログ・ボックスで、ファ
イル名を指定し、ファイルの種類を、Netlist（*.Net)にして、Save（保存）ボタン
をクリックして下さい。エクスポートされたドキュメントは、デザインデータベ
ースの外に作成されます。
配線された情報からのネットリスト生成
これは、ボード上のコンポーネントと実際に配線された情報からネットリストを
生成するものです。ネットリストを生成するには、Tools » Generate Netlist を選択し
て下さい。ネットリストは、デザインデータベースの内部に作成され、自動的の
オープンされます。

DXF ファイルのインポートとエクスポート
DXF ファイルのインポート
PCB のワークスペースに DXF フォーマットのファイルをインポートすることがで
きます。ファイルをインポートするには、File » Import を選択して下さい。Import
File ダイアログ・ボックスで、インポートする DXF ファイルを指定し、ファイル
の種類を、DXF Files （*.DXF)に設定し、Open（開く）ボタンをクリックして下さ
い。DXF ファイルは、R14 までのフォーマットに対応しています。
DXF ファイルのエクスポート
PCB ワークスペースの内容を、DXF フォーマットファイルとしてエクスポートす
ることができます。DXF ファイルをエクスポートするには、File » Export を選択し、
ファイル名を指定し、ファイルの種類を、AutoCAD DXF File（*.DXF)にして、
Save（保存）ボタンをクリックして下さい。エクスポートされるファイルは、DXF
R14 です。エクスポートされたドキュメントは、デザインデータベースの外に作成
されます。
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