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エンジニアの皆様へエンジニアの皆様へエンジニアの皆様へエンジニアの皆様へエンジニアの皆様へ

プロテルでは長年にわたり、電子回路設計に必要な複数のツールをシームレスに使用する事
ができる、統合されたEDAツールの開発を進めてまいりましたが、この目標の到達点を言う
べき製品を、エンジニアの皆様に紹介させていただきます。

回路設計エンジニアの皆様は、優れた製品を短期間に開発する為に日夜ご苦労されている事
と思います。この開発の過程にはさまざまな障害に遭遇します。プロテルの新しいEDAツー
ルはこれらの障害を乗り越える為にたいへん役立つツールであると言う事ができます。

優れたアイデアはリラックスしている時に生まれます。これは、イマジネーションやインス
ピレーションによるものであり、プロテルはこれをお手伝いする事はできません。しかし使い
やすいソフトウェアを提供する事により、側面からサポートさせていただく事は可能です。
良いアイデアが浮かんだ時、優れたソフトウェアがあればこれを使用して容易にアイデアを
具体化する事ができます。そしてこの事は、さらなる新しいアイデアの創造に結びつきます。

ここで紹介させていただくプロテル製品は、従来のEDAツールの課題とされていたシーム
レスな統合が実現され、たいへん使いやすものです。また入手しやすい価格でありながら、デ
ザインエントリから基板の製作までの、高度な要求に答える事ができます。

プロテル製品をお使いになる事により、設計、開発業務が効率化され、よりリラックスして
業務に携わる事ができます。このカタログをご覧になり、プロテル製品の導入をされる事をお
奨めいたします。

Making Electronic Design EasyTM



UNIXベースのシステムを超えるために

パーソナルコンピュータ上で動作する、安価なデスクトップEDAツールは、既に多くのエレクトロ

ニクスエンジニアによって使用されています。

この安価なデスクトップEDAツールは、UNIXワークステーションをベースにした高価なツールの

代用品として導入されるケースが多く、しばしばUNIXベースのツールとの能力の比較が行われま

す。この比較において、これらの安価な安価なデスクトップEDAツールは、既にUNIXベースの高価

なツールと同等のレベルに達していると言われています。しかし大手のUNIX ベンダのように、一社

で多くのアプリケーションを開発し、一連の開発業務を自社のシステムだけで完結させることを可能

にする、統合ツールを提供できるEDAベンダは存在しません。また、ほとんどの安価なデスクトップ

EDAツールは、シングルユーザ環境で使用することを前提にデザインされており、ネットワーク上で

の運用が充分に考慮がなされているとは言えません。

既にパーソナルコンピュータ上で動作するデスクトップEDAツールの能力が、UNIXベースのツー

ルと肩をならべるようになった現在、デスクトップEDAシステムにClient/Serverアーキテクチャーを

導入し、ネットワーク上でのマルチユーザーとツールの統合を実現することにより、高価なUNIX

ワークステーション上で動作するシステムを超えるデスクトップEDA環境を実現することはさほど困

難なことではありません。

このような現状に対してプロテルでは、独自のEDA/Clientにより複数のベンダーの製品を統合し、

UNIXベースのシステムを超えるデスクトップEDA環境を実現したいと考えています。

デスクトップEDAを本来の姿に正常化する

クライアント／サーバアーキテクチャは、新しく生まれたものではなく、コンピュータが実用化さ

れた時点から用いられ続けてきたアーキテクチャです。しかしパーソナルコンピュータは、一枚の

ボードコンピュータから進化してきたという背景により、大幅な技術の進化が成し遂げられた現在で

も、EDAアプリケーションは、スタンドアロンのスタイルを脱しきれていません。これは、本来のコ

ンピューティングの考えに添わない異常なことであると言うことができます。

プロテルのEDA/Clientによる、デスクトップEDAの分野へのClient/Serverアーキテクチャの導入

は、新しいアーキテクチャへの移行というよりもむしろ、デスクトップEDAを本来の姿に正常化する

取り組みであると言うことができます。

統合環境の実現

EDA/Clientによって、クライアント/サーバアーキテクチャが導入されることにより、ネットワーク

上で動作する複数の異なったベンダーによって開発されたEDAアプリケーションと、相互にダイナ

ミックなリンクが可能になり、あたかも一つのアプリケーションのように稼働させることが可能にな

ります。また既に普及している一般のWindowsアプリケーションとの間でも、OLE等のWindowsの標

準的な通信機能を用いたデータのやりとりが可能になり、連携が容易です。

このように、EDA/ClientはEDAアプリケーションを中心に、一般のアプリケーションをも含めた広

範囲なワークグループを構成しようとするものです。現在、すでに多くのEDAベンダからEDA/Client

の為のEDAサーバが供給されており、業界標準としての地位を築きつつあります。
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回路図入力、PCB設計、シミュレーション、PLDプログラム、そして部品表の作成までもが一つのアプリケーショ
ンを起動するだけで可能な、理想的なマルチツール環境が実現されています。

プロテル社の新しいEDAツールでは、クライアント/サーバアーキテクチャの導入に
より、複数のツールが統合されたマルチツール環境が実現されています。それぞれの
ツールはEDA/クライアントの為のサーバモジュールとしてデザインされているため、
複数のツールを使用する場合でも起動するのはEDA/クライアント一つだけで、従来の
ように複数のアプリケーションを起動する必要はありません。そして、これらのツール
のドキュメントはすべて同じEDA/クライアントのアプリケーションウィンドウの中に
オープンされ、それぞれのツールの違いを意識する事なく使用する事ができます。

EDAサーバは、プロテル社からだけでなくサードパーティからも供給される予定で
す。またサーバの開発を支援するための、CSDK(Client/Server Development Kit)がプ
ロテル社より供給されており、これを利用してユーザ自身が必要なサーバーモジュール
を作成する事もできます。そしてプロテル社の外部で開発されたこれらのツールはプロ
テル社で開発されたツールと同様にEDA/クライアント上で統合されます。

アドバンストスケマティック 98やPCB 98などのEDAツールには、EDA/クライア
ントが含まれています。これらをご購入になると、EDA/クライアントが提供する機能
のすべてをご利用いただく事ができます。

回路図エディタ回路図エディタ回路図エディタ回路図エディタ回路図エディタ PLDコンパイラコンパイラコンパイラコンパイラコンパイラ

シミュレータシミュレータシミュレータシミュレータシミュレータ PCBレイアウトレイアウトレイアウトレイアウトレイアウト
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EDA EDA

EDA/クライアントはEDAツールの為の、共通のクライアン
トとしてのさまざまな要求を満足する事が必要であり、あらゆ
るカテゴリのEDA/ツールを想定した、柔軟なユーザインター
フェイスを備えています。また機能の異なるさまざまな種類の
EDAサーバとの接続が必要になる為、公開されたAPIによえる
コミュニケーションの標準化を行っています。

APIの公開によるの公開によるの公開によるの公開によるの公開による
コミュニケーションの標準化コミュニケーションの標準化コミュニケーションの標準化コミュニケーションの標準化コミュニケーションの標準化

EDA/クライアントをベースにした新しいEDAツールは、Processと
呼ばれるそれぞれのサーバが備えている公開されたAPIを、EDA/クラ
イアントからアクセスする事により、一つのツールとして動作するし
くみになっています。EDA/クライアントは、ユーザインターフェイス
だけを供給するモジュールとして開発されたもので、このAPIをベース
にしたコミュニケーションの標準化により、クライアントとして高度
に進化した機能の実現に成功しています。

柔軟なユーザインタフェイス柔軟なユーザインタフェイス柔軟なユーザインタフェイス柔軟なユーザインタフェイス柔軟なユーザインタフェイス

EDA/クライアントでは、サーバのAPIをユーザがコントロールする
手段(すなわちユーザインタフェイス)は完全にカスタマイズする事がで
きます。例えば、コマンドメニュー、ショートカット、ツールバー、
などの全てをツーザ自身が意図どおりに作り変える事ができます。ま

た操作を自動化したい場合や、独自のダイアログボックスを作り
たい場合は、標準装備されている高機能マクロ、Client Basicを使
用する事により可能になります。さらにProtel社から供給されてい
るCSDK(Client/Server Development Kit)により、Delphiを用いて独自
にEDAサーバやWizardを開発する事が可能になります。

広範囲なツールのサポート広範囲なツールのサポート広範囲なツールのサポート広範囲なツールのサポート広範囲なツールのサポート

EDA/クライアントでは、EDAツールだけでなく広く一般に使用
されているさまざまなツールとの連携が考慮されています。また
EDA/クライアントにも専用のテキストエディタや表計算ツール、
チャートツールなどの汎用ツールが装備されており、部品表作成
等の付帯業務も、EDA/クライアントによる統合環境の中で行う事
ができます。

サーバーエージェント、クライアントAPI、OLE、クェリー言語（SQL）の4種の手法を用いる
ことにより、EDA／クライアントとサーバーアプリケーションをリンクします。またEDAアプ
リケーションだけでなく、OLEに準拠した一般のサーバーアプリケーションやSQLサーバーのク
ライアントとして、EDAクライアントを使用することができます。

パーソナルコンピュータ上で動作する、デス
クトップEDAツールの能力が、UNIXベースの
ワークステーション上で動作するツールと同等
のレベルに達した現在、100社をこえるベン
ダーによって供給される多くの専門化された
EDAツールを、いかにうまく組み合わせて統
合化されたワークグループを構築するかという
ことが、大きな課題となっています。プロテル
社のEDA／クライアントは、デスクトップ
EDA環境にクライアント／サーバアーキテク
チャを導入することにより、目的に応じたツー
ルの組み合わせによる高度な統合環境を実現し
ようとしています。　

このページはEDA/クライアントのコンセプトをご紹介するもので、文中の説明にはまだ実現されていない機能も含まれています。
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EDA / Client

EDA/
多くのサードパーティからEDA/クライアントのサーバとして動作するプラグインツールが供給されています。これ
らにより、EDA/クライアントに有用なツールが追加され、とどまる事無く進化を続けます。

サードパーティと共に進化するサードパーティと共に進化するサードパーティと共に進化するサードパーティと共に進化するサードパーティと共に進化する EDA/Client

■■■■■ 回路図エディタの機能を拡張するプラグインサーバ回路図エディタの機能を拡張するプラグインサーバ回路図エディタの機能を拡張するプラグインサーバ回路図エディタの機能を拡張するプラグインサーバ回路図エディタの機能を拡張するプラグインサーバ

■■■■■ PCBの機能を拡張するプラグインサーバの機能を拡張するプラグインサーバの機能を拡張するプラグインサーバの機能を拡張するプラグインサーバの機能を拡張するプラグインサーバ

■■■■■ プロテルからのプラグインサーバの供給プロテルからのプラグインサーバの供給プロテルからのプラグインサーバの供給プロテルからのプラグインサーバの供給プロテルからのプラグインサーバの供給

●●●●●Client/Sim Dolphin Integration [ www.dolphin.fr ]

SpiceとVerilog-HDLによる、アナログデジタル混在シミュレータ。

●●●●● Electra cad DeskTop-EDA [ www.desktop-eda.com.au ]

Schematic 98を電気回路図エディタとして使用する為の機能追加を行う。

●●●●● Schematic Toolkit Aspiring Technology [ www.aspiring-technology.com ]

Schematic 98をより使いやすくする、7種類の機能を付加する。

●●●●● ProASIX ESYS [ www.esys.de ]

Schematic 98にVHDL コードの取り扱い機能を付加する。

●●●●● actiVwire Premire EDA Solutions [ www.eda.co.uk ]

Schematic 98に半自動配線機能を付加する。

●フリーウェア●フリーウェア●フリーウェア●フリーウェア●フリーウェア Premire EDA Solutions [ www.eda.co.uk ]

Premire EDAではSchematic 98のシンボルライブラリの内容を一覧表示する、SchLib View を開
発しフリーウェアとして配布しています。他にもいくつかのプラグインが供給されています。

多くのサードパーティに
よって、Advanced Sche-

matic 98やPCB 98の機能を
拡張する、プラグインモ
ジュールの開発が行われて
います。この為、プロテル製
品は、社内の開発努力だけ
でなく、外部の力によって
も製品の能力が進化してい
きます。

●●●●● actiVplace Premire EDA Solutions

ユニークな機能を備えたインタラクティブな配置支援ツール。

●●●●● TestPoint Advisor Premire EDA Solutions

テストポイントを配置する為のレイアウトの解析とレポート。

●●●●●PCB klipper DeskTop-EDA

Windows クリップボードのデータをPCB上に貼り付ける。

●●●●●Smart Arcs Aspiring Technology

配線パターンのコーナを自動的に円弧に変換する。

●フリーウェア●フリーウェア●フリーウェア●フリーウェア●フリーウェア Premire EDA Solutions

Premire EDAではPCB 98のフットプリントを一覧表示する、
PCBLib View を開発しフリーウェアとして配布しています。
他にも数種類のプラグインが無償で供給されています。

プロテルでは新しい機能の開発が行われた場合、これらの一部を次の新しいバージョンに反映させるだ
けで無く、プラグインサーバとして無償で配布しています。ユーザは、これらを入手する事により費用を
かける事なしに、新しい機能を追加する事ができます。

EDA/Client

Advanced
PCB 98

Advanced
Schematic 98

Advanced
SIM 98

Advanced
PLD 98

Advanced
Route 98

actiVplace



EDA

プロテルの歴史プロテルの歴史プロテルの歴史プロテルの歴史プロテルの歴史

プロテルは1985年ニック・マーティンにより、オーストラリアのタスマニアで設立されました。

ニック・マーティンはタスマニア大学の依頼を受け、UNIXベースのシステムの代用品として使用す

るための、安価なDOS製品の開発を始めました。この製品は翌年の1986年にはオーストラリア国内で

使用され始め、しだいにアメリカやヨーロッパにも輸出されるようになりました。

プロテル社は1991年末にWindows上で動作する最初のアドバンストPCBの出荷を開始した後、DOS

製品の開発を中止し、WindowsベースのEDAツールだけを開発するようになり、1992年末にはアドバ

ンストスケマティックの出荷が始まりました。現在では本社をタスマニアから(米国を経て)シドニー

に移し、UNIXベースの高価なツール以上の能力を持つ WindowsベースのEDAツールを、安価に販売

することを目標にして開発が続けられています。

現在、プロテル社のWindowsツールは40,000本以上の出荷が記録されており、今最も良く使われて

いるWindows EDAツールであると言うことができます。

使いやすさの追求／使いやすさの追求／使いやすさの追求／使いやすさの追求／使いやすさの追求／Windows のののののGUIに準拠に準拠に準拠に準拠に準拠

パーソナルコンピュータ上で動作する多くのデスクトップEDAツールの能力は、高価なUNIXベー

スのツールと肩をならべるほどに進化してきており、その中でもプロテル製品は最も高機能なものの

一つであると言うことができます。しかし、いかに優れた能力を持ったツールであっても使い易くデ

ザインされていなければ、能力を生かすことができません。

プロテル製品は、ユーザーが多くの機能を容易に引き出せるようにする為、Windowsの標準的なグ

ラフィカルユーザーインタフェイスに正しく準拠したデザインが行われています。この結果Windows

アプリケーションの基本的な操作に慣れている人であれば、はじめてプロテル製品を使用する場合で

もとまどうことはありません。またWindowsの他のアプリケーションとの併用も容易に行うことがで

きます。今後複数のアプリケーションを併用してプロジェクトを進めるケースが増えるものと予想さ

れ、ユーザーインターフェイスの標準化は重要な一つのテーマであると言うことができます。

プロテル製品の価格プロテル製品の価格プロテル製品の価格プロテル製品の価格プロテル製品の価格

ソフトウェアの原価は、開発費の償却費の割り合いが高く、販売価格は企画台数にほぼ反比例しま

す。わかりやすく言えば、出荷本数を2倍にすれば価格を半分にすることができます。

プロテル製品は多くのユーザーの皆様にお使いいただくことを前提に、非常に安い価格に設定され

ています。通常は営業的な判断に基づき、市場での競争力に見合った価格設定が行われますが、プロ

テル製品についてはこのような基準に基づく価格設定は行われていません。くれぐれも「価格が安い

からそれなりの能力しかない」と言う、誤った判断をされないようにお願いいたします。

EDA/Clientの導入によって、高度に統合されたプロテル製品の導入によって、高度に統合されたプロテル製品の導入によって、高度に統合されたプロテル製品の導入によって、高度に統合されたプロテル製品の導入によって、高度に統合されたプロテル製品
のご紹介。のご紹介。のご紹介。のご紹介。のご紹介。
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動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

CPU Pentium 以上
Memory 32MB以上

HDD 100MB以上の空容量

OS Win95 /NT4.0
Video 1024×768以上

32ビットプログラムにより、ビットプログラムにより、ビットプログラムにより、ビットプログラムにより、ビットプログラムにより、Windows95/NT 用として最適化された用として最適化された用として最適化された用として最適化された用として最適化された
回路図エディタ、回路図エディタ、回路図エディタ、回路図エディタ、回路図エディタ、Spice/Verilog シシシシシミュレータ、ミュレータ、ミュレータ、ミュレータ、ミュレータ、PLDコンパイラ、コンパイラ、コンパイラ、コンパイラ、コンパイラ、PCBレイアウト、オートルータレイアウト、オートルータレイアウト、オートルータレイアウト、オートルータレイアウト、オートルータののののの

5つのつのつのつのつのツールによって構成されています。ツールによって構成されています。ツールによって構成されています。ツールによって構成されています。ツールによって構成されています。
これらは緊密に連携して動作し、全てのツールの間で相互にクロスプローブが可能です。これらは緊密に連携して動作し、全てのツールの間で相互にクロスプローブが可能です。これらは緊密に連携して動作し、全てのツールの間で相互にクロスプローブが可能です。これらは緊密に連携して動作し、全てのツールの間で相互にクロスプローブが可能です。これらは緊密に連携して動作し、全てのツールの間で相互にクロスプローブが可能です。

またそれぞれのツールの操作性はまたそれぞれのツールの操作性はまたそれぞれのツールの操作性はまたそれぞれのツールの操作性はまたそれぞれのツールの操作性はEDA/Clientによって統一されており、によって統一されており、によって統一されており、によって統一されており、によって統一されており、
異なったツールの間を行き来する場合でも、操作に戸惑う事はありません。異なったツールの間を行き来する場合でも、操作に戸惑う事はありません。異なったツールの間を行き来する場合でも、操作に戸惑う事はありません。異なったツールの間を行き来する場合でも、操作に戸惑う事はありません。異なったツールの間を行き来する場合でも、操作に戸惑う事はありません。

Windows95またはWindowsNT上で、最も高いパフォーマンスが得られるように最適
化された、32ビットプログラムです。
回路図の作成から生産に移行するまでに必要にな、全てのツールが統合されていま
す。EDAツールだけでなく、部品表作成の為の表計算ツールも統合されています。
メニュー、ツールバー、ショートカットのカスタマイズはもちろんのこと、Client
Basicによる自動化や、Delphiで作成したプラグインツールの組み込みが可能です。
煩雑な作業も、豊富に用意されたWizardによって簡略化されます。特に、部品の作
成や基板外形の作成を能率よく行う事ができます。
階層回路図をフルサポートしている他、外部データベースとダイナミックなリンク
が可能。汎用のフロントエンドツールとして最適な、豊富な機能を備えています。
SpiceとVerilog-HDLの2つの標準フォーマットをサポートする、アナログ/デジタル混
在シミュレータ。作成された回路図の動作を、瞬時に波形表示する事ができます。
PLDの為の論理記述言語として広く普及している、CUPLによる論理合成ツール。ユ
ニバーサルなデバイスのサポートに加え、回路図から直接コンパイルが可能です。
精密なデザインルールで常時レイアウトを監視する事により、信頼性の高いPCBレ
イアウトが可能。オフグリッドパッドへの引き込み等、編集機能も充実しています。
オフグリッドの押しのけ配線により、高密度なSMT基板でも高い結線率が得られ
る。PCB98のレイアウトをフォーマット変換せずに、自動配線する事ができます。

Windows NT/95 用の用の用の用の用の 32ビットプログラムビットプログラムビットプログラムビットプログラムビットプログラム

ひとそろいのツールをシームレスに統合ひとそろいのツールをシームレスに統合ひとそろいのツールをシームレスに統合ひとそろいのツールをシームレスに統合ひとそろいのツールをシームレスに統合

EDA/Client による豊富なカスタマイズ機能による豊富なカスタマイズ機能による豊富なカスタマイズ機能による豊富なカスタマイズ機能による豊富なカスタマイズ機能

豊富な豊富な豊富な豊富な豊富なWizard による親切設計による親切設計による親切設計による親切設計による親切設計

フロントエンドしてフロントエンドしてフロントエンドしてフロントエンドしてフロントエンドして最適な回路図エディタ最適な回路図エディタ最適な回路図エディタ最適な回路図エディタ最適な回路図エディタ

高性能なアナログ高性能なアナログ高性能なアナログ高性能なアナログ高性能なアナログ /デジタル混在シミュレータデジタル混在シミュレータデジタル混在シミュレータデジタル混在シミュレータデジタル混在シミュレータ

汎用性と手軽さを備えた汎用性と手軽さを備えた汎用性と手軽さを備えた汎用性と手軽さを備えた汎用性と手軽さを備えたPLDコンパイラコンパイラコンパイラコンパイラコンパイラ

高度なデザインルールを備えた高度なデザインルールを備えた高度なデザインルールを備えた高度なデザインルールを備えた高度なデザインルールを備えたPCBツールツールツールツールツール

高密度基板を高密度基板を高密度基板を高密度基板を高密度基板を 100%結線する自動配線ツール結線する自動配線ツール結線する自動配線ツール結線する自動配線ツール結線する自動配線ツール

Protel98
   EDA/Client

EDA
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Advanced Schematic 98
デザインエントリデザインエントリデザインエントリデザインエントリデザインエントリの為の高性能なの為の高性能なの為の高性能なの為の高性能なの為の高性能なフロントエンドフロントエンドフロントエンドフロントエンドフロントエンド

高度な機能を備えた回路図エディタAdvanced Schematic 98 は、 完全
な回路設計環境を提供します。能率向上の為のパワフルなプロジェク
トマネージメントツールや、ライブラリマネージメントツール、高度
な対話編集 /自動化ツールが備えられています。また、シミュレーショ
ンプロセスや、 PLDデザインプロセスとダイレクトにリンクすること
により、 開発工程の自動化が可能になる為、汎用性の高いフロントエ
ンドツールとして使用する事ができす。

Advanced SIM 98
本格的な本格的な本格的な本格的な本格的な A/D混在シミュレーション混在シミュレーション混在シミュレーション混在シミュレーション混在シミュレーション

Advanced SIM 98 は パワフルなミクストモードシミュレータ です。
Advanced Schematic 98と緊密に連携して動作 する事により、完全なフ
ロントエンド環境を提供します。アナログ部にSPICE、デジタル部に
はVerilog-HDLの 2つの標準言語がサポートされており、モデルライ
ブラリ等の蓄積された資産の再利用が可能です。この Advance SIM 98
は単に高性能なだけでなく、他のツールとのタイトな統合が実現され
ており、Advanced Schematic 98から、ボタン一つでシミュレーション
を起動する事ができます。

Advanced PCB 98
ルールルールルールルールルール・・・・・ドリブン型のドリブン型のドリブン型のドリブン型のドリブン型の PCBレイアウトツールレイアウトツールレイアウトツールレイアウトツールレイアウトツール

Advanced PCB98は、豊富なデザインルールによるコントロールが
可能なPCBレイアウトツールです。オンラインでのレイアウトの監視
により、設計中に発生しうる人為的なエラーの発生が回避でき、また
詳細なデザインパラメータを用いた自動設計が可能になります。特に
高速回路に対応するデザインルールが充実しており、平行線長の制限
や等長配線ルールがサポートされています。

Advanced PCB 98には、初心者だけでなく熟練者にも便利な多くの
Wizardが用意されています。また、オフグリッドパッドへの自動引き
込み機能は、高密度なマニュアル配線の能率を大きく向上させる事が
でき、さらにオートルータ Advanced Route 98の使用により、自動配
線をデータ変換する事なしに、ボタン一つで行う事ができます。

Advanced Route 98
押しのけによるオフグリッドルータ押しのけによるオフグリッドルータ押しのけによるオフグリッドルータ押しのけによるオフグリッドルータ押しのけによるオフグリッドルータ

Advanced Route 98は、AI 技術によるシェープベース配線技術を導
入した最初のオートルータで、他の技術を用いた自動配線よりも、む
しろ熟練エンジニアによる、マニュアル配線に近い配線結果を得る事
ができます。バッチ型の自動配線だけでなく、コネクション指定によ
る半自動配線も可能です。またテストポイントの自動生成機能も備え
ています。Advanced PCB 98の組み込型ツールとして動作する為、全
てのコントロールはAdvanced PCB 98のウィンドウ内で行い、配線作
業もAdvanced PCB 98のウィンドウ内で行われる為、データ変換の必
要はありません。

Advanced PLD 98
ユニバーサルなユニバーサルなユニバーサルなユニバーサルなユニバーサルな PLDコンパイラコンパイラコンパイラコンパイラコンパイラ

Advanced PLD 98は特定のベンダのデバイスに依存しない、ユニバー
サルなPLDコンパイラで、さまざまなベンダの400種以上のデバイス
をサポートするライブラリが装備されています。CUPL記述言語によ
る論理入力の他、Advanced Schematic 98上からAdvanced PLD 98を起
動し、回路図を直接コンパイルする事ができます。コンパイルが終わ
るとJEDECダウンロードファイルが生成され、一般的な書き込み器を
用いてPLDの書き込みが可能です。シンプルなシミュレータが内蔵さ
れており、事前に論理の検証を行う事ができます。

制限無く拡張可能な制限無く拡張可能な制限無く拡張可能な制限無く拡張可能な制限無く拡張可能な
オープンオープンオープンオープンオープン・・・・・アキテクチャに基づくアキテクチャに基づくアキテクチャに基づくアキテクチャに基づくアキテクチャに基づく EDAツールツールツールツールツール
この Protel 98の統合動作環境を提供しているEDA/Client 98は、完
全はオープン・アキテクチャを備えています。この為、多くのサード
パーティから、EDA/Client 98の為のEDAサーバが供給されており、こ
れらの使用により、Protel 98を拡張する事が容易です。また、Client
Server Development Kit (CSDK)が供給されており、Inprise Delphiまた
はC++ Builderを用いてEDAサーバの開発を行う事ができます。さら
に、このProtel 98にはマクロ言語Client Basicが装備されており、OLE
オートメーションによる、他のWindowsアプリケーションを含めた自
動化が可能です。

Protel 98は電子機器設計を完結する為に必要な、全てのツールを提
供する事をコンセプトにデザインされています。この複数のツールが
高度に統合されたパワフルな環境により、飛躍的に開発能率を改善す
る事が可能になります。

回路図の作成から生産に至るまでに必要な複数のツー
ルが、ただ単に組み合わされているだけでなく ,それぞ
れのツールがシームレスに統合されています。

回路図の作成が終わり、PCBレイアウトに移行する場
合でも、新たにプログラムを起動する必要はなく単に
PCBタブを選択するだけで、瞬時にPCBレイアウトツー
ルに切り換える事ができます。他の設計プロセスに移行
する場合も同様にEDA/Clientをただひとつ起動しておく
だけで、必要なツールを使い分ける事ができます。
またこれらの複数のツールはユーザインタフェイスが
統一されているため、ツールを使い分ける場合にも操作
性に戸惑う事はありません。
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ツールの統合ツールの統合ツールの統合ツールの統合ツールの統合
通常、電子機器の開発においては複数のEDAツールを使用します。
この際に問題になるのはそれぞれのツールが異なった操作性を備えて
いたり、不要な画面スペースを占有したりする事です。これは実際の
設計作業以外に、余分な作業が発生する事を意味し作業能率の低下に
つながります。
このプロテル 98 に含まれるツールは、EDA/クライアント のサー
バモジュールとして動作するようにデザインされており、回路図エ
ディタやPCBレイアウト などのEDA/ツールが1つのアプリケーショ
ンに統合されています。また EDAツールを使った作業の過程では、
ネットリストの参照などの為に頻繁にテキストエディタを使用します。
また設計を終わった後、部品表の作成の為に表計算ツールを必要とし
ます。プロテル 98 ではEDA/クライアント にテキストエディターや
表計算、さらにチャートツールが統合される事により、この様な付帯
業務も統合環境の中で行う事ができます。

画面レイアウトの自由な変更画面レイアウトの自由な変更画面レイアウトの自由な変更画面レイアウトの自由な変更画面レイアウトの自由な変更
EDA/クライアントには、操作性を向上させる為にプロジェクトマ
ネージャや、パネルが用意されています、また他のWindowsアプリ
ケーションのように、ツールバーが用意されています。さらに他の
EDAアプリケーションのようにステータスバーを備えています。EDA/
クライアントではこれらの画面要素を全て、作業の状況に合わせて自
由な位置に移動させたり、表示されない状態にする事ができます。ま
たツールバーはシートのワークエリアにフローティングさせる事がで
き、これを作業エリアの近くに移動させる事によりコマンドの選択に
手間取ることがなくなります。

カスタマイズ機能カスタマイズ機能カスタマイズ機能カスタマイズ機能カスタマイズ機能
EDA/クライアントは、プロテル 98に含まれる不特定多種のサーバ
モジュールのクライアントとして使用される為、サーバの機能に合わ
せて自在に変化させる事ができるよう、フレキシブルにデザインされ
ています。またユーザ自身が、自分の要求に合わせて使いやすく変更
できる、フルカスタマイズ機能を備えています。この EDA/クライア
ントでは次のようなカスタマイズが可能です。

■■■■■ メニューのカスタマイズとパラメトリックプロセスメニューのカスタマイズとパラメトリックプロセスメニューのカスタマイズとパラメトリックプロセスメニューのカスタマイズとパラメトリックプロセスメニューのカスタマイズとパラメトリックプロセス

メニューをダブルクリックして表示される、Menu Propertiesダイア
ログボックスを用いて、容易にメニューをカスタマイズする事ができ
ます。カスタマイズは、単にコマンド名を置き換える事だけではなく、
メニュー全体の構造やメニューに割り当てるプロセスの割り当てが可
能です。また「パラメトリックプロセス」により、割り当てたプロセ
スにパラメータを付加する事ができます。例えば、Sch:PlacePartプロ
セスに部品名[Resister]を指示するパラメータを付加する事によって、
プロセスの起動と同時に部品[Resistor]を呼び出す事ができます。この
機能によってカスタマイズされたメニューのセットは保存する事がで
きる為、何種類ものメニューを用意しておき切り替えて使用する事が
できます。

プロテル 98 に含まれるそれぞれのツールは、EDA/
Clientのサーバモジュールとしてデザインされており、
アドバンスト スケマティック 98をはじめとする他のさ
まざまなツールを含めた統合環境が実現されています。
また、プロテル社で開発されたツールだけではなく、

サードパーティでEDA/サーバとして開発されたツール
や、ユーザ自身が開発したツールをEDA/Clientの環境に
統合する事が可能で、EDA/サーバの開発を容易にする為
の開発キットCSDK(Client Server Development Kit)も
用意されています。さらにEDA/Clientは、ただ単に複数
のツールが統合されたマルチツール環境を提供するだけ
でなく、ユーザー自身が自分の要求に合わせてカスタマ
イズする事ができる高度なユーザーインターフェイスや、
自動化の為の高性能なマクロ言語を備えています。

EDA/Client

複数のツールを統合複数のツールを統合複数のツールを統合複数のツールを統合複数のツールを統合
複数の種類のドキュメントが同時にオープンされている。

プロジェクトマネージャとパネルのレイアウトプロジェクトマネージャとパネルのレイアウトプロジェクトマネージャとパネルのレイアウトプロジェクトマネージャとパネルのレイアウトプロジェクトマネージャとパネルのレイアウト

メニューのカスタマイズメニューのカスタマイズメニューのカスタマイズメニューのカスタマイズメニューのカスタマイズ

パネルとプロジェクトマネー
ジャを左右に配置。

プロジェクトマネージャを消去。
パネルも消去して画面をより広
く使うこともできる。

ダイアログボックスを用いて好みのメニューを容易に作成できる。

固定されているツールバー
フローティングしているツールバー

ツールバーのレイアウトツールバーのレイアウトツールバーのレイアウトツールバーのレイアウトツールバーのレイアウト
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■■■■■ ツールバーのカスタマイズツールバーのカスタマイズツールバーのカスタマイズツールバーのカスタマイズツールバーのカスタマイズ

通常Windowsアプリケーションには、ツールバーと呼ばれるコマン
ドの起動を容易にする為のツールボタンのセットが用意されています。
それぞれのツールボタンには、機能を示すビットマップグラフィック
スとコマンドが割り当てられており、ツールボタンの絵柄から直感的
に機能を起動する事ができるようになっています。他のアプリケー
ションでは多くの場合、ツールボタンの構成や割り当てられているコ
マンドが固定されていますが、EDA/クライアントではこれらを完全に
カスタマイズできます。EDAツールが使用される環境はさまざまで
す。アナログ設計の多い場合やデジタル設計が多い場合、また回路に
習熟したエンジニアが使用する場合や、そうでない場合もあります。
このような場合EDAクライアントではそれぞれの状況に合わせたツー
ルのセットを、ユーザ自身が作成する事ができます。

■■■■■ ショートカットキーのカスタマイズショートカットキーのカスタマイズショートカットキーのカスタマイズショートカットキーのカスタマイズショートカットキーのカスタマイズ

キーボードからコマンドを起動する為のショートカットキーもフル
カスタマイズ可能です。任意の単独のキーにコマンドを割り当てるだ
けでなく、Ctrl, Alt, Shiftキーとの組み合わせた任意のキーに対してコ
マンドを割り当てる事ができます。

マクロ言語マクロ言語マクロ言語マクロ言語マクロ言語 Client Basic
EDA/クライアントには、Visual Basicのサブセットとしての機能を
備えたマクロ言語、Client Basicを備えています。このマクロはOLE
オートメーションに対応しており、他のOLE対応マクロを備えたアプ
リケーションを同時にコントロールする事ができます。またこのマク
ロは、ダイアログボックスを容易に作成できる能力を備えており、
キーボードを使って繰り返し行う煩雑な操作を、ダイアログボックス
を用いたグラフィカルな操作に置き換える事ができます。アドバンス
トスケマティック 98 では、このマクロ言語を使用したWizardがいく
つか用意されており、すぐにこの機能を試してみる事ができます。ま
たこれを手本にして、独自のWizardを作成する事ができます。さらに
マクロを作成する時間の無い方々の為に、Client Basicによって作成さ
れた各種のユーティリティが、サードパーティから供給されています。

ビットマップとビットマップとビットマップとビットマップとビットマップとパラメータパラメータパラメータパラメータパラメータの割り当ての割り当ての割り当ての割り当ての割り当て
ツールバーには、任意のビットマップを割り当てる事ができ、
コマンド(プロセス)にはパラメータを与える事ができる。

ツールバープロパティツールバープロパティツールバープロパティツールバープロパティツールバープロパティ・・・・・ダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックス

ツールバーのダブルクリックで表示され、マウスでプロセスリス
トを選択する事により、ツールボタンにコマンドを割り当てる。

キーボードショートカットエディタキーボードショートカットエディタキーボードショートカットエディタキーボードショートカットエディタキーボードショートカットエディタ

ツールバーの例ツールバーの例ツールバーの例ツールバーの例ツールバーの例

瞬時にプリミティブを
呼びだし可能な、パワー
オブジェクトや、部品の
名称がパラメータとし
て付加されている。

カスタマイズリソースカスタマイズリソースカスタマイズリソースカスタマイズリソースカスタマイズリソース
ダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックス
メニューやツールバー、
ショートカットキーテー
ブルを新たに追加する事
ができる。

オルグシステムズにより、オルグシステムズにより、オルグシステムズにより、オルグシステムズにより、オルグシステムズにより、
Client Basic を用いて開発されを用いて開発されを用いて開発されを用いて開発されを用いて開発され
たライブラリプレーサーの例。たライブラリプレーサーの例。たライブラリプレーサーの例。たライブラリプレーサーの例。たライブラリプレーサーの例。

ダイアログボックスを使って部品の
呼び出しと属性の入力を同時に行う
事ができる。これを含む数種類のマ
クロが、アドバンストスケマティッ
ク 98用のオプションとして別売りさ
れている。

Boland Delphi, C++ Builder ををををを外部外部外部外部外部カスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズ言語言語言語言語言語
としてとしてとしてとしてとして使用使用使用使用使用するするするするする為為為為為の、の、の、の、の、
CSDK(Client Server Development Kit)

Protel製品には、EDA/クライアントの為のサーバーモジュールを開
発する為のCSDK(Client Server Development Kit)が添付されています。
Boland Delphi, C++ Builderを用いて、EDA/クライアントのサーバとし
て動作するツールやWizardを開発できます。またこのCSDKはBoland
Delphi, C++ Builderを「EDA/クライアントの為の外部カスタマイズ言
語」として使用するためのツールとしてとらえる事ができます。既に
いくつかのサードパーティで、このキットを使ったユーティリティ
(EDA/サーバ)の開発が進められております。

CSDKサーバサーバサーバサーバサーバ

Boland Delphi, C++ Builderで作成されたプログラムに対して、EDAサー
バとして必要なコードが自動的に付加される。

アルファベットキーだけ
でなく、Ctrl, Alt, Shift
キーと組み合わせた
ショートカットの割り当
ても可能。
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バンストPCB 98を含む全てのツールでMDI(マルチプル
ドキュメントインターフェイス)がサポートされており、
同時に多種多様の多くのドキュメントをオープンする事
ができます。このような階層化されたさまざまなドキュ
メントの編集を行う際には、目的のドキュメントに移動
したり、また特定のドキュメントの中から任意のデータ
を探し当てたい場合が頻繁に発生します。EDA/クライ
アントにはこのようなナビゲート操作を容易に行う為の
ツールとして、プロジェクトマネージャとブラウザパネ
ルが用意されています。

プロテル 98に含まれるアドバンストスケマティック
98では、階層設計がサポートされています。また、アド

階層回路図とプロジェクトマネージャ階層回路図とプロジェクトマネージャ階層回路図とプロジェクトマネージャ階層回路図とプロジェクトマネージャ階層回路図とプロジェクトマネージャ
プロテル 98では、大規模な階層回路図がサポートされており、これ
を一つのプロジェクトという単位で取り扱う事ができます。このプロ
ジェクトはプロジェクトマネージャによって、回路図を示すシンボル
がツリー形状に関連付けられて表示されます、このプロジェクトマ
ネージャではWindowsのファイルマネージャやエクスプローラと同じ
ように、ダブルクリックによって、さらに下の階層を表示させる事が
できます。また、一回のクリックによって任意のシートにフォーカス
する事ができます。さらに複数のプロジェクトを同時に取り扱う事が
できます。さらにこのプロジェクトマネージャは、回路図ファイルだ
けでなくプロジェクトに含まれるPCB 98やPLD 98などの他のツール
によって作成されたファイルを、シンボルデザインによって分類して
同時に表示します。

Findボタンを押すと、取り出したい部品がどのライブラリファイルに含まれて
いるのかを即座に調べ、瞬時に登録または配置ができる。

ブラウザパネルブラウザパネルブラウザパネルブラウザパネルブラウザパネル

ブラウザパネルは、
上部がライブラリを
取り扱うエリアで、
下部がシートと取り
扱うエリアになって
いる。部品編集後に
は、 U p d a t e
Schematicsボタンを
使用して、ライブラ
リエディタでの変更
を、瞬時に回路図に
反映できる。

Update Schematicsボタンで、瞬時に回路
図上の部品を編集後の部品に更新できる。

Editボタンで、ライブラリファイルが
オープンしセレクトされている部品の
編集を瞬時に開始できる

ライブラリエディタライブラリエディタライブラリエディタライブラリエディタライブラリエディタ

回路図の作成中での部品の
修正も、ボタン一つで開始
する事ができる。

Find Schematic Component ダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックス

プロジェクトマネージャプロジェクトマネージャプロジェクトマネージャプロジェクトマネージャプロジェクトマネージャ

EDA/クライアントによってオープ
ンされている、全ての種類のファ
イルが表示され、これらを区別な
く取り扱う事ができる。

プロジェクトを構成する複数の回
路図にわたって、回路図上に配置
されている全ての要素を即座に検
索し、目的の部分に瞬時にジャン
プする事ができる。

ブラウザパネルブラウザパネルブラウザパネルブラウザパネルブラウザパネル
プロテル  98は、大量の回路図で構成されている階層回路や、多く
の種類のライブラリファイルを同時にオープンする事ができる能力を
備えています。そしてこの大量のデータの中から目的の部品や他のプ
リミティブの検索を容易に行うために、ブラウザパネルが用意されて
います。ブラウザパネルには、これから部品を配置しようとする場合
に役立つライブラリのブラウザと検索機能、そしてすでに回路図上に
配置されたプリミティブの為のブラウザと検索機能を備えています。
また回路図上の部品をセレクトし、ライブラリブラウザ・ウィンドウ
のEditボタンを押すと、即座にライブラリエディタを用いてセレクト
した部品の変更が開始できる状態になります。さらに部品の編集が終
わった後Update Schematicボタンを押す事により、回路図上の部品を
変更後の部品に瞬時に入れ替える事ができます。

スケマティック 98のプロジェクトファイル

スケマティック 98のシートファイル

PLD 98のソースファイル

PLD WAVE Formのファイル

スケマティックライブラリファイル

クライアントスプレッド(表計算)のファイル

PCB 98のファイル

PCBライブラリファイル

クライアントチャート(グラフ)のファイル
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にはテキストエディタが必要であり、部品表の作成には
表計算ツールが必要になります。またCADから出力され
たデータを使ってプレゼンテーションを行いたい時など
にはチャートツールが必要になります。このような場合
に、それぞれ目的にあった個別ツール使用する事もでき
ますが、操作性の一貫性が得にくいばかりでなく無駄に
リソースを浪費し、能率の低下につながります。プロテ
ル 98ではこのような作業もEDAクライアントによって
提供される統合環境で行うことできるよう、さまざまな
ツールがEDA/クライアントのサーバーとして用意され
ています。

エンジニアの仕事にはさまざまなツールが必要になり
ます。EDAツールによる作業に付随するテキストワーク

テキストサーバテキストサーバテキストサーバテキストサーバテキストサーバ
CADによる作業中にはエラー情報やネットリストを確認したり、編
集したりするなどのテキストワークがしばしば必要になります。この
ような作業を、EDA/クライアントによる統合環境の中で行うために
EDAサーバとしてテキストエキスパート(テキストエディタ)が用意
されています。このテキストエディタではVHDLなどの、使用頻度の高
い幾つかのフォーマットでは、シンタックスハイライティング機能によ
る色分け表示が可能です。またネットリストを読み込み、スケマ
ティック 98やPCB 98との間でクロスプロービングする事が可能です。
シンタックスハイライティングは次のフォーマットがサポートされて
おり、ユーザサイドで独自に追加する事が可能です。

サポートされているフォーマット:
テキストファイル(*.txt), Client Basic Macro Script (*.bas), CUPL PLD(*.pld),
VHDL(*.vhd), Verilog(*.v), EDA/Client Environment(*.rcs), EDIF(*.edf), Schematic
ERCレポート(*.erc), Schematic BOM(*.bom), Protel ネットリスト(*.net),
Circuit(*.cir), HP-EESof CKT(*.ckt), Xilinx(*.xnf), PCB DRC(*.drc)

スプレッドサーバスプレッドサーバスプレッドサーバスプレッドサーバスプレッドサーバ
部品表の作成などの用途を想定して用意されているスプレッドサー
バで、Microsoft社のEXCEL4.0に準じた表計算機能を提供します。ま
たデータを保存する場合のファイルフォーマットもEXCEL4.0と完全
な互換性を備えています。回路図シート、又はPCBレイアウトから部
品表を作成する場合には、標準装備されている部品表Wizardによって
簡単な操作で、部品表を表計算シートに読み込ませる事ができます。
読み込んだ後、このツールが備えているさまざまなコマンドを利用し
て必要な部品表のフォームに編集する事ができます。もしこの編集作
業を、アドバンストスケマティックと同じコンピュータ上にインス
トールされている、EXCEL4.0や1・2・3で行いたい場合は、カットア
ンドペーストを使って、フォームを崩さずにデータをEXCEL4.0や1・
2・3に貼り付ける事ができます。また必要に応じてカットアンドペー
ストにより、このスプレッドサーバにデータを戻す事ができます。ま
た別のコンピュータにインストールされている表計算ツールとやり取
りを行う場合にはEXCEL4.0互換の.XLSファイルを用います。さらに、
このスプレッドサーバもアドバンストスケマティック 98とのクロス
プローブングをサポートしています。この機能により、作成された部
品表上に表示された部品が、回路図のどこの部品なのかを容易に探し
当てる事ができます。

チャートサーバチャートサーバチャートサーバチャートサーバチャートサーバ
データをグラフに変換して表示する為のチャートサーバで、表計算
ツサーバや他のサーバから直接起動してこれらのサーバから出力され
たデータを自動的にグラフに変換して表示します。例えば表計算サー
バ上の部品表でコスト分析を行い、その結果をコマンドを一回起動す
るだけでクラフに変換して表示させる事ができます。また自動配置機
能を用いて PCBレイアウトを行っている最中に、その処理の推移を
コマンド一つでグラフに変換して表示させる事ができます。グラフの
種類は 2Dや 3Dのものなど合計 8種類が用意されており、データに
合った形式を選択する事ができます。表示されたグラフはファイルに
保存する事ができ、またカットアンドペーストにより他のグラフィッ
クツールや、ワードプロセッサーなどに貼り付ける事ができます。

EXCEL4.0 相当の機相当の機相当の機相当の機相当の機
能を提供するスプ能を提供するスプ能を提供するスプ能を提供するスプ能を提供するスプ
レッドサーバレッドサーバレッドサーバレッドサーバレッドサーバ

部品表や内部データベー
スを直接出力して、目的
のフォームや数値にデー
タを加工する事ができる。

テキストエキスパートとシンタックスの編集テキストエキスパートとシンタックスの編集テキストエキスパートとシンタックスの編集テキストエキスパートとシンタックスの編集テキストエキスパートとシンタックスの編集

 文字列やシンボルに特定の色を予約し、テキストエキスパート上で
      スクリプトを分かり易く色分けして表示する。

データのグラフ化データのグラフ化データのグラフ化データのグラフ化データのグラフ化
を 行 う た め のを 行 う た め のを 行 う た め のを 行 う た め のを 行 う た め の
チャートサーバチャートサーバチャートサーバチャートサーバチャートサーバ

アドバンストスケマ
ティック 98で作成した
データから、動作状況の
確認やプレゼンテーショ
ンの為のグラフを作成。
8種類のグラフ形式の中
からデータの種類に合っ
たものを選択できる。
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回路図エディタ回路図エディタ回路図エディタ回路図エディタ回路図エディタ

アドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティック 98 は、は、は、は、は、プロテルデザインシステムのフロントエンドに位置付けられるプロテルデザインシステムのフロントエンドに位置付けられるプロテルデザインシステムのフロントエンドに位置付けられるプロテルデザインシステムのフロントエンドに位置付けられるプロテルデザインシステムのフロントエンドに位置付けられる
高性能な回路図エディタです。高性能な回路図エディタです。高性能な回路図エディタです。高性能な回路図エディタです。高性能な回路図エディタです。OrCAD SDT ⅢⅢⅢⅢⅢ /ⅣⅣⅣⅣⅣ スケマティックファイルの読み込み、スケマティックファイルの読み込み、スケマティックファイルの読み込み、スケマティックファイルの読み込み、スケマティックファイルの読み込み、階層設計、階層設計、階層設計、階層設計、階層設計、

30種以上のネットリスト出力などの基本機能の他に、種以上のネットリスト出力などの基本機能の他に、種以上のネットリスト出力などの基本機能の他に、種以上のネットリスト出力などの基本機能の他に、種以上のネットリスト出力などの基本機能の他に、EDA/Client によって提供される、によって提供される、によって提供される、によって提供される、によって提供される、
ユーザーインターフェイスのカスタマイズ機能やユーザーインターフェイスのカスタマイズ機能やユーザーインターフェイスのカスタマイズ機能やユーザーインターフェイスのカスタマイズ機能やユーザーインターフェイスのカスタマイズ機能やOLE対応のマクロ言語を備えています。対応のマクロ言語を備えています。対応のマクロ言語を備えています。対応のマクロ言語を備えています。対応のマクロ言語を備えています。

同時にオープンできるシートの枚数や、シートに配置する事ができる部品の数に制
限はなく、大規模な回路図を難なく作成する事ができます。

OrCAD-SDT Ⅲ /Ⅳ のファイルを読込み、SDTⅣのフォーマットでセーブできます。
またOrCAD-SDTⅢ /ⅣのSRCライブラリファイルの読込みが可能です。

使用頻度の高いほとんどのフォーマットがサポートされており、XILINX や EEsof
ネットリストも標準で装備されています。

何段もの深い階層を持った回路図の作成が可能です。プロジェクトマネージャーに
より多くのドキュメントを容易にナビゲートする事ができます。

内蔵の表計算シート上に自動的にパーツリストを出力できます。Excel 4と互換性の
あるファイルフォーマットを備えています。

回路図上の部品のパーツフィールドを、dBASEファイルのテーブルにダイナミック
にリンクさせ、パーツフィールド内容を自動的に更新する事ができます。

タイトルブロックは自由に作成する事ができ、グラフィックファイルの貼り付けに
より、ロゴの挿入も容易です。True Typeフォントを使った日本語入力が可能です。

回路図の一部又は全部を、他のWindowsアプリケーションに貼り付ける事が可能。
また内蔵されている表計算ツールとExcelとの間で、カットアンドペーストが可能。

CSDK(Client/Server Development Kit)が供給されており、ユーザー自身がDelphi、又
はC++ Builderで作成したWizardや、その他のツールを容易に組み込む事が可能にな
りました。

32ビットビットビットビットビット /容量無制限のデータベース容量無制限のデータベース容量無制限のデータベース容量無制限のデータベース容量無制限のデータベース

OrCAD-SDT ⅢⅢⅢⅢⅢ /ⅣⅣⅣⅣⅣ ファイルのサポートファイルのサポートファイルのサポートファイルのサポートファイルのサポート

30種以上のネットリスト出力種以上のネットリスト出力種以上のネットリスト出力種以上のネットリスト出力種以上のネットリスト出力

階層設計とプロジェクトマネージャ階層設計とプロジェクトマネージャ階層設計とプロジェクトマネージャ階層設計とプロジェクトマネージャ階層設計とプロジェクトマネージャ

表計算ツールと部品表ウィザード表計算ツールと部品表ウィザード表計算ツールと部品表ウィザード表計算ツールと部品表ウィザード表計算ツールと部品表ウィザード

データベースリンクデータベースリンクデータベースリンクデータベースリンクデータベースリンク

タイトルブロックのカスタマイズと日本語入力タイトルブロックのカスタマイズと日本語入力タイトルブロックのカスタマイズと日本語入力タイトルブロックのカスタマイズと日本語入力タイトルブロックのカスタマイズと日本語入力

カットアンドペーストカットアンドペーストカットアンドペーストカットアンドペーストカットアンドペースト

Boland Delphi, C++ Builder によって作成したによって作成したによって作成したによって作成したによって作成した
Wizard の組込みの組込みの組込みの組込みの組込み

Advanced Schematic98

OLE

OrCAD SDT3/4

OrCADはOrCAD社の登録商標です。Windows 95, Windows98, Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

CPU Pentium 以上
Memory 32MB以上

HDD 50MB以上の空容量

OS Win95 /NT4.0
Video 1024×768以上

98

Making Electronic Design EasyTM

Advanced
Schematic98
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Advanced Schematic 98

OrCAD SDTⅢⅢⅢⅢⅢとととととSDTⅣⅣⅣⅣⅣのサポートのサポートのサポートのサポートのサポート
アドバンストスケマティック 98はOrCAD SDTⅢと SDTⅣの回路
図ファイルを、何の変換作業も行う事なしに直接読み込む事ができま
す。またアドバンストスケマティック 98で作成した回路図をSDTⅣ
のシートフォーマットで保存する事ができます。さらにOrCAD SDT
ⅢとSDTⅣのライブラリSRCファイルを、アドバンストスケマティッ
ク 98のライブラリエディタに読み込み、アドバンストスケマティッ
ク 98のライブラリファイルに変換する事ができます。この機能は、単
に特定のファイルフォーマットをサポートするだけのものですが、
OrCAD SDTはDOS版の回路図エディタとして大量に使用された実績
があり、このツールで作成された多くの回路図ファイルが存在してい
ます。これらのファイルを再利用する必要性を考慮すると、この
フォーマットのサポートは回路図エディタとして重要な基本機能の一
つであると言うことができます。

タイトルブロックのカスタマイズタイトルブロックのカスタマイズタイトルブロックのカスタマイズタイトルブロックのカスタマイズタイトルブロックのカスタマイズ
タイトルブロックはそれぞれの事業所ごとに、独自に作成した仕様
のものが使われているため、回路図エディタにもこれらのタイトルブ
ロックを自由に作成できる機能が必要になります。アドバンストスケ
マティック 98では、豊富な作画機能を用いて自由なデザインのタイ
トルブロックを作成する事ができます。また任意のTrueTypeフォント
を使って事業所名を日本語で記入する事ができ、さらにグラフィック
の貼り付け機能を使ってロゴを入れることができます。このタイトル
ブロックは .DOTという拡張子のテンプレートファイルとして保存す
る事ができ、任意に呼び出して再利用する事ができます。

配置配線を能率的に行う為の編集機能配置配線を能率的に行う為の編集機能配置配線を能率的に行う為の編集機能配置配線を能率的に行う為の編集機能配置配線を能率的に行う為の編集機能

■■■■■ ガイデッドワイヤリングガイデッドワイヤリングガイデッドワイヤリングガイデッドワイヤリングガイデッドワイヤリング (ガイド付き配線機能ガイド付き配線機能ガイド付き配線機能ガイド付き配線機能ガイド付き配線機能)
マウスを使って配線を行っている過程で、配線の終端がホットス
ポット(部品のピンなど)に近づくと、ホットスポットを示すドットが
表示され、このポイントに引き込まれるようにして自動的に接続され
ます。これにより配線に要する時間が短縮されるだけでなく、配線の
誤りが起こりにくくなります。

■■■■■アレープレースメントアレープレースメントアレープレースメントアレープレースメントアレープレースメント (バスエントリーバスエントリーバスエントリーバスエントリーバスエントリーを連続的に自動配置を連続的に自動配置を連続的に自動配置を連続的に自動配置を連続的に自動配置)
バスからのバスエントリーの引き出しは、同じ作業の繰り返しで
す。これを自動的に行う為に、アレープレースメント機能が用意され
ています。バスエントリーの数と送りのピッチ、及びラベル名とその
インクリメント値を入力する事により、一連のバスタップが瞬時に配
置できます。

■■■■■ グループとカットアンドペーストグループとカットアンドペーストグループとカットアンドペーストグループとカットアンドペーストグループとカットアンドペースト
回路図上の任意のエリアをマウスで囲むだけでグループ化する事が
でき、自由にカットアンドペーストする事ができます。これもバスの
配置を省力化できます。グループ化されたエリアに対しても個別の部
品と同じように回転やミラーなどの処理を行う事ができます。

■■■■■ グローバルチェンジグローバルチェンジグローバルチェンジグローバルチェンジグローバルチェンジ
処理の対象にするアイテムを、ダイアログボックス上で定義し、定
義された条件に合致するところだけを一括変更する、グローバルチェ
ンジ機能を備えています。この機能により大量の修正を瞬時に行う事
ができます。

タイトルブロックをはじめ
シート上の任意の部分で、
自由に日本語 True Type
フォントが使用できる。

ポートへのガイデッドワイヤリングポートへのガイデッドワイヤリングポートへのガイデッドワイヤリングポートへのガイデッドワイヤリングポートへのガイデッドワイヤリング

ワイヤがホットスポットに近づくと
カーソルにドットが現れ、ホットス
ポットに吸い込まれる。

アレーアレーアレーアレーアレー
プレースメントプレースメントプレースメントプレースメントプレースメント

自動的に 1グリッドずつシフトしなが
ら、それぞれ8個の、ラベルとワイヤと
バスエントリーが配置される。

アドバンストスケマティック 98は、デサインエント
リーツールとして必要なあらゆる機能を備えています。
ともするとEDA/クライアントによる便利な機能や、統
合環境だけが注目されがちですが、回路図エディタとし
ての基本機能の充実度でも群をぬいています。またアド
バンストスケマティック 98は、説明文やスペックシー
トでは表現する事ができない、スピードや使いやすさな
どの基本能力においても他の製品を圧倒しています。

File-Open ダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックス

変換作業なしにOrCADファイルの読み込みが可能。

フォントスタイルダイアログボックスフォントスタイルダイアログボックスフォントスタイルダイアログボックスフォントスタイルダイアログボックスフォントスタイルダイアログボックス

グローバルチェンジグローバルチェンジグローバルチェンジグローバルチェンジグローバルチェンジ

Match Byに設定された
条件に合致するアイテ
ムを、一括変更する。
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■■■■■ シートシンボルの自動生成による階層図面作成省力化シートシンボルの自動生成による階層図面作成省力化シートシンボルの自動生成による階層図面作成省力化シートシンボルの自動生成による階層図面作成省力化シートシンボルの自動生成による階層図面作成省力化
階層の最上位にあるメインシートには、階層に含まれる(階層下の)
それぞれのシートに対応したシートシンボルを配置しますが、アドバ
ンストスケマティック 98では、階層下にシートから自動的にシートシ
ンボルを作成するコマンドにより、作成の手間を大幅に省く事ができ
ます。

電気的な属性を取り扱う機能電気的な属性を取り扱う機能電気的な属性を取り扱う機能電気的な属性を取り扱う機能電気的な属性を取り扱う機能

■■■■■ ERC(エレクトリカル・ルールチェックエレクトリカル・ルールチェックエレクトリカル・ルールチェックエレクトリカル・ルールチェックエレクトリカル・ルールチェック)
Setup Electrical Roule Checkダイアログボックスの設定に基づいて、
詳細なルール違反のチェックが可能です。ERCの実行時には部品シン
ボルのピンアトリビュートを参照します。

■■■■■ ネットリスト出力ネットリスト出力ネットリスト出力ネットリスト出力ネットリスト出力
30種以上のフォーマットを備えています。XILINXやEEsofネットリ
ストオプションも標準装備されています。

見栄えのよいドキュメントを作成する為の機能見栄えのよいドキュメントを作成する為の機能見栄えのよいドキュメントを作成する為の機能見栄えのよいドキュメントを作成する為の機能見栄えのよいドキュメントを作成する為の機能

■■■■■ フルカラーのサポートフルカラーのサポートフルカラーのサポートフルカラーのサポートフルカラーのサポート
回路図上に配置できるほぼ全ての要素を、Windowsがサポートして
いる全ての種類の色に設定できます。カラープリンタを用いてフルカ
ラーの回路図をプリントアウトする事ができます。

■■■■■ ドローイングツールとグラフィックスの割付ドローイングツールとグラフィックスの割付ドローイングツールとグラフィックスの割付ドローイングツールとグラフィックスの割付ドローイングツールとグラフィックスの割付
注釈などの挿入に役立つ、高機能なドローイングツールを備えてい
ます。曲線を含む複雑な図形を容易に作成可能です。サービスマニュ
アルなど、図解を含む説明が必要な場合に大変便利な機能です。ま
た、ビットマップ、JPEG、メタファイルフォーマットのグラフィック
ファイルを貼り付ける事ができます。

■■■■■ カットアンドペーストカットアンドペーストカットアンドペーストカットアンドペーストカットアンドペースト
回路図の一部、又は全部をカットアンドペーストによりワードプロ
セッサなどのWindowsアプリケーションに貼り付ける事ができます。

その他の便利な機能その他の便利な機能その他の便利な機能その他の便利な機能その他の便利な機能

■■■■■ dBASEによる入出力による入出力による入出力による入出力による入出力
回路図を構成する全ての要素を、dBASE3又は4のフォーマットで出
力する事ができます。これにより、一般のデータベースツールや表計
算ツールを用いた回路図データの加工や管理が可能になります。

■■■■■ MISデータベスリンクデータベスリンクデータベスリンクデータベスリンクデータベスリンク
外部にあるdBASE3または4のデータベーステーブルの任意のフィー
ルドを、回路図上に配置された部品の任意のパーツフィールドとダイ
ナミックにリンクさせる事ができます。この機能により回路図から抽
出する部品表の価格欄を、資材部門の部品マスターから自動的に更新
する事が可能になります。

■■■■■ アンドゥとリドゥアンドゥとリドゥアンドゥとリドゥアンドゥとリドゥアンドゥとリドゥ
回数に制限の無いアンドゥとリドゥを備えています。初期設定は50
回で、ダイアログボックス上で必要な回数を設定することができま
す。

■■■■■ バックアノテーションバックアノテーションバックアノテーションバックアノテーションバックアノテーション
PCBレイアウトが終了した後、PCB側で部品配置に合わせてリファ
レンス・デジグネータが再割付される場合があります。アドバンスト
スケマティック 98はこの再割付の結果を示す「Was-Is」ファイルを読
み込み、回路図上のリファレンス・デジグネータを自動的に更新する
機能を備えています。

■クロスプロービング■クロスプロービング■クロスプロービング■クロスプロービング■クロスプロービング
アドバンストスケマティック 98とEDA/クライアント上の他のツー
ルとの間でクロスプロービングが可能です。回路図とPCBとの間は当
然の事として、回路図とテキストエキスパート上のネットリストの間
や、回路図から抽出した表計算上のパーツリストとの間でも、クロス
プロービングが可能です。

Electrical Rule Check ダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックス

マトリックステーブルを使って条件の設定を行う。

dBASE 入出力入出力入出力入出力入出力

出力(入力)したい、プリミティブ
をダイアログボックス上で定義する
事ができる。dBASE3とdBASE4の
.DBFファイルをサポート。

Netlist Creation
ダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックスダイアログボックス

用途に合わせて30種以上ものフォーマットを
選択できる。ネットリストが出力されるとテキ
ストエキスパート上に結果が表示される。

カラーセレクタカラーセレクタカラーセレクタカラーセレクタカラーセレクタ

Windowsリソースとして使用できる全色をサ
ポート。プリセットされた色の他、自由な組合
わせのカスタムカラーを作成できる。

MISデータベースリンク

ネットワーク上にあるMATERIAL.DBFの品名とSCHのPartTypeを
関連付け、SCHのField1に対して、MATERIAL.DBFのDESCRIPTION
フィールドから情報を書き込むように設定した例。

アンドゥとリドゥ

初期値50に対して、任意の回数が設定できる。
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Wizard

エンジニアがCADツールを使用して回路図を作成す
る際には、回路の設計者とトレーサの2人分の仕事をこ

なす事になるため、設計している回路の完成度とともに
ドキュメントとしての完成度にも気を配らなくてはなり
ません。エンジニアの仕事は、ただでさえ常にコストや
品質、納期などさまざまな条件を考え合わせながら大量
の仕事をこなさなくてはならない集中力のいる仕事です。
アドバンストスケマティック 98 では数々のWizardによ
り、開発 /設計業務に付髄する煩わしい作業が自動化さ
れ、エンジニアが本来のクリエイティブな仕事に、より
多くの時間を割く事ができるようになります。

1)

Reports-Bill  of  Materialを起動する。を起動する。を起動する。を起動する。を起動する。

この操作を行うと部品表(BOM)Wizardが起動
して最初のダイアログボックスが表示されま
す。ここでは、現在アクティブになっている
シートだけのリストを出力するのか、またはプ
ロジェクト全体のリストを出力するのかを選び
ます。通常はProjectを選びます。

出力するフィールドを指定する。出力するフィールドを指定する。出力するフィールドを指定する。出力するフィールドを指定する。出力するフィールドを指定する。

出力したいフィールドを決めてチェックを入れます。ライブラリで定義したフィール
ドも出力できます。必要なデータだけを取り出す事ができるため、後で行う編集作業
が大変楽になります。

2)

3) 出力する項目に名前を付ける。出力する項目に名前を付ける。出力する項目に名前を付ける。出力する項目に名前を付ける。出力する項目に名前を付ける。

出力する項目にそれぞれ独自の名前を付ける事ができます。表計
算シート上ではこれが行の名前になります。デフォルトはスケマ
ティックのフィールド名になっています。今のところ残念ながら
ここには日本語を使用する事ができません。

Wizardの種類の種類の種類の種類の種類
アドバンストスケマティック 98 にはさまざまなWizardが用意され
ています。このなかにはClient Basicによるマクロで実現されているも
のと、サーバとして供給されているものがあります。マクロによる
Wizardは次のClient Basicのスクリプトによって供給されています。
Client Basicによるマクロは、カスタマイズして使用する事もできます。
Cirwiz.bas, Quikcopy.bas, Clrins1.bas, Clrins2.bas

部品表部品表部品表部品表部品表Wizard (BOMWizard)
部品表Wizardはサーバとして供給されているWizardで、回路図上
に配置されている部品のリストを、自動的にスプレッドサーバ(EDA/
クライアント上の表計算ツール)に出力します。この機能により、部
品表を作成する為の労力を劇的に削減する事ができます。スプレッド
サーバに読み込まれたデータはスプレッドサーバの機能を使用して加
工する事ができますが、使い慣れたEXCELや1・2・3にカットアンド
ペーストでデータを渡して、最終的な形の部品表に仕上げる事もでき
ます。

部品表の作成を省力化する、部品部品表の作成を省力化する、部品部品表の作成を省力化する、部品部品表の作成を省力化する、部品部品表の作成を省力化する、部品表表表表表Wizard（（（（（BOM Wizard）の動作。）の動作。）の動作。）の動作。）の動作。

出力フォーマットの設定。出力フォーマットの設定。出力フォーマットの設定。出力フォーマットの設定。出力フォーマットの設定。
Client Spreadsheet に出力する。に出力する。に出力する。に出力する。に出力する。

Client Spreadsheetへ直接出力できます。
従来のフォーマットで出力したい場合、
目的とするフォーマットを示すオプショ
ンにチェックを入れます。

4)

自動的に自動的に自動的に自動的に自動的にClient Spreadsheet が立ち上がり部品表が立ち上がり部品表が立ち上がり部品表が立ち上がり部品表が立ち上がり部品表
が表示されます。が表示されます。が表示されます。が表示されます。が表示されます。

全ての設定が終わり、FinishダイアログボックスのFinish
ボタンを押すとClient Spreadsheetがオープンし、プロ
ジェクト全体の部品表が表示されます。ここに表示された
部品表は、目的に合わせてさまざまな加工が行われた後に
使用されます。例えば出力されたそのままの状態では、同
じ部品ごとに数量が集計がされておらず、部品発注を目的
に使用する部品表としては不完全です。このため部品ごと
に集計して発注する個数がわかるような形に加工して使用
します。もし本物のEXCELや123を使って編集したい場
合、カットアンドペーストでフォームを保ったままデータ
を移管できます。もしファイルでやりとりしたいという場
合でも、Client Spreadsheetのファイルフォーマットは
EXCEL4.0互換ですので、困る事はありません。もし最終
的に加工された部品表をEDA/クライアントの中で確認し
たい、ということならばデータを持っていく場合と同じよ
うに、カットアンドペーストを使ってClient Spreadsheet
にデータを戻す事ができます。

設定が全て完了したことを示す設定が全て完了したことを示す設定が全て完了したことを示す設定が全て完了したことを示す設定が全て完了したことを示す
Finish ダイアログボックス。ダイアログボックス。ダイアログボックス。ダイアログボックス。ダイアログボックス。

5)
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パワフルな回路図編集機能を提供する、回路図エクスポートパワフルな回路図編集機能を提供する、回路図エクスポートパワフルな回路図編集機能を提供する、回路図エクスポートパワフルな回路図編集機能を提供する、回路図エクスポートパワフルな回路図編集機能を提供する、回路図エクスポートWizard の動作。の動作。の動作。の動作。の動作。

回路図エクスポート回路図エクスポート回路図エクスポート回路図エクスポート回路図エクスポートWizard
アドバンストスケマティック 98は非常に操作性の良いグラフィカ
ルエディタを備えており、ブラウザパネルに備えられている高性能な
検索機能とあいまって、目的のプリミティブを瞬時に探し出し編集す
る事ができます。また一度に多くの部分を変更したい場合には、グ
ローバルチェンジ機能を用いてファインド・アンド・リプレースの手
法による一括変更ができます。多くの場合はこの 2つの方法で十分で
すが、アドバンストスケマティック 3には、標準装備されている表計
算ツール上に回路図データベースを読み出し、これを編集する事によ

このUpdateコマンドを選ぶだけで、
表計算シート上での編集結果を回路
図に、瞬時に反映させる事ができま
す。

り回路図を編集する事ができます。この編集には表計算ツールの備え
ている全ての機能に加え、マクロ(Client Basic)による自動化も可能で、
パワーユーザーにとっては最も柔軟で強力な編集機能であるといえま
す。またこのWizardでは出力したいプリミティブの種類を自由に選択
でき、さらに他のWindowsアプリケーションとのカットアンドペース
トや Excel4.0互換フォーマットでのデータのやり取りが可能な為、回
路図のデータベースを他の用途に使用する場合のデータ抽出機能とし
ても役立ちます。

1)
2) 出力単位の選択をし出力単位の選択をし出力単位の選択をし出力単位の選択をし出力単位の選択をし

ます。ます。ます。ます。ます。

プロジェクト単位で書き出すのか、
またシート単位で書き出すのか、を
選択します。

3)

4)
出力する属性の種類を選択します。出力する属性の種類を選択します。出力する属性の種類を選択します。出力する属性の種類を選択します。出力する属性の種類を選択します。

3)で設定したそれぞれのプリミティブに対し
て、出力したい属性を選びます。

設定が全て完了したことを示すFinishダイアログ
ボックス。Finishボタンを押すとデータのエクス
ポートが開始されます。

Wizardを起動する。を起動する。を起動する。を起動する。を起動する。

Editメニューにある、Export to
Spreadコマンドを選びます。

出力するプリミテイブの種類を選択します。出力するプリミテイブの種類を選択します。出力するプリミテイブの種類を選択します。出力するプリミテイブの種類を選択します。出力するプリミテイブの種類を選択します。

シート上に配置されているプリミテイブのうち、どの種類のも
のをエクスポートするのか選択します。全てのものを出力した
い場合しはAll Onボタンを押します。

表計算表計算表計算表計算表計算上での上での上での上での上での編集作業編集作業編集作業編集作業編集作業ととととと回路図回路図回路図回路図回路図のアップデートのアップデートのアップデートのアップデートのアップデート

FinishダイアログボックスのFinishボタンにより、表計算上に回路図データベースが出力されます。表計
算ツールの持つ編集機能を使用してデータの編集を行う事ができます。編集を行った後、Edit-Updateコマ
ンドにより、回路図に編集結果を反映させる事ができます。またカットアンドペーストやExcel4.0互換の
.xlsファイルにより、他のアプリケーションにデータを渡す事ができます。
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Advanced Schematic 98

初心者向けの日本語チュートリアル初心者向けの日本語チュートリアル初心者向けの日本語チュートリアル初心者向けの日本語チュートリアル初心者向けの日本語チュートリアル
Exploring Protel 98
初めてCADをお使い頂く方が短時間に使用方法を習得できるよう
に、わかりやすい解説書が用意されています。これはマニュアルのよ
うに全ての機能を説明するものではなく、回路図を仕上げるために最
低限必要な基本的な操作のみをわかりやすく解説したもので、初心者
でも抵抗の無いボリュームにまとめてあります。

インターネットインターネットインターネットインターネットインターネットwebサイトでの各種サポートサイトでの各種サポートサイトでの各種サポートサイトでの各種サポートサイトでの各種サポート
http://www.protel.co.jp

日本語メニュー日本語メニュー日本語メニュー日本語メニュー日本語メニュー
EDA/クライアントのカスタマイズ機能を用いて作成された日本語メ
ニューが無償でダウンロードできます。英語メニューにも切り換えれ
れるようになっている為、一回の操作で瞬時に英語環境に戻す事もで
きます。

日本語オンラインヘルプ日本語オンラインヘルプ日本語オンラインヘルプ日本語オンラインヘルプ日本語オンラインヘルプ
アドバンストスケマティック 98 に付属している英語のヘルプファ
イルが全て日本語に翻訳されており、無償でダウンロードできます。

日本語オンラインマニュアル日本語オンラインマニュアル日本語オンラインマニュアル日本語オンラインマニュアル日本語オンラインマニュアル
Protel製品に添付されている Protel 98 Designer's Handbook の各セク
ション毎に分割したPDFドキュメントが無償でダウンロードできます。

日本語環境インストーラ日本語環境インストーラ日本語環境インストーラ日本語環境インストーラ日本語環境インストーラ
webサイトで用意されている日本語環境にローカライズする為のさ
まざまなファイルには、インストーラが用意されています。このため
簡単な操作で全てのファイルをインストールする事ができ、初心者で
も手間取る事はありません。

プロテルジャパンでは、海外のEDA環境をそのまま日
本に持ち込む、という考え方に基づいてCADビジネスを

展開しており、一般的に行われているような「製品の本
体そのものを日本語化する」といった事は行っておりま
せん。当社では製品の本体に手を加える事による日本語
化は、タイムラグが生じるなどの弊害が大きいと判断し、
これに変えて、英語版本体に対して日本語化用のファイ
ルをアドオンするという日本語化の方法をとっています。
Protel製品はこの方法によって、メニュー、ヘルプ、PDF
ドキュメントが日本語化されており、TrueTypeを用いた
日本語の入力機能とあいまって、日本向けに開発された
製品にきわめて近い日本語環境が実現されています。

日本語ヘルプ日本語ヘルプ日本語ヘルプ日本語ヘルプ日本語ヘルプ

インストーラによって自動的にインストールされる。オリジナルの英
語ヘルプで供給されている、全てのコンテンツが日本語化されている。

日本語メニュー日本語メニュー日本語メニュー日本語メニュー日本語メニュー

インストーラによって自動的にインストールされる。
全てのメニューが日本語化されており、必要に応じ
て英語に切り替える事ができる。

このコマンドにより瞬時に
英語メニューに切り替える
事ができる。
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Advanced Schematic 98

プリンタ選択の基準プリンタ選択の基準プリンタ選択の基準プリンタ選択の基準プリンタ選択の基準
ネットワークの普及により、何人かのユーザーが一台または数台の
プリンタを共有するという例が多く見受けられる様になりました。ア
ドバンストスケマティック 98もこれに加わり、既に稼動しているネッ
トワークプリンタを使用するという方法が最も経済的です。また、ア
ドバンストスケマティックのために新たにプリンタを購入する場合に
おいても、他のWindowsアプリケーションと異なった基準で選択する
必要はなく、Windowsアプリケーションの出力に向いているか、サイ
ズや印刷速度、価格等を考慮して選択する事になります。ただ、この
基準で判断すると、従来CADで多様されていたペンプロッタは適切で
あると言えず、選択から除外した方が無難です。

アドバンストスケマティックには、従来のDOS版EDA
ツールのような、専用のプリンタドライバーは備えてお
らず、一般のWindowsアプリケーションと同じように、
Windowsにインストールされたプリンタドライバー経由
でプリンタに出力されます。現在販売されているプリン
タやプロッタ等の出力機器のほとんどがWindowsをサ

ポートしており、市販のプリンタの中から好きなものを
選ぶ事ができます。またネットワーク上に存在するプリ
ンタからの出力も自由に行えます。さらにアドバンスト
スケマティック 98は、フルカラーによる作画をサポー
トしており、これをそのままカラープリンタに出力する
事ができます。

回路図のプリンタへの出力見本回路図のプリンタへの出力見本回路図のプリンタへの出力見本回路図のプリンタへの出力見本回路図のプリンタへの出力見本
アドバンストスケマティック 98で作成した回路図を、実際にプリ
ントアウトした例をお見せします。これは、スケマティック 98に添
付されているDEMO1.PRJに手を加えたもので、階層下にある各シー
トの概要を知ることができるよう、シートシンボル内に各シートを
カットアンドペーストにより、グラフィックにした回路図が張り付け
られています。これで、それぞれのシートがどの様な部品で構成され
ており、どれくらいの規模のものか、ということが一目瞭然です。タ
イトルブロックやその他の部分に配置されている日本語テキストやグ
ラフィックスも、プリンターの備える性能の中で精密に出力されてい
ます。

プリンタへの出力のようすプリンタへの出力のようすプリンタへの出力のようすプリンタへの出力のようすプリンタへの出力のようす
ポストスクリプトプリンタドライバを使って作成した300dpiのpsファイルを貼り付け。
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Advanced Schematic 98

EDA/クライアント及び標準装備のサーバクライアント及び標準装備のサーバクライアント及び標準装備のサーバクライアント及び標準装備のサーバクライアント及び標準装備のサーバ
概要:クライアント /サーバアーキテクチャに基づく、複数のツールの
統合環境の提供。
カスタマイズ:メニュー、ツールバー、ショートカットキーのフルカ
スタマイズが可能。OLEをサポートする高機能なClient Basic マクロ
言語を標準装備。
テキストエキスパート:Client Basic, CUPL, HDL, ABEL, VHDL,
VERILOG, EDIF2.0, OrCAD/PLD, HP/EEsof, Protel レポートフォーマッ
トの記述ルールをサポートして色分け表示する、EDAテキストワーク
に特化した機能を持つテキストエディタ。
表計算:Microsoft Excel 4.0 相当の機能を提供。Excel 4.0 互換形式。カッ
トアンドペースト又はファイルにより Excelや 1・2・3との間のでの
データのやり取りが可能。部品表Wizardにより、部品表を瞬時に表示。
スケマティックエクスポートWizardにより、内部データベースを表計
算上に表示。
チャート:8種類のフォームによるデータのグラフ表示。

回路図エディタのシステムの仕様回路図エディタのシステムの仕様回路図エディタのシステムの仕様回路図エディタのシステムの仕様回路図エディタのシステムの仕様
概要:Windows 95/NT4.0 対応の階層デザインシステム。
スケマティックエディタとライブラリエディタはマルチタスクで、複
数の回路図及びライブラリファイルを編集可能。システム解像度 0.01
インチ(0.254mm)。PROTELのDOSバージョン及びOrCAD SDT 3/4の
ファイルライブラリをサポート。汎用のデータベースサーバー
とのリンクのための、dBASEフォーマットでのシートオブジェクト
データの入出力。
プロジェクトマネージャ:複数のジョブ及び複数の回路図ファイルを
入力可能。入力ネット数は制限なし(RAM容量に依存)。各回路図への
アクセスが容易。
入力サイズ:米国のA-Eサイズ、日本でのA4-A0サイズ、最大 65平方
インチ(1651× 1651mm)までユーザーが設定可能。ANSI規格のタイ
トルブロックのほかカスタマイズが可能。
カラー:標準 747色に加えてサポートされている 24ビットのカラーグ
ラフィックスから選択可能。24ビットのフルカラーグラフィックをサ
ポート。
ライブラリ:部品数 15,000以上。複数のライブラリをサポートし、マ
スクによる検索。部品名による選択と配置。独立したライブラリエ
ディタ、マルチユーザー(ネットワーク)でのライブラリ共有。各回路
図ファイルに読み出し専用のバックアップライブラリを保有。
アレイ:ユーザーの指定する範囲をくり返し配置可能。
ネットリストフォーマット:Protel, Protel 2, Protel wirelist, EDIF 2, EDIF
2 hierarchical, Algorex, Altera ADF, Applicon Leap, Applicon Bravo, Cadnetix,
Calay, CBDS, Computervision, EE Designer, Futurenet, HiLo, Intel ADF,
Intergraph, Mentor Boardstation 6, Multiwire, OrCAD PCBⅡ, OrCAD PLD,
OrCAD VST, PADS ASCII, PCAD, PCAD NLT, Racal Redac, Scicards, Spice,
Spice hierarchical, Tango,Telesis, Vectron.
PCB 98(PCBサーバ)とのリンク:バックアノテーションとフォワード
アノテーション。アドバンストPCBとのクロスプロービング。
他のサーバとのリンク:EDA/クライアント標準装備のテキストエキス
パート /スプレッドシートとのクロスプロービング。Wizardによる表
計算ツールとのリンク。
グローバルエディット:すべてのアイテム、アトリビュートはグロー
バルエディット可能。
メニュー /ツールバー /ホットキー:コマンド、及びそのパラメータを
ユーザ自身が、単一のキー又はキーの組み合わせに割当て可能。
(EDA/クライアント)
Undo/Redo:すべてのコマンドでステップ数無制限の、アンドゥ(取り
消し)とリドゥ(再実行)が可能。
アウトプット:Windows対応の出力機器のサポート。モノクロ又はカ
ラーで出力。

エレクトリカル・オブジェクトエレクトリカル・オブジェクトエレクトリカル・オブジェクトエレクトリカル・オブジェクトエレクトリカル・オブジェクト
ワイヤー:ワイヤー幅と色を選択。配置モードでは 90°、90/45°、任
意の角度をサポート。
バス:バス幅と色を選択。配置モードでは 90°、90/45°、任意の角度
をサポート。
バスエントリー:サイズと色を選択。90°回転。
ネットラベル:フォントと色を選択。90°回転。
パワーポート:パワーポートのタイプ:円、矢印、バー、波形、フレー
ムアースとグランドアース。90°回転。
コンポーネント:通常モード、IEEEモード、DeMorganモード、アウト
ライン、フィル、ピンカラーを選択。ミラー。90°回転。ピン、テキ
スト表示のオン /オフ。テキストサイズ、フォント、色を選択。
シートシンボル:サイズ、アウトラインカラー、フィルカラーを選択。
アウトライン幅を選択。テキストサイズ、フォント、色を選択。ソリッ
ド /フィルの表示。
シートエントリー:エントリータイプ:インプット、I/O、アウトプッ
ト、オープンコレクター、パッシブ、ハイインビーダンス、オープン
エミッターパワー。エントリースタイル:左、右、左 /右、なし。エン
トリーポジション:左又は右アウトラインカラー、フィルカラー、テ
キストフォント、テキストサイズ、テキストカラーはユーザーが指定。
ポート:ポートタイプ:インプット、アウトプット、両方向、指定なし。
ポートアラインメント:左、中央、右。長さと幅はユーザーが指定。ア
ウトラインカラー、フィルカラー、テキストフォント、テキストサイ
ズ、テキストカラーもユーザー指定が可能。
ジャンクション:サイズを選択。カラーはユーザーが指定。
プローブディレクティブ:(シミュレーションへのデータ出力はOrCAD
VSTをサポート)テキストフィールドとカラーはユーザーが指定。
ステイミュラスディレクティブ:(シミュレーションへのデータ出力は
OrCAD VSTをサポート)テキストフィールドとカラーはユーザーが指
定。
テストベクターディレクティブ:(シミュレーションへのデータ出力は
OrCAD VSTをサポート)テキストフィールドとカラーはユーザーが指
定。
ERC:(エレクトリカルルールチェック)カラーはユーザーが指定。
PCBレイアウトディレクティブ:(PCBへのデータ出力)配線のアトリ
ビュート:パターン幅、ビアサイズ、位相、優先度、レイヤーカラー
は選択。
ピン:(ライブラリエディタ)長さ及びデフォルトカラーを選択。

グラフィカル・オブジェクトグラフィカル・オブジェクトグラフィカル・オブジェクトグラフィカル・オブジェクトグラフィカル・オブジェクト
ライン:幅、タイプを選択。実線、ダッシュ、点線。カラーはユーザー
指定。
多角形:ぬりつぶし又は中空。ライン幅、ラインカラー、ベタカラー
はユーザー指定。
長方形:ぬりつぶし又は中空。ライン幅、ラインカラー、ベタカラー
はユーザー指定。
長円:ぬりつぶし又は中空。ライン幅、ラインカラー、ベタカラーは
ユーザー指定。
楕円:ぬりつぶし又は中空。ライン幅、ラインカラー、ベタカラーは
ユーザー指定。
扇形:ぬりつぶし又は中空。半径、角度はユーザー指定。ライン幅、ラ
インカラー、ベタカラーは選択。
円弧:角度、ラインカラーはユーザー指定。ライン幅は選択。
自由曲線:一曲線当たりコントロールポイント 64ヶ所。ライン幅は選
択。ラインカラーはユーザー指定。
シングルラインテキスト:1行当り 255文字。テキストのフォント、ス
タイル、サイズ、カラーはユーザー指定。
テキストフレーム:サイズ変更フレーム当たり 32,000文字。テキスト
のフォント、スタイル、サイズ、カラー(フレームアウトラインとフィ
ルを含む)はユーザー指定。
グラフィック:フォーマット:JPG,BMP,WMF,(Windowsメタファイル)
イメージ:表示イメージはスケール付き。
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SPICE/Verilog シミュレータシミュレータシミュレータシミュレータシミュレータ

Windows NT/95 用に最適化された用に最適化された用に最適化された用に最適化された用に最適化された
32bit アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション

アドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティック 98にシームレスに統合にシームレスに統合にシームレスに統合にシームレスに統合にシームレスに統合

業界標準の業界標準の業界標準の業界標準の業界標準の SPICE(アナログアナログアナログアナログアナログ)ととととと Verilog-HDL
(ディジタルディジタルディジタルディジタルディジタル)言語をサポート言語をサポート言語をサポート言語をサポート言語をサポート

充実したデバイスモデル充実したデバイスモデル充実したデバイスモデル充実したデバイスモデル充実したデバイスモデル

充実した解析モード充実した解析モード充実した解析モード充実した解析モード充実した解析モード

モンテカルロ解析によるばらつきの検証モンテカルロ解析によるばらつきの検証モンテカルロ解析によるばらつきの検証モンテカルロ解析によるばらつきの検証モンテカルロ解析によるばらつきの検証

波形出力波形出力波形出力波形出力波形出力

オンラインマニュアル等が充実した日本語環境オンラインマニュアル等が充実した日本語環境オンラインマニュアル等が充実した日本語環境オンラインマニュアル等が充実した日本語環境オンラインマニュアル等が充実した日本語環境
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SPICE Verilog-HDL

動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

CPU Pentium 以上
Memory 32MB以上

HDD 50MB以上の空容量

OS Win95 /NT4.0
Video 1024×768以上

SIM98

Making Electronic Design EasyTM

アドバンストSIM 98は、Windows NT/95用に構築された32bitアプリケーションです
ので、お使いのパソコン上でフルに性能を活かす事のできるシステムになっています。

アドバンスト SIM 98はProtel 98のEDA/Client環境内で動作しますので、他のサーバ
モジュールを意識する事なく統合環境として使用できます。アドバンストスケマティッ
ク 98で作成した回路図は、ダイレクトにシミュレーションすることが可能です。

アナログ /ディジタルのシミュレートには SPICE(アナログ)と Verilog-HDL(ディジタ
ル)言語をサポートしていますので、初めてシミュレータに接する方からエンドユー
ザまで、多くの方々のご要望にお答えます。

シミュレーションに使用するライブラリは各デバイスメーカごとに分類され収録され
ています。回路図に対して個々のパーツを指定する事でより忠実なシミュレート結果
を得る事ができます。

AC小信号、過渡、ノイズ、DC、パワーアップ等のシミュレーションを行う事ができ
ます。これらの解析は個々にダイアログが用意されており、必要項目に値を入力する
だけですので容易に設定出来ます。

アドバンストSIM 98はスィープ及びモンテカルロ解析を行う事が出来ますので、回
路内の部品のばらつきや他の要因による誤差を考慮した動作検証が可能です。

アドバンストSIM 98でシミュレートした結果は波形として出力されます。任意のポ
イントの拡大表示やグラフ軸の設定などが行えますので、出力結果に対する様々な検
証に役立ちます。

アドバンストSIM 98の機能説明や多くの場面でご利用頂くオンラインヘルプ、チュー
トリアルなどの関連ドキュメントは随時日本語化が進められておりますので、様々な
用途でご利用頂くことができます。

アドバンストアドバンストアドバンストアドバンストアドバンスト SIM 98はパワフルなアナログはパワフルなアナログはパワフルなアナログはパワフルなアナログはパワフルなアナログ /ディジタル混在回路シミュレータで、ディジタル混在回路シミュレータで、ディジタル混在回路シミュレータで、ディジタル混在回路シミュレータで、ディジタル混在回路シミュレータで、
アドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティック 98回路図入力プログラムとの密接な連係により、回路図入力プログラムとの密接な連係により、回路図入力プログラムとの密接な連係により、回路図入力プログラムとの密接な連係により、回路図入力プログラムとの密接な連係により、

フロントエンドフロントエンドフロントエンドフロントエンドフロントエンド・・・・・ツールとして必要な全ての機能を提供します。ツールとして必要な全ての機能を提供します。ツールとして必要な全ての機能を提供します。ツールとして必要な全ての機能を提供します。ツールとして必要な全ての機能を提供します。
真の混在シミュレータと言うべきこのアドバンスト真の混在シミュレータと言うべきこのアドバンスト真の混在シミュレータと言うべきこのアドバンスト真の混在シミュレータと言うべきこのアドバンスト真の混在シミュレータと言うべきこのアドバンスト SIM 98では、では、では、では、では、連続したアナログ波形と連続したアナログ波形と連続したアナログ波形と連続したアナログ波形と連続したアナログ波形と

ディスクリートディジタルシグナルとを合成することにより解析を行います。ディスクリートディジタルシグナルとを合成することにより解析を行います。ディスクリートディジタルシグナルとを合成することにより解析を行います。ディスクリートディジタルシグナルとを合成することにより解析を行います。ディスクリートディジタルシグナルとを合成することにより解析を行います。
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回路図と連動したアナログ回路図と連動したアナログ回路図と連動したアナログ回路図と連動したアナログ回路図と連動したアナログ /ディジタル混在回路ディジタル混在回路ディジタル混在回路ディジタル混在回路ディジタル混在回路
シミュレータシミュレータシミュレータシミュレータシミュレータ

EDA/Client環境で動作するアナログ /ディジタル混在回路シミュ
レータアドバンストSIM 98は、アドバンストスケマティック 98で作
成した回路に対し、スムーズなシミュレーションを行う事が出来ます。
これにより過去の資産を無駄なく活用できますし、従来からアドバン
ストスケマティック 98をご利用の場合は、新たな回路図エディタの
使い方を取得するような手間がかかりません。また、回路作成からシ
ミュレーションへ至る経路はグラフィックベースの操作を中心にして
おり、これまで複雑と思われていたテキストベースの操作をバックグ
ラウンドにする事によって、柔軟性のあるインターフェイスになって
います。
解析エンジンは、アナログはSPICEをベースとし、ディジタルには
国内で汎用性の高いVerilog-HDLが採用されております。これらの仕
様により他の解析ツールをお使いの方であれば違和感なく操作できま
すし、新たにご利用頂く方でも簡単な操作で目的の結果を得る事が出
来ます。またライブラリには約6400個のモデルが登録されていますの
で幅広くシミュレーションをサポートします。

パワフルなテクノロジーパワフルなテクノロジーパワフルなテクノロジーパワフルなテクノロジーパワフルなテクノロジー
アドバンスト SIM 98は大きく分けて３つのコンポーネントから形
成されています。まず回路図からシミュレート用のデータを生成する
ネットリスター。次にシミュレーションを実行するシミュレーション
エンジン。最後にシミュレーション結果を波形表示する波形ビューワ
です。これらのシステムはシミュレーションテクノロジ開発のワール
ドリーダーであるDolphin Integration社のテクノロジを元に開発されま
した。Dolphinの経験と専門的技術により、業界の標準となっている
SPICEとVerilog-HDLとの互換性を備えた高速でメモリ効率の良いパ
ワフルなシミュレーションテクノロジーを獲得しました。

SPICEとの互換性との互換性との互換性との互換性との互換性
アドバンスト SIM 98のアナログシミュレータエンジンは、業界標
準といえるSPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)
プログラムとコンパチブルになっています。SPICEは電子回路の動作
をコンピュータでシミュレートする為にカリフォルニア大学で開発さ
れたプログラムで、その拡張性から様々な種類が派生し、現在ＰＣ上
で動作するアナログシミュレータのエンジンはほぼSPICEの流れを組
むものとなっています。アドバンストSIM 98は .SUBCKTを使用した
階層定義を含む全てのクラシカルコンストラクトがサポートされてお
り、１ ,２ ,３レベルのようなクラシカルトランジスタモデルもサポー
トされております。その他にも新しい BSIMや EPFLモデルや、ダイ
オード、JFETトランジスタ、及びバイポーラトランジスタ等のSPICE
モデルを使用する事が可能です。

Verilog-HDL によるディジタルシミュレーションによるディジタルシミュレーションによるディジタルシミュレーションによるディジタルシミュレーションによるディジタルシミュレーション
アドバンストSIM 98は IEEE 1364 Verilog-HDLシミュレーションを
提供しており、IEEEスタンダードディジタル言語をサポートしている
数少ない混在信号シミュレータです。アドバンスト SIM 98は外部の
Verilog-HDLライブラリを使用する事が可能ですが、外部のエンジンを
必要とせずVerilog-HDL記述を解析するプログラムとストラクチャー
(ゲート)レベルのシミュレーションをサポートするエンジンが全て含
まれています。

柔軟なライブラリサポート柔軟なライブラリサポート柔軟なライブラリサポート柔軟なライブラリサポート柔軟なライブラリサポート
アドバンストSIM 98には約6,400以上の回路図シンボルを備えたラ
イブラリがあります。これらのシンボルはそれぞれ、適切なシミュ
レーションモデルファイルにリンクされ回路図上に配置するだけでシ
ミュレーションが可能です。これらのライブラリは PROTEL Library
Development Centorで常にメンテナンスが行われており、PROTEL Web
サイト(http://www.protel.com)からこれらのライブラリを自由にダウン
ロードして使用する事が出来ます。
またアドバンスト SIM 98はSPICEとの高い互換性によりMotorola
や Texas Instruments等のモデルプロバイダから供給されているSPICE
モデルをサポートしており、容易にこれらのモデルを使用する事が出
来ます。

回路サイズの制限回路サイズの制限回路サイズの制限回路サイズの制限回路サイズの制限
アドバンストSIM 98は、制限のないサーキット -レベルアナログシ

ミュレーションとゲート-レベルディジタルシミュレーションを提供し
ます。回路サイズは理論的にシステム上のメモリの総量によって制限さ
れるだけですので、サイズ制限をされる事なく使用する事が可能です。
また、多くの混在信号シミュレータと言われるものは、ディジタル
ゲートを使わないデータ構造の為極端にメモリを消費します。アドバ
ンスト SIM 98ではディジタル回路に大量のメモリを必要としない専
用のデータ構造になっていますので、シミュレートする事が出来る回
路図のサイズの制限はシミュレーションに関するユーザーの理解力と
操作力の技術によります。

サポートされている解析サポートされている解析サポートされている解析サポートされている解析サポートされている解析
アドバンスト SIM 98は、AC小信号、過渡解析、ノイズ、DCトラ
ンスファ、及びパワーアップ解析をサポートしています。更にこれら
の基本的な解析には、モンテカルロ解析、コンポーネントの値を
スィープさせる事が可能です。またシグナル -トゥ -ノイズとトータル

ハーモニックディストーションの計
算ができる高速フーリエ変換も含ま
れています。

主な解析や頻繁に用いるコマンドは主な解析や頻繁に用いるコマンドは主な解析や頻繁に用いるコマンドは主な解析や頻繁に用いるコマンドは主な解析や頻繁に用いるコマンドは
ツールバーから実行することが可能ツールバーから実行することが可能ツールバーから実行することが可能ツールバーから実行することが可能ツールバーから実行することが可能
です。です。です。です。です。

シミュレーションの流れシミュレーションの流れシミュレーションの流れシミュレーションの流れシミュレーションの流れ
アドバンストSIM 98を起動すると、回路図から自動生成されたネッ
トリストファイル(***.NSX)とパターンファイル(***.PAT)という２つ
のファイルからシミュレーションに必要な情報が読み込みます。ネッ
トリストファイルは回路の部品と接続情報が記述されています。 パター
ンファイルはシミュレーションに必要なコントロールディレクティブ
が記述されており、ソースデバイス(アナログの電圧、電流源、ディ
ジタルパターン等)の情報が記述されています。その他に、パーツの
モデル情報をライブラリファイルから読み込みます。ライブラリファ
イルにはサブサーキット定義、モデル定義、マクロ定義、が記述して
あり、その
他にユーザ
が定義した
プリミティ
ブを記述す
る事が出来
ます。これ
らの必要情
報得て、シ
ミ ュ レ ー
ションを実
行され結果
が出力され
ます。

ネットリストファイルネットリストファイルネットリストファイルネットリストファイルネットリストファイル
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過渡解析過渡解析過渡解析過渡解析過渡解析
アドバンストSIM 98の過渡解
析では、ユーザが指定した時
間(間隔)における出力の変化
を計算します。回路のイニ
シャル・コンデションがDC解
析により計算された後、Tran-
sient analysis parametersダイア
ログボックスに設定された時
(間隔)に渡って動作を解析し
ます。

ノイズ解析ノイズ解析ノイズ解析ノイズ解析ノイズ解析
ノイズ解析では、デバイスが回路上
に発生させるノイズを計算します。
この解析では出力に発生する全ての
ノイズが実効値(RMS)で加算され、ま
た特定の入力ソースに対する入力換
算ノイズの値が計算されます。

アドバンスト SIM 98は各シミュレーションをそれぞ
れのダイアログで設定を行います。解析時間の設定や
スィープさせる信号源の指定など、対話形式で容易に必
要事項を入力する事ができます。

AC小信号解析小信号解析小信号解析小信号解析小信号解析
AC小信号解析では、周波数の変化による出力
の変化を計算します。この際まずDC動作点の
計算と、回路中のノンリニアデバイスに用い
る小信号モデルのイニシャライズが行なわれ
ます。このサーキットモデルは Small signal
analysis parameters ダイアログボックスによっ
て設定された周波数の全域にわたり解析され
ます。

DC解析解析解析解析解析
DC解析を行う場合、DCトランス
ファにカーブを加えるために、イン
プットシグナルソースに(インクリメ
ントで規定された)開始値から終了値
まで電圧を変化させて、一連のオペ
レーティングポイント解析が行われ
ます。

パワーアップ解析パワーアップ解析パワーアップ解析パワーアップ解析パワーアップ解析
パワーアップ解析は、パワーサプライのレールをゼロの状態から安定状態の値へ移動させて回路を
シミュレートするものです。入力とサプライ(電圧・電流の両方)は、DC値に向かってスムーズに
増加します。パワーアップ解析は、オペレーティングポイントが見つけられないような回路で、簡
単にパワーアップのシーケンスを実現することができます。

アドバンストSIM 98はシミュレートする回路図内に
ソースデバイス(信号源)を配置する事により、様々な形
式のシミュレーションを行う事ができます。これらの
ソースデバイスはアナログ /ディジタルそれぞれ汎用性
の高いものからツールバーに登録されていますので容易
に使用する事ができます。また目的に合わせた信号源を
作成する場合でも、パーツをダブルクリックする事で設
定項目が開きますので、任意の項目に値を入力するだけ
です。

アナログソースアナログソースアナログソースアナログソースアナログソース・・・・・ツールバーツールバーツールバーツールバーツールバー

汎用性の高い値のDC電源、パルス
信号、入力波形をダイレクトで配
置できます。

ディジタルソースディジタルソースディジタルソースディジタルソースディジタルソース・・・・・ツールバーツールバーツールバーツールバーツールバー
  ディジタルパルスが登録されています。

ソースデバイスの設定ソースデバイスの設定ソースデバイスの設定ソースデバイスの設定ソースデバイスの設定
  ツールバーに登録してある内容以外でも自由に信号源を設定する事が
できます。ダイアログを開き、各項目に対して必要な値を設定するだ
けで様々な用途に用いる事が可能です。
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ツールバーには波形観測
用の様々な機能が登録され
てあります。波形画面の拡
大縮小、エリア指定による
拡大表示等の機能が用意さ
れています。また表示波形
を追加する為のボタンなど
が用意されています。

アドバンストSIM 98には、さまざまな角度からシミュレート
結果を検証出来るよう、便利なツールが用意されています。

シミュレーション実行後、波
形表示したいポイントはリスト
から自由に選択し表示する事が
できます。またこれらの表示に
は再度シミュレーションする必
要がありません。

パネルのリスト表示は、電圧
値と電流値をそれぞれ別個に示
し、各ポイントの電圧、電流のい
ずれも瞬時に波形表示する事が
できます。
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ダイオード
シリコニクス　J-FET
NMOS-FET
ハリス NPN/PNP-トランジスタ
日立 NPN/PNP-トランジスタ
モトローラ NPN/PNP-トランジスタ
NEC NPN/PNP-トランジスタ
NS NPN/PNP-トランジスタ
フィリップス NPN/PNP-トランジスタ
SGS NPN/PNP-トランジスタ
シーメンス NPN/PNP-トランジスタ
東芝 NPN/PNP-トランジスタ
オプトアイソレータ
P-MOS
ハリス・パワーデバイス
モトローラ・パワーデバイス
モトローラ・サイリスタ
東芝サイリスタ
定電流素子

モトローラ・ツェナー
ALD OPアンプ
アナログデバイセス OPアンプ
NS オペアンプ（メーカ製モデル）
TI オペアンプ（メーカ製モデル）
ハリス オペアンプ
日本NS オペアンプ
リニアサーキット オペアンプ
マキシム オペアンプ
モトロラ オペアンプ
NS オペアンプ
TI オペアンプ
バーブラウン
74alシリーズ
74asシリーズ
74hcシリーズ
74lsシリーズ
CMOS4000シリーズ

モデルライブラリは、常時開発が続
けられており、無料でホームページ
よりダウンロードする事ができる。

ホームページによるホームページによるホームページによるホームページによるホームページによる
ライブラリの供給ライブラリの供給ライブラリの供給ライブラリの供給ライブラリの供給

www.protel.com

標準装備のシンボル標準装備のシンボル標準装備のシンボル標準装備のシンボル標準装備のシンボル /モデルライブラリモデルライブラリモデルライブラリモデルライブラリモデルライブラリ

シミュレーションモデルライブラリは、シミュレーションモデルライブラリは、シミュレーションモデルライブラリは、シミュレーションモデルライブラリは、シミュレーションモデルライブラリは、回路図シン回路図シン回路図シン回路図シン回路図シン
ボルとセットにして、ボルとセットにして、ボルとセットにして、ボルとセットにして、ボルとセットにして、供給されます。供給されます。供給されます。供給されます。供給されます。

アドバンストSIM 98には回路図シンボルと
セットにした豊富なモデルライブラリは標準添
付されるほか、ホームページからも無料でダウ
ンロードする事ができます。

パネルに表示され
た測定点を示すリ
ストを、マウスでク
リックだけで、瞬時
に波形表示が可能。



ＰＬＤコンパイラＰＬＤコンパイラＰＬＤコンパイラＰＬＤコンパイラＰＬＤコンパイラ

CUPL ハードウェア記述言語ハードウェア記述言語ハードウェア記述言語ハードウェア記述言語ハードウェア記述言語

テキストエキスパートによるレポートテキストエキスパートによるレポートテキストエキスパートによるレポートテキストエキスパートによるレポートテキストエキスパートによるレポート

ステートマシンのサポートステートマシンのサポートステートマシンのサポートステートマシンのサポートステートマシンのサポート

シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション・・・・・ウェイブフォームエディタウェイブフォームエディタウェイブフォームエディタウェイブフォームエディタウェイブフォームエディタ

ユニバーサルなデバイスのサポートユニバーサルなデバイスのサポートユニバーサルなデバイスのサポートユニバーサルなデバイスのサポートユニバーサルなデバイスのサポート

400種以上のデバイスをサポートするライブラリ種以上のデバイスをサポートするライブラリ種以上のデバイスをサポートするライブラリ種以上のデバイスをサポートするライブラリ種以上のデバイスをサポートするライブラリ

メーカ固有のフォーマットとメーカ固有のフォーマットとメーカ固有のフォーマットとメーカ固有のフォーマットとメーカ固有のフォーマットと JEDECによる出力による出力による出力による出力による出力

Wizard や数々のツールによる親切設計や数々のツールによる親切設計や数々のツールによる親切設計や数々のツールによる親切設計や数々のツールによる親切設計

アドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティック 98との統合との統合との統合との統合との統合

Advanced PLD98

動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

CPU Pentium 以上
Memory 32MB以上

HDD 50MB以上の空容量

OS Win95 /NT4.0
Video 1024×768以上

98

Making Electronic Design EasyTM

PAL/GAL CPLD/FPGA

PLD

アドバンストアドバンストアドバンストアドバンストアドバンストPLD 98は、は、は、は、は、 EDA/クライアントのサーバーとしてデザインされたクライアントのサーバーとしてデザインされたクライアントのサーバーとしてデザインされたクライアントのサーバーとしてデザインされたクライアントのサーバーとしてデザインされたPLD用の用の用の用の用の
論理合成ツールです。論理合成ツールです。論理合成ツールです。論理合成ツールです。論理合成ツールです。論理合成エンジンは、論理合成エンジンは、論理合成エンジンは、論理合成エンジンは、論理合成エンジンは、プロテル社の社内で開発されたものではなくプロテル社の社内で開発されたものではなくプロテル社の社内で開発されたものではなくプロテル社の社内で開発されたものではなくプロテル社の社内で開発されたものではなく
ロジカルデバイセス社からライセンス供与を受けたもので、ロジカルデバイセス社からライセンス供与を受けたもので、ロジカルデバイセス社からライセンス供与を受けたもので、ロジカルデバイセス社からライセンス供与を受けたもので、ロジカルデバイセス社からライセンス供与を受けたもので、論理入力には広く普及している論理入力には広く普及している論理入力には広く普及している論理入力には広く普及している論理入力には広く普及している

CUPL言語を使用します。言語を使用します。言語を使用します。言語を使用します。言語を使用します。EDA/クライアントにより、クライアントにより、クライアントにより、クライアントにより、クライアントにより、回路図エディタや他の多くのツールを含めた回路図エディタや他の多くのツールを含めた回路図エディタや他の多くのツールを含めた回路図エディタや他の多くのツールを含めた回路図エディタや他の多くのツールを含めた

統合環境で使用する事ができます。統合環境で使用する事ができます。統合環境で使用する事ができます。統合環境で使用する事ができます。統合環境で使用する事ができます。デバイスに依存しない上に各社の豊富なライブラリがデバイスに依存しない上に各社の豊富なライブラリがデバイスに依存しない上に各社の豊富なライブラリがデバイスに依存しない上に各社の豊富なライブラリがデバイスに依存しない上に各社の豊富なライブラリが

用意されており、用意されており、用意されており、用意されており、用意されており、ユニバーサルに使用することができるツールです。ユニバーサルに使用することができるツールです。ユニバーサルに使用することができるツールです。ユニバーサルに使用することができるツールです。ユニバーサルに使用することができるツールです。

広く普及しているCUPL言語を用いて、デバイスに依存しないロジックデザインが可
能です。規模の大きいデバイスの開発工数を大幅に削減する事ができます。

ソースとして作成された論理記述ファイルやシミュレーション結果のリストを、テキ
ストエキスパート上に、文字列の種類にあわせた色分け表示する事ができます。

Wizardによりステートマシン入力をCUPL言語に変換してソースコードにマージする
事ができます。同期式順序回路の動作記述による設計が可能になります。

高性能なシミュレータと、結果を表示するための表計算スタイルのウェイブフォーム
ビューワ/エディターが用意されています。波形の編集も自在です。

特定のメーカのデバイスをターゲットにしたツールではなくユニバーサルなシステム
です。すでに、普及している多くのデバイスのサポートが完了しています。

PAL16L8によるアドレスデコーダから、大規模なXilinx4000を使ったシステムまで、
400種以上のデバイスをサポートするライブラリを備えています。

いくつかのメーカー固有の書き込みフォーマットに加え、業界標準のJEDECフォー
マットをサポートしていますので、プログラムに困る事はありません。

PLDデザインWizardにより、順に項目をうめて行くだけでCUPLスクリプトが作成で
きます。またスクリプトを容易に作成する為の多くのツールが用意されています。

テキストエディタによる論理記述以外に、アドバンストスケマティック 98での回路
図入力もサポート。

Advanced
PLD98
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IBM-AT互換機による英語/日本語環境
(DOS/V)での動作に限られています。
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Advanced PLD 98

EDA/Client

アドバンストPLD 98は、他のプロテル製品と同様に、
「EDA/Clientのサーバモジュール」としてデザインされ
ており、PLDデバイスの為の論理設計を、アドバンスト

スケマティック 98や他のさまざまなツールを含めた統
合環境の中で行う事ができます。このEDA/クライアン
トによって提供される統合環境や機能については15ペー
ジから18ぺージのスケマティック 98の説明の中で詳し
く取り上げられていますので、ここでは説明を省きます。
EDA/クライアントはプロテル社の新しいEDAツールの
共通のプラットホームとして開発されたもので、アドバ
ンストPLD 98をはじめEDA/クライアントのサーバとし
て動作する全てのEDAツールに対して、同様に高度な機
能を提供いたします。

PLD 98
アドバンストPLD 98は「EDA/Clientのサーバモジュー
ル」として動作するPLDデザインツールで、ロジカルデ
バイセス社よりライセンス供与を受けた、論理合成エン
ジンと論理シミュレータに対して、プロテル社独自の
ウェーブフォームエディタやテキストエディタ(EDA/ク
ライアント標準装備のテキストエキスパート)、さらに
数々のWizardなどの優れたユーザインタフェイスが付
け加えられて製品化されたものです。

ユニバーサルなデバイスのサポートユニバーサルなデバイスのサポートユニバーサルなデバイスのサポートユニバーサルなデバイスのサポートユニバーサルなデバイスのサポート
アドバンストPLD 98は現在リリースされているPLDツールの中で、
最も多くのデバイスライブラリが標準装備されている製品です。主要
なほとんどのPLDベンダーのデバイスをサポートしており、小規模な
PAL16L8を使用したアドレスデコーダからXilinx4000シリーズを使用
した大規模な回路まで、広範囲な用途に使用できます。また常にデバ
イスライブラリの開発が行われており、新しいPLDのリリースに合わ
せデバイスライブラリが順次追加されていきます。現在サポートされ
ているデバイスについては「サポートされているデバイスのリスト」
を参照してください。

CUPLハードウェア記述言語ハードウェア記述言語ハードウェア記述言語ハードウェア記述言語ハードウェア記述言語
論理入力は、デバイスに依存しないCUPL言語を用いた論理記述に
より行います。CUPL言語は中間変数、リスト表記、アドレスレン
ジ、ビットフィールド、などがサポートされておりデバイスの規模の
大小や種類を問わず、能率の良い記述を行う事ができます。またムー
ア形とミーリー形のステートマシン(状態遷移図)記述がサポートされ
ており、ステートマシンWizardとあいまって同期式順序回路の設計を
能率的に行う事ができます。さらに真理値表による論理記述もサポー
トされており、目的の動作を実現する為に最も適切な表現方法を選択
する事ができます。またこのCUPL言語はPLDプログラムの為の言語と
しては最も普及している言語の一つで、資料や文献等も豊富です。

テキストエキスパートテキストエキスパートテキストエキスパートテキストエキスパートテキストエキスパート
CUPL言語によるソースの作成やシミュレーション結果の表示には

EDA/クライアントに装備されているテキストエキスパートを使用しま
す。このテキストエキスパートはCUPL言語のシンタックスを完全に
サポートしており、シンタックスハイライティング機能によりソース
に含まれるそれぞれの文字列の種類、例えばそれが「シンボル」であ
るのか「コメント」であるのか等を自動的に判別して、それぞれ異
なった色で分類して表示する事ができます。またこのテキストエキス
パートには、Wizardによりスクリプトを自動的に生成する機能や、シ
ンボルを自動的に発生する為のCUPL言語専用のツールバー、更にコ
ンパイラやシミュレータ、ウェーブフォームビューワを起動する為の
ツールバーなど、PLD 98の為の多くの専用機能を装備しています。

アドバンストアドバンストアドバンストアドバンストアドバンストPLDコンパイラコンパイラコンパイラコンパイラコンパイラ
アドバンストPLD 98のコンパイラは非常に高速(Fastest)であり、

Quick , Quick McClusky , Presto , Expresso の4種のミニマイゼーション
ルールに基づく論理圧縮機能を備えた、パワフル(Most Poweful)なもの
です。またドモルガン・セオリに基づいた最適化の機能も備えていま
す。またコンパイル中やシミュレーション中にエラーが発生した場
合、CUPLソースファイル上のエラー個所がハイライトし、エラーの
コンデションが報告されます。コンパイルが終わると、業界標準の
JEDECフォーマットによるダウンロードファイルが出力されます。

コンパイル条件の設定コンパイル条件の設定コンパイル条件の設定コンパイル条件の設定コンパイル条件の設定 論理圧縮やオプティマイズメソッドを設
定

出力フォーマットの設定出力フォーマットの設定出力フォーマットの設定出力フォーマットの設定出力フォーマットの設定 JEDECに設定されている状態

ターゲットデバイスの選択ターゲットデバイスの選択ターゲットデバイスの選択ターゲットデバイスの選択ターゲットデバイスの選択 MACH435が選択された状態
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シミュレーションとデザインチェックシミュレーションとデザインチェックシミュレーションとデザインチェックシミュレーションとデザインチェックシミュレーションとデザインチェック
内蔵されているシミュレータにより、デバイスにデータを書き込む
前に動作を確認する事ができます。これによりデバイスを浪費にせず
に済み、システムレベルで発生する問題のデバッグにも役立ちます。
またデバイスのプログラマー(書き込み器)で使用するテストベクタを
自動生成します。また高級言語風のシミュレーション・シンタックス
をサポートしており、条件ループ、条件シミュレーション、自動的な
ランダムベクタ生成、その他のさまざまなステートメントをシミュ
レーション・インプットファイルの中で取り扱う事ができます。

Wizard とツールバーとツールバーとツールバーとツールバーとツールバー
少ない労力でCUPLスクリプトを作成できるよう、PLDデザインWiz-

ardや便利なツーツバーが用意されており、次のように機能します。

PLDデザインデザインデザインデザインデザインWizardオープニングダイアログオープニングダイアログオープニングダイアログオープニングダイアログオープニングダイアログ

このダイアログ
ボックスのそれ
ぞれの項目をう
めると、自動的
にCUPL言語の
ヘッダースクリ
プトが自動的に
生成され出力さ
れる。

1.ヘッダースクリプトの生ヘッダースクリプトの生ヘッダースクリプトの生ヘッダースクリプトの生ヘッダースクリプトの生
成成成成成

出力されるスク
リプトをファイ
ルに出力する前
に確認する。期
待どおりの内容
で な け れ ば 、
BACKボタンに
より前のステッ
プに戻る。

4.スクリプトの確認スクリプトの確認スクリプトの確認スクリプトの確認スクリプトの確認

Finishボタンによりファイルに出力。

シミュレーション結果の表示シミュレーション結果の表示シミュレーション結果の表示シミュレーション結果の表示シミュレーション結果の表示
シミュレーションの結果をウェーブフォームビューワ・エディタに
表示させる事により、デバイスの動作を確認する事ができます。波形
は表計算スタイルのエディタウィンドウに表示されます。ユーザは表
示された波形を見ながら波形の表示順序を入れ替えたり、信号のハイ
ライトに使用する色を変えたり、信号をグループ化してバスに変更し
たりする事ができます。

アドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティックアドバンストスケマティック 98との統合との統合との統合との統合との統合
アドバンスト PLD 98では、これまで紹介してきたテキストエディ
タによる論理記述以外に、アドバンストスケマティック 98による回
路図入力もサポートしています。PLD専用のシンボルライブラリを使
用して回路を作成し、アドバンストスケマティック 98からデバイス
の指定等の設定を行い、コンパイラを起動することができます。回路
図からネットリストを作成し、そのデータを受け渡すといった煩雑な
作業も不要です。

10個のツールボタンには、PLDデザインWizardやステートマシ
ンWizard、If/Else文やDefine文の挿入、さらにヘッダー生成の
為のダイアログボックスなど、省力化の為のさまざまな機能が
割り当てられており、これらを瞬時に起動することができる。

ツールバーツールバーツールバーツールバーツールバー

日本語オンラインヘルプ日本語オンラインヘルプ日本語オンラインヘルプ日本語オンラインヘルプ日本語オンラインヘルプ
アドバンスト PLD 98の英語のヘルプファイルは、日本語に翻訳さ
れプロテルジャパンのホームページからダウンロードしていただく事
ができます。また、英文マニュアルを翻訳したPDFファイルも用意さ
れいますので、こちらも併せてご覧下さい。（PDFファイルをご覧頂く
には、アクロバットリーダーが必要です。）

2.コメント文の挿入コメント文の挿入コメント文の挿入コメント文の挿入コメント文の挿入
ここに入力した内容に基づき、コ

メント文が生成される。

3.ピンの生成ピンの生成ピンの生成ピンの生成ピンの生成
ここに入力した数の
入/出力ピンのピンシ
ンボルが自動的に出力
される。
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Advanced PLD 98

ACTEL  ...(2種種種種種)ACT1010#  | ACT1020# ALTERA PLD  ...(42種種種種種)EP1200 | EP1210 | EP1800G | EP1800J/L | EP1810G | EP1810J/L | EP1810T | EP1830L | EP300 | EP310 | EP320 | EP330L
 | EP330P | EP330S | EP512 | EP600D/P | EP610/T | EP610AL | EP610AP | EP610D/P | EP610S | EP630P | EP630S  | EP900D/P | EP900J/L | EP910A | EP910D/P | EP910J/L | EP910T | EPM5016* |
EPM5032D/P& EPM5032J/L& EPM5032S& EPM5064J/L*  | EPM5128G* | EPM5128J/L* | EPM5130G* | EPM5130J/L*  | EPM5130Q/W* | EPM5192G* | EPM5192J/L* | MAX7032* |
AMD/MMI PLD  ...(293種種種種種)AMPAL16H8/A | AMPAL16HD8/A | AMPAL16L8A/B/L/AL/Q | AMPAL16LD8/A | AMPAL16R4A/B/L/AL/Q | AMPAL16R6A/B/L/AL/Q | AMPAL16R8A/B/L/AL/Q | AMPAL18P8A/
B/L/AL/Q | AMPAL20L10/B | AMPAL20L8A/B | AMPAL20R4A/B | AMPAL20R6A/B | AMPAL20R8A/B | AMPAL20RP10A/AL/B | AMPAL20RP4A/AL/B | AMPAL20RP6A/AL/B | AMPAL20RP8A/AL/B |
AMPAL20XRP10 | AMPAL20XRP4 | AMPAL20XRP6 | AMPAL20XRP8 | AMPAL22P10A/AL/B | AMPAL22V10/A | AMPAL22XP10 | AMPAL23S8 | MACH110 | MACH111 | MACH120 | MACH130 |
MACH131 | MACH210  | MACH210-10 | MACH215 | MACH220 | MACH230 | MACH231 | MACH355 | MACH435 | MACH445 | MACH465 | PAL10H/10020EV8 | PAL10H20G8 | PAL10H20P8 | PAL10H8/
-2 | PAL10H8/CE16V8 | PAL10H8/CE16V8HD | PAL10H8/CE16V8Z | PAL10L8/-2 | PAL10L8/CE16V8 | PAL10L8/CE16V8HD | PAL10L8/CE16V8Z | PAL10P8/CE16V8 | PAL10P8/CE16V8HD | PAL10P8/
CE16V8Z | PAL12H6/-2 | PAL12H6/CE16V8 | PAL12H6/CE16V8HD | PAL12H6/CE16V8Z | PAL12L10 | PAL12L6/-2 | PAL12L6/CE16V8 | PAL12L6/CE16V8HD | PAL12L6/CE16V8Z | PAL12P6/CE16V8
PAL12P6/CE16V8HD | PAL12P6/CE16V8Z | PAL14H4/-2 | PAL14H4/CE16V8 | PAL14H4/CE16V8HD | PAL14H4/CE16V8Z | PAL14H8/CE20V8 | PAL14L4/-2 | PAL14L4/CE16V8 | PAL14L4/CE16V8HD
PAL14L4/CE16V8Z | PAL14L8 | PAL14L8/CE20V8 | PAL14P4/CE16V8 | PAL14P4/CE16V8HD | PAL14P4/CE16V8Z | PAL14P8/CE20V8 | PAL16C1/-2 | PAL16H2/-2 | PAL16H2/CE16V8 | PAL16H2/
CE16V8HD | PAL16H2/CE16V8Z | PAL16H6/CE20V8 | PAL16H8/CE16V8 | PAL16H8/CE16V8HD | PAL16H8/CE16V8Z | PAL16L2/-2 | PAL16L2/CE16V8 | PAL16L2/CE16V8HD
PAL16L2/CE16V8Z | PAL16L6 | PAL16L6/CE20V8 | PAL16L8-4 | PAL16L8-5 | PAL16L8-7 | PAL16L8/A/A-2/A-4 | PAL16L8/CE16V8  | PAL16L8/CE16V8HD | PAL16L8/CE16V8Z | PAL16L8B
PAL16L8B-2/B-4  | PAL16L8BP | PAL16L8D | PAL16L8D/2 | PAL16L8H-10 | PAL16L8H-15 | PAL16P2/CE16V8 | PAL16P2/CE16V8HD | PAL16P2/CE16V8Z | PAL16P6/CE20V8 | PAL16P8/
CE16V8 | PAL16P8/CE16V8HD | PAL16P8/CE16V8Z | PAL16P8A | PAL16P8B | PAL16R4-4 | PAL16R4-5 | PAL16R4-7 | PAL16R4/A/A-2/A-4  | PAL16R4/CE16V8 | PAL16R4/CE16V8HD |
PAL16R4/CE16V8Z | PAL16R4B | PAL16R4B-2/B-4 | PAL16R4BP | PAL16R4D | PAL16R4D/2 | PAL16R4H-10 | PAL16R4H-15 | PAL16R6-4 | PAL16R6-5 | PAL16R6-7 | PAL16R6/A/A-2/A-4 |
PAL16R6/CE16V8 | PAL16R6/CE16V8HD | PAL16R6/CE16V8Z | PAL16R6B | PAL16R6B-2/B-4 | PAL16R6BP | PAL16R6D | PAL16R6D/2 | PAL16R6H-10 | PAL16R6H-15 | PAL16R8-4 | PAL16R8-
5 | PAL16R8-7 | PAL16R8/A/A-2/A-4 | PAL16R8/CE16V8 | PAL16R8/CE16V8HD | PAL16R8/CE16V8Z | PAL16R8B | PAL16R8B-2/B-4 | PAL16R8BP | PAL16R8D | PAL16R8D/2 | PAL16R8H-10
| PAL16R8H-15 | PAL16RA8 | PAL16RP4/CE16V8 | PAL16RP4/CE16V8HD | PAL16RP4/CE16V8Z | PAL16RP4A | PAL16RP6/CE16V8 | PAL16RP6/CE16V8HD | PAL16RP6/CE16V8Z | PAL16RP6A
| PAL16RP8/CE16V8 | PAL16RP8/CE16V8HD | PAL16RP8/CE16V8Z | PAL16RP8A | PAL18H4/CE20V8 | PAL18L4 | PAL18L4/CE20V8 | PAL18P4/CE20V8 | PAL20C1 | PAL20H2/CE20V8 |
PAL20H8/CE20V8 | PAL20L10 | PAL20L10A | PAL20L2 | PAL20L2/CE20V8 | PAL20L8 | PAL20L8-10 | PAL20L8-10/2 | PAL20L8-5  | PAL20L8-7 | PAL20L8/CE20V8 | PAL20L8A/A-2 | PAL20L8B
 | PAL20L8B-2 | PAL20P2/CE20V8 | PAL20P8/CE20V8 | PAL20R4 | PAL20R4-10 | PAL20R4-10/2 | PAL20R4-5 | PAL20R4-7  | PAL20R4/CE20V8 | PAL20R4A/A-2 | PAL20R4B | PAL20R4B-2 |
PAL20R6 | PAL20R6-10 | PAL20R6-10/2 | PAL20R6-5 | PAL20R6-7  | PAL20R6/CE20V8 | PAL20R6A/A-2 | PAL20R6B | PAL20R6B-2 | PAL20R8 | PAL20R8-10 | PAL20R8-10/2 | PAL20R8-5 |
PAL20R8-7 | PAL20R8/CE20V8 | PAL20R8A/A-2 | PAL20R8B | PAL20R8B-2 | PAL20RA10 | PAL20RP4/CE20V8 | PAL20RP6/CE20V8 | PAL20RP8/CE20V8 | PAL20RS10 | PAL20RS4 | PAL20RS8
PAL20S10 | PAL20X10 | PAL20X10A | PAL20X4 | PAL20X4A | PAL20X8 | PAL20X8A | PAL22IP6-35 | PAL22RX8 | PAL22RX8A | PAL22V10 | PAL24L10 | PAL24R10 | PAL24R4 | PAL24R8 |
PAL32R16 | PAL32VX10 | PAL32VX10A | PAL64R32 | PAL6L16A | PAL8L14A | PALC16L8Q | PALC16L8Z | PALC16R4Q | PALC16R4Z | PALC16R6Q | PALC16R6Z | PALC16R8Q
 | ALC16R8Z | PALC18U8 | PALC20L8Z | PALC20R4Z | PALC20R6Z | PALC20R8Z | PALC22V10H | PALC22V10Q | PALCE16V8/4/5 | PALCE16V8H/Q | PALCE16V8HD | PALCE16V8Z |
PALCE20RA10 | PALCE20V8/4/5 | PALCE20V8/5* | PALCE20V8H/Q | PALCE22V10/4 | PALCE22V10/5 | PALCE22V10H/Q | PALCE22V10Z | PALCE24V10H | PALCE26V12H | PALCE26V12H/
4 | PALCE29M16 | PALCE29M16/4 | PALCE29MA16 | PALCE29MA16/4 | PALCE610 | PALLV22V10  | PLS105 | PLS167A/B | PLS168A/B | PLS30K12 | PLS30S16 | PMS14R21
AMD/MMI PROM ...(49種種種種種)53/6300 | 53/6301 | 53/6305 | 53/6306  | 53/6308 | 53/6309 | 53/6330 | 53/6331 | 53/6348 | 53/6349 | 53/6352 | 53/6353 | 53/6380 | 53/6380JS | 53/6380S | 53/6381 | 53/6381JS
| 53/6381S | 53/6388 | 53/6389 | 53/63S1641 | 53/63S1641A | 53/63S1681 | 53/63S1681A | 53/63S3281/A/B | AM27LS19 | AM27PS191/A | AM27PS41 | AM27S12 | AM27S13/A | AM27S18 | AM27S180
 | AM27S181/A | AM27S184 | AM27S185/A | AM27S19/A/SA | AM27S190 | AM27S191/A/SA | AM27S20 | AM27S21/A | AM27S28 | AM27S29/A/SA | AM27S32 | AM27S33/A | AM27S37/A | AM27S40
| AM27S41/A | AM27S43/A | AM27S49/A/SA AMI/GOULD PLD  ...(11種種種種種) PA7024 | PA7040 | PEEL153 | PEEL173 | PEEL18CV8 | PEEL18CV8-10/15 | PEEL22CV10 | PEEL22CV10A |
PEEL22CV10Z | PEEL253 | PEEL273ATMEL PLD   ...(14種種種種種)AT18V8Z | AT22LV10/L | AT22V10/L | AT22V10B | ATF16V8B/L | ATF20V8B/L | ATF22V10B/L | ATS415 | ATS42VA12 | ATV2500/
H | ATV2500B/L | ATV5000/L | ATV750/L | ATV750B/L CYPRESS EPROM ...(5種種種種種)CY7C258 | CY7C259 | CY7C264 | CY7C282 | CY7C292
CYPRESS PLD ...(71種種種種種)CY100E301 | CY100E302  | CY10E301  | CY10E302 | CY7B336 | CY7B337 | CY7B338 | CY7B339 | CY7C330 | CY7C331 | CY7C332 | CY7C335 | CY7C341 | CY7C342
CY7C343 | CY7C344 | CY7C361 | CY7C371 | CY7C372 | CY7C373 | CY7C374 | CY7C375 | pASIC381# | pASIC382# | pASIC383# | pASIC384# | pASIC385# | pASIC386# | pASIC387# | pASIC388#
 | PAL16L8-4 | PAL16L8-5/7/10 | PAL16L8A | PAL16L8A-2 | PAL16R4-4 | PAL16R4-5/7/10 | PAL16R4A | PAL16R4A-2 | PAL16R6-4 | PAL16R6-5/7/10 | PAL16R6A | PAL16R6A-2  | PAL16R8-4
| PAL16R8-5/7/10 | PAL16R8A | PAL16R8A-2 | PAL22V10C | PAL22VP10C | PALC12L10 | PALC14L8 | PALC16L6 | PALC16L8 | PALC16R4 | PALC16R6 | PALC16R8 | PALC18L4 | PALC20L10
PALC20L2 | PALC20L8 | PALC20R4 | PALC20R6 | PALC20R8 | PALC22V10 | PALC22V10B | PALC22V10D | PLD20G10C |PLD610 | PLDC18G8 | PLDC20G10 | PLDC20G10B | PLDC20RA10
EXEL PLD ...(1種種種種種)XL78C800 FAIRCHILD PLD   ...(14種種種種種)93Z458 | 93Z459 | F16L8 | F16P8 | F16R4 | F16R6 | F16R8 | F16RP4 | F16RP6 | F16RP8 | F20P8 | F20RP4 | F20RP6 | F20RP8
HARRIS PLD  ...(14種種種種種)HPL16H8 | HPL16L8 | HPL16LC8 | HPL16P8 | HPL16R4 | HPL16R6 | HPL16R8 | HPL16RC4 | HPL16RC6 | HPL16RC8 | HPL77153 | HPL77209 | HPL77216 | HPL82S153
HARRIS PROM ...(46種種種種種)HM7602 | HM7603 | HM7610 | HM7610A | HM7610B | HM7611 | HM7611A | HM7611B | HM76160 | HM76161 | HM76161A | HM76161B | HM76164 | HM76165 | HM7620
| HM7620A | HM7620B | HM7621 | HM7621A | HM7621B | HM76321 | HM7642 | HM7642A | HM7642B | HM7643 | HM7643A | HM7643B | HM7648 | HM7649 | HM7649A | HM76641
HM76641A | HM7680 | HM7680P | HM7680R | HM7680RP | HM7681 | HM7681A | HM7681P | HM7681R | HM7681RP | HM7684 | HM7684P | HM7685 | HM7685A | HM7685P
ICT PLD  ...(15種種種種種)PA7024 | PA7128 | PA7140 | PEEL153 | PEEL173 | PEEL18CV8 | PEEL18CV8-10/15 | PEEL20CG10 | PEEL20CG10A | PEEL22CV10 | PEEL22CV10A | PEEL22CV10A+ |
PEEL22CV10Z | PEEL253 | PEEL273 INTEL PLD  ...(20種種種種種)5AC312 | 5AC324 | 5C031 | 5C032 | 5C060 | 5C090 | 5C121 | 5C180 | 85C060 | 85C090 | 85C220 | 85C224 | 85C22V10 | 85C508 | 85C960
IFX740 & IFX780 | IPLD22V10 | IPLD610 | IPLD910 LATTICE PLD  ...(83種種種種種)GAL16LV8 | GAL16V8 | GAL16V8A | GAL16V8B | GAL16V8C/D/Z | GAL16VP8B | GAL16Z8 | GAL18V10
GAL18V10B | GAL20LV8 | GAL20RA10/B | GAL20RA10/B(UES) | GAL20V8 | GAL20V8A | GAL20V8B | GAL20V8C/Z | GAL20VP8B | GAL20XV10B | GAL22V10(UES) | GAL22V10B |
GAL22V10B(UES) | GAL22V10BQ/C | GAL22V10BQ/C(UES) | GAL26CV12/B/C | GAL6001 | GAL6001B | GAL6002B | ISPGAL22V10 | ISPLSI1016# | ISPLSI1024# | ISPLSI1032# | ISPLSI1048#
PLSI1016# | PLSI1024# | PLSI1032# | PLSI1048# | ISPLSI2032# | PLSI2032# | ISPLSI3256# | PLSI3256# | RAL10H8 | RAL10L8 | RAL10P8 | RAL12H6 | RAL12L6 | RAL12P6 | RAL14H4 | RAL14H8
| RAL14L4 | RAL14L8 | RAL14P4 | RAL14P8 | RAL16C1 | RAL16H2 | RAL16H6 | RAL16H8 | RAL16L2 | RAL16L6 | RAL16L8 | RAL16P2 | RAL16P6 | RAL16P8 | RAL16R4 | RAL16R6 | RAL16R8
 | RAL16RP4 | RAL16RP6 | RAL16RP8 | RAL18H4 | RAL18L4 | RAL18P4 | RAL20H2 | RAL20H8 | RAL20L2  | RAL20L8 | RAL20P2 | RAL20P8 | RAL20R4 | RAL20R6 | RAL20R8 | RAL20RP4 |
RAL20RP6 | RAL20RP8 MOTOROLA PLD  ...(1種種種種種)MC22V10S NATIONAL PLD  ...(121種種種種種)87X839 | 87X840 | GAL16V8 | GAL16V8-10/7 | GAL16VA/QS | GAL20RA10 | GAL20V8 | GAL20V8-10/
7 | GAL20V8A/QS  | GAL22V10 | GAL6001 | MAPL128& | MAPL144 (UES) | MAPL244 (UES) | PAL10012C4 | PAL10016C4 | PAL10016LD4 | PAL10016LD8 | PAL10016LM4 | PAL10016P4 | PAL10016P8
PAL10016PE8 | PAL10016RD4 | PAL10016RD8 | PAL10016RM4 | PAL10020RP4 | PAL1012C4 | PAL1016C4 | PAL1016LD4 | PAL1016LD8 | PAL1016LM4 | PAL1016P4 | PAL1016P8 | PAL1016PE8 |
PAL1016RD4 | PAL1016RD8 | PAL1016RM4 | PAL1020RP4 | PAL10H8/16V8 | PAL10H8/A/A2 | PAL10L8/16V8 | PAL10L8/A/A2 | PAL10P8/16V8 | PAL12H6/16V8 | PAL12H6/A/A2 | PAL12L10/A |
PAL12L6/16V8 | PAL12L6/A/A2 | PAL12P6/16V8 | PAL14H4/16V8 | PAL14H4/A/A2 | PAL14H8/20V8 | PAL14L4/16V8 | PAL14L4/A/A2 | PAL14L8/20V8 | PAL14L8/A | PAL14P4/16V8 | PAL14P8/20V8 |
PAL16C1/A/A2 | PAL16H2/16V8 | PAL16H2/A/A2 | PAL16H6/20V8 | PAL16H8/16V8 | PAL16L2/16V8 | PAL16L2/A/A2 | PAL16L6/20V8 | PAL16L6/A | PAL16L8/16V8 | PAL16L8/A/A2/B/B2  | PAL16L8D/
-7 | PAL16P2/16V8 | PAL16P6/20V8 | PAL16P8 | PAL16P8/16V8 | PAL16R4/16V8 | PAL16R4/A/A2/B/B2 | PAL16R4D/-7 | PAL16R6/16V8 | PAL16R6/A/A2/B/B2 | PAL16R6D/-7 | PAL16R8/16V8 | PAL16R8/
A/A2/B/B2 | PAL16R8D/-7 | PAL16RA8 | PAL16RP4 | PAL16RP4/16V8 | PAL16RP6 | PAL16RP6/16V8 | PAL16RP8 | PAL16RP8/16V8 | PAL18H4/20V8 | PAL18L4/20V8 | PAL18L4/A | PAL18P4/20V8 |
PAL20C1/A | PAL20H2/20V8 | PAL20H8/20V8 | PAL20L10/A | PAL20L2/20V8 | PAL20L2/A | PAL20L8/20V8 | PAL20L8/A/B | PAL20L8D | PAL20P2/20V8 | PAL20P8/20V8 | PAL20R4/20V8 | PAL20R4/
A/B | PAL20R4D | PAL20R6/20V8 | PAL20R6/A/B | PAL20R6D | PAL20R8/20V8 | PAL20R8/A/B | PAL20R8D | PAL20RA10 | PAL20RP4/20V8 | PAL20RP6/20V8 | PAL20RP8/20V8 | PAL20X10/A |
PAL20X4/A | PAL20X8/A NATIONAL PROM  ...(39種種種種種)DM74LS471 | DM74S188 | DM74S287 | DM74S288 | DM74S387 | DM74S472   | DM74S472A | DM74S472B | DM74S473 | DM74S473A
DM74S570DM74S570A | DM74S571 | DM74S571A | DM74S571B | DM74S572 | DM74S572A | DM74S573 | DM74S573A | DM74S573B | DM87S180 | DM87S181 | DM87S181A | DM87S184 |
DM87S185 | DM87S185A | DM87S185B | DM87S190 | DM87S190A | DM87S190B | DM87S191 | DM87S191A | DM87S191B | DM87S195 | DM87S195A | DM87S195B | DM87S321 | DM87S321A
PHILIPS PLD  ...(60種種種種種)10020EV8 | 10H20EV8 | PHD16N8 | PHD48N22 | PL22V10 | PLC153 | PLC16V8 | PLC18V8Z | PLC20V8 | PLC415 | PLC42VA12 | PLC42VA12& PLC473 | PLHS153 |
PLHS16L8A | PLHS16L8B | PLHS18P8A | PLHS18P8B | PLHS473 | PLHS501 | PLHS502 | PLS100/82S100 | PLS101/82S101 | PLS103/82S103 | PLS105/82S105 | PLS105A/82S105/A | PLS151/82S151
PLS152/82S152 | PLS153/82S153 | PLS153A/82S153A | PLS155/82S155 | PLS157/82S157 | PLS159/82S159 | PLS159A/82S159A | PLS161/82S161 | PLS162/82S162 | PLS163/82S163 | PLS167/82S167
| PLS167A/82S167A | PLS168/82S168 | PLS168A/82S168A | PLS173/82S173 | PLS179/82S179 | PLUS105 | PLUS153B/D | PLUS16L8D/-7 | PLUS16R4D/-7 | PLUS16R6D/-7 | PLUS16R8D/-7 |
PLUS173B/D | PLUS20L8D/-7 | PLUS20R4D/-7 | PLUS20R6D/-7 | PLUS20R8D/-7 | PLUS405 | PLV2500H/L* | PLV5000/L& PLV750/L | PML2552& PML2852&
PHILIPS PROM ...(17種種種種種)82S123/A | 82S126/A | 82S129/A | 82S130/A | 82S131/A | 82S135 | 82S137/A/B | 82S147/A | 82S180 | 82S181/A/B | 82S184 | 82S185/A/B | 82S191/A/B/C | 82S195 |
PLESSY PLD ...(1種種種種種)ERA60100* PLUS LOGIC PLD ...(2種種種種種)FPGA2020# | FPGA2020PLX TECH. PLD ...(2種種種種種)A#PLX448 | PLX464 QUICKLOGIC PLD  ...(5種種種種種)P8X12B#  | P12X16B# |
P16X24B# | P24X32B# | P8X12A# RICOH PLD ...(14種種種種種)EPL10P8A(I) | EPL10P8B(I) | EPL12P6A(I) | EPL12P6B(I) | EPL14P4A | EPL14P4B EPL16P2A(I) | EPL16P2B(I) | EPL16P8B(I) |
EPL16RP4B(I) | EPL16RP6B(I) | EPL16RP8B(I) | EPL204E* | EPL241E* SAMSUNG PLD  ...(18種種種種種)CPL16L8 | CPL16L8L | CPL16R4 | CPL16R4L | CPL16R6 | CPL20L10
CPL20L10L | CPL20L8 | CPL20L8L | CPL20R4 | CPL20R4L | CPL20R6 | CPL20R6L | CPL20R8 | CPL20R8L SEEQ PLD ...(2種種種種種)20RA10Z | 26V12H SGS-THOM. PLD ...(48種種種種種)GAL16V8 |
GAL16V8A | GAL16Z8 | GAL20V8 | GAL20V8A | GAL6001 | RAL10H8 | RAL10L8 | RAL10P8 | RAL12H6 | RAL12L6 | RAL12P6 | RAL14H4 | RAL14H8 | RAL14L4 | RAL14L8 | RAL14P4 | RAL14P8
| RAL16H2 | RAL16H6 | RAL16H8 | RAL16L2 | RAL16L6 | RAL16L8 | RAL16P2 | RAL16P6 | RAL16P8 | RAL16R4 | RAL16R6 | RAL16R8 | RAL16RP4 | RAL16RP6 | RAL16RP8 | RAL18H4 | RAL18L4
| RAL18P4 | RAL20H2 | RAL20H8 | RAL20L2 | RAL20L8 | RAL20P2 | RAL20P8 | RAL20R4 | RAL20R6 | RAL20R8 | RAL20RP4 | RAL20RP6 | RAL20RP8
SIGNETICS PHILIPSの項を参照 SPRAGUE PLD  ...(6種種種種種)SPL16LC8 | SPL16RC4 | SPL16RC6 | SPL16RC8 | SPL20LC8 | SPL20XC8 TI PLD ...(88種種種種種)EP1810 | EP330 | EP610 | EP630 EP910
| N82S105A | N82S167A | PAL16L8A/-2 | PAL16R4A/-2 | PAL16R6A/-2 | PAL16R8A/-2 | PAL20L8A | PAL20R4A | PAL20R6A | PAL20R8A | TIB82S105A/B | TIB82S167B | TIBFPGA529
TIBPAD16N8-7.5 | TIBPAD18N8-6 | TIBPAL16H8 | TIBPAL16HD8 | TIBPAL16L8-10 | TIBPAL16L8-12/15/25 | TIBPAL16L8-5 | TIBPAL16L8-7 | TIBPAL16LD8 | TIBPAL16O2 | TIBPAL16R4-10 |
TIBPAL16R4-12/15/25 | TIBPAL16R4-5 | TIBPAL16R4-7 | TIBPAL16R6-10 | TIBPAL16R6-12/15/25 | TIBPAL16R6-5 | TIBPAL16R6-7 | TIBPAL16R8-10 | TIBPAL16R8-12/15/25 | TIBPAL16R8-5 |
TIBPAL16R8-7 | TIBPAL20L10 | TIBPAL20L8-15/25 | TIBPAL20R4-15/25 | TIBPAL20R6-15/25 | TIBPAL20R8-15/25 | TIBPAL20RSP4 | TIBPAL20RSP6 | TIBPAL20RSP8 | TIBPAL20SP8 | TIBPAL20X10
TIBPAL20X4 | TIBPAL20X8 | TIBPAL22V10-5 | TIBPAL22V10/A  | TIBPAL22VP10 | TIBPALR19L8 | TIBPALR19R4 | TIBPALR19R6 | TIBPALR19R8 | TIBPALT19L8 | TIBPALT19R4 | TIBPALT19R6
 | TIBPALT19R8 | TIBPLS506A | TIBPSG507A | TICPAL16L8-55 | TICPAL16R4-55 | TICPAL16R6-55 | TICPAL16R8-55 | TICPAL16RSP4 | TICPAL16RSP6 | TICPAL16RSP8 | TICPAL16SP8 | TICPAL18V8
TICPAL22V10 | TICPAL22V10Z(T) | TICPAL22V10Z(ZP) | TIEPAL10016ET6 | TIEPAL10016P8-6 | TIEPAL10016TE6 | TIEPAL10H16ET6 | TIEPAL10H16P8-6 | TIEPAL10H16TE6 | TIFPLA839
TIFPLA840 | TPC1010# | TPC1020# TI PROM ...(18種種種種種) TBP18S030 | TBP18S22  | TBP18SA030 | TBP18SA22 | TBP24S10  | TBP24S166 | TBP24S41 | TBP24S81 | TBP24SA10 | TBP24SA166
TBP24SA41 | TBP24SA81 | TBP28S166 | TBP28S42 | TBP28S86A | TBP28SA166 | TBP28SA42 | TBP28SA86A TOSHIBA PLD   ...(2種種種種種)TC9800P | TC9801 TRIQUINT PLD  ...(4種種種種種)PGA22V10
| GA22VP10 | GA23S8 | GA23SV8 VLSI PLD  ...(10種種種種種)VP10P8 | VP12P6 | VP14P4 | VP16P2 | VP16P8 | VP16RP4 | VP16RP6 | VP16RP8 | VP16V8E | VP20V8E
XILINX PLD  ...(30種種種種種)XC2018# | XC2064# | XC3020/B# | XC3030# | XC3042/B# | XC3064# | XC3090/B# | XC4002# | XC4003# | XC4004# | XC4005# | XC4006# | XC4008# | XC4010# | XC4013#
XC4016# | XC4020# | XC7236APC | XC7236PC | XC7272APC | XC7272PC | XC7272PG  | XC73108 | XC73108BG | XC73108PG | XC73108PQ | XC7336PC | XC7336PQ | XC7354PC | XC7372PC

サポートされているデバイスのリストサポートされているデバイスのリストサポートされているデバイスのリストサポートされているデバイスのリストサポートされているデバイスのリスト ここに無いデバイスについてはお問い合わせください。ここに無いデバイスについてはお問い合わせください。ここに無いデバイスについてはお問い合わせください。ここに無いデバイスについてはお問い合わせください。ここに無いデバイスについてはお問い合わせください。

デバイス名の後に # が記されているものについては、オプションプログラムが必要です。

このページはスペースの削減のために読みづらくなっていますので、拡大コピーをした後ご覧ください。
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ＰＣＢレイアウトＰＣＢレイアウトＰＣＢレイアウトＰＣＢレイアウトＰＣＢレイアウト

32ビットビットビットビットビット /容量無制限のデータベース容量無制限のデータベース容量無制限のデータベース容量無制限のデータベース容量無制限のデータベース

ガーバーファイルとガーバーファイルとガーバーファイルとガーバーファイルとガーバーファイルとDXFファイルの読み込みファイルの読み込みファイルの読み込みファイルの読み込みファイルの読み込み

編集可能な自動ベタ塗り機能編集可能な自動ベタ塗り機能編集可能な自動ベタ塗り機能編集可能な自動ベタ塗り機能編集可能な自動ベタ塗り機能

任意のパッド任意のパッド任意のパッド任意のパッド任意のパッド /ビアに対してティアドロップの自動作成ビアに対してティアドロップの自動作成ビアに対してティアドロップの自動作成ビアに対してティアドロップの自動作成ビアに対してティアドロップの自動作成

ネットクラスのサポートとオンラインネットクラスのサポートとオンラインネットクラスのサポートとオンラインネットクラスのサポートとオンラインネットクラスのサポートとオンラインDRC

各種ウィザード各種ウィザード各種ウィザード各種ウィザード各種ウィザード

Delphi によって作成したウィザードの組み込みによって作成したウィザードの組み込みによって作成したウィザードの組み込みによって作成したウィザードの組み込みによって作成したウィザードの組み込み
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動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

CPU Pentium 以上
Memory 32MB以上

HDD 50MB以上の空容量

OS Win95 /NT4.0
Video 1024×768以上

98

Making Electronic Design EasyTM

0.001Mil 32Bit

DRC

PCB

アドバンストアドバンストアドバンストアドバンストアドバンストPCB 98は、プロテルデザインシステムのコアとなるは、プロテルデザインシステムのコアとなるは、プロテルデザインシステムのコアとなるは、プロテルデザインシステムのコアとなるは、プロテルデザインシステムのコアとなるPCBデザインツールです。デザインツールです。デザインツールです。デザインツールです。デザインツールです。
0.001Milの分解能、オンラインの分解能、オンラインの分解能、オンラインの分解能、オンラインの分解能、オンラインDRC、自動ベタ塗りなどの基本的な機能だけでなく、、自動ベタ塗りなどの基本的な機能だけでなく、、自動ベタ塗りなどの基本的な機能だけでなく、、自動ベタ塗りなどの基本的な機能だけでなく、、自動ベタ塗りなどの基本的な機能だけでなく、

EDA/クライアントによるユーザーインターフェイスのカスタマイズ、クライアントによるユーザーインターフェイスのカスタマイズ、クライアントによるユーザーインターフェイスのカスタマイズ、クライアントによるユーザーインターフェイスのカスタマイズ、クライアントによるユーザーインターフェイスのカスタマイズ、
及びアドバンストスケマティックとの統合など、さまざまな機能が実現されています。及びアドバンストスケマティックとの統合など、さまざまな機能が実現されています。及びアドバンストスケマティックとの統合など、さまざまな機能が実現されています。及びアドバンストスケマティックとの統合など、さまざまな機能が実現されています。及びアドバンストスケマティックとの統合など、さまざまな機能が実現されています。

同時にオープンできるPCBファイルや、基板上に配置可能なオブジェクトの数に制限
はありません。

ガーバーファイルを読み込み、データの確認や編集を行うことができます。またDXF
の入出力機能により、機械系CADとのデータのやりとりを行うことができます。

任意のエリアを、パッドやトラックなどのオブジェクトとのクリアランスを確保しな
がら塗りつぶすことができます。また、作成されたベタエリアを編集することも可能
です。

任意に選択されたパッド/ビアに対して、自動的にティアドロップを作成することが
できます。この機能によって、小径ビアのみティアドロップをつける作業も簡単に行
うことができます。

同じ性格のネットをグループ化するネットクラスがサポートされ、ネットクラスに対
してデザインルールを定義することができます。また、オンラインDRCによって定義
されたデザインルールを元に常時デザインのチェックが行われます。

基板外形の作成、フットプリントの作成などの作業に対し、ウィザードが用意されて
おり、デザインに要する時間を短縮することができます。

CSDK(Client/Server Development Kit)が供給されており、ユーザー自身がDelphiで作成
したウィザードやその他のツールを簡単に組み込むことができます。

Advanced
PCB98
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ように配線することが出来ます。このオフグリッド端子の為のローカ
ルグリッドをインテリジェントグリッドと呼んでおり、ピン間２本や
３本に設定した通常のグリッドと同じように、配線を引き込みます。
これにより設計者は、端子数の多いQFPパッケージに対しても、容易
に配線を行うことができます。

各種ウィザード各種ウィザード各種ウィザード各種ウィザード各種ウィザード
基板外形の作成は、慣れた人でも手間取る作業の一つです。アドバ
ンストPCB 98には、ダイアログボックスの問いに、順に答えていく
だけで基板外形を作成する事ができる、ボードWizardが用意されてい
ます。また部品の作成は正確さが要求され、集中力を維持する事が要
されます。特にピン数の多いQFPパッケージは一つの部品に一時間近
くかかってしまう事があります。このような作業の省力化の為に、コ
ンポーネントWizardが用意されており、手間のかかる部品作成作業を
簡素化する事が出来ます。

自動ベタ塗り機能自動ベタ塗り機能自動ベタ塗り機能自動ベタ塗り機能自動ベタ塗り機能
プリント基板は年ごとに密度が上がってきている事に加え、回路の
高速化などにレイアウトに高い技術が要求されてきます。アドバンス
トPCB 98には、これらの難しい基板の設計を容易にする、多くの優
れた機能が備えられています。例えばこの自動ベタ塗り機能もその一
つで、高速化にしたがって発生するノイズを最小限に押さえる事が出
来ます。この機能は、設計者が任意に作成したエリアの中を、異なる
ネットのパッドやトラックのとクリアランスを保ちながら塗りつぶす
もので、広い面積のグランドネット周辺を埋め尽くす事でインピーダ
ンスの低下とシールド効果によりノイズの発生を大幅に低減する事が
出来ます。このベタエリアの外形には円弧を使用する事ができ、一度
塗りつぶしたベタエリアを修正する事も容易です。

ティアドロップの自動発生ティアドロップの自動発生ティアドロップの自動発生ティアドロップの自動発生ティアドロップの自動発生
従来からティアドロップは片面基板の補強のために使用されてきま
したが、多層基板においても切断事故の起こりやすい小径ビア部分を
補強する用途にも使用されます。アドバンスト PCB 98には選択され
たパッドとビアだけに自動でティアドロップを発生させる機能が備え
られています。

寸法や座標値の自動発生寸法や座標値の自動発生寸法や座標値の自動発生寸法や座標値の自動発生寸法や座標値の自動発生
基板サイズなどを指示するための寸法線と寸法、さらに部品位置を
指示する場合などに便利な座標値をPCB上の任意の層に自動的に発生
させることができます。インチ /ミリのいずれも使用可能です。

配線モード配線モード配線モード配線モード配線モード
90度、45/90度、自由角度、円弧の 4種類の配線モードを備えてお
り、配線中にShift+スペースバーを押すだけで切り替えることができ
ます。また、配線中のグリッドや単位の切り替え、パターン幅の変更
なども簡単に行うことができます。

アドバンストルートアドバンストルートアドバンストルートアドバンストルートアドバンストルート 98による自動配線による自動配線による自動配線による自動配線による自動配線
別売のアドバンストRoute 98との連携により、難易度の高い基板の
自動配線が可能です。レイアウトの状態にあったストラテジーが自動
的に選択され、高密の基板においても高い結線率で自動配線を行うこ
とができます。また、この自動配線は、アドバンスト PCB 98のウィ
ンドウ内で行われるため、アドバンストRoute 98との間でのデータの
受け渡しは必要ありません。
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EDA/Client

アドバンストPCB 98は、他のプロテル製品と同様に、
「EDA/Clientのサーバモジュール」としてデザインされ
ており、プリント基板のレイアウトを、アドバンストス

ケマティック 98や他のさまざまなツールを含めた統合
環境の中で行う事ができます。このEDA/クライアント
によって提供される統合環境や機能については15ペー
ジから18ぺージのスケマティック 98の説明の中で詳し
く取り上げられていますので、ここでは説明を省きま
す。EDA/クライアントは、プロテル社の新しいEDAツー
ルの共通のプラットホームとして開発されたもので、ア
ドバンストPCB 98などのEDA/クライアントのサーバ
として動作するEDAツールの全てに対して、同様に高
度な機能が提供されます。

アドバンストPCB 98は今までにない、新しいプリン
ト基板設計へのアプローチを可能にします。アドバンス
トPCB 98では、初心者及びスキルの高いエンジニアの
双方をサポートする対話編集機能や自動機能をフレキシ
ブルなユーザインターフェイスからアクセスする事が出
来ます。また新たに開発されたデータベースにより大幅
な高速化と、さまざまなデザインパラメータによるPCB
レイアウトのコントロールが可能になりました。このア
ドバンストPCB 98はプロテルデザインシステムのコア
を成すツールとして、設計業務の自動化と統合化を実現
します。

優れた操作性優れた操作性優れた操作性優れた操作性優れた操作性
アドバンストPCB 98はユーザーフレンドリーでWindowsに準拠し
た編集操作が可能です。属性の変更を行う場合には、単一のオブジェ
クトに対してだけでなく指定された条件に合致する複数のオブジェク
トに対して一括処理を行う事が出来ます。またアドバンストPCB 98の
ユーザーインターフェイスは今日の要求に沿い、直感的で分かり易く
まとめられています。覚えやすくて使いやすい、洗練されたユーザー
インターフェイスを備えたPCBツールであると言えます。

ルールルールルールルールルール・・・・・ドリブン型ドリブン型ドリブン型ドリブン型ドリブン型 PCBレイアウトツールレイアウトツールレイアウトツールレイアウトツールレイアウトツール
アドバンスト PCB 98は、豊富なデザインルールによるコントロー
ルが可能なPCBレイアウトツールです。オンラインでのレイアウトの
監視により、設計中に発生しうる人為的なエラーの発生が回避できる
だけでなく、詳細なデザインパラメータを用いた自動設計が可能にな
ります。また21種のデザインルールがサポートされており、クリアラ
ンス値等の製造品質を保つ為のルールの他。インピーダンスコント
ロールの為のルールも用意されています。特に高速回路に対するデザ
インルールが充実しており、平行線長の制限や等長配線ルールがサ
ポートされています。

オンラインでのネット照合による接続性の維持オンラインでのネット照合による接続性の維持オンラインでのネット照合による接続性の維持オンラインでのネット照合による接続性の維持オンラインでのネット照合による接続性の維持
アドバンストPCB 98では読み込まれたネットリスト（ロジカルネッ
ト）と、実際の配線パターン（フィジカルネット）との照合が常時行
われています。意図するしないにかかわらず、なんらかの理由で配線
が除去された場合には必ず、瞬時にラッツネストが復元します。また、
ガーバ入力機能によって配線層にグラフィックを読み込んだ場合にも、
配線パターンとして認識され、ラッツネストは消去されます。またオ
ンラインでのデザインルールチェックにより、違反があれば即時に警
告が行われます。アドバンスト PCB 98では。このインテリジェント
な機能の導入により、従来のPCBレイアウトツールではなかった、柔
軟性と高い信頼性を両立させています。

SMT基板のためのインテリジェントグリッド基板のためのインテリジェントグリッド基板のためのインテリジェントグリッド基板のためのインテリジェントグリッド基板のためのインテリジェントグリッド
SMT部品として多様されるQFPパッケージの端子は、ミリメートル
ピッチで配列されており、一般に使用されるインチを基準としたピン
間２本（20mil/0.508mm）やピン間３本（12.5mil/0.3175mm）のグリッ
ド上には乗りません。この為QFPパッケージの端子の中央に配線を接
続する事をあきらめるか、頻繁にグリッドを切り替えるなどの操作が
必要でした。これに対してアドバンスト PCB 98では、このようなオ
フグリッド端子を自動的に認識し、このオフグリッドの端子上にロー
カルなグリッドを自動発生させる事により、グリッド上の端子と同じ
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PCB 98 でなく、配線編集機能や表示の速度などの基本性能と、
信頼性の向上が実現されています。今までのアドバンス
トPCB には、何百万円もする高価なCADと比較すると、
機能の多少よりも安価なゆえの「たよりなさ」が気にな
る面もありましたが、このアドバンストPCB 98では一
気に払拭され、ハイエンドのシステムを感じさせる基本
性能と信頼性が得られています。

アドバンスト PCB 98 では、アドバンストスケマ
ティック 98やアドバンストPLD 98と同様、32ビット
EDAクライアント環境による高性能化が実現されただけ

アドバンストPCB 98に限らず、現在のPCBレイアウ
トシステムは解決しなければならない、いくつかの課題
を抱えており、多くのベンダーがそれぞれ異なったアプ
ローチにより解決を試みています。アドバンストPCB3
では、従来より期待されていた、配線編集におけるオフ
グリッドパッドに対する引き込み処理と、オンラインで
のネット照合が実現され、高密度なSMT基板に対する配
線時間を大きく削減できます。

SMT基板の為のインテリジェントグリッド基板の為のインテリジェントグリッド基板の為のインテリジェントグリッド基板の為のインテリジェントグリッド基板の為のインテリジェントグリッド
SMT部品として多用されるQFPパッケージの端子は、ミリメートル
ピッチで配列されており、一般に使用されるインチを基準としたピン
間2本(20Mil/0.508mm)やピン間3本(12.5Mil/0.3175mm)のグリッド上に
は乗りません。この為QFPパッケージの端子の中央に配線を接続する
事をあきらめるか、頻繁にグリッドを切り換えるなどの操作が必要で
した。これに対してアドバンストPCB3では、このようなオフグリッド
端子を自動的に認識し、このオフグリッドの端子上と端子間の中央に
ローカルなグリッドを自動発生させる事により、グリッド上の端子と
同じように配線する事ができます。このオフグリッド端子の為のロー

カルグリッドをインテリジェントグリッドと呼んでおり、ピン間2本や
3本に設定した通常のグリッドと同じように、配線を引き込みます。こ
れにより設計者は、端子数の多いQFPパッケージに対してもオフグ
リッド部品である事に最後まで気づくことなく、配線を終える事がで
きます。

オンラインでのネット照合による接続性の維持オンラインでのネット照合による接続性の維持オンラインでのネット照合による接続性の維持オンラインでのネット照合による接続性の維持オンラインでのネット照合による接続性の維持
他のインテリジェントなPCBエディターには無いアドバンストPCB3
の特長の一つとして、ネットの無い配線の取り扱い機能があります。
これはガーバ入力されたものを配線パターンとして使用できる事を意
味する大変重要な機能の一つです。しかしこの機能は両刃の刃で、高
性能なネット照合機能が無いと信頼性を低下させる原因になります。
従来のアドバンストPCBではプリルートという方法で、実際の配線パ
ターン(フィジカルネット)と回路図に基づいたネット(ロジカルネッ
ト)の照合を行っていましたが、PCB3はオンラインで常時このネット
の照合を行っています。意図するしないにかかわらず、なんらかの方
法で配線を消去した場合には必ず、瞬時にラッツネストが復元しま
す。これにより、PCB3は他のインテリジェントなシステムには無い配
線入力の柔軟性と、高い信頼性を併せ持った高性能なツールに進化し
たと言えます。

いかにアプリケーションが高機能であってもその機能
が使いにくければ効率良く設計を行うことはできません。
アドバンストPCB 98ではPCBレイアウトの専門化以外
の方にも使用していただくことを想定しており、PCB専
用の機能を持つパネルやタブを使ったユーザーインター
フェイスが用意されています。

ブラウザパネルブラウザパネルブラウザパネルブラウザパネルブラウザパネル
ブラウザパネルは、フットプリントライブラリ及び PCBワークス
ペース上に配置されているプリミティブを容易にナビゲートできるよ
うに、用意されている機能です。パネルは複数のパートに分かれてお
り、テキストデータだけでなくPCBレイアウトやフットプリント形状
などのグラフィカルなデータの表示が行われます。
ブラウザパネルのPCBレイアウトを鳥瞰図表示するためのウィンド
ウは、PCBレイアウト全体に対する現在の作業領域を確認するととも
に、マウスの操作によって目的のエリアにすばやく画面の移動を行う
ことができ、他にもPCBレイアウトの一部を拡大表示することもでき
ます。また、表示アイテムを、ライブラリー、ネット、コンポーネン
ト、ネットクラス、コンポーネントクラス、バイオレーション（エラー
箇所）に切り替えることによって PCBドキュメントの情報を確認し、
JumpやEditのボタンによって目的のオブジェクトへジャンプ、編集を
行うことができます。

ネット名称の表示

表示アイテムの選択と表示

ネットに設定された状態

ネット上にあるノードの表示

表示対象によって表示対象によって表示対象によって表示対象によって表示対象によって
機能が変化する。機能が変化する。機能が変化する。機能が変化する。機能が変化する。

ブラウザパネルブラウザパネルブラウザパネルブラウザパネルブラウザパネル

Magnifierボタ
ンを押すと、
PCB 上のマウ
スのカーソル
付近が拡大表
示される。

Advanced PCB 98
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PCBドキュメントウィンドウの左下に表示されるレーヤタブを
クリックするだけで、瞬時に目的の層に移動する事ができる。

レーヤタブレーヤタブレーヤタブレーヤタブレーヤタブ
配置や配線作業は頻繁にアクティブレーヤ(作業層)を切り換えなが
ら行います。従来のショートカットキーやレーヤウィンドウに加え、
新たに設けられたレーヤタブを使用して、作業層を切り換える事がで
きるようになりました。

プリント基板上のネットではいろいろな種類の信号が
取り扱われ、それぞれ要求される電気特性が異なります。
アドバンスト PCB 98をはじめ現在の進化した PCBエ
ディタでは、それぞれのネットに要求される電気特性を、
DRCパラメータとして与える事により、要求が満足され
ているか否かを自動的にチェックする事ができます。し
かし、近年デジタル回路は急速に高速化して来ており、
アナログ回路に於いても従来より高品質が要求されてき
ています。PCB 98ではこれらの要求に対応する為に豊
富なDRCパラメータを用意するだけでなく、増大したパ
ラメータを、個々のネットではなく同一要求を持つネッ
トをグループ化して付加する事のできる「ネットクラス」
機能をサポートし、パラメータ入力の省力化を実現して
います。

クリアランスチェッククリアランスチェッククリアランスチェッククリアランスチェッククリアランスチェック

内層サーマルランドのチェッ内層サーマルランドのチェッ内層サーマルランドのチェッ内層サーマルランドのチェッ内層サーマルランドのチェッ

ククククク

等長配線の形状定義等長配線の形状定義等長配線の形状定義等長配線の形状定義等長配線の形状定義

ここに登録された項目と、設定されたパラメータはDRCで使用されるだけでな
く、自動配線時にも使用される。

平行線長の制限平行線長の制限平行線長の制限平行線長の制限平行線長の制限

スタブ長の制限スタブ長の制限スタブ長の制限スタブ長の制限スタブ長の制限

ポリゴンとパッドの接続ルーポリゴンとパッドの接続ルーポリゴンとパッドの接続ルーポリゴンとパッドの接続ルーポリゴンとパッドの接続ルー

ルルルルル
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Advanced PCB 98 には近年特に要求の多い、には近年特に要求の多い、には近年特に要求の多い、には近年特に要求の多い、には近年特に要求の多い、高速回高速回高速回高速回高速回
路のための特性の確保と、路のための特性の確保と、路のための特性の確保と、路のための特性の確保と、路のための特性の確保と、ローノイズ設計のための豊ローノイズ設計のための豊ローノイズ設計のための豊ローノイズ設計のための豊ローノイズ設計のための豊

富な機能が備えられています。富な機能が備えられています。富な機能が備えられています。富な機能が備えられています。富な機能が備えられています。
ここでは主に、ここでは主に、ここでは主に、ここでは主に、ここでは主に、From-To エディタと等長配線機能、エディタと等長配線機能、エディタと等長配線機能、エディタと等長配線機能、エディタと等長配線機能、
内層分割等のグランド処理機能を実例により紹介しま内層分割等のグランド処理機能を実例により紹介しま内層分割等のグランド処理機能を実例により紹介しま内層分割等のグランド処理機能を実例により紹介しま内層分割等のグランド処理機能を実例により紹介しま
す。す。す。す。す。今までこのような機能は、今までこのような機能は、今までこのような機能は、今までこのような機能は、今までこのような機能は、ハイエンドのハイエンドのハイエンドのハイエンドのハイエンドのCADシスシスシスシスシス
テムにしか存在しませんでしたが、テムにしか存在しませんでしたが、テムにしか存在しませんでしたが、テムにしか存在しませんでしたが、テムにしか存在しませんでしたが、進化したこの進化したこの進化したこの進化したこの進化したこのCAD
ツールにはベーシックな機能のひとつとして標準装備ツールにはベーシックな機能のひとつとして標準装備ツールにはベーシックな機能のひとつとして標準装備ツールにはベーシックな機能のひとつとして標準装備ツールにはベーシックな機能のひとつとして標準装備
されています。されています。されています。されています。されています。

From -Toエディタと等長化機能エディタと等長化機能エディタと等長化機能エディタと等長化機能エディタと等長化機能
高速回路では配線パターンで生じる、反射や遅延等による伝送特性
の劣化が問題視されます。このような問題を最小限に押さえ、回路の
動作に対する弊害を防止する為の有効なテクニックとして、一筆書き
配線と、等長配線があります。Advanced PCB 98では、From - To エ
ディタと等長化機能を使用する事により容易にこの問題を解決する事
ができます。

クリチカルなデータバスの配線の長さを合
わせて、データの遅延による影響を回避する
場合、まずデータバスをDATAというネット
クラスに設定した後、このDATAクラスの等
長化の精度と冗長部分の形状を設定する。

ドライブ側を
Sourceに設定 終端側を Ter-

minatorに設定

From -Toエディタと電源エディタと電源エディタと電源エディタと電源エディタと電源/グランド配線グランド配線グランド配線グランド配線グランド配線
デジタル /アナログ混在回路や微小信号を扱う回路においては、ノイズの低減ためグラン
ドと電源の引き回しが非常に重要になります。このような場合、両面基板においてはFrom-
To エディタ、多層基板では豊富な内層設計支援機能が役立ちます。

ノードタイプの定義に基づき、ネット
内の接続順が自動的に決定されて表示さ
れる。これはドライブ側をSouce、終端
側を Terminaterに設定してDaisy Mid-
Drivenを起動した状態。

Star Burstでは、一点アース形
状のラッツネストに自動的に貼
りかえる事ができる。

ルールを設定した後Equalize Net Lengthsを起動すると自動的に等長化され
る。通常は矩形によって冗長性を持たせるが、輻射（放射）ノイズを低減した
い場合には円形を用いる。しかしこの場合には、スペースの余裕が必要になる。

ノードの接続順は、指定されたトポロジによって自動的に設定されるだけでな
く、任意に変更する事ができる。

複雑な内層分割も輪郭を記入するだけで可能な上、強力なデザインルールで
常時監視されています。内層を複数の電源やGNDに分離する他、単一のGND
を表面層と内層に分けて配線する事も容易です。内層に接続されたパッドは
アートワーク・イメージと同じサーマル形状で表示されます。

From-Toエディタにより、
電源を供給しているGNDと、
端子処理の為のGNDを分離
し、それぞれに適したルール
を割付ける事ができる。

端子処理の為
のグランドを内
層に落さず表面
で接続する。

内層設計画面。上の図は円
内のレイアウトを拡大表示。

Advanced PCB 98



Advanced PCB 98

33

このWizardでは、あらかじめ用意されたひな形から選択する以外にも単純な
四角形のボード形状であれば、縦横のサイズを入力することによって簡単に
作成できます。また、任意に作成したボードをひな形として登録しておくこ
とも可能です。

ボードボードボードボードボードWizardと、コンポーネントと、コンポーネントと、コンポーネントと、コンポーネントと、コンポーネントWizard の動作。の動作。の動作。の動作。の動作。

1 .ボードスタボードスタボードスタボードスタボードスタ
イルの選択イルの選択イルの選択イルの選択イルの選択
用意されたひな形
から目的に合った
ものを選択しま
す。

ボードボードボードボードボードWizardののののの
オープニングダイアログオープニングダイアログオープニングダイアログオープニングダイアログオープニングダイアログ

3.タタタタタイトルブロックイトルブロックイトルブロックイトルブロックイトルブロック情報の入情報の入情報の入情報の入情報の入

力力力力力
ここで入力された内容が、基板レ
イアウト下部のタイトルブロックに
表示されます。

2.ボード仕様の選択ボード仕様の選択ボード仕様の選択ボード仕様の選択ボード仕様の選択

4.基板の層数を選択基板の層数を選択基板の層数を選択基板の層数を選択基板の層数を選択
シグナル＋内層プレーンの数を
選択します。

5.ビアの選択ビアの選択ビアの選択ビアの選択ビアの選択
使用するビアの種類を
選択します。スルー
ホール(貫通型)、もしく
はブラインド/ベリッド
ビア(埋め込み型)が使用
できます。

6.設計ルールの選択設計ルールの選択設計ルールの選択設計ルールの選択設計ルールの選択
主要な使用部品と配線
ルールを選択します。

7 .クリアランスの設クリアランスの設クリアランスの設クリアランスの設クリアランスの設

定定定定定

8.Wizardの終了の終了の終了の終了の終了

自動的に作成された基板外形自動的に作成された基板外形自動的に作成された基板外形自動的に作成された基板外形自動的に作成された基板外形

ダイアログボックスからダイアログボックスからダイアログボックスからダイアログボックスからダイアログボックスから
ボードウィザードのボードウィザードのボードウィザードのボードウィザードのボードウィザードの
アイコンをクリックアイコンをクリックアイコンをクリックアイコンをクリックアイコンをクリック

Wizard

プリント基板設計では、単純な作業についても寸法精
度が要求されたり、精密な繰り返し作業のために長時間
の集中力が必要になります。これらの設計者にもたらさ
れる負担を軽減するための解決策がアドバンストPCB 98
に組み込まれたウィザードです。

ボードボードボードボードボードWizard
ボードウィザードは、基板外形、設計ルール、タイトルブロックな
どのこれからプリント基板を設計するときに必要な前段階の処理を行
うウィザードです。その機能を紹介しましょう。

コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネントWizard
部品の作成は正確さが要求され、手間取る作業のひとつです。こと
にピン数が多く、特に高い精度が要求されるQFPパッケージではひと

つの部品に 1時間近くかかってしまう事があります。また製造基準に
合わせて何種類も必要になる場合もあります。コンポーネントWizard
はこのような時間のかる作業を、ダイアログボックスに数値を入力す
る為の数分の手間に置き換える事ができます。

その他のその他のその他のその他のその他のWizard
アドバンストPCB 98には紹介したウィザード以外にも、部品表のた

めのウィザードなどがあります。また、ウィザードはCSDK(Client/Server/
Development Kit)を用いてユーザー自身が作成することができます。
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3.パッドサイズの設定パッドサイズの設定パッドサイズの設定パッドサイズの設定パッドサイズの設定

4.シルクの線幅の設定シルクの線幅の設定シルクの線幅の設定シルクの線幅の設定シルクの線幅の設定

日本語オンラインヘルプ日本語オンラインヘルプ日本語オンラインヘルプ日本語オンラインヘルプ日本語オンラインヘルプ
アドバンスト PCB 98に付属している英語のヘルプファイルは全て
日本語に翻訳され、無償で添付されています。このヘルプには印刷さ
れたマニュアルの内容が全て含まれているため、アドバンストPCB 98
に含まれているほぼ全ての英文のドキュメントが日本語に翻訳されて、
供給されていることになります。

WizardはははははEDAサーバとして供給されています。サーバとして供給されています。サーバとして供給されています。サーバとして供給されています。サーバとして供給されています。
アドバンストPCB 98のWizardの多くはEDAクライアントのサーバ

としてインストールされています。EDA/クライアントのサーバは
EDA Serverダイアログを使ってインストールの状況を確認したり、ま
た追加や削除の操作を行います。個別に供給されるWizardやユーザが
作成したWizardもこのダイアログボックスを使ってインストールする
事ができます。

EDAサーバダイアログボックスサーバダイアログボックスサーバダイアログボックスサーバダイアログボックスサーバダイアログボックス

コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネントWizardオープニングオープニングオープニングオープニングオープニング

1.パッケージスタイルの選択パッケージスタイルの選択パッケージスタイルの選択パッケージスタイルの選択パッケージスタイルの選択

5.ピンピッチの設定ピンピッチの設定ピンピッチの設定ピンピッチの設定ピンピッチの設定

2.パッド形状の選択パッド形状の選択パッド形状の選択パッド形状の選択パッド形状の選択

6.1番ピンの位置指定番ピンの位置指定番ピンの位置指定番ピンの位置指定番ピンの位置指定

7.ピン数の設定ピン数の設定ピン数の設定ピン数の設定ピン数の設定

ドキュメントウィンドウに表示されたコンポーネントフットプリントドキュメントウィンドウに表示されたコンポーネントフットプリントドキュメントウィンドウに表示されたコンポーネントフットプリントドキュメントウィンドウに表示されたコンポーネントフットプリントドキュメントウィンドウに表示されたコンポーネントフットプリント

8.フットプリントフットプリントフットプリントフットプリントフットプリント
 名称を設定名称を設定名称を設定名称を設定名称を設定

9.設定終了設定終了設定終了設定終了設定終了

Finishボタンを
クリックすると
自動的にドキュ
メントウィンド
ウが開き、フッ
トプリントが表
示されます。

Advanced PCB 98
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■■■■■ EDA クライアントおよび標準装備のサーバクライアントおよび標準装備のサーバクライアントおよび標準装備のサーバクライアントおよび標準装備のサーバクライアントおよび標準装備のサーバ
概要:クライアント /サーバーに基づく、複数のツールの総合環境
の提供。
カスタマイズ:メニュー、ツールバー、ショートカットキーのフルカ
スタマイズが可能。OLEをサポートする高機能なClient BasicをClient
Pascalの 2種類のマクロ言語を標準装備。
テキストエキスパート:Client Basic、Client Pascal、CUPL、HDL、ABEL、
VHDL、VERILOG、EDIF2.0、OrCAD/PLD、HP/EEsof、Protelレポート
フォーマットの記述ルールをサポートして色分け表示する、EDAテキ
ストワークに特化した機能を持つテキストエディタ。
表計算:マイクロソフトエクセル 4.0相当の機能を提供。エクセル 4.0
ファイルコンパチブル。カットアンドペーストまたはファイルにより
EXCELや１・２・３との間でのデータのやり取りが可能。部品表ウィ
ザードにより、部品表を瞬時に表示。
チャート:8種類のフォームによるグラフ表示。アドバンストプレース
による自動配置の推移をダイナミックにグラフ表示可能。

■データサイズ■データサイズ■データサイズ■データサイズ■データサイズ
100インチ× 100インチのワークスペース

■レイヤー■レイヤー■レイヤー■レイヤー■レイヤー
シグナル× 16層、内層プレーン× 4層、メカニカル× 4層、ソルダー
マスク(トップ、ボトム)、ペーストマスク(トップ、ボトム)、シルク
スクリーン(トップ、ボトム)、ドリルレイヤー、システムで使用され
るレイヤーとして 8層

■分解能■分解能■分解能■分解能■分解能
1/1000mil、1/1000度の回転角度

■■■■■ 配置オブジェクト配置オブジェクト配置オブジェクト配置オブジェクト配置オブジェクト
<トラック >

幅 1～ 9999mil、任意のレイヤーに配置可能
<アーク >

幅 1～ 9999mil、1/1000度単位、任意のレイヤーに配置可能
<パッド >

直径1～9999mil、形状は丸、四角、八角形で異なるXYサイズを定義
することによって、長円、長方形が可能、また、スルー、ノンスルー
の定義が可能
<ビア >

直径1～9999mil、接続レイヤーとしてマルチ、および任意のレイヤー
ペアの定義が可能
<フィル >

任意のレイヤーに配置可能
<テキスト(ストリング)>

文字高 36～ 4000milの間で設定可能、1ブロック 32文字まで、3種類
のフォント
<その他 >

スペシャルストリング、ディメンション、コーディネートマーカ

■入力ファイル■入力ファイル■入力ファイル■入力ファイル■入力ファイル
Auto Traxファイル、DOS PCB3ファイル、DXFファイル、ガーバー
ファイル(RS-274D、RS-274X)、Protel PCB 2.8(ASCII、バイナリ)

■■■■■ 出力ファイル出力ファイル出力ファイル出力ファイル出力ファイル
DXFファイル、Hyper Lynxファイル、Protel PCB 2.8ファイル(ASCII)、
ガーバーファイル(RS-274D、RS-274X)、エクセロンファイル
※CAM出力はインチとミリの選択が可能です
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■デザインルール■デザインルール■デザインルール■デザインルール■デザインルール
<配線ルール >

クリアランス、コーナー処理、レイヤー、優先順位、トポロジー、ビ
アサイズおよび形状、パターン幅
<マニュファクチュアリングルール >

鋭角コーナー、最小アニュラ・リング、ペーストマスク、ポリゴン接
続スタイル、内層パワープレーンクリアランス、内層パワープレーン
接続スタイル、ソルダーマスク
<ハイスピードルール >

スタブ長(デイジーチェーン)、パターン長の最短 /最長、等長配線コ
ントロール、ビア数、平行線長の制限、SMDパッドとビアの処理
<その他 >

未結線ネット、ショートサーキット

■ティアドロップ■ティアドロップ■ティアドロップ■ティアドロップ■ティアドロップ
セレクトされたパッドとビアに対してティアドロップを自動で発生さ
せることができます。

■編集可能なポリゴンプレーン■編集可能なポリゴンプレーン■編集可能なポリゴンプレーン■編集可能なポリゴンプレーン■編集可能なポリゴンプレーン
編集可能なベタエリアを自動で作成することができます。この機能に
よって指定されたエリアを、オブジェクトに対して規定されたクリア
ランスを保ちながらベタまたはメッシュパターンによって塗りつぶし
を行います。

■レイヤータブ■レイヤータブ■レイヤータブ■レイヤータブ■レイヤータブ
レイヤータブによるレイヤーの切り替えが可能です。

■入力フォワード＆バックアノテーション■入力フォワード＆バックアノテーション■入力フォワード＆バックアノテーション■入力フォワード＆バックアノテーション■入力フォワード＆バックアノテーション
フォワードアノテーションによって回路図の接続変更をアドバンスト
PCB 98に反映させ、バックアノテーションによってPCB上で変更さ
れた部品番号を回路図に反映させることができます。

■クロスプロービング■クロスプロービング■クロスプロービング■クロスプロービング■クロスプロービング
サーバー間でアイテムを相互に参照する機能。例えば、アドバンスト
スケマティック 98で部品を選択すると、アドバンストPCB 98上でそ
の部品が検索されます。

■アレイプレースメント■アレイプレースメント■アレイプレースメント■アレイプレースメント■アレイプレースメント
オブジェクトを、直線または円形に連続配置する機能。各オブジェク
トの間隔、角度はアドバンスト PCB 98が持つ分解能で設定可能、ま
たオブジェクトのリファレンスは自動的にインクリメントされます。

■グローバル編集■グローバル編集■グローバル編集■グローバル編集■グローバル編集
各オブジェクトの属性を、定義された条件をもとに一括で変更する機
能。例えば、パッドのサイズを変更する場合、パッド径が同じ、ホー
ルサイズが同じ、ネットが同じ、などの条件によって適合するオブ
ジェクトすべてに変更内容を反映させることができます。

■■■■■DRC
ルーティング過程におけるオンライン DRCと、ネットクラス /コン
ポーネントクラスのサポート。チェック可能な項目として、導体間の
クリアランス、パターンの最小 /最大幅、ショートサーキット、未結
線ネットなど。

■プロッティング■プロッティング■プロッティング■プロッティング■プロッティング
専用のHPGL出力が可能です。他のデバイスはWindowsに依存されま
す。

■自動配置■自動配置■自動配置■自動配置■自動配置
ユーザーによる配置ルールの設定が可能な、AI ベースの自動配置。

■■■■■ Add-ON サーバによる機能の追加サーバによる機能の追加サーバによる機能の追加サーバによる機能の追加サーバによる機能の追加
Protel社製、もしくはサードパーティー社製のAdd-Onサーバーによっ
て、機能を追加することができます。



ＰＣＢオートルータＰＣＢオートルータＰＣＢオートルータＰＣＢオートルータＰＣＢオートルータ

シェープベースシェープベースシェープベースシェープベースシェープベース（（（（（形形形形形状状状状状認認認認認識識識識識）））））の配線技術の配線技術の配線技術の配線技術の配線技術

ニューラルネットテクノロジーニューラルネットテクノロジーニューラルネットテクノロジーニューラルネットテクノロジーニューラルネットテクノロジー

アドバンストアドバンストアドバンストアドバンストアドバンスト PCB 98とのシームレスな統合とのシームレスな統合とのシームレスな統合とのシームレスな統合とのシームレスな統合

インタラクティブな配線インタラクティブな配線インタラクティブな配線インタラクティブな配線インタラクティブな配線

パラメータの自動設定パラメータの自動設定パラメータの自動設定パラメータの自動設定パラメータの自動設定

オングリッドオングリッドオングリッドオングリッドオングリッド /オフグリッド配線オフグリッド配線オフグリッド配線オフグリッド配線オフグリッド配線

押しのけを含む複数のアルゴリズムに適応押しのけを含む複数のアルゴリズムに適応押しのけを含む複数のアルゴリズムに適応押しのけを含む複数のアルゴリズムに適応押しのけを含む複数のアルゴリズムに適応

柔軟な配線方向の指定柔軟な配線方向の指定柔軟な配線方向の指定柔軟な配線方向の指定柔軟な配線方向の指定

テストポイントの自動生成テストポイントの自動生成テストポイントの自動生成テストポイントの自動生成テストポイントの自動生成

Advanced Route98

動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

CPU Pentium 以上
Memory 32MB以上

HDD 20MB以上の空容量

OS Win95 /NT4.0
Video 1024×768以上

98

Making Electronic Design EasyTM

Advanced
Route98

36

PCB 98

アドバンストルートアドバンストルートアドバンストルートアドバンストルートアドバンストルート 98は、は、は、は、は、アドバンストルートアドバンストルートアドバンストルートアドバンストルートアドバンストルート 3に用いられたに用いられたに用いられたに用いられたに用いられた AI技術に基づく技術に基づく技術に基づく技術に基づく技術に基づく
シェープベースシェープベースシェープベースシェープベースシェープベース（（（（（形形形形形状状状状状認認認認認識識識識識）））））の配線技術を受け継ぎ、の配線技術を受け継ぎ、の配線技術を受け継ぎ、の配線技術を受け継ぎ、の配線技術を受け継ぎ、

アドバンストアドバンストアドバンストアドバンストアドバンスト PCB 98に組み込まれたことによってさらに使いやすいツールになりました。に組み込まれたことによってさらに使いやすいツールになりました。に組み込まれたことによってさらに使いやすいツールになりました。に組み込まれたことによってさらに使いやすいツールになりました。に組み込まれたことによってさらに使いやすいツールになりました。

アドバンストルート 98は従来までの配線グリッドに依存される自動配線とは異なり、
グリッドには関係なくオブジェクトの形状そのものを認識し、配線を行います。

アドバンストルート 98は、AIベースの技術の一つであるニューラルネットが用いら
れており、エンジニアによって実際に行われたレイアウトを学習し配線を行います。

アドバンストルート 98との統合によって従来まで独立したオートルータとは異なり、
ファイルのやり取りが不要になりました。

アドバンストルート 98では、任意に指定した、コネクション／ネット／部品／エリ
アを配線することができます。

配線を開始する前に、Neuro Learnプロセスがプリント基板上の部品配置や配線に
状況を調べ、最適なパラメータの設定を自動的に行います。

最初はグリッド上に配線を行いますが、オフグリッドパッドをや障害を見つけると、
グリッドを無視した押しのけ配線を行います。

オフグリッドの押しのけだけではなく、Memory、Fanout、Pattern、Push and Shoveの
5つのアルゴリズムの組み合わせにより、効率のよい自動配線を実現しています。

従来までの、水平又は垂直の 2方向の配線方向だけでなく、45度Up/Down、１時方
向(30度)、2時方向(60度)、4時方向(120度)、5時方向(150度)の配線方向を指定
することができます。

それぞれのネットに対してテストポイントを自動生成することができます。

アドバンストルートアドバンストルートアドバンストルートアドバンストルートアドバンストルート 98
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シェープベースシェープベースシェープベースシェープベースシェープベース（（（（（形形形形形状状状状状認認認認認識識識識識）））））の配線技術の配線技術の配線技術の配線技術の配線技術
従来の自動配線ツールでは部品のパッドや配線パターンを、オブ
ジェクトの形状（外形）よりも、むしろグリッド上のどのポイントを
占有しているかということよりレイアウトを判断し、どのグリッドを
使用して新たなパスを形成すればよいかを計算していました。これに
対してアドバンストルート 98では、グリッドに関係なくオブジェク
トの形状そのものを認識し、新たなオブジェクトを配置する場合には、
オブジェクトの外形間のクリアランスのみを考慮して、パスを計算し
ます。この技術はインチ /ミリメートル・ピッチの両方の部品が混在
する高密度基板には、必要不可欠なものであると言えます。

ニューラルネットテクノロジーニューラルネットテクノロジーニューラルネットテクノロジーニューラルネットテクノロジーニューラルネットテクノロジー
アドバンストルート 98には、AI ベースの技術の一つであるニュー
ラルネットが用いられており、多くのエンジニアによって行われた実
際のレイアウトを学ぶことによって配線を行います。この技術の導入
により、配線結果にエンジニアによる思考が反映され、従来の自動配
線では得る事ができまう高品質なレイアウトが実現されます。

Advanced PCB98 とシームレスな統合とシームレスな統合とシームレスな統合とシームレスな統合とシームレスな統合
アドバンストルート 98は、独立したEDA/Clientのサーバとして供
給され、アドバンスト PCB 98に組み込まれて動作します。このため
設定や起動、さらに実際の配線はすべてアドバンスト PCB 98の画面
上で行います。従来の独立したオートルータのようなデータの受け渡
しは、全く必要ありません。

インタラクティブな配線インタラクティブな配線インタラクティブな配線インタラクティブな配線インタラクティブな配線
任意に指定した、コネクション /ネット /部品 /エリアを、半自動で
配線する事が出来ます。また自動配線中でも即座に動作を停止して半
自動で手を加えた後、再度自動配線を実行する事が可能です。さらに、
このアドバンストルート 98は、アドバンストPCB 98と一体になって
いる為、双方のコマンドを区別無く使用する事が出来ます。このため
自動配線とマニュアル配線を交互に繰り返して、意図通りの配線を行
う事も容易です。

パラメータの自動設定パラメータの自動設定パラメータの自動設定パラメータの自動設定パラメータの自動設定
アドバンストルート 98では配線を開始すつ前に、Neuro Learnプロ

セスがプリント基板上の部品配置や配線の状況を調べ、最適なパラ
メータの設定を自動的に行います。この為設計者は自分の意図を配線
に反映させる為に必要な最小限のパラメータ設定だけで良く、従来の
自動配線ツールのように設定に手間取る事はありません。

オングリッドオングリッドオングリッドオングリッドオングリッド /オフグリッド配線オフグリッド配線オフグリッド配線オフグリッド配線オフグリッド配線
アドバンストルート 98は、配線の対する障害物の無い初期の段階
ではグリッド上に配線を行い、オフグリッドパッドや障害物が見つか
ると、グリッドを無視して配線したり配線を押しのけます。このオフ
グリッド押しのけ配線により配線スペースを有効に使用するとともに、
マニュアル配線に近い配線品質を得ることが出来ます。

押しのけを含む複数のアルゴリズムを適応押しのけを含む複数のアルゴリズムを適応押しのけを含む複数のアルゴリズムを適応押しのけを含む複数のアルゴリズムを適応押しのけを含む複数のアルゴリズムを適応
オフグリッドの押しのけアルゴリズムを用いて配線を行う事がアド
バンストルート 98が備えている最も際立った特長ですが、より高速
に高品質な 1 0 0 %の結線を実現する為に、押しのけだけでなく、
Heuristic/Power and Ground/Memory/Fanout/Pttern/Push and Shoveの６種
のアルゴリズムが組み合わされて使用されます。これらのアルゴリズ
ムは、配線対象を自動解析する事により最適なものが適応されます。
また結線が終わった後、RipUpとManufacturingパスにより、配線密度
の均一化の為の処理が行われます。

柔軟な配線方向の指定柔軟な配線方向の指定柔軟な配線方向の指定柔軟な配線方向の指定柔軟な配線方向の指定
従来のオートルータは、各層の配線方向を、縦または横の２方向に
しか設定できませんでしたが、このアドバンストルート 98では 45度
方向への指定が可能な他、30度、60度、120度、150度に指定する事
も可能になっています。多層基板においては内層を45度で配線するこ
とにより、短距離を直線的に結ぶ配線が可能になります。

テストポイントの自動作成テストポイントの自動作成テストポイントの自動作成テストポイントの自動作成テストポイントの自動作成
それぞれのネットに対して、ビアやフリーパッド、専用に作成され
たテストポイント部品を用いて、テストポイントを自動発生させるこ
とが出来ます。このテストポイントは、グリッドに制限されず任意の
位置に配置する事ができますが、テストフィクチャの作成コストを押
さえる為に配置座標をグリッド上にのみに制限することもできます。

マンハッタン長とアドバンストルートマンハッタン長とアドバンストルートマンハッタン長とアドバンストルートマンハッタン長とアドバンストルートマンハッタン長とアドバンストルート 98ののののの 45度配線度配線度配線度配線度配線

X

Y

マンハッタン長  =  X + Y

マンハッタン長マンハッタン長マンハッタン長マンハッタン長マンハッタン長
ラッツネストの長さをX軸とY軸に分解し、これを加算したものを
マンハッタン長と言い、またこれと実際の配線パターンとの長さの比
をマンハッタン・レシオと言います。通常、プリント基板の自動配線
を行う際には、配線方向を層ごとに縦または横に決めます。ほとんど
の自動配線ツールでは、この縦と横のルールに基づいた直角配線が行
われますので、配線が全く無駄無く行われた場合には、実際の配線長
はマンハッタン長と同じになります。仮に遠回りした配線が多い場合
には実際の配線長はマンハッタン長よりも長くなり、マンハッタン・
レシオは大きくなります。このように、理想配線時に1を示すマンハッ
タン・レシオは、配線結果を評価する上で非常にわかりやすい指標の
ひとつとして使用されています。

ところがアドバンストルート98では、縦と横
以外も45度の設定が可能ですので、対角線を引
くようにパッド間を 45度の直線で配線をする
事ができます。従い、最適配線時の配線ターン
の長さは、マンハッタン長よりも短くなる場合

L1

L2
L1

ラッツネスト
最適配線の場合にマ
ンハッタン長と同じ
長さになる

マンハッタン長
よりも短い

45°DOWN
による配線例

アドバンストルートアドバンストルートアドバンストルートアドバンストルートアドバンストルート98ののののの45度配線度配線度配線度配線度配線

があり、この自動配線
ツールの能力は、従来か
ら用いられている指標
の意味すら考え直さな
ければならにほど進化
したものであると言え
ます。

マンハッタン長の定義 アドバンストルート 98一般の自動配線
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配線パスの設定配線パスの設定配線パスの設定配線パスの設定配線パスの設定
Advanced Route98では、押しのけだけでなく、それ

ぞれ異なったアルゴリズムを備えた配線パスを組み合
わせて配線を行うことができます。例えば、メモリー
のバス配線を行う場合は「Memoryパス」、SMTパッド
のファンアウトを行うには「Fan Out Used SMD Pins

パス」を使用します。また、主要な部分の配線はオフ
グリッドの押しのけアルゴリズムを備えた「Shape

Router �Push and Shoveパス」が用いられます。この
パスでは多少のクリアランスエラーを許容して配線を
行い、「Shape Router �Rip Upパス」によってこのエ
ラーを修正します。エラーが修正されると配線コー
ナーの処理を行うマイタリングが行われ、配線が終了
します。また、「Add Testpointパス」によってテスト
ポイントを追加することができ、使用されるテストポ
イントのサイズや形状を指定することも可能です。

ルールの一覧表示ルールの一覧表示ルールの一覧表示ルールの一覧表示ルールの一覧表示
設定されたルールはAutorouter Setup ダイアログボッ

クスのRulesページに一覧表示されます、これを確認
する事により事前にパラメータの誤りを見つける事が
でき、配線にやり直しに要する時間の無駄を避ける事
ができます。

98

アドバンストアドバンストアドバンストアドバンストアドバンストPCB 98のデザインルールを適応のデザインルールを適応のデザインルールを適応のデザインルールを適応のデザインルールを適応
配線層、配線方向、線幅、グリッド等のアドバンストルート 98

で使用される配線ルールの多くは、アドバンストPCB 98で設定
されたデザインルールが適応されます。アドバンストPCB 98に
統合されているため、従来の独立したルーティングツールを使う
場合のデータをやり取りする際の制限やトラブル、アプリケー
ションの習得に手間取るなどの問題が回避されます。

テストポイントテストポイントテストポイントテストポイントテストポイント
テストポイントは、部品のパッド、ビア、パッドを追加な

ど使用するアイテムの優先順位を指定することができます。
パッドを追加する場合には任意のサイズを設定します。

使用する層と配線方向使用する層と配線方向使用する層と配線方向使用する層と配線方向使用する層と配線方向
最も基本的な設定とされる、配線に使用する層と配線の方向
は、アドバンストPCB 98のデザインルールで設定します。自動
配線を起動すると、この設定がアドバンストルート 98の配線パ
ラメータとして自動的に使用されます。配線方向の設定は、他の
自動配線ツールのように縦(Vertical)と横(Horizontal)だけでな
く、30度(1時)、45度、60度(2時)、120度(4時)、150度(5時
)の設定が可能になっています。これにより目的の 2点間を最短
距離で結ぶ事ができます。さらに、配線を行わず内層への引き出
し接続を行う場合に為に、Fan Outの設定が用意されて
います。

配線方向は、アドバンスト PCB 98のデザ
インルールで設定する。通常のHorizontal と
Verticalの他に、30度(1時)、45度、60度
(2時)などの設定が可能。

PCB 98での配線層と方向の設定での配線層と方向の設定での配線層と方向の設定での配線層と方向の設定での配線層と方向の設定

配線パスの設定配線パスの設定配線パスの設定配線パスの設定配線パスの設定

ルールの一覧表示ルールの一覧表示ルールの一覧表示ルールの一覧表示ルールの一覧表示

Advanced Route 98
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自動配線ツールでは、何よりも配線結果が重要です。
いかに豊富な機能は備えられていたとしても、高品質な
配線結果が短時間に得られないことには役立ちません。
そこで下図のようなサンプルPCBファイルをアドバンス

90度の指定と度の指定と度の指定と度の指定と度の指定と 45度の配線結果の比較度の配線結果の比較度の配線結果の比較度の配線結果の比較度の配線結果の比較
比較の結果、結線率はどちらも 100％の結線が行われました。配線時間については、45度の方が時間がかかりましたが、全体のトラック
の長さを比較すると、45度の配線を行うことによって短くなっていることがわかります。

次ページの各レイヤーの配線パターンをご覧ください。

ピン数ピン数ピン数ピン数ピン数 2588ピン

ネットネットネットネットネット 548ネット

デザインルールデザインルールデザインルールデザインルールデザインルール
クリアランス 6mil

トラックサイズ 6mil

（部分的に 10mil、及び 20milのトラックサイズが
指定されています。）
ビアサイズ 40mil

配線層配線層配線層配線層配線層
Top Vertical

M1 Hoｒ izontal

M14 Vertical

Bottom Horizontal

（45度配線についてはM1を 45Up、M14が 45Downの
方向を指定しています。）

使用環境使用環境使用環境使用環境使用環境
CPU Pentium 200MHｚ
メモリ 96MB

OS Windows95

内層を内層を内層を内層を内層を 90度で配線した場合の配線結果度で配線した場合の配線結果度で配線した場合の配線結果度で配線した場合の配線結果度で配線した場合の配線結果

配線時間 約 1時間
結線率 100％

トラックの長さ(インチ)

Top 556.651

M1 575.987

M14 568.284

Bot 501.223

Total 2202.145

ビア数 1551

内層を内層を内層を内層を内層を 45度で配線した場合の配線結果度で配線した場合の配線結果度で配線した場合の配線結果度で配線した場合の配線結果度で配線した場合の配線結果

配線時間 約 1時間 20分
結線率 100％

トラックの長さ(インチ)

Top 531.302

M1 486.758

M14 511.742

Bot 568.474

Total 2098.276

ビア数 1574

トルート 98で自動配線を行いました。内層の配線方向
を90度だけでなく、Advanced Route 98の特長である45
度にも設定し、それぞれの設定による配線結果の違いを
比較しました。
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配線結果の配線結果の配線結果の配線結果の配線結果の
プロットアウトプロットアウトプロットアウトプロットアウトプロットアウト

半田面パターン半田面パターン半田面パターン半田面パターン半田面パターン

内内内内内 層層層層層 2

内内内内内 層層層層層 1

部品面パターン部品面パターン部品面パターン部品面パターン部品面パターン

右側のプロット図は
45°Upの設定で配線
されたもので、左の
Horizontalに設定さ
れたものとは明らか
に異なる、右上がり
の45度の配線が行わ
れている。

右側のプロット図は
45°Downの設定で
配線されたもので、
左のVerticalに設定さ
れたものとは明らか
に異なる、右下がり
の45度の配線が行わ
れている。

部品面、半田面とも
左右のプロット図に
際立った違いは無
く、内層が45度に設
定された場合でも表
面層の配線結果に大
きな違いは生じない
と言える。

Advanced Route 98



EDA/Client

専門分野ごとの開発分担を可能にする専門分野ごとの開発分担を可能にする専門分野ごとの開発分担を可能にする専門分野ごとの開発分担を可能にする専門分野ごとの開発分担を可能にするEDA/Client

通常の場合、EDAツールを製品化する際にはユーザインターフェイスと、EDAタスクを処理する

アプリケーションロジックの両方を開発しなくてはなりません。多くの場合プログラマーには自分の

最も得意とする専門分野があり、開発の分担が困難な場合にはプログラマは専門外の仕事を要求され

る事になり、効率の良い製品開発を行う事はできません。一方、EDA/Clientをベースにしたプロテル

のクライアント/サーバモデルは、ユーザインタフェイス部分とアプリケーションロジック部分とを、

クライアントモジュールとサーバモジュールに分離し、公開されたAPIにより接続するものです。こ

れは本質的に、プログラム開発の分担を容易にするもので、社内のみならず社外の専門企業との開発

分担が可能になります。

プロテルではこの新しいシステムの利点を生かし、サードパーティに独自の技術を生かしたEDA

サーバの開発を呼びかけており、多くのサードパーティがこれに賛同してプラグインサーバの供給を

はじめています。さらにプロテルではこのプラグインサーバの開発を支援する為に、CSDK(Client

Server Development Kit)を供給を行っています。

プロテルプロテルプロテルプロテルプロテルEDAツールとシームレスに統合ツールとシームレスに統合ツールとシームレスに統合ツールとシームレスに統合ツールとシームレスに統合

多くの場合、サードパーティによって開発された周辺ツールは、オリジナルベンダのものと比較す

ると、データの連携に手間取る事が多いようですが、EDA/Clientのプラグインサーバとして供給され

ている周辺ツールでは、このような事は起こりません。多くのアドオンツールは、メインツールの中

にコマンドに一つとして組み込まれますのでデータ変換の必要はありません。またユーザインタフェ

イスはEDA/Clientが供給していますので、メインツールと操作性が異なる事はありません。このよう

に、プラグインサーバとして供給されるサードパーティツールは、存在に気付かないほどにシームレ

スに統合され、メーンツールの一部として動作します。

次々と新しいプラグインサーバが出現次々と新しいプラグインサーバが出現次々と新しいプラグインサーバが出現次々と新しいプラグインサーバが出現次々と新しいプラグインサーバが出現

多くのサードパーティによって積極的にプラグインサーバの開発が行われており、次々と新しい
ツールが供給されています。すでに次のベンダがプラグインサーバの供給を開始していいます。

Dolphin Integration [ www.dolphin.fr ]

DeskTop-EDA [ www.desktop-eda.com.au ]

Aspiring Technology [ www.aspiring-technology.com ]

ESYS [ www.esys.de ]

Premire EDA Solutions [ www.eda.co.uk ]

また次のベンダが、デベロッパとしてプラグインサーバの開発を表明しています。

Intusoft [ www.Intusoft.com ]

Router Solutions Inc. [ www.rsi-inc.com ]

CAD Migos [ www.cadmigos.com ]

Iu Software

サードパーティによって開発された、サードパーティによって開発された、サードパーティによって開発された、サードパーティによって開発された、サードパーティによって開発された、EDA/Clientの為のプラの為のプラの為のプラの為のプラの為のプラ
グインサーバ。グインサーバ。グインサーバ。グインサーバ。グインサーバ。3
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Client/Sim

クライアントシムクライアントシムクライアントシムクライアントシムクライアントシム

デジタルデジタルデジタルデジタルデジタル /アナログ混在シミュレーションアナログ混在シミュレーションアナログ混在シミュレーションアナログ混在シミュレーションアナログ混在シミュレーション
アナログ回路とデジタル回路を別々に解析するのでなく、双方のシ
ミュレーションエンジンが協調動作する事により、混在回路を総合的
に解析します。アナログ部にSPICE、デジタル部にはVerilog-HDLが
用いられており、双方ともそれぞれの分野での業界標準とされている
汎用性の高いシミュレーション言語です。特に、この Verilog-HDLの
採用により、従来困難であったRTLにより論理記述されたデジタル回
路を含むアナログ /デジタル混在回路のシミュレーションが可能にな
り、新しい技術 /設計手法を取り入れた回路や大規模な回路に役立
ツールであると言えます。

SPICE互換のアナログシミュレーション互換のアナログシミュレーション互換のアナログシミュレーション互換のアナログシミュレーション互換のアナログシミュレーション
アナログ部のシミュレーションには他社製品と同じSPICEが用いら
れている為、SPICEシミュレータの普及によって蓄積されたモデルや
サブサーキットなどの資産や、他のツールで生成したSPICEネットリ
ストを使用する事が出来ます。
しかし単にSPICEを採用しただけでなく、ダイレクトメソッドと呼
ばれるSPICE改良型のアルゴリズムと、高速化の為に新しく開発され
た、リラクゼーションアルゴリズムの２つが組み合わされています。
このリラクゼーションアルゴリズムは、回路中の能動状態の部品のみ
を対象としてシミュレーションを行うもので、回路によっては従来型
の1000倍以上の高速化が可能になります。これはASICに使用するよ
うな大規模な回路を高速解析する為のものであり、ハイエンドな指向
のツールであると言えます。
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回路シミュレータ回路シミュレータ回路シミュレータ回路シミュレータ回路シミュレータ

www.dolphin.fr

Dolphin EDA/Client
Verilog-HDL

動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

CPU Pentium 以上
Memory 32MB以上

HDD 50MB以上の空容量

OS Win95 /NT4.0
Video 1024X768以上

Dolphin MMS シミュレータは、シミュレータは、シミュレータは、シミュレータは、シミュレータは、大規模なアナログ大規模なアナログ大規模なアナログ大規模なアナログ大規模なアナログ /ディジタル混在回路の解析を高速に行う事を目的に、ディジタル混在回路の解析を高速に行う事を目的に、ディジタル混在回路の解析を高速に行う事を目的に、ディジタル混在回路の解析を高速に行う事を目的に、ディジタル混在回路の解析を高速に行う事を目的に、UNIX

ワークステーション上で動作するハイエンドのツールとして開発され、ワークステーション上で動作するハイエンドのツールとして開発され、ワークステーション上で動作するハイエンドのツールとして開発され、ワークステーション上で動作するハイエンドのツールとして開発され、ワークステーション上で動作するハイエンドのツールとして開発され、他社製品にない高速性と様々な高度な機能他社製品にない高速性と様々な高度な機能他社製品にない高速性と様々な高度な機能他社製品にない高速性と様々な高度な機能他社製品にない高速性と様々な高度な機能
を備えています、を備えています、を備えています、を備えています、を備えています、この為この為この為この為この為 ASIC設計等の高度な要求を満足させることが必要な分野で高い評価を得ています。設計等の高度な要求を満足させることが必要な分野で高い評価を得ています。設計等の高度な要求を満足させることが必要な分野で高い評価を得ています。設計等の高度な要求を満足させることが必要な分野で高い評価を得ています。設計等の高度な要求を満足させることが必要な分野で高い評価を得ています。
このこのこのこのこのDolphin MMS ががががが EDA/Client のサーバとして組み込まれたのサーバとして組み込まれたのサーバとして組み込まれたのサーバとして組み込まれたのサーバとして組み込まれたClient/Sim は、は、は、は、は、回路図とのダイナミックなリン回路図とのダイナミックなリン回路図とのダイナミックなリン回路図とのダイナミックなリン回路図とのダイナミックなリン
クが可能で、クが可能で、クが可能で、クが可能で、クが可能で、高性能なだけでなく使いやすいツールに生まれ変わりました。高性能なだけでなく使いやすいツールに生まれ変わりました。高性能なだけでなく使いやすいツールに生まれ変わりました。高性能なだけでなく使いやすいツールに生まれ変わりました。高性能なだけでなく使いやすいツールに生まれ変わりました。

Client/Sim

EDA/Client による統合による統合による統合による統合による統合
プロテルの EDA/Clientのサーバとしてデザインされており、Ad-

vanced Schematic 98からコマンド一つで波形表示が可能です。

Client/Sim ラインナップラインナップラインナップラインナップラインナップ
Client/Simは、高度なオプションを省いた安価なClient/Sim-Pristelと
全てのオプションを備えたClient/Sim-Emblemの２種類が用意されてお
り、いずれもディジタル/アナログ混在の解析が可能で取り扱えるデー
タ量に制限はありません。また回路図用のシンボルとシミュレーショ
ンモデル 6000個をセットにした PRISTELライブラリは双方の製品に
付属されています。

Client/Sim-Emblem
最上位モデルとして、特にASIC開発用途を想定した製品。ABCDは
作成と使用が可能。VerilogモデルはOVI準拠のRTLとビヘイビアをフ
ルサポート。また遅延特性を規定するSDFフォーマットもサポートさ
れています。

Client/Sim-Pristel
アナログ /ディジタル混在シミュレータとして基本的な機能のみに
限定した製品で、機能だけでなくハードウェアプロテクトも省かれて
います。取り扱える回路サイズに制限はなく、ゲートレベルのVerilog-
HDLやモンテカルロ解析もサポートされており、他社製品のハイエン
ドクラスの機能を備えています。

HDDの必要な空き容量は、ライブラリのインストール数によって大きく異なります。



Verilog-HDL によるディジタルシミュレーションによるディジタルシミュレーションによるディジタルシミュレーションによるディジタルシミュレーションによるディジタルシミュレーション
理屈の上からは、アナログ回路はディジタルの要素を全て含んでお
り、ディジタルの為の特別なしくみは必要ないはずです。しかし現実
的にはディジタル専用の処理をしなければ、処理時間がかかりすぎ実
用にはなりません。このためほとんどのベンダーは、ディジタル /ア
ナログ混在回路を処理する為に、SPICEアルゴリズムを独自に拡張し
ています。しかしこれでは高度に進化した現在の回路技術への対応は
十分とは言えないのが現状です。
これに対してこのClient/Simは、最初から複雑なA/D混在回路を処
理する事を目的として開発されておりディジタル部の処理にはVerilog-
HDLが採用されています。この為イベントドリブンによる処理とあい
まって、超高速なシミュレーションが実現されています。

ASICで多用される、ビットストリームによるD-A/A-D変換回路や、
スウィッチキャパシター等の高速なディジタル回路とアナログ回路の
組み合わせ、さらにこれらをフィードバックループに含む回路等、規
模は小さくても高速処理を要求される回路は増加してきています。お
そらくこのClient/Simを用いれば、他社製品の何十倍のスピードでこ
れらの高度な回路を処理できる事でしょう。

Dolphin社では、Client/Simシミュレータの最終目的は単にブロック
の動作を確認するのではなく「ASICや基板全体のテストベクタを生成
する事である」と豪語しています。Verilog-HDLはこのような目的を実
現するために採用されたものであり、単なるSPICEの拡張でA/D混在
シミュレーションを行う他者のシミュレータとは一線を画する能力を
備えたツールであると言えます。

アナログビヘービアモデルアナログビヘービアモデルアナログビヘービアモデルアナログビヘービアモデルアナログビヘービアモデル
複雑なふるまいをするアナログ部品に対しては、ABCD     (Analog

Behavior C-based Description)と呼ばれるビヘイビア言語によりモデル
を作成する事が出来ます。
これはＣ言語でソースを作成して、Ｃコンパイラでコンパイルする
ことによりモデルを作成するもので、部品や回路の知識だけでなく、
若干のプログラミングの知識を要求されます。この企画は何社かの
EDAベンダの協議によって作成されたもので、徐々に普及しつつあり
ます。

容量無制限のアナログ・サーキット・シミュレーション

Trapeze, Backward Euler, Backward Gearによる解析

Backward BDFによる解析

リラクゼーション・アルゴリズムによる高速解析

容量無制限のゲートレベル・デジタルシミュレーション

アナログビヘービアモデルの使用（ABCDによる）

Cベースのデジタルビヘービアモデルの使用

RTL及びビヘービアレベルのVerilog-HDLデジタルモデルの使用

アナログビヘービアモデルの作成（ABCDによる）

Cベースのデジタルビヘービアモデルの作成

RTL及びビヘービアレベルのVerilog-HDLデジタルモデルの作成

SDFフォーマットファイルへのアクセス

PRISTELライブラリの装備（モデル／シンボルライブラリ 6000部品）

EMBLEMライブラリの装備

ハードウェアプロテクト

○

○

×

○

○

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

価格を超える能力を備えた価格を超える能力を備えた価格を超える能力を備えた価格を超える能力を備えた価格を超える能力を備えたPristel ととととと Emblem
この２つの製品は双方とも他社製品と比較すると、極めて安価に設
定されています。特にClient/Sim Pristelについては、あまりの安さの
不安を持たれる方も多いようですが、この安価なモデルにおいても次
のような、他社のハイエンドクラスに匹敵する機能を備えています。

回路規模に制限の無いアナログ/ディジタル混在回路シミュレーションが可能
で、次の解析モードを標準装備。

・トランジェント解析 ・AC/小信号解析 ・ノイズ解析
・DC解析 ・モンテカルロ解析 ・スィープ解析
・動作点解析 ・パワーアップ解析 ・FET解析

Client/Sim-Pristelは他社の安価な製品のように回路規模に制限が加え
られていない為、大規模な回路でもほとんど能力が不足する事はあり
ません。しかしVerilog-HDLのRTL記述やビヘイビア記述を含む回路、
さらに複雑なアナログ動作をする部品をビヘイビア記述したい場合等
にはこのPristelモデルでは対応できません。このような場合にはClient/
Sim-Emblemをお使い頂く必要があります。多くの場合 ICや LSIの内
部回路の設計には、このような新しい設計技術が用いられておりEm-
blemモデルはこの分野での用途を想定した製品であると言えます。

Client/Sim の生い立ちとプロテル製品との間連の生い立ちとプロテル製品との間連の生い立ちとプロテル製品との間連の生い立ちとプロテル製品との間連の生い立ちとプロテル製品との間連
このフランスDolphin社のClient/Simは、古くから販売されている

SMASH MMSシミュレータをEDA/Client サーバとして移植したもの
です。本国ではClient/Smashの名称で販売されていますが、日本では
商標権を他社が所有している為、Client/Simに名称変更して販売してい
ます。また、この製品はプロテルにライセンスされ、プロテルブラン
ドの Advanced SIM98としても販売されています。Client/Simと Ad-
vanced SIM 98は、同一のシミュレーションエンジンを備えています
が、ユーザインターフェイスや細部の機能に違いがあります。また
Pristelモデル独自の機能は、Client/Simのラインナップにしか存在しま
せん。このような状況を踏まえAdvanced SIM 98に加えて、このCli-
ent/Simをご紹介する事により、広範囲なラインナップの中からより用
途に合った選択をしていただきたいと考えています。

Pristel ととととと Emblem ののののの機能一覧機能一覧機能一覧機能一覧機能一覧

機  能  の  一  覧 Pristel Emblem
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Client/Simには、機能の違いによりPristelとEmblem
の2つの製品がラインナップされています。ユーザは用
途に合わせていずれかを選択する事ができます。また、
予算が不足する場合、とりあえず安価なPristelを購入し

予算に余裕が出来たときにEmblemにグレードアップす
る事ができます。いずれのモデルもハイエンドの要求に
お答えできる能力を備えており、広い範囲の回路技術に
対応が可能です。

2種類の異なった設定
による、モンテカルロ
解析の結果。

シミュレーション結果の表示シミュレーション結果の表示シミュレーション結果の表示シミュレーション結果の表示シミュレーション結果の表示

シミュレーションツールバーシミュレーションツールバーシミュレーションツールバーシミュレーションツールバーシミュレーションツールバー

Client/Sim
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PCB 配置支援ツール配置支援ツール配置支援ツール配置支援ツール配置支援ツール アクティブプレースアクティブプレースアクティブプレースアクティブプレースアクティブプレース

actiVplace
PCB 98

アドバンストアドバンストアドバンストアドバンストアドバンストPCB 98の部品配置機能を飛躍的に高めの部品配置機能を飛躍的に高めの部品配置機能を飛躍的に高めの部品配置機能を飛躍的に高めの部品配置機能を飛躍的に高め
る、プラグインサーバです。ラッツネストだけでなる、プラグインサーバです。ラッツネストだけでなる、プラグインサーバです。ラッツネストだけでなる、プラグインサーバです。ラッツネストだけでなる、プラグインサーバです。ラッツネストだけでな
く、ツリー表示やフォースベクタにより部品間の接続く、ツリー表示やフォースベクタにより部品間の接続く、ツリー表示やフォースベクタにより部品間の接続く、ツリー表示やフォースベクタにより部品間の接続く、ツリー表示やフォースベクタにより部品間の接続
関係が示されます。この他にも、部品のダイナミック関係が示されます。この他にも、部品のダイナミック関係が示されます。この他にも、部品のダイナミック関係が示されます。この他にも、部品のダイナミック関係が示されます。この他にも、部品のダイナミック
な押し退けやオンラインな押し退けやオンラインな押し退けやオンラインな押し退けやオンラインな押し退けやオンラインDRC等、部品配置を支援する等、部品配置を支援する等、部品配置を支援する等、部品配置を支援する等、部品配置を支援する
豊富な機能を備えています。豊富な機能を備えています。豊富な機能を備えています。豊富な機能を備えています。豊富な機能を備えています。

配置を支援する全ての機能が、ネットリストを基準に動作します。これにより電気
的に関係が密接な部品を容易に探し出し、適切な位置に配置する事ができます。

部品の移動中もラッツネストが常時再計算されており、最短パスへのリコネクトが
ダイナミックに行われます。

ネットリストに基づき最適な部品の配置座標を計算して、矢印でその方向を示しま
す。どのあたりに配置すべきなのか、すぐに知ることができます。

オンラインDRCの為の豊富なパラメータが用意されています。常にこのデザイン
ルールでレイアウトが監視されており、エラーが瞬時に報告されます。

マウスのカーソルにデカップキャパシタが自動的に呼び出され、対象とするICの電
源ピンの近くに、瞬時にカーソルが移動します。

コマンドを起動するとマウスのカーソルに、次に配置すべき部品が次々を飛び出さ
れます。思考を途切れさせる事無く、連続して配置を行う事ができます。

接続関係を計算して、密接に関係している部品をグループ化します。メモリブロッ
クやバイパスコンデンサ等が自動的にグループ分けされます。

配置作業に入る前に、どれくらいの密度の基板なのかを容易に知る事ができます。
配置戦略を立てるために役立つ情報を、入手する事ができます。

部品配置された基板を配線する段階での難易度を、計算して表示します。Advanced
Route 98と、SPECCTRAによる配線結果を、事前に推定する事ができます。

目的の座標にすでに他の部品が配置されている場合、この部品を自動的に押し退け
てスペースを確保する事ができます。

EDA/Clientのサーバですのでプログラムの起動やデータの変換は必要なく、タブを
押すだけで配置作業にとりかかる事ができます。

コネクションドリブン型部品配置コネクションドリブン型部品配置コネクションドリブン型部品配置コネクションドリブン型部品配置コネクションドリブン型部品配置

高速でインテリジェントなリコネクト高速でインテリジェントなリコネクト高速でインテリジェントなリコネクト高速でインテリジェントなリコネクト高速でインテリジェントなリコネクト

ダイナミックなフォースベクタ表示ダイナミックなフォースベクタ表示ダイナミックなフォースベクタ表示ダイナミックなフォースベクタ表示ダイナミックなフォースベクタ表示

ルールドリブンルールドリブンルールドリブンルールドリブンルールドリブン型型型型型インタラクティブインタラクティブインタラクティブインタラクティブインタラクティブ部品配置部品配置部品配置部品配置部品配置

デカップキャパシタの配置支援機能デカップキャパシタの配置支援機能デカップキャパシタの配置支援機能デカップキャパシタの配置支援機能デカップキャパシタの配置支援機能

部品の自動呼び出し機能部品の自動呼び出し機能部品の自動呼び出し機能部品の自動呼び出し機能部品の自動呼び出し機能

自動的な部品のグループ化自動的な部品のグループ化自動的な部品のグループ化自動的な部品のグループ化自動的な部品のグループ化

フォームファクタ解析フォームファクタ解析フォームファクタ解析フォームファクタ解析フォームファクタ解析

配線難易度の解析配線難易度の解析配線難易度の解析配線難易度の解析配線難易度の解析

パワフルな押し退け機能パワフルな押し退け機能パワフルな押し退け機能パワフルな押し退け機能パワフルな押し退け機能

Advanced PCB 98 とのとのとのとのとのシームレスシームレスシームレスシームレスシームレスな統合な統合な統合な統合な統合

98

動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

Advanced PCB 98のプラグインとして動作しますので、Advanced

PCB 98を別途にご用意いただく事が必要です。動作環境は Ad-

vanced PCB 98に準じます。

開発元開発元開発元開発元開発元
Premier EDA Solutions Ltd.

www.eda.co.uk
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PCBツールにネットリストを読み込むと、一箇所に全
ての部品が重なった状態で呼び出されます。経験を積ん
だベテランのエンジニアであってもこの様子を見て、途

方に暮れてしまいます。この後、主要部品とこれと接続
されている部品を探しだす事によって、この段階から抜
け出す事ができます。さらにこの後、試行錯誤を繰り返
しながら配置を行います。actiVplaceはこのような部品
配置の過程を支援します。actiVplaceは自動配線ツール
のように自らが自動的にレイアウトを行うのではなく、
エンジニアが部品配置の家庭で必要になる情報を提供し
たり、半自動機能で支援する事によりレイアウトの能率
を上げようとするものです。

まず、どれくらいの密度の基板なのかを知る必要があります。密度が高けれ
ば小型のパッケージを使用したり、またSMTによる実装技術の採用を検討しま
す。この検討作業を手助けする為に、actiVplaceにはパワフルなフォームファク
タ解析機能が備えられています。このダイアログボックスのForm Factorページ
には、ボードの面積と部品面と半田面それぞれの、単位面積あたりの部品数が
示されます。このフォームファクタ解析機能は、両面への部品の振り分けや
ドータボードの使用等、レイアウトのコンセプトを決める際に役立ちます。
actiVplaceは、スルーホール基板において半田面のフォ－ムファクタを計算する
際に、部品のパッドが半田面で占有する面積を考慮に入れて計算を行います。

actiVplaceでは精密なデザインルールの設定が可能です。パラメータにはデ
フォルト値が与えられるものや、コマンドの起動によりレイアウトデータを検
索して自動設定されるものがありますが、これらはダイアログボックス上で任
意の値に設定する事ができます。このGeneral Preferencesページでは、全般的な
設定を行います。ここでは、オンラインDRCで使用する部品のクリアランス値、
部品を配置する面、配置グリッド、押しのけの許容幅等の設定が可能です。こ
のダイアログボックスは複数のページに分かれており、これらによりコンポー
ネントクラス、ネットクラスの取り扱いや、オンラインDRCのコントロール、
解析条件等のさまざまな重要なルールを設定する事ができます。

actiVplaceでは、ネットリストから
部品間の結合状態を計算して、これ
をツリー形状に表示します。起点と
する部品をマウスでクリックすると、
これに接続されている部品が、結び
つきの強い順に表示されます。

Placeボタンを押すと、結びつきの
強い順に部品を取り出す事ができ、
Place Nextボタンを押すと、その都度
ボタンを押さなくても、PCB上でマ
ウスをクリックするだけで、次々と
順に部品を配置する事ができます。

部品はコマンドを起動する事により、
自動的のコンポーネントクラスにグルー
プ分けされます。これらは任意に編集す
る事ができます。これが終わるとパネル
には、グループごとに部品名が分類され
て表示され、Placeまたは Place Allボタ
ンにより、グループごとに順に部品を配
置する事ができます。

フォームファクタフォームファクタフォームファクタフォームファクタフォームファクタ

全般的なルール設定全般的なルール設定全般的なルール設定全般的なルール設定全般的なルール設定

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コンポーネントクラスコンポーネントクラス

ツリー表示ツリー表示ツリー表示ツリー表示ツリー表示

クラス表示クラス表示クラス表示クラス表示クラス表示
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電気回路図専用電気回路図専用電気回路図専用電気回路図専用電気回路図専用CAD エレクトラキャドエレクトラキャドエレクトラキャドエレクトラキャドエレクトラキャド

98

CAD

モータ制御回路やリレー制御、モータ制御回路やリレー制御、モータ制御回路やリレー制御、モータ制御回路やリレー制御、モータ制御回路やリレー制御、PLC I/Oさらにプランさらにプランさらにプランさらにプランさらにプラン
トの配線図を作成する為のプラグインサーバです。トの配線図を作成する為のプラグインサーバです。トの配線図を作成する為のプラグインサーバです。トの配線図を作成する為のプラグインサーバです。トの配線図を作成する為のプラグインサーバです。

200個の電気回路図用の部品シンボルと、専用のツー個の電気回路図用の部品シンボルと、専用のツー個の電気回路図用の部品シンボルと、専用のツー個の電気回路図用の部品シンボルと、専用のツー個の電気回路図用の部品シンボルと、専用のツー
ルバー等が付加される事により、電気回路図の作成にルバー等が付加される事により、電気回路図の作成にルバー等が付加される事により、電気回路図の作成にルバー等が付加される事により、電気回路図の作成にルバー等が付加される事により、電気回路図の作成に
適するよう機能が変更されます。また、適するよう機能が変更されます。また、適するよう機能が変更されます。また、適するよう機能が変更されます。また、適するよう機能が変更されます。また、AutoCADとのとのとのとのとの
リンクの為の、リンクの為の、リンクの為の、リンクの為の、リンクの為の、DXF入出力機能を備えています。入出力機能を備えています。入出力機能を備えています。入出力機能を備えています。入出力機能を備えています。

■ 表計算又はテキストファイルフォー
マットでの部品表の自動作成。

■ ライブラリエデイタによる、部品の
新規作成と、すでに用意されている
部品の変更。

■ 用紙サイズやタイトルブロックのカ
スタマイズ。

■ リレーコンタクト・マネージメント。

■ コンタクト /コイル・クロスリファ
 レンスファイルの自動生成。

■ シート間接続のクロスリファレンス
 ファイルを自動生成。

■ DXF入出力インターフェイス。

■ トゥルータイプフォントによる日本
語入力。

Elektra-Cad 

動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

Advanced Schematic 98のプラグインとして動作しますので、Ad-

vanced Schematic 98を別途にご用意いただく事が必要です。動作
環境は Advanced Schematic 98に準じます。

開発元開発元開発元開発元開発元
Desktop EDA

www.desktop-eda.com.au

Elektra Cadは、アドバンストスケマティック 98のプラグイン・サーバ
として開発された、使いやすい「電気回路図」専用のCADツールです。ア
ドバンストスケマティック 98にこのプログラムをアドオンする事により、
「電気回路図」用に特別に用意されたシンボルライブラリが追加され、ツー
ルバーやメニューが専用のものに切り換ります。またDXFフォーマットの
入 /出力機能が付加され、メカニカルCADシステムとのデータのやり取り
も容易になります。

Elektra Cadには電気回路図を描くために必要なモータやリレー等のシン
ボルが 200個用意されており、これらを自由に編集したり、新たに作成し
たりする事ができます。EDA/Clientのサーバとしてデザインされています
ので、この特徴である様々なカスタマイズ機能を使用する事ができます。
また、作成した回路図は、DXFフォーマットで出力したりカットアンド
ペーストで他のツールに貼り付ける事ができる為、容易にデータを再利用
する事ができます。

配線やその他の編集機能は、アドバンストスケマティック98に依存して
おり、豊富な機能をそのまま使用できます。煩雑な部品表の作成やその他
のさまざまなレポートの作成等も、付属されている表計算ツールを用いて
効率的に行う事ができます。

AutoCADはAutoDesk社の登録商標です。



多様化する多様化する多様化する多様化する多様化するEDAツールに対する要望ツールに対する要望ツールに対する要望ツールに対する要望ツールに対する要望

高価なUNIXベースのEDAツールが用いられていた分野でもWindows EDAツールが用いられるよう

になり、より高度な機能が要求されてきています。また回路自体も高速化や高密度化が進み、今まで

生じなかった問題も表面化してきています。これらに対して、それぞれの分野で高度な技術を持つ専

門メーカからポイントツールが供給されており、これらをプロテルツールと併用する事により多くの

問題を解決する事ができます。これらのツールの多くはプロテル専用に開発されたものでは無く、ホ

ストとして不特定多数のEDAツールが想定されています。この為、トランスレータでデータを変換す

る事によりホスト（プロテル）からデータを受け取り、処理が終わった後、再度データを変換する事

によりホスト（プロテル）にデータを戻します。

高速回路における設計品質の向上の為に高速回路における設計品質の向上の為に高速回路における設計品質の向上の為に高速回路における設計品質の向上の為に高速回路における設計品質の向上の為に

近年見られる回路の高速化により、線路を分布定数回路としてとらえる必要が生じてきています。

単につながっているだけのPCBレイアウトが行われた場合、信号の劣化やノイズにより回路が正しく

動作しない事があります。この為自動配線時においても、一筆書き配線や線長の制限を行う必要があ

ります。またレイアウトを終えた基板の配線が、高速信号を劣化させずに取り扱う事ができるか、

チェックする必要があります。このような用途に使用できるツールは、従来よりいくつかの専門ベン

ダから供給されていましたが大変高価でした。しかし90年代中ごろからWindows ベースの安価なも

のが供給されはじめ、Windows EDAの分野でも使われはじめました。

今のところこの分野の製品でプロテルの周辺ツールとしてご紹介できるのは、Cadence SPECCTRA

オートルータとHyperLynx社の伝送線路シミュレータの2種類ですが、UNIXツールのベンダが

Windowsに移行しつつある現状から推定すると、数年後には数ある製品の中から選択できるようにな

ることでしょう。

関連する部門や企業との連携の為に関連する部門や企業との連携の為に関連する部門や企業との連携の為に関連する部門や企業との連携の為に関連する部門や企業との連携の為に

EDAツールを使用すると必ず、前後の工程とのデータの受け渡しが必要になります。この時に問

題になるのがデータフォーマットの違いです。同一のベンダのツールであればこの受け渡しに問題が

生じる事はありませんが、開発から生産までの全ての工程を同一メーカの製品でカバーする事はでき

ません。この問題の解決のためにEDA業界では、EDIF、EIA、IPC等による標準フォーマットが存在

しますが、まだ互換性の確保は不充分なのが現状です。

これらの問題を解決する為いくつかのベンダがトランスレータを供給していますが、なかでも

Router Solutions Inc.はラインナップ、能力、販売実績とも他を圧倒しています。

また、プリント基板を製作する場合、ガーバとExcellonの2種類のフォーマットを使用しますが、

方言の吸収や、生産工程に合わせた編集が必要になります。このような用途にはACT社のガーバエ

ディタが最適なツールであると言えます。

独立したアプリケーションとして供給される、プロテル関連独立したアプリケーションとして供給される、プロテル関連独立したアプリケーションとして供給される、プロテル関連独立したアプリケーションとして供給される、プロテル関連独立したアプリケーションとして供給される、プロテル関連
ツール。ツール。ツール。ツール。ツール。4
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SPECCTRA AutoRouter

形状認識ルーティング スペクトラオートルータは、形状認識を
ベースにした技術により、セルのマッピングを行わずに、オフグリッド
ベースのオートルーティングを行うために必要になる精密なデータベー
スを、少ないメモリで形成します。このテクノロジーを用いたスペク
トラオートルータは、PC上で動作する、最も高性能なオートルータの
1つです。

ユニークなアプローチ 他のオートルータが、設定されたクリア
ランス値に基づいてのみ配線を行うのに対して、スペクトラオート
ルータはまず、配線の交差によるショートが発生した状態で結線を完
了します。この後指定された回数の配線パスを繰り返しこのショート
を修正します。この方法により他に類を見ない高速な配線が可能に
なっています。またリップアップに加え配線の押しのけ技術が併用さ
れており、不要なビアの発生が最小限に押さえられています。

詳細なルール設定 スペクトラオートルータの精密なデザインルー
ル設定機能により、クリティカルなネットに対して要求される条件を
設定することによって、自動的に意図した特性を満たした配線を行う
ことができます。このスペクトラオートルータのルール設定は、ネッ
ト単位やパッドとパッド間のコネクションに対して、独立したクリア
ランスや線幅を規定することができます。

SPECCTRA

スペクトラオートルータは、アドバンストスペクトラオートルータは、アドバンストスペクトラオートルータは、アドバンストスペクトラオートルータは、アドバンストスペクトラオートルータは、アドバンストPCBの自動配線機能を拡張するためのモジュールです。従の自動配線機能を拡張するためのモジュールです。従の自動配線機能を拡張するためのモジュールです。従の自動配線機能を拡張するためのモジュールです。従の自動配線機能を拡張するためのモジュールです。従
来来来来来UNIXワークステーション上で使われていたハイエンドの製品がワークステーション上で使われていたハイエンドの製品がワークステーション上で使われていたハイエンドの製品がワークステーション上で使われていたハイエンドの製品がワークステーション上で使われていたハイエンドの製品がWindows に移植されたもので、今日に移植されたもので、今日に移植されたもので、今日に移植されたもので、今日に移植されたもので、今日
の最も高度なルーティングテクノロジーを用いてプリント基板の自動設計を行うことができます。このの最も高度なルーティングテクノロジーを用いてプリント基板の自動設計を行うことができます。このの最も高度なルーティングテクノロジーを用いてプリント基板の自動設計を行うことができます。このの最も高度なルーティングテクノロジーを用いてプリント基板の自動設計を行うことができます。このの最も高度なルーティングテクノロジーを用いてプリント基板の自動設計を行うことができます。この
ウィンドウズベースのハイエンドオートルータのデザインルール設定機能や、形状認識に基づくグリッウィンドウズベースのハイエンドオートルータのデザインルール設定機能や、形状認識に基づくグリッウィンドウズベースのハイエンドオートルータのデザインルール設定機能や、形状認識に基づくグリッウィンドウズベースのハイエンドオートルータのデザインルール設定機能や、形状認識に基づくグリッウィンドウズベースのハイエンドオートルータのデザインルール設定機能や、形状認識に基づくグリッ
ドレス配線機能を用いることにより、表面実装技術を用いた高密度なプリント基板においても、短時間ドレス配線機能を用いることにより、表面実装技術を用いた高密度なプリント基板においても、短時間ドレス配線機能を用いることにより、表面実装技術を用いた高密度なプリント基板においても、短時間ドレス配線機能を用いることにより、表面実装技術を用いた高密度なプリント基板においても、短時間ドレス配線機能を用いることにより、表面実装技術を用いた高密度なプリント基板においても、短時間
ににににに100％の結線率を得ることができます。％の結線率を得ることができます。％の結線率を得ることができます。％の結線率を得ることができます。％の結線率を得ることができます。

UNIX

CCT SPECCTRA

Windows

PCBオートルータオートルータオートルータオートルータオートルータ スペクトラスペクトラスペクトラスペクトラスペクトラ

多くのテクノロジーのサポート スペクトラオートルータは、
スルーホールだけでなく、ファインピッチのSMDルーティングや引き
出しパッドを含むSMDテクノロジーをサポートしており、パッドス
タックやバス認識配線や内層分離配線等の機能を備えています。

オプションモジュール スペクトラオートルータには、さまざま
なオプションモジュールが用意されており、追加購入する事により機
能を付加する事ができます。このオプションには基本モジュルAR256-
Uの配線機能を強化するものの他、インタラクティブな機能を提供す
る、EditRouteや自動配置オプションも用意されています。またこれら
のオプションは必要なときに随時追加購入することができ、高度なデ
ザインルールを要求されたとき、システムをタイムリーにアップグ
レードすることができます。

豊富なファミリー スペクトラオートルータを購入したいが予算
が足りないという方々のために、AR256-Uに対して取り扱い可能な
データを4層／4000ピンに制限した、リミテッドエディション／AR4-
4000が用意されています。これは容量が制限されている以外、AR256-
Uと全く同じ能力を備えており、オプションも同様にラインナップさ
れています。また、この製品を購入後レギュラーバージョンにアップ
グレードすることもできます。
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動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

Pentium 以上
32MB以上

50MB以上の空容量

Win95 /NT4.0
1024X768以上

この製品はPC9821シリーズで、お使いただく事はできません。

www.cadence.co.jp



グリッドに依存しない自動配線を可能にするグリッドに依存しない自動配線を可能にするグリッドに依存しない自動配線を可能にするグリッドに依存しない自動配線を可能にするグリッドに依存しない自動配線を可能にする
[ Shape Based Autorouting TechnologyShape Based Autorouting TechnologyShape Based Autorouting TechnologyShape Based Autorouting TechnologyShape Based Autorouting Technology ]]]]]

スペクトラオートルータは、形状及びエリアを認識するシステムを用
いることにより、従来のグリッドベースの持つ高密度配線に関する問
題点を解決しています。
従来のグリッドベースのルータは、グリッド又はセルマップにデータ
を書き込むことにより、配線障害を認識します。まず、ボードを多く
の格子で区切り、小さな四角形の集合を作成します。そして、この四
角形のそれぞれにエレクトリカルオブジェクトのデータを書き込み、
この形状を認識します。この方法を用いるとオブジェクトの形状がセ
ルの大きさに等しい場合は正しく認識されますが、円形のパッド等の
場合は、いくつものセルにデータが書き込まれ、実際の大きさより大
きく認識されます。また、すべてのトラックはグリッド上に配置さ
れ、すぐに余分なセルを消費します¡この基本的な問題点の解決方法と
しては、グリッドサイズを小さくして、ボード上に多くのセルを配置
するということが考えられます。しかし、この方法はそれぞれのセル
がメモリを消費するため、セルの増加分に見合う多くのメモリが必要
になり、多くの費用がかかります。スペクトラオートルータは、この
ような問題点を解決するために、グリッドによるセルマップを使用せ
ず、幾何学的な形状データによって配線障害を認識します。この方法
では、より正しくボード上の配線可能エリアをさがしだすことがで
き、高密度な配線が可能になります。このシェイプベーストルーティ
ング(形状認識配線)は、PC上で使用できる最もパワフルなルーティン
グテクノロジーであるといえます。

より柔軟なルール設定より柔軟なルール設定より柔軟なルール設定より柔軟なルール設定より柔軟なルール設定 [ Advanced Rules ]
このスペクトラオートルータのオプションモジュールは、各層ごとに
要求される配線ルールを、ネットやネットクラス単位で設定するため
のもので、層ごとのクリアランスの設定や、ビアの取り扱いルールの
設定等が可能になります。

生産性を向上させる生産性を向上させる生産性を向上させる生産性を向上させる生産性を向上させる
[ Design for Manufacture & Test ]
このスペクトラオートルータのオプションモジュールは、テストポイン
ト用ビアの生成、パターンのスプレッド、及びコーナーの90゚ から45゚

へのマイタリングを自動的に行う機能を追加します。

ハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド/MCMへの対応への対応への対応への対応への対応
[ Hybrid Functions ]
このオプションモジュールは、ブラインド／ベリッドビアのサポー
ト、SMDパッドからのダイレクトな内層接続、及び自動的なワイヤー
ボンディング配線をサポートします。

高速回路への対応高速回路への対応高速回路への対応高速回路への対応高速回路への対応 [ Highspeed Functions ]
このオプションモジュールは、高速な回路において要求されるさまざ
まな条件を配線結果に反映するためのものです。高速線路から輻射さ
れるノイズを軽減するための、シールドパターンを発生させることも
可能です。

スペクトラオートルータ／スペクトラオートルータ／スペクトラオートルータ／スペクトラオートルータ／スペクトラオートルータ／AR256-Uの機能の機能の機能の機能の機能
● グリッド配線又はオフグリッド配線の切り替え
● SMD引き出しパッドの自動発生
● ネットクラス、ネット、パッドとパッド間のコネクション単位
でのクリアランス及びルール設定
● ネットクラス、ネット、パッドとパッド間のコネクション単位
での線幅設定
● スタガーピンのサポート
● SMDやスルーホール部品に対する自動的なバス配線
● 内層分離配線のサポート
● T分岐部分のスタブ長のコントロール
● クロストークレポート

ADV256-Uオプションモジュールオプションモジュールオプションモジュールオプションモジュールオプションモジュール
● 層単位での配線ルールの設定
● ネット又はネットクラスごとのビアの取り扱いルールの設定
● 層単位での線幅及びクリアランスの設定
● レイヤーごとのネット又はネットクラス単位での配線ルールの
設定

DFM256-Uオプションモジュールオプションモジュールオプションモジュールオプションモジュールオプションモジュール
● 自動的なトラックスプレッド
● 90°コーナーから45°へのマイタリング
● テストポイントの自動発生

HYB256-Uオプションモジュールオプションモジュールオプションモジュールオプションモジュールオプションモジュール
● ブラインド／ベリッドビアの取り扱い
● SMDパッドの内層へのダイレクト接続
● 自動ワイヤーボンディング機能

FST256-Uオプションモジュールオプションモジュールオプションモジュールオプションモジュールオプションモジュール
● 並行線長のコントロール
● 配線が拾うノイズのコントロール
● 配線長のコントロール
● 差動信号のためのペアルーティング
● クリアランスのエリア指定
● 円弧コーナーのサポート
● ネットごとのシールド配線

分解能

レイヤー

デザインオブジェクト

Specifications

0.000001インチ

256層の同時配線

トラック、ビア、パッドスタックを含む
パッド(スルーホール、SMD、ビア、円、
角、円弧コーナーを含む角形)、フィル、
キープアウト、フェンス。取り扱い可能
な最大容量は、メモリとディスクスペー
スに依存します。

Features and function SPECCTRA AutoRouter
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HyperLynx HyperSuite

HyperSuite PCB

LineSim EMC 

 BoardSim EMC 

www.hyperlynx.com

HyperLynx のののののHyperSuite は、は、は、は、は、Line Sim EMC ととととと Board

Sim EMC ののののの2つの独立つの独立つの独立つの独立つの独立したツールがセットになっておしたツールがセットになっておしたツールがセットになっておしたツールがセットになっておしたツールがセットになってお
り、り、り、り、り、設計が終わった基板の線路特性を検証するだけで設計が終わった基板の線路特性を検証するだけで設計が終わった基板の線路特性を検証するだけで設計が終わった基板の線路特性を検証するだけで設計が終わった基板の線路特性を検証するだけで
無く、設計に取り掛かる前に特性を予測する事ができ無く、設計に取り掛かる前に特性を予測する事ができ無く、設計に取り掛かる前に特性を予測する事ができ無く、設計に取り掛かる前に特性を予測する事ができ無く、設計に取り掛かる前に特性を予測する事ができ
ます。ます。ます。ます。ます。

HyperSuite
IBISデバイスデバイスデバイスデバイスデバイス¥ライブラリライブラリライブラリライブラリライブラリ
HyperSuiteで解析を行なう場合、等価回路図やレイアウト¥データ

を入力データとして使用します。この等価回路とレイアウトデータ
を用いる解析の双方で必要になるのが、ディジタル ICの入出力情報
です。この情報は ICモデルとして登録されており、回路内で実際に
用いるデバイスと同等の特性が定義されています。もし、必要とす
るモデルがこのパッケージに含まれていない場合、デバイスメー
カーが供給するIBIS形式の ICモデルを読み込んで使用することがで
きます。標準化されたデバイスモデルフォーマットを用いているた
め、複数のソースから容易に最新のモデルを入手する事が出来ま
す。I B I Sに関する情報は、H y p e r L y n xのホームページ（h t t p : / /
www.hyperlynx.com/）から入手可能です。

Visual IBIS Editor
Visual IBIS Editorは、HyperLynxが無償で供給しているIBISフォー

マットのファイルを編集する為のツールです。このVisual IBIS Editor
を使うと、I B I Sファイルの新規作成やデバイスメーカーや供給され
ているI B I Sデータの編集、さらに実際のデバイス通りの特性に誤り
なく定義されているかをどうかを、グラフィカルに確認する事が出
来ます。HyperSuiteを使いこなす上では、是非とも入手しておきたい
ツールです。なお、このツールを入手したい場合HyperLynxのホーム
ページを参照して下さい。

Visual IBIS Editor

ホームページからは製品の最新情報や、IBISモデルの入手が可能です。

動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

Pentium 以上
32MB以上

50MB以上の空容量

Win95 /NT4.0
1024X768以上

この製品はPC9821シリーズで、お使いただく事はできません。



HyperLynxHyperLynxHyperLynxHyperLynxHyperLynx LineSim/BoardSimLineSim/BoardSimLineSim/BoardSimLineSim/BoardSimLineSim/BoardSim

LineSim/ LineSim EMC
PCB

HyperLynx LineSimは、プリント基板のレイアウトを
行う以前に、P C Bレイアウト後の線路応答を予測した
い場合に使用します。
伝送線路は等価回路による線路モデルにより定義し
ます。この線路モデル上の任意の一点に信号を入力
し、6個所のポイントで同時に波形をデジタル・オシロ
スコープウィンドウ上に表示します。これにより高周
波を扱う配線の特性を予測する事ができ、クロックラ
インの最大線長はどれくらいに押さえなくてはならな
いか、またターミネータの必要性などを、プリント基
板のレイアウトを行う以前に知る事ができます。

Line Sim EMCでは輻射のノイズの予測が可能で、さ
らにクロストークオプションを追加する事により、配
線間に生じる干渉の影響を知る事ができます。

HyperLynxのBoardSimは、レイアウトおＮ終わった
プリント基板の配線パターンを読み込み、信号の劣化
をオシロスコープウィンドウに表示します。単に配線
パターンのみを解析するのではなく、実装される部品
の入出力特性をパラメータとして含めた解析を行うた
め、実動作との高い整合性を得ることができます。

BoardSim/ BoardSim EMC
PCB

プリント基板のスタックアッププリント基板のスタックアッププリント基板のスタックアッププリント基板のスタックアッププリント基板のスタックアップ(層構造層構造層構造層構造層構造)を設定を設定を設定を設定を設定

輻射ノイズのスペクトラムを表示輻射ノイズのスペクトラムを表示輻射ノイズのスペクトラムを表示輻射ノイズのスペクトラムを表示輻射ノイズのスペクトラムを表示

マイクロ･ストリップ･ラインの設定

EMC解析解析解析解析解析
Boa rdS imにE M C解析機能を付加し

た、BoardSim EMCが用意されていま
す。実際の回路を動作させて測定する
場合と同じように、スペクトラム・ア
ナライザに輻射レベルが周波数成分に
分解されて表示されますので、ノイズ
対策を容易に行う事ができます。

Advanced PCB 98 とのインタフェイスとのインタフェイスとのインタフェイスとのインタフェイスとのインタフェイス
Protel社のPCBレイアウトツールAdvanced PCBには、BoardSim用ファイルの出力機

能が備えられており、Advanced PCBで作成したレイアウトデータをダイレクトに
BoardSimへ読み込ませることができます。他にOrCAD、PADS、Zuken等のレイアウ
トデータを読み込む為の入力オプションが用意されています。
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CAMCAD CAD

動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

CPU 486以上 メモリ16MB
HDD 10MB以上の空容量 OS Win95 /NT3.51/NT4.0
グラフィックス 640X480以上

RSI-CAMCAD は、RSI社の高度なデータ変換技術を集大成して開発
された新しいコンセプトの製品であり、Windows95/NT上で動作しま
す。この製品は複数のCADフォーマットを相互変換を行うためのツー
ルで、データを変換するだけでなく画面上にイメージを表示すること
ができます。さらに別売りされているオプションを追加することによ
りデータの編集が可能になります。製品は、インテリジェントなCAD
フォーマットを変換可能なCAMCAD Professionalとグラフィックデー
タだけを変換する為のCAMCAD Graphicsの2種類に分かれており、そ
れぞれに基本モジュールと多くのオプションが用意されています。

CAMCAD Graphicsは基本モジュールだけでDXF/Gerber/HP-GLの
ファイルを読み込み、ウィンドウズのプリントマネージャーを経由し
てプリントアウトすることができます。これに、DXF/Gerber/HP-GL出
力モジュールを加えることにより、これらの３種のフォーマット間で
のトランスレートを自由な組合せで行うことができます。また、各社
の CAD ツールに対する出力モジュールも用意されており、DXF/
Gerber/HP-GLフォーマットのグラフィックデータを各社のCADシス
テムに取り込むことができます。

RSI-TranslatorsRSI-Translators

各種のセットアップ
ファイル
.SET .LAY
.MAC など

CPRINT

基本モジュール

CQUERY

データ検索モジュール

CEDIT

データ編集モジュール

機種ごとに用意されている、入力モジュールと
出力モジュールとを組合せることにより、任意
のフォーマットに変換可能です。

整合性を得るために、
いくつかのセット
アップファイルが用
意されています。

RSI内部データ
ベースを出力モ
ジュールで、目
的のCADデータ
ベースに変換し
ます。

 入力モジュール入力モジュール入力モジュール入力モジュール入力モジュール  データ処理モジュールデータ処理モジュールデータ処理モジュールデータ処理モジュールデータ処理モジュール 出力モジュール出力モジュール出力モジュール出力モジュール出力モジュール

入力モジュール
により、いった
んRSI独自の内
部データベース
に変換します。

Interface Tools for
CAE/CAD/CAM

 ROUTER SOLUTIONS INC.のホームページ

www.rsi-inc.com
ホームページから、CAMCADのシェアウェアが配
布されています。無料でCAMCADのHPGL/Gerber/
DXFの入力機能をお使いいただく事ができます。CAMCAD 

Excellon NC

IPC350/356

IGES

Barco Disk Plot File (DPF)

CASE Plot

HP EGS Archive

Allegro IPF

Protel Advanced Schematic

DXF,HPGL,HPGL2
Excellon NC

Barco Disk Plot File (DPF)
IGES

CADKEY CADL
PADS Perform

Mentor 8
PADS Logic

Pcad PCB-PDIF
Pcad Schematic-PDIF
Protel Advanced  PCB

Protel Advanced Schematic
Tango SeriesⅡ

Accel PCB
Redac CADSTAR-CDI

Orcad PCB 386 +
Orcad PCB Layout

IPC350

Graphics

52



RPROTELSCH / WPROTELSCH
アドバンストスケマティックの為の入アドバンストスケマティックの為の入アドバンストスケマティックの為の入アドバンストスケマティックの為の入アドバンストスケマティックの為の入/出力モジュール出力モジュール出力モジュール出力モジュール出力モジュール

RPROTELSCHを使用すると、アドバンストスケマティックの回路図
を読み取り、D X F / G e r b e r / H P - G Lで出力することができます。
(WGRAPHが必要)またWPROTELSCHを使用すると、DXF/Gerber/HP-

GLを読み込みアドバンストスケマティックに出力することができま
す。アドバンストスケマティックとAutoCADとの間で、データのやり
取りをしたい場合に使用する事ができます。

WPROTEL
アドバンストアドバンストアドバンストアドバンストアドバンスト PCBのための出力モジュールのための出力モジュールのための出力モジュールのための出力モジュールのための出力モジュール

このモジュールを使用すると、DXF/Gerber/HP-GLのファイルを読み込
みアドバンストPCBに出力することができます。アドバンストPCBに
はDXFやGerberの入力機能が備えられていますが、HP-GLの入力機
能はありません。HP-GL出力しか備えていない他のCADシステムか
らデータを取り込みたい場合に最適です。

CAMCAD

CAMCAD を使ってプリント基板のレイアウトを回路図に挿入を使ってプリント基板のレイアウトを回路図に挿入を使ってプリント基板のレイアウトを回路図に挿入を使ってプリント基板のレイアウトを回路図に挿入を使ってプリント基板のレイアウトを回路図に挿入

RSI-Translators CAMCAD

CAMCAD Graphics

CAMCADの基本モジュール CPRINT
データ検索 CQUERY
Select,Highlight,Edit,Cange,Add elements/編集 CEDIT
Excellon NCドリル /ルータファイルの入力 REXCELLON
IPC350/356入力 RIPC
IGES入力 RIGES
Barco Disk Plot File (DPF)入力 RBARCO
CASE Plot入力 RCASE
HP EGS Archive 入力 REGS
Allegro IPF入力 RIPF
Protel for Win Schematic入力 RPROTELSCH
DXF,HPGL,HPGL2,Gerber,Gerber-X出力 WGRAPH
Excellon NCドリル /ルータファイルの出力 WEXCELLON
Barco Disk Plot File (DPF)出力 WBARCO

IGES出力 WIGES
CADKEY CADL フォーマット出力 WCADK
PADS Perform  出力 WPADS
Mentor 8 出力 WMENTOR
PADS Logic出力 WPADSS
Pcad PCB-PDIF出力 WPCAD
Pcad Schematic-PDIF出力 WPCADS
Protel Advanced  PCB出力 WPROTEL
Protel Advanced Schematic出力 WPROTELS
Tango SeriesⅡ出力 WTANGO
Accel PCB 出力 WACCEL
Redac CADSTAR-CDI出力 WREDAC
Orcad PCB 386 +出力 WORCAD386
Orcad PCB Layout 出力 WORCADLTD
IPC350 files出力 WIPC

Pcad PCB-PDIF入力
PADS Layout 入力
Accel EDA Layout 入力
VERIBEST Layout 入力
Orcad Layout Plus入力
Zuken / Redac CADIF 入力
Protel Advanced PCB入力
IGES (2D)入力
GENCAD V1.3/1.4ファイル入力
Mentor Boardstation (ASCII)入力

Mentor Boardstation (Neutral)入力 PROF-MENTOR  Neutral
Cadence Allegro入力 PROF-ALLEGRO
THEDA入力 PROF-THEDA
Zuken CR3000/CR5000入力 PROF-ZUKEN
EDIF V200入力 PROF- EDIF200

DXF出力 PROF-DXF

HPGL,HPGL2出力 PROF-HPGL

Gerber-X出力 PROF-Gerber

Mitron/Genrad GENCAD V1.4  出力 PROF-WGENCAD

* 現在多くの種類のモジュールを開発中です。

CAMCAD
すでに多くのモジュールが用意されており、入力モジュールと出力モジュールを任意に組み合わせる事により、
さまざまなフォーマットに変換が可能です。この入/出力モジュールは常時に新しい種類のものが開発されており変
換可能はフォーマットの種類は常に増えつづけています。
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RSI-TranslatorsRSI-TranslatorsRSI-TranslatorsRSI-TranslatorsRSI-Translators

RSI-PCB Translators
PCB-CAD

PCB

Interface Tools for
CAE/CAD/CAM

ROUTER SOLUTIONS INC.

各種のセットアップ
ファイル
.STP .TEC
.CFG .SYM など

Applicon Allegro
Cadnetix Cadul Ariadne
Calay CV-CADDS
EE Designer HP-EGS
HP-PCDS IncasesTheda
Intergraph IPC 350/356
Massteck Mentor
Orcad PADS
PCAD Protel
Sci-Cards Cadstar
Vanguard Visula
Spea top-CAD   Telsis
Tango Ultiboard
UniCAD CR3000

ネットリストネットリストネットリストネットリストネットリスト
トラックトラックトラックトラックトラック
ライブラリライブラリライブラリライブラリライブラリ
グラフィックスグラフィックスグラフィックスグラフィックスグラフィックス
コパーエリアコパーエリアコパーエリアコパーエリアコパーエリア
基板外形基板外形基板外形基板外形基板外形
レイヤーアサイメントレイヤーアサイメントレイヤーアサイメントレイヤーアサイメントレイヤーアサイメント
部品配置部品配置部品配置部品配置部品配置

Allegro Cadul Ariadne
Calay DXF
EE Designer IGES
Incases Theda Intergraph
IPC 350/356 Massteck
Mentor Orcad
PADS PCAD
Protel Cadstar
Visula Spea top-CAD
Tango Ultiboard
UniCAD CR3000

インプットスキャナとアウトプットスキャナと
を組合せることにより、対象となる機種ごとに
多くのトランスレータが用意されています。整合性を得るために、各種

のセットアップを行います。

RSI内部データ
ベースをアウト
プットスキャナ
で、目的のCAD
データベースに
変換します。

 インプットスキャナインプットスキャナインプットスキャナインプットスキャナインプットスキャナ 内部データベース内部データベース内部データベース内部データベース内部データベース アウトプットスキャナアウトプットスキャナアウトプットスキャナアウトプットスキャナアウトプットスキャナ

インプットス
キャナにより、
いったんRSI独
自の内部データ
ベースに変換し
ます。

RSI-PCBトランスレータは、独自の内部データベーストランスレータは、独自の内部データベーストランスレータは、独自の内部データベーストランスレータは、独自の内部データベーストランスレータは、独自の内部データベース(中間ファイル中間ファイル中間ファイル中間ファイル中間ファイル)を経由して変換を行うシステムを用いてを経由して変換を行うシステムを用いてを経由して変換を行うシステムを用いてを経由して変換を行うシステムを用いてを経由して変換を行うシステムを用いて

おり、インプットスキャナとアウトプットスキャナを組合せる事により変換を行います。世界中の著名なおり、インプットスキャナとアウトプットスキャナを組合せる事により変換を行います。世界中の著名なおり、インプットスキャナとアウトプットスキャナを組合せる事により変換を行います。世界中の著名なおり、インプットスキャナとアウトプットスキャナを組合せる事により変換を行います。世界中の著名なおり、インプットスキャナとアウトプットスキャナを組合せる事により変換を行います。世界中の著名なP C B -

CADシステムを対象とした、数多くの種類の製品が用意されています。システムを対象とした、数多くの種類の製品が用意されています。システムを対象とした、数多くの種類の製品が用意されています。システムを対象とした、数多くの種類の製品が用意されています。システムを対象とした、数多くの種類の製品が用意されています。

Omninet EDA

Ace-Dazix AcePlus Allegro Aptix Ariadne Cadam Cadence
Cadence Allegro-PST Cadesg Cadnetix Calay V04 Calay V04-CON
Calay Prisma Case Case-Vanguard Computer Vision Cadds
Computer Vision Theda Daisy Daisy-PWB Datacon Dazix EDIF
EEDesigner Future Net IBM-ISS Intergraph PCB Engineer
Mentor Board Station Mentor Design Architect !Merge!
Micro Ceramics Tester OrCad OrCad-Wire Pads PCad-ALT
PCad-CMP PCad-NDE PCad-NLT PCad-PDIF PCad-PKL Protel
Redac Cadstar-PC Redac-NAF Redac Visula-RINF Schema Scicards
Simple Spice Tango Telesis Teradyne-Victory Ultiboard
Verilog ViewLogic Zuken-CCF

オムニネットオムニネットオムニネットオムニネットオムニネット

サポートされているネットリストサポートされているネットリストサポートされているネットリストサポートされているネットリストサポートされているネットリスト

ユニーバーサルなトランスレータで
すので、サポートされているネットリ
ストであれば、任意の組合せで変換が
可能です。

変換元のみサポートされているものも含まれていますので、事前にご確認下さい。
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ガーバエディターのスタンダードガーバエディターのスタンダードガーバエディターのスタンダードガーバエディターのスタンダードガーバエディターのスタンダードECAMに、に、に、に、に、

インテリジェントな機能を追加。インテリジェントな機能を追加。インテリジェントな機能を追加。インテリジェントな機能を追加。インテリジェントな機能を追加。

PCB用用用用用CAMツールとしてのあらゆる機能を装備。ツールとしてのあらゆる機能を装備。ツールとしてのあらゆる機能を装備。ツールとしてのあらゆる機能を装備。ツールとしてのあらゆる機能を装備。

CAM350

ガーバ編集ガーバ編集ガーバ編集ガーバ編集ガーバ編集 キャム350

バージョンバージョンバージョンバージョンバージョン5.x

システムの概要システムの概要システムの概要システムの概要システムの概要
CAM350は、CADシステムによる設計現場とCAM現場とを橋渡しする
ことを目的に開発されました。この製品はガーバーエディタに対し
て、ネット及びパーツ情報を認識できるように拡張されており、ガー
バーデータを取り扱う編集機でありながら各層にわたるパッド情報を
パッドスタックとして定義したりこれの集合体である部品を作成し、
自由に部品単位での移動ができるようになりました。ネットを参照し
た配線やDRCを行うこともでき、さらにCAM350で編集したデータは
PADSなどのPCBデータベースに変換してこれらのCADに戻すことが
できます。(CADデータとのやり取りにはオプションが必要です)

データの入力データの入力データの入力データの入力データの入力
機種ごとに多くのバリエーションが存在するガーバーデータやアパー
チャーテーブルを自由に読み込むことができるだけでなく、CADから
出力されたパーツ／ネットリストを読み込み、CADデータベースに変
換することができます。これによりガーバーエディタとしての機能に
加え、部品移動やネット認識に基づくDRC等の、CADとしての機能が
提供されます。

データ編集機能データ編集機能データ編集機能データ編集機能データ編集機能
ガーバーエディタとしての編集機能は定評あるECAMをベースにして
改良が加えられたものであり、速度/信頼性/機能等の多くの部分がアッ
プデートされています。またCADとしての編集機能については、自動
配線や自動配置機能はありませんが、ネットをベースにしたDRCや自
動ベタ塗り機能等の、CADとしての重要な機能を全て備えています。

データの出力データの出力データの出力データの出力データの出力
製作用のデータ出力としてフレキシブルなガーバー／NC出力ルーチン
を備えているだけでなく、PADSやプロテル等のCADシステムの
フォーマットに合わせたレイアウトデータの出力を行うことができま
す。この機能によりこれらのCADシステムのためのガーバーインソフ
トウェアとして使用することができます。

CAM350ファミリファミリファミリファミリファミリ
CAM350に対して一部の機能を制限した、ECAM-Ⅱ/PCGERBER-Ⅱ/
GERBERVIEW-Ⅱが用意されており、用途にあった製品を選択するこ
とができます。

入力入力入力入力入力/出力フォーマット出力フォーマット出力フォーマット出力フォーマット出力フォーマット 多くのメーカーのネットリストファイル
を、読み込むことができるようになりました。また、HPGL/2フォー
マットの入力がサポートされました。さらに、Orbotechとの双方向の
データのやり取りができる、インターフェイスが追加されました。

ユーザーインターフェイスユーザーインターフェイスユーザーインターフェイスユーザーインターフェイスユーザーインターフェイス 新しいダイアログボックスにより、座
標値入力によるデータの追加や編集がやりやすくなりました。また、
DXF出力のダイアログボックスが新しくなり、パラメータの設定が容
易になりました。さらにDrillとMillにも、FeedsやSpeedを設定するダイ
アログボックスが追加されました。

その他その他その他その他その他 マクロに多くのコマンドが追加されたほか、100個所以上も
の改良されました。また従来CAM350でしか使用できなかった、IPC-D-
350インターフェイスは下位モデルでも使用可能になりました。

主要機能主要機能主要機能主要機能主要機能

各種のガーバーデータの読み込み各種のガーバーデータの読み込み各種のガーバーデータの読み込み各種のガーバーデータの読み込み各種のガーバーデータの読み込み

各社の各社の各社の各社の各社のCADネットリストの読み込みネットリストの読み込みネットリストの読み込みネットリストの読み込みネットリストの読み込み

ガーバーデータにネットリストをマージしガーバーデータにネットリストをマージしガーバーデータにネットリストをマージしガーバーデータにネットリストをマージしガーバーデータにネットリストをマージしてててててCADデータベースに変換データベースに変換データベースに変換データベースに変換データベースに変換

パッドスタックのフルサポートパッドスタックのフルサポートパッドスタックのフルサポートパッドスタックのフルサポートパッドスタックのフルサポート

インテリジェントなインテリジェントなインテリジェントなインテリジェントなインテリジェントなCAD編集及び編集及び編集及び編集及び編集及びECAMと同等なガーバー編集機能と同等なガーバー編集機能と同等なガーバー編集機能と同等なガーバー編集機能と同等なガーバー編集機能

各社各社各社各社各社CADフォーマットでのデータ出力フォーマットでのデータ出力フォーマットでのデータ出力フォーマットでのデータ出力フォーマットでのデータ出力

編集作業中にネット名を表示編集作業中にネット名を表示編集作業中にネット名を表示編集作業中にネット名を表示編集作業中にネット名を表示

ネット認識に基づく自動ベタ塗り機能ネット認識に基づく自動ベタ塗り機能ネット認識に基づく自動ベタ塗り機能ネット認識に基づく自動ベタ塗り機能ネット認識に基づく自動ベタ塗り機能

ベタ塗りガーバーコマンドをサポートベタ塗りガーバーコマンドをサポートベタ塗りガーバーコマンドをサポートベタ塗りガーバーコマンドをサポートベタ塗りガーバーコマンドをサポート

ステツプアンドリピートコマンドのサポートによる高速な面付けステツプアンドリピートコマンドのサポートによる高速な面付けステツプアンドリピートコマンドのサポートによる高速な面付けステツプアンドリピートコマンドのサポートによる高速な面付けステツプアンドリピートコマンドのサポートによる高速な面付け

すべてのファンクションにアクセスできる強力なマクロ機能すべてのファンクションにアクセスできる強力なマクロ機能すべてのファンクションにアクセスできる強力なマクロ機能すべてのファンクションにアクセスできる強力なマクロ機能すべてのファンクションにアクセスできる強力なマクロ機能

CPU 486以上 メモリ16M以上
HDD 20MB以上の空容量
OS Win3.1/95/NT3.51/NT4.0
グラフィックス 640X480以上

動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

バージョンバージョンバージョンバージョンバージョン5の新機能の新機能の新機能の新機能の新機能
テストフィクスチャ用のデータ作成機能テストフィクスチャ用のデータ作成機能テストフィクスチャ用のデータ作成機能テストフィクスチャ用のデータ作成機能テストフィクスチャ用のデータ作成機能 グラフィカルエディタによる
マルチプレート、プローブパラメータのフルコントロール、片面/両面の
サポート。(オプション)
DFM機能機能機能機能機能 作画時に生じるアサイドトラップやマスクの欠損の検出を、
高速に行う。(CAM350以外はオプション扱い)
ネット抽出時に埋め込みネット抽出時に埋め込みネット抽出時に埋め込みネット抽出時に埋め込みネット抽出時に埋め込みVIAをサポートをサポートをサポートをサポートをサポート 多層やハイブリッド基板を想
定し、ガーバファイルからネットリストを抽出する際に、Blind/Buriedビ
アがサポートされました。
Basicををををを全面的にサポートするマクロ全面的にサポートするマクロ全面的にサポートするマクロ全面的にサポートするマクロ全面的にサポートするマクロ ファイル  I/O、アレー 、文字列処
理等が可能な、Basicを全面的にサポートするマクロが搭載されました。
コンポジットレーヤを単一レーヤに変換コンポジットレーヤを単一レーヤに変換コンポジットレーヤを単一レーヤに変換コンポジットレーヤを単一レーヤに変換コンポジットレーヤを単一レーヤに変換 複数のレーヤによって構成さ
れているコンポジットレーヤを、一つのレーヤに変換できます。
ベタ編集ベタ編集ベタ編集ベタ編集ベタ編集 ラスタ→ベクタ変換、ベクタ→ラスタ変換、Over/Undersize
処理が可能になりました。
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選択の為のガイドライン選択の為のガイドライン選択の為のガイドライン選択の為のガイドライン選択の為のガイドライン
Gerber VIEW-Ⅱ
フォトプロッタによる作画を行う前に、データのチェックを
したいという場合に最適です。データの編集やセーブはでき
ませんが、プロットアウトは可能です。

PCGerber-Ⅱ
プリント基板の設計が終わった後、製造メーカーの仕様に合
わせるための、データの編集を行う場合にご使用下さい。
ECAM-Ⅱからいくらかの機能は削除されていますが、補助
的な用途としては充分な能力を備えいてます。

ECAM-Ⅱ
ガーバーファイルを専門に取り扱うフィルム作業や、プリン
ト基板メーカーの専門家向けです。専門的なガーバー編集作
業に必要な高度な機能を備えています。

CAM350
ガーバーベースでの大幅なデータの加工を行う場合には、こ
のCAM350が便利です。ガーバーデータから、部品データの
抽出が可能な為、部品単位での移動が可能です。

Database／データベース
完全にインテリジェントな32bit、容量無制限の
データベースを装備

0.002ミクロンの分解能を備えており、イン
チ系及びミリメートル単位系との間での、
誤差の無い単位系の切り換えが可能。又この
データベースはASCIIテキストフォーマットで
あり、容量の制限が無い

Import／データの読み込み
ガーバー：274D, 274X, Fire9xxx, Barco DPF, EIE
Orbotech Back-Up フォーマット
HPGL ：74xx, 75xx, HPGL／2
各社のアパーチャーテーブル
IPC-D-356ネットリスト

Export／データの出力
ガーバー：274D, 274X, Fire9xxx, Barco DPF, EIE
Orbotech Back-Up フォーマット
アパーチャーテーブル
IPC-D-356ネットリスト

●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●

●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●
●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●
●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●
●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●

  ●●●●● ●●●●● ●●●●●

●●●●● ●●●●● ●●●●●
●●●●● ●●●●● ●●●●●
●●●●● ●●●●● ●●●●●
●●●●● ●●●●● ●●●●●

●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●

●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●
●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●
●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●
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DATABASE GENERAL
Macro Language／マクロ言語
Basicスタイルの言語によるプログラミング
ダイレクトなデータベースのアクセスを行う、
Read, Query, Record, Playをメニュー又はファンク
ションキーに任意に割り付け

Query, Find, Measure／
クェリー、ファインド、メジャー
Query ：Layer, Part, Net, Padstack, Dcode
Find ：Part, Net, Padstack, Dcode
Measure：Point-to-Point, Object-to-Object

View Option／表示オプション
Zoom：全体、ウィンドウ指定、拡大、縮小、
　　　 直前表示、パンニング
パノラミック（鳥瞰図表示）
コンポジット
DRCエラー

Layer Feature／レイヤー仕様
32レイヤーのサポート
レイヤー、ドローとフラッシュごとに異なった
色設定
各レイヤーごとに、ON, OFF, Referenceに設定
現在のレイヤーを新しいレイヤーに合成
デザインファイルの合成（複数レイヤーの合成）
複数レイヤー間での反転合成
レイヤー間のデータの移動
X及びY軸に対し独立したスケーリング

Aperture & Padstack Feature
アパーチャーとパッドスタックの仕様
最大9999個のアパーチャーの定義
アパーチャー形状：Round, Square, Rectangle,

       Thermal, Oblong,
 Octagon, Donut, Target

0.01ミル分解能によるサイズの定義
マスターファイルへの複数アパーチャーテーブ
ルの合成
ポジ、ネガデータの合成によるカスタムアパー
チャーの作成
カスタムアパーチャー作成の為のグラフィカル
エディタ
ドローパッドからフラッシュパッドへの変換
パッドスタックの定義
フラッシュからパッドスタックへの変換

CAM350 / ECAM Family

CAM350/ECAM  
CAM350ファミリーはCAM350と、一部の機能を削除した3種類のサブセットにより構成されています。ご購入に際
しては、予算と目的に応じて、CAM350, ECAM-Ⅱ, PCGeber-Ⅱ, GerberVIEW-Ⅱの4機種の中から最適なものを選
択していただく事ができます。又ご購入後、下位のモデルから上位のモデルにアップグレードする事もできます。
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Adding Capabilities ／追加機能／追加機能／追加機能／追加機能／追加機能
ドロー及びフラッシュの追加（任意のDコードによる）
円及び円弧の作成（円弧又は直接補間を使用）
角形のエリアの追加
エリアフィルによるポリゴンの追加（ベタ塗り機能
参照）
インテリジェントなテキストの追加（マルチフォン
ト、角度や傾斜、ミラーを自由に設定）
パッドスタックの追加
インテリジェントなビアの追加
ネット認識を伴うワイヤーの追加
フットプリント定義に基づく部品の追加

Editing Capabilities ／編集機能／編集機能／編集機能／編集機能／編集機能
絶対値及び相対値による位置指定
オブジェクトへのカーソルの引き込み（バーテック
ス、ライン、エレメント）
無制限のアンドゥとリドゥ
ウィンドウ指定によるインテリジェントなグループ化
（交差しているオブジェクトの取り扱いの設定を含む）
自動的なレイヤーの位置調整
ウィンドウ指定による拡大
原点位置の変更（データベース及びグリッド）
テキストの変更
バーテックス（角）の編集（追加、移動、削除）
オブジェクト、エレメント、セグメント、バーテッ
クスの移動
シングル、ステップアンドリピートによるコピー
0.01度単位での回転
X軸、Y軸を基準としたミラー処理
部品、カスタムアパーチャー、ステップアンドリ
ピートのエクスプロード（個別オブジェクトへの分解）
セクタライズ（円弧データを直線補間に変換）
オブジェクト、エレメント、セグメント、バーテッ
クスの削除
データベースからレイヤーを削除
Dコード及びパッドスタックのコード変換
ドリル情報の修正
ネット名、リファレンス名、部品名の変更

Polygon Feature ／ベタ塗り機能／ベタ塗り機能／ベタ塗り機能／ベタ塗り機能／ベタ塗り機能
作画、セレクト、エリアのポインティングによる外
枠指定
島になった部分の自動除去
ラスターとベクタの塗りつぶしオプションの選択が
可能
G36, G37（274X）とPOEX, POIN（Fire9000）をサ
ポート
ベクターフィルの場合、ソリッド、ハッチパター
ン、Dコードパターンの塗りつぶしモードが選択可能
塗りつぶしパターンのユーザー定義が可能

1つのハッチパターンに対して最大3種のDコード
の設定が可能で、これらの3種のハッチラインは
任意の角度に配置が可能。Dコードパターンは任
意に設定可能で、X軸及びY軸のオフセット値も
自由に設定可能。これらのパターンはセーブし
任意に呼び出す事ができる。

他のオブジェクトとのクリアランス値を自由に設定
外枠のみのポリゴンの作画が可能

Part & Custom Aperture Editors ／／／／／
部品とカスタムアパーチャーの編集部品とカスタムアパーチャーの編集部品とカスタムアパーチャーの編集部品とカスタムアパーチャーの編集部品とカスタムアパーチャーの編集
グラフィカルカスタムアパーチャーエディタ
ポジデータ、ネガデータの併用（CADエディタのみ）
内容及び外部CAPライブラリのサポート
グラフィカルパーツエディタ
ガーバーグラフィカルデータからの部品の抽出
内部及び外部パーツライブラリのサポート

TOOLS UTILITIES
Optimization Feature ／最適化機能／最適化機能／最適化機能／最適化機能／最適化機能
高速なドローからフラッシュへの変換
ネットリストの抽出
パッドからパッドスタックへの変換
シルクカット（クリアランスとスタブ長の設定可能）
配線の接続されていないアイソレートパッドの除去
オーバー／アンダーサイズの設定に基づくソルダーマス
クの作成
DRCチェックを伴うティアドロップの作成
コパーエリアの面積計算
インテリジェントなパーツエディタ

NC-Drill／／／／／NCドリルドリルドリルドリルドリル
全ての標準的なフォーマットの取り扱い
ドリルファイルと穴図の作成
Excellon, Sied & Meyer, Trudrillフォーマットの読み込み
と出力
最初と最後のドリルヒットの検出
X軸、Y軸、最短を基準にしたドリルソート
インテリジェントなステップアンドリピートのサポート

NC-Protiling ／／／／／NCルータルータルータルータルータ
ツールナンバー、サイズ、送り速さ、タブ位置の設定
あらゆる形状への対応
自動又は半自動モードの選択
パスや、インサート、エクストラクトポイントのグラ
フィック表示を伴うソーティング
Excellon、及びSied & Meyerファイルの読み書き
インテリジェントなステップアンドリピートのサポート

DRC Features／／／／／DRC機能機能機能機能機能
インテリジェントなCADネットリストの使用
Trace-Trace, Pad-Pad, Trace-PadのクリアランスとTrace幅
の下限、パッド径の下限をチェック
基板外形に対するクリアランスをチェック
Drill-Pad, Mask-Pad, Pad-Padの、アニュラーリング
チェック
ドリル位置にパッドの無い個所と、パッド位置にドリル
の無い個所のチェック
レイヤーごとに異なったルールで、連続実行
ショート、オープン等のネットチェック
DRCセンシティビティを表示する、DRCヒストグラム

Panelization Feature ／面付け機能／面付け機能／面付け機能／面付け機能／面付け機能
高速処理高速処理高速処理高速処理高速処理
オートフィルム（全レイヤーを一枚のシートに面付け）
ワークサイズデータに自動面付け
複数のデザインを合成して面付け
ベントボーダーラインの自動生成
スペース値又はオフセット値の定義による自動面付け
テストクーポンの合成
インテリジェントなステップアンドリピートのサポート

Venting ／ベンティング／ベンティング／ベンティング／ベンティング／ベンティング
全てのレイヤーにおいて、一つのベントボーダーを使用
ポリゴン（ベタ塗り）と同じフィルオプションが使用可
ポリゴンと同じフィルパターンが使用可
ユーザ定義に基づく2種のベントレイヤーを作成
ボーダーオフセットのユーザー定義
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IPC-D-350インターフェイス
DFM解析
DXFインタフェイス
フライングプローブエディタ
テストフィクスチャー用エディタ
ダイレクトCADインタフェイス

Options



日本語国内における固有の環境と設計対象について日本語国内における固有の環境と設計対象について日本語国内における固有の環境と設計対象について日本語国内における固有の環境と設計対象について日本語国内における固有の環境と設計対象について

EDAツールのユーザとして想定されている欧米の国々との比較において、日本国内にはさまざま

な特別な事情が存在します。この為、いかに優れた機能を持つEDAツールであっても、日本国内での

運用においては充分な能力を発揮できない場合があります。例えば、最も大きな違いとして言葉の違

いがあげられます。Advanced PCB 98を含めて、海外で開発されたPCBレイアウトツールのほとんど

の製品は、日本語フォントを備えていない為、日本語を入力する事はできません。

また、日本では世界的な標準仕様に合わせようとする意識が希薄であり、データのやり取りの際に

問題が生じる場合があります。個性的な製品を作る為に標準化が犠牲になるのならともかく、製品に

大した特徴も無いのにデータの互換性が低いというのが現状ですから、容易には納得しがたい部分が

あります。数年前までの日本のコンピュータ環境はグローバルスタンダードとはほど遠いものでし

たが、ここにきてIBM-AT互換機とWindowsの普及により、プラットホームの特殊性は消滅しまし

た。現在では欧米向けのソフトウェアのほとんどが、標準的な日本のプラットホームでも難なく動作

するようになり、大きな壁のひとつは消滅しました。他にもいくつかの特殊事情がありますが、これ

らのほとんどは、ちょっとした気の効いたユーティリティで解決する事ができます。

国内のサードパーティによる気の効いたユーティリティの供給国内のサードパーティによる気の効いたユーティリティの供給国内のサードパーティによる気の効いたユーティリティの供給国内のサードパーティによる気の効いたユーティリティの供給国内のサードパーティによる気の効いたユーティリティの供給

国内のサードパーティから、国内で必要とされる機能を付加する為の、さまざまな製品が供給され

ており、これらは大まかに3種類に分類する事ができます。

● FontManに代表される、PCBに日本語を入力する為のツール。

● 国内で使用される部品や設計手法をサポートするもの。国内で多用される部品をコンパクトな

 シンボルサイズにまとめた、TechLib-SCHが代表的。

● データの互換性を保つ為のもの。例えば、NET-TOOL++によるネットリスト変換や、ガーバ

 フォーマットの方言を吸収する為に役立つCAM-TOOLⅡなどがある。ガーバフォーマットは、

 標準規格であるにもかかわらず、多くのオプションや方言が存在し、特に日本ではデータが化

 けるといった問題が頻繁に発生している。

これらは個別の製品として販売されているほか、10種類のツールをパックにして58,000円で販売さ

れている、Option Suite98にも含まれています。

また、これらの製品を開発しているベンダでは、ユーザ固有の事情に合わせた製品のカスタマイズ

や、新たな製品開発の依頼も受け付けております。これらのご要望がある場合、直接、各ベンダの営

業窓口までお問い合わせ下さい。

日本国内における固有の環境や設計対象に対応する為に、用日本国内における固有の環境や設計対象に対応する為に、用日本国内における固有の環境や設計対象に対応する為に、用日本国内における固有の環境や設計対象に対応する為に、用日本国内における固有の環境や設計対象に対応する為に、用
意されている関連商品。意されている関連商品。意されている関連商品。意されている関連商品。意されている関連商品。 5

Products for Localization

■■■■■ NET-TOOL++ ................................................................................................... 59
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59

複数の異なった種類のフォーマットによるネットリスト複数の異なった種類のフォーマットによるネットリスト複数の異なった種類のフォーマットによるネットリスト複数の異なった種類のフォーマットによるネットリスト複数の異なった種類のフォーマットによるネットリスト

の間で変換と照合を任意の組合せで相互に行う事ができます。の間で変換と照合を任意の組合せで相互に行う事ができます。の間で変換と照合を任意の組合せで相互に行う事ができます。の間で変換と照合を任意の組合せで相互に行う事ができます。の間で変換と照合を任意の組合せで相互に行う事ができます。

用　途用　途用　途用　途用　途
プリント基板レイアウトシステムは、ネットリストを基準にして配
線をが成り立っているネットリストドリブン方式と、配線を基準にし
てネットリストが取り扱われている、コネクションドリブン方式の2つ
に大別することができます。米国製のレイアウトシステムは、ネット
リストドリブン方式が多く、日本製のレイアウトシステムでは、コネ
クションドリブン方式が多く用いられてるようですが、最近の製品は
両方の方式を合わせ持った製品が多いようです。いずれの方式にせ
よ、ネットリストをベースにしたインテリジェントな機能は強化の一
途をたどっており、自動化はますます進んで行きます。このような状
況の中でネックになるのが、異機種間のネットリストフォーマットの
違いです。当社では多くの種類のEDAツールを取り扱っていますが、
それぞれが異なったネットリストフォーマットを持っています。また
当社の取引先でも、また異なったネットリストフォーマットを持つ
CADシステムを使用しているところもあります。NET-TOOL++は、多

くの機種のCADシステムのネットリストを自由な組み合わせで相互に
変換したり、また２つの異なったフォーマットのネットリスト照合す
る為のツールです。このツールにより、それぞれ異なったネットリス
トフォーマットを持つ、異機種間での自由なネットリストの自由なや
りとりができるようになり、それぞれのCADシステムが備えている
ネットをベースにしたインテリジェントな機能を、充分に活用するこ
とが可能になります。

国内向けネットリストトランスレータ国内向けネットリストトランスレータ国内向けネットリストトランスレータ国内向けネットリストトランスレータ国内向けネットリストトランスレータ
NET-TOOL++は国内での要望に基づいて開発された、ユニバーサル
な仕様の製品であり、国内メーカーと国内で普及している多くの製品
のネットリストフォーマットをサポートしています。製品の用途はRSI
社のOMNINETと同じですが、サポートしているネットリストの種類
は、OMNINETよりこちらの方が日本市場に適合しています。

ネットの変換だけでなくネットの照合が可能ですネットの変換だけでなくネットの照合が可能ですネットの変換だけでなくネットの照合が可能ですネットの変換だけでなくネットの照合が可能ですネットの変換だけでなくネットの照合が可能です！！！！！

片方向片方向片方向片方向片方向 [変換元のみ変換元のみ変換元のみ変換元のみ変換元のみ]

○ Protel2 ○ ACCEL_Ascii

○ MM-1 ○ ICAD逆ネット
○ Allegro ○ Workview(Wire)

○ ECAD

○ STELLAR-V4

○ STELLAR-V5

○ FutureNet

株式会社ライズコーポレーション
〒604  京都市中京区室町通小路上ル 山伏山町558

三洋室町ビル3F

TEL075-254-0632代 FAX221-8807

開発元

両方向両方向両方向両方向両方向 [変換元と変換先の両方変換元と変換先の両方変換元と変換先の両方変換元と変換先の両方変換元と変換先の両方]

● Prote ● VISULA ● K4

● PCAD(ALT) ● SCICARDS ● SCICARDS28

● PCAD(WRL)● CADNETIX ● CADLUS

● TANGO ● Computer Vision ● CADVANCE-V

● CADMAX ● ICAD ● START

● MM-2 ● MM-PC ● MM-Colmo

● PADS ● DCS ● EVOLUTION

● DK-∑ ● Power-View ● PROVIDENCE

● CR2000 ● CR3000 ● CR5000

● CV ● MENTOR ● MY-PCBⅢ
● THEDA ● VISULA ● Telesis(OrCAD)

製品は常時アップデートされています。またカスタマイズ/オー
ダーメイドを受け付けておりますので、ここに無いものについ
てはライズコーポレーションまでお問い合わせください。

ネット変換ネット変換ネット変換ネット変換ネット変換 ネットツール

NET-TOOL++

動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

CPU 486以上以上以上以上以上 メモリメモリメモリメモリメモリ16M以上以上以上以上以上
HDD 10MB以上の空容量以上の空容量以上の空容量以上の空容量以上の空容量 OS Win95 /NT3.51/NT4.0
グラフィックスグラフィックスグラフィックスグラフィックスグラフィックス 640X480以上以上以上以上以上

ネット照合のできないバージョ
ン 98,000円、及びプロテルと
CR3000の間の変換に限定した
NET-TOOL Lite、39,800円がそ
れぞれ用意されています。
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CAM-TOOLⅡⅡⅡⅡⅡ
PCB-CADから出力されたガーバから出力されたガーバから出力されたガーバから出力されたガーバから出力されたガーバ とととととNCファイルファイルファイルファイルファイル

を表示し、任意のフォーマットに変換することができます。を表示し、任意のフォーマットに変換することができます。を表示し、任意のフォーマットに変換することができます。を表示し、任意のフォーマットに変換することができます。を表示し、任意のフォーマットに変換することができます。

任意に設定可能
任意に設定可能
任意に設定可能
任意に設定可能
任意に設定可能
相対座標／絶対座標の切替え可能
有り／無しの設定が可能
リーディングゼロサプレスに対応
インチからミリへの変換が可能
1 ～4桁
1 ～5桁
1桁又は2桁
全て出力／X・Yのみ／全て省略
EOB改行／FULLレコード
ASCII／EIAの相互変換
ドリルヒットのカウント数
任意のTコードに置き換え可能
複数のパラメータを登録可能

ガーバ変換ガーバ変換ガーバ変換ガーバ変換ガーバ変換

ガーバガーバガーバガーバガーバ / NC変換変換変換変換変換 キャムツール・ツー

● 初期コマンド
● ツール選択
● ヒットコマンド
● ツールチェンジ
● 終了コマンド
● 座標系
● EOBコード
● ゼロサプレス
● インチ／ミリ
● 整数部桁数
● 小数部桁数
● ツール桁数
● ゼロデータ処理
● レコード長
● コード変換
● Tコードリスト
● TOOL変換
● パラメータ登録

EOB改行
/ 80 / 128 / 2565 / 12 / byte
任意に設定可能
任意に設定可能
出力の有無の設定が可能
Gコード、Dコード共に対応
1 ～4桁
1 ～5桁
インチからミリへの変換が可能
相対座標／絶対座標の切替え可能
リーディングゼロサプレスに対応
ASCII／EBCDICの相互変換
エクセロンNCデータの抽出
ドロー／フラッシュのカウント数
任意のDコードに置き換え可能
全て出力／X・Yのみ／全て省略
複数のパラメータを登録可能
NCコードをガーバコードに変換

● レコード長

● 初期コマンド
● 終了コマンド
● G54コマンド
● モダール対応
● 整数部桁数
● 小数部桁数
● インチ／ミリ
● 座標系
● ゼロサプレス
● コード変換
● ドリルデータ
● Dコードリスト
● Dコード変換
● ゼロデータ処理
● パラメータ登録
● その他

Ver3

ガーバービューガーバービューガーバービューガーバービューガーバービュー 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ガーバーデータを、層ごとに任意にカラー設定を行って画面表示させ
ることができます。アートワークの確認作業を簡素化できます。

クリップボード転送／ＢＭＰファイルの保存　　クリップボード転送／ＢＭＰファイルの保存　　クリップボード転送／ＢＭＰファイルの保存　　クリップボード転送／ＢＭＰファイルの保存　　クリップボード転送／ＢＭＰファイルの保存　　
ガーバーの画面表示された内容をクリップボードに転送し、他のア
プリケーションに貼り付けることが出来ます。これによりドキュメン
ト作成が容易になります。BMP形式で保存する事もできます。

ガーバー印刷ガーバー印刷ガーバー印刷ガーバー印刷ガーバー印刷
モノクロのレーザプリンタなどにスケールを指定してフィルムイ
メージで印刷がする事ができます。ポジ／ネガ， ミラー， プラス／マ
イナス合成印刷が可能です。又、各層ごとに異なった色に設定し、カ
ラープリンタに印刷する事ができます。
※ プリンタによって印刷状況が異なりますので、評価版ソフトにより事前にご確認下さい。

ドリル穴指示印刷ドリル穴指示印刷ドリル穴指示印刷ドリル穴指示印刷ドリル穴指示印刷
ツールごとに自動でマークを割り当て、穴指示図面を印刷します。
また、ガーバデータと合成して出力する事ができます。

ガーバ／ドリルデータのフォーマット変換ガーバ／ドリルデータのフォーマット変換ガーバ／ドリルデータのフォーマット変換ガーバ／ドリルデータのフォーマット変換ガーバ／ドリルデータのフォーマット変換
ガーバ /ドリルデータを任意のフォーマットに変換して、基板メー
カーの要求する仕様に合わせることが出来ます。

コード変換　　コード変換　　コード変換　　コード変換　　コード変換　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
EIA とASCII、及びEBCDICとASCIIとの間で、相互にコードの変
換が可能です。

使用Ｄコード一覧使用Ｄコード一覧使用Ｄコード一覧使用Ｄコード一覧使用Ｄコード一覧 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ガーバーデータ内で使用しているアパーチャ番号をフラッシュとド
ロー別に使用量を画面表示・印刷・保存する機能です。

使用ツール一覧使用ツール一覧使用ツール一覧使用ツール一覧使用ツール一覧
ドリルデータ内で使用しているツール番号と各ヒット数を画面表
示・印刷・保存する事ができます。

Ｄコード変換　　Ｄコード変換　　Ｄコード変換　　Ｄコード変換　　Ｄコード変換　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
アパーチャ変換テーブルを使って、ガーバーデータ内のアパーチャ
を別のアパーチャ番号に変換します。

ツール変換　ツール変換　ツール変換　ツール変換　ツール変換　
ツール変換テーブルを参照しながら、ドリルデータ内のツールを別
のツール番号に変換します。

ガーバ→ドリル変換ガーバ→ドリル変換ガーバ→ドリル変換ガーバ→ドリル変換ガーバ→ドリル変換
ガーバーデータ内のフラッシュデータを抽出して、テーブルファイ
ルを参照しながらドリルデータを自動的に生成します。

ドリル→ガーバ変換　　　　　　　　　　　　　ドリル→ガーバ変換　　　　　　　　　　　　　ドリル→ガーバ変換　　　　　　　　　　　　　ドリル→ガーバ変換　　　　　　　　　　　　　ドリル→ガーバ変換　　　　　　　　　　　　　
ドリルデータを元にして、テーブルファイルを参照しながらガーバ
データを自動的に生成します。

NC変換変換変換変換変換

主要機能主要機能主要機能主要機能主要機能

最新情報は最新情報は最新情報は最新情報は最新情報はwww.hi-ho.ne.jp/rise-corp/をご覧下さい。をご覧下さい。をご覧下さい。をご覧下さい。をご覧下さい。

動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境

CPU 486以上 メモリ16M以上
HDD 10MB以上の空容量
OS Win95 /NT3.51/NT4.0
グラフィックス 640X480以上
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部品管理部品管理部品管理部品管理部品管理 /ライブラリライブラリライブラリライブラリライブラリ 部品表太  / オプションライブラリ

主な特長

開発元
鶴崎海陸運輸株式会社　システム事業部
〒101 東京都千代田区神田須田町2丁目23-11  河合ビル2F
TEL　03-5296-1271

● プロテルフォーマットのパーツリストの読み込み
● データベースからデータ照合

JETデータベースエンジンを搭載。項目の追加や桁
数の変更が可能。一括登録やあいまい検索も可能。

● 表計算型 /カード型入力
表計算ワークシートとカード型ワークシートの 2種
類を、切り替えてデータ入力できる。

● 多彩な機能
単なるパーツリストの編集だけでなく、プロジェク
ト管理や ABC分析の機能を装備している。

● 帳票のカスタマイズ(PROのみ)
社内の仕様に合ったフォームにカスタマイズできる。

設計が完了して生産に移行する過程において、多くのドキュメ
ントの作成が必要となります。この中でも部品の発注や管理に
必要なドキュメントの作成は、特に多くの労力を必要とするも
ので、設計部門と資料部門との緊密な情報の交換により、精度
の高いものを短時間に作成する事が要求されます。部品表太は
このような作業を自動化する事を目的に開発されたもので、
CADアプリケーションから出力されるパーツリストを読み込み、
部品の発注や管理の為の多くのドキュメントの作成を自動化し
ます。

開発元：開発元：開発元：開発元：開発元：   シー・エー・ディーサービス 〒365 　埼玉県北埼玉郡川里村屈巣2570-7　TEL　0485-69-3174

アドバンストスケマティックとアドバンストスケマティックとアドバンストスケマティックとアドバンストスケマティックとアドバンストスケマティックと
OrCAD-SDTを併用されている方の為を併用されている方の為を併用されている方の為を併用されている方の為を併用されている方の為
ににににに

OrCAD用に開発された回路図のシンボルライブラリです。日
本製のCPUとCPU関連素子を中心に、多くの回路シンボルが納
められています。これらのシンボルは、OrCAD-SDT4を使って
作成され、［.SRC］拡張子のついたOrCADライブラリ・ソース
ファイルとプロテル[.LIB]ファイルで供給されています。

OrCAD 

9000種以上のフットプリントを含む、PCBライブラリです。
Advanced PCB専用に開発されたものではなく、他社製PCBの為
に用意されたライブラリを、アドバンストPCB用ライブラリ
フォーマットに変換したものです。SMT部品をはじめとする、
広範囲なさポートが特徴です。

より多くのより多くのより多くのより多くのより多くのPCBフットプリントをフットプリントをフットプリントをフットプリントをフットプリントを
手元に用意しておきたい方々の為に手元に用意しておきたい方々の為に手元に用意しておきたい方々の為に手元に用意しておきたい方々の為に手元に用意しておきたい方々の為に

 - PCB

Option Suite98

OrCADはOrCAD社の登録商標です。

動作環境：動作環境：動作環境：動作環境：動作環境：486又はPentium以上のCPU、15MB以上のHDDの空容量、Win95 /NT3.51以降のOS、VGA以上のグラフィクス。
用途に合わせ、部品表太PROと部品表太STDの2種類の他、マルチユーザライセンスも用意されています。
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アドバンストスケマティックには標準で、15000個のシンボルを含む
ライブラリが付属されています。これらはシステム導入後すぐに仕事
をはじめるために非常に有効なものですが、しだいにこれだけでは不
十分だということにお気づきになると思います。この一つは日本特有
の部品がサポートされていない点と、もう一つはシンボルサイズが大
きすぎるという点です。これらは、米国で使用されることを前提にラ

イブラリが作成されているということに起因するもので、これを補う
ために作成されたのがTechLib-SCHです。
現在、国内メーカーの半導体を中心に12種類のライブラリが製品化
されており、今後新しいものが順次追加されてゆきます。これらは標
準添付されているものと比較して、シンボルが約2/3のサイズに小型化
されています。また、シンボル内部に機能を示すブロックダイアグラ
ムがわかりやすく記入されたものも含まれています。Option Suite98に
は、この中の使用頻度が高いと想定される７種のライブラリが含まれ
ています。

TechLib-MACRO

TechLib-SCH

回路図用回路図用回路図用回路図用回路図用ライブラリライブラリライブラリライブラリライブラリ /マクロマクロマクロマクロマクロ テックリブ・エスシーエイチ /マクロ

ライブラリ・プレーサーライブラリ・プレーサーライブラリ・プレーサーライブラリ・プレーサーライブラリ・プレーサー
のダイアログボックスのダイアログボックスのダイアログボックスのダイアログボックスのダイアログボックス

TechLib- MACROTechLib- MACROTechLib- MACROTechLib- MACROTechLib- MACRO
E-24系列固定系列固定系列固定系列固定系列固定

ライブラリーライブラリーライブラリーライブラリーライブラリー¥プレーサープレーサープレーサープレーサープレーサー

TechLib- MACRO製品群の中で、最も一
般的なE-24系列固定ライブラリー¥プ
レーサーの動作を図示します。
ツールボタンをクリックしてマクロを起
動すると、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
クス上の各項目にチェッ
クマークを入れたり、リ
ストアップされた定数を
選択する事により、わず
らわしいキーボード操作
なしに、シンボルの呼び
出しと属性の入力、及び
シート上へのシンボルの
配置を行う事ができま
す。

ライブラリの種類ライブラリの種類ライブラリの種類ライブラリの種類ライブラリの種類
 * NS社 PLDライブラリ 9,800円
 * MOTOROLA FACT 7,200円
 * 汎用ベーシック 15,800円
 * MOTOROLA 電源 IC 9,800円
 * フォトアイソレータ 14,800円
 * 東芝高速 CMOS 19,800円
 * JRC Bipolar IC 19,800円
 ■東芝　標準ロジック 39,800円
■日立　標準ロジック 29,800円
■日立高速 CMOS 14,800円
■TI社 ロー・ボルテージロジック 19,800円
■モトローラ　CMOS MC 1400シリーズ 14,800円

 * で示したライブラ
リは、Option Suite98

に含まれています。

■ 日本テキサスインスツルメント TTL-ICライブラリー・プレーサー
 シリーズ１（SN74  SN74S  SN74LS  SN74F）    14,800円

 ■ 日本テキサスインスツルメント TTL-ICライブラリー・プレーサー
 シリーズ２（SN74ALS  SN74AS）    14,800円

 * E-24系列 固定抵抗ライブラリー・プレーサー  3,980円
 * E-96系列 固定抵抗ライブラリー・プレーサー  3,980円
 * E-12系列 無極性コンデンサーライブラリー・プレーサー   3,980円
 * E-6系列 電解コンデンサーライブラリー・プレーサー  3,980円
■ NEC ツェナーダイオード ライブラリー・プレーサー

 自立タイプ  5,800円
■ NEC ツェナーダイオード ライブラリー・プレーサー

 表面実装タイプ  5,800円
■ オムロンディップスイッチ ライブラリー・プレーサー  3,980円
■ KOA SIP モジュール抵抗 ライブラリー・プレーサー  5,800円
■ muRata SIP モジュール抵抗 ライブラリー・プレーサー  5,800円

 * で示したライブラ
リは、Option Suite98

に含まれています。

独自のシンボルライブラリと、これを呼び出して回路図シート上に
配置する為のマクロを組み合わせた、大変使いやすいライブラリ・プ
レーサです。マクロはClient Basicによって作
成されています。わかりやすいダイアログ
ボックスにより、部品の呼び出しと同時に属
性を入力する事ができます。

Option Suite98
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内内内内内 容容容容容

水晶発振子
ポテンショメータ
３端子レギュレータ
抵抗
タクトＳＷ 他
オンボードスイッチング電源
タンタルコンデンサ
トランジスタ(ＣＱ規格表)

リレー
ダイオード
日本電池(ＧＳサフト)

コイル＆トランス
電子ブザー
NS, MAXIM 他
MOTROLA, EPSON

整流用ブリッジ

ライブラリ名ライブラリ名ライブラリ名ライブラリ名ライブラリ名

CAP.LIB

CN1.LIB

CN2.LIB

CN3.LIB

CN4.LIB

DCAP.LIB

DINCON.LIB

DIP.LIB

DIPSW.LIB

DISPLAY1.LIB

DISPLAY2.LIB

FCAP.LIB

FCON.LIB

IFCON.LIB

JMP.LIB

LED1.LIB

内内内内内 容容容容容

セラミックコンデンサ
コネクタ(AMP、JAE、MOL)

コネクタ(DDK、ヒロセ、他)

コネクタ(富士通、JST、SMK)

コネクタ(KEL)

電解コンデンサ
ＤＩＮコネクタ
デュアルインラインＩＣ
デジタルコードスイッチ
ＬＥＤディスプレイ
ＬＥＤディスプレイ
フィルムコンデンサ
フラットケーブルコネクタ
ＤＳＵＢコネクタ 他
テストポイント、端子
ＬＥＤ(ＣＱ規格表)

個個個個個 数数数数数

65

158

99

136

164

194

48

138

58

155

134

153

123

73

82

92

ライブラリ名ライブラリ名ライブラリ名ライブラリ名ライブラリ名

DSC.LIB

POT.LIB

REG.LIB

RESI.LIB

SW.LIB

SWRES.LIB

TAN CAP.LIB
TR.LIB

RELAY.LIB

DIODE.LIB

BAT.LIB

COIL.LIB

BUZZER.LIB

MKRPKG1.LIB

MKRPKG2.LIB

BRIDGE.LIB

個個個個個 数数数数数

58

96

59

73

125

30

76

134

155

189

23

85

26

159

80

50

TechLib-PCB enhanced

Autotrax(DOS パックパックパックパックパック)

DISC-01.LIB

DISC-02.LIB

DISC-03.LIB

DISC-04.LIB

S_DIP-01.LIB

SMT-01.LIB

PGA-01.LIB

HEAD-01.LIB

HEAD-02.LIB

MISC-01.LIB

プロ／アドバンストプロ／アドバンストプロ／アドバンストプロ／アドバンストプロ／アドバンスト PCB

DISCREET.LIB

S_DIP.LIB

SMT.LIB

PGA.LIB

HEADER.LIB

MISC.LIB

内内内内内 容容容容容

抵抗、コンデンサ、ダイオード

等のディスクリート部品

SIP及びDIP部品

表面実装部品

ピングリッドアレー

コネクタ

上記に分類されない部品

個個個個個 数数数数数

585

178

148

27

379

183

TechLib-PCB basic

TechLib-PCB
PCB

CAD

国産の部品を用意する国産の部品を用意する国産の部品を用意する国産の部品を用意する国産の部品を用意する
ソフトウェアに標準添付されているパーツライブラリは米国内での
使用を前提として作成されており、外形寸法が重要なPCBソフトウェ
アでは、標準添付されているライブラリだけで充分とは言いがたいの
が現状です。この為、プリント基板のレイアウト作業を開始するに先
立ち、基板上に配置する部品シンボルの製作のために、貴重な時間を
費やさなくてはならなくなります。またCADの導入直後は覚えなくて
はならないことが多く、部品の作成は設計者の大きな負担になりま
す。この状況を改善する為、アドバンストPCBのユーザをはじめとする
このようなPCB設計者の皆様方のために、社内に蓄積された基板設計に
関する資産を利用して、ライブラリの供給をさせていただいております。

2種類の種類の種類の種類の種類のPCBライブラリライブラリライブラリライブラリライブラリ
このライブラリは、旧テクスパートがプリント基板レイアウトを主
たる業務としていた頃に蓄積されたライブラリストックや、他の基板
設計会社が社内用に使用していたものを集め、ライブラリパッケージ
としてまとめたものです。日本国内での基板レイアウトの過程で作成
されたものである為、日本製部品を中心にまとめられています。現
在、部品数1500個のベーシックと3200個のエンハンストバージョンの
2種類が用意されており、CADを導入した直後の煩わしい部品作成の
手間を省く事ができます。またアドバンストPCB用だけでなく、他の
CADソフト為のパッケージも用意されています。

テックリブ・ピーシービー

Basic
このライブラリはディスクリート部
品やコネクタを中心とした1500個の標
準的な部品に対して、部品の形状を示
す名称を付けてまとめたフットプリン
トライブラリです。このライブラリに
は同一形状の部品に対してもシルク形
状の異なるものが多く用意されていま
す。これらのフットプリントはそのま
まの状態でもご使用いただけますが、
修正を加えて独自のライブラリを作成
するという用途にも向いています。
このTechLib-PCB basicには、アドバ
ンストPCB用とDOSパック用、および
PADS用が用意されています。

Enhanced
このライブラリはメーカーの部品名
に準じた名称が付けられた3200個の部
品をまとめたもので、同一形状の部品
でもメーカーごとに別の名称で登録さ
れています。電源部品やスイッチな
ど、標準化された規格や品名を持たな
い部品の正確なシンボルを簡単に取り
出すことができ、違った寸法の部品を
配置してしまうといった過ちを避ける
ことができます。BASICライブラリと
の併用によって、より有効にご使用に
なれます。このTechLib-PCB enhanced
には、アドバンストPCB用とDOSパッ
ク用が用意されています。

この TechLib-PCB enhanced は、
Option Suite98に含まれています。

この TechLib-PCB basic は、
Option Suite98に含まれています。

Option Suite98
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FontMan アドバンストアドバンストアドバンストアドバンストアドバンストPCBににににに日本語を入力します。日本語を入力します。日本語を入力します。日本語を入力します。日本語を入力します。

Pro-3000 Interface
Windows-CAD としていま最も売れているアドバンストとしていま最も売れているアドバンストとしていま最も売れているアドバンストとしていま最も売れているアドバンストとしていま最も売れているアドバンストPCBととととと、ワークステーショ、ワークステーショ、ワークステーショ、ワークステーショ、ワークステーショ
ンンンンンCADとしてとしてとしてとしてとしてNO.1 の実績を誇るの実績を誇るの実績を誇るの実績を誇るの実績を誇るCR3000とととととのインターフェイスプログラムです。のインターフェイスプログラムです。のインターフェイスプログラムです。のインターフェイスプログラムです。のインターフェイスプログラムです。

  製品の概要製品の概要製品の概要製品の概要製品の概要
■このトランスレータは、プロテルとCR3000の両方を保有しているこ
とを前提に作成されています。

■全てのPCBデータを双方向にやりとりするのではなく、CR3000から
プロテルへは部品データのみの変換が可能です。プロテルから
CR3000へはレイアウトの終わったPCBデータの変換を行うことがで
きます。

■プロテルからCR3000への変換を行う際、部品データの変換とレイア
ウトの変換はそれぞれ別々のプログラムを実行して行います。プロ
テル側で新たに部品を作成していない場合は、レイアウトデータの
変換プログラムのみを実行します。

■プロテル及びCR3000に対して、共通のライブラリデータベースを用
いることを想定して開発されており、ライブラリの標準化の努力に
より運用効率の向上が期待できるシステムです。

■複数メーカーの製品による、システムの統合化をいっそう推し進め
るため、キーパーツとなるこの製品の価格は非常に低価格に設定さ
れています。

ご購入いただくにあたってはご購入いただくにあたってはご購入いただくにあたってはご購入いただくにあたってはご購入いただくにあたっては

この製品は、社内使用を目的に開発されたものをそのまま商品として販売する
ものですので、広範囲な使用目的には合致しない場合もあります。対象OSはDOS

及びHP-UNIXですが、DOS版は多くの制限が存在し一部の機能しか実用になりま
せん。またサポートの対象外製品です。ご購入に際しては「製品をお貸し出し」
いたしますので事前に能力が使用目的に合致するかどうかを評価の上、ご購入い
ただくようお願いいたします。

開発元開発元開発元開発元開発元 株式会社インテック TEL 0559-76-3443

ガーバー出力フォーマットガーバー出力フォーマットガーバー出力フォーマットガーバー出力フォーマットガーバー出力フォーマット

アドバンストPCBのガーバーインフォーマットに準拠
EOBコード ＊ 2A（hex）
EORコード ％ 25 （hex）
SPACEコード スペース 20 （hex）
座標値 アブソリュート
座標単位 インペリアル（インチ）
座標値桁数 2.3（0.001インチ精度）
ゼロ省略 リーディングゼロサプレス

日本語のテキストをガーバフォーマットで出力日本語のテキストをガーバフォーマットで出力日本語のテキストをガーバフォーマットで出力日本語のテキストをガーバフォーマットで出力日本語のテキストをガーバフォーマットで出力
し、し、し、し、し、アドバンストアドバンストアドバンストアドバンストアドバンストPCBのガーバー入力機能を用いのガーバー入力機能を用いのガーバー入力機能を用いのガーバー入力機能を用いのガーバー入力機能を用い
て日本語を入力します。て日本語を入力します。て日本語を入力します。て日本語を入力します。て日本語を入力します。

アドバンストPCBは日本語のフォントを備えていないため、PCBレ
イアウト上に日本語を配置することができません。このツールはアド
バンストPCBのこの弱点を補うための日本語入力システムです。
このシステムはアドバンストPCB上で動作するのではなく、独立し
たウィンドウズのソフトウェアです。内蔵されているテキストエディ
タで日本語の文字列を作成し、ガーバフォーマットで出力します。こ
の後ガーバーフォーマットで出力された日本語を、アドバンストPCB

のガーバインの機能を用いて読み込み、PCBレイアウト上に配置しま
す。アドバンストPCBとフォントマンは、いずれもウィンドウズソフ
トウェアですので、この作業を両方のプログラムを立ちあげたまま行
うことができ、非常に少ない操作でPCBレイアウト上に日本語の配置
を行うことができます。
また、日本語の文字列の受け渡しをガーバフォーマットで行う為、

ECAM等の他の製品の日本語入力システムとしても使用可能です。 FontManによってアドバンストによってアドバンストによってアドバンストによってアドバンストによってアドバンストPCBに日本語が配置されたようすに日本語が配置されたようすに日本語が配置されたようすに日本語が配置されたようすに日本語が配置されたようす

動作環境動作環境動作環境動作環境動作環境
CPU 486以上 メモリ16M以上 HDD 1 0 M B以上の空容量
OS Win3.1/95 /NT3.51/NT4.0 グラフィックス 640X480以上製品の仕様製品の仕様製品の仕様製品の仕様製品の仕様

フォントフォントフォントフォントフォント

JIS第一水準専用フォント

テキストエディタの編集機能テキストエディタの編集機能テキストエディタの編集機能テキストエディタの編集機能テキストエディタの編集機能
元に戻す（UNDO／REDO）、切り抜き、複写、貼り付け、消去、す
べて消去
他のウィンドウズアプリケーションとのカットアンドペーストが可能

サイズ指定サイズ指定サイズ指定サイズ指定サイズ指定
文字幅、文字高、文字送り、それぞれ2mmから50mmの範囲に設定可能
プリセットされた値を選択して文字サイズを指定することが可能

PCB用用用用用アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ フォントマン /プロ3000インターフェイス

※ CR3000は、株式会社図研の登録商標です。

このFontManは、Option Suite98にも含まれています。



インターネットを利用したタイムリーなサポートインターネットを利用したタイムリーなサポートインターネットを利用したタイムリーなサポートインターネットを利用したタイムリーなサポートインターネットを利用したタイムリーなサポート

サポートサービスに最も重要とされるのは、迅速な対応です。Time is moneyという言葉どおり、

トラブルによる時間のロスは、直接採算に影響します。

近年のインターネットの普及はめざましく、タイムリーな外部との情報のやりとりが可能になりま

した。プロテルでは、このインターネットをサポートサービスの主要な手段として用いる事により、

タイムリーなサポートを目指しています。またインターネットによる電子化されたドキュメントの配

信により、豊富な情報を安価に供給する事ができ、サポートを量的に充実させる事も容易です。さら

にインターネットの使用により、EDAツールのサポートで頻繁に行われるファイルのやり取りを容易

に行う事ができます。このように、インターネットはEDAツールのサポートサービスの手段としては

うってつけであり、プロテルではサポートの要としてこれを利用しています。

英語ホームページによるインタナショナルなサポート英語ホームページによるインタナショナルなサポート英語ホームページによるインタナショナルなサポート英語ホームページによるインタナショナルなサポート英語ホームページによるインタナショナルなサポート

プロテルインタナショナルの英語ホームページ、www.protel.com では、全世界のプロテルユーザ

に対して次のようなサポートが行われています。

● 65,000個を超える、回路図、PCB、シミュレーション用のライブラリの無償配布。

● 回路図エディタやPCBツールのアドオンモジュールの無償配布。

● ソフトウェアをアップデートする為のサービスパックの無償配布。

● Q and A 形式でまとめられた、問題点とその対処法についての一覧。

これらは非常に有用なものですので、障害に出くわした時だけでなく、定期的にアクセスされる事

をお奨めします。

日本語ホームページと日本語ホームページと日本語ホームページと日本語ホームページと日本語ホームページとe-mail による国内ユーザ向けサポートによる国内ユーザ向けサポートによる国内ユーザ向けサポートによる国内ユーザ向けサポートによる国内ユーザ向けサポート

プロテルジャパンのホームページ、www.protel.co.jp とe-mailにより、国内のプロテルユーザに対し

て次のようなサポートが行われています。

● 日本語メニュー、日本語ヘルプ、日本語マニュアル等の日本語化アイテムの無償配布。

● メーリングリスト及び e-mailによる、技術的な質問の受け付けと回答。

また、この日本語ホームページでは、英語ホームページの解説も行われています。英語ホームペー

ジからサービスパックのダウンロードが必要な場合には、事前に日本語ホームページで手順を確認す

る事ができます。

製品メンテナンス製品メンテナンス製品メンテナンス製品メンテナンス製品メンテナンス

不具合点を修正する場合には、ホームページからサービスパックと呼ばれるプログラムをダウン

ロードする事によって可能です。また新機能が実現された新しい製品がリリースされた場合には、登

録ユーザの皆様にバージョンアップの案内を差し上げます。尚プロテルでは、年間メンテナンスは

行っておりません。

ご購入頂いた後、ご購入頂いた後、ご購入頂いた後、ご購入頂いた後、ご購入頂いた後、EDAツールを安心してお使い頂く為の、ツールを安心してお使い頂く為の、ツールを安心してお使い頂く為の、ツールを安心してお使い頂く為の、ツールを安心してお使い頂く為の、
サポートサービス。サポートサービス。サポートサービス。サポートサービス。サポートサービス。6
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ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード
プロテルジャパンホームページでは、プロテル製品に関する様々
なデータが登録されており、それらはダウンロードのページから入
手する事ができます。どのデータもプロテル製品をお使いになる
際、あると便利なものばかりですので、是非ダウンロードしてお使
い下さい。ダウンロードページには各データに対して使用方法等の
説明がされていますので、必要なものを容易に見つけ入手する事が
できます。インターネットに不慣れな方でも簡単な操作をするだけ
ですので安心です。

WWW
URL=http://www.protel.co.jp/

プロテルジャパンでは、プロテルジャパンでは、プロテルジャパンでは、プロテルジャパンでは、プロテルジャパンでは、インターネットを利用してユーザーの皆様に役立つ情報をいち早くお届するインターネットを利用してユーザーの皆様に役立つ情報をいち早くお届するインターネットを利用してユーザーの皆様に役立つ情報をいち早くお届するインターネットを利用してユーザーの皆様に役立つ情報をいち早くお届するインターネットを利用してユーザーの皆様に役立つ情報をいち早くお届する
為のサービスを行っています。為のサービスを行っています。為のサービスを行っています。為のサービスを行っています。為のサービスを行っています。各種データのダウンロードから技術サポート情報まで、各種データのダウンロードから技術サポート情報まで、各種データのダウンロードから技術サポート情報まで、各種データのダウンロードから技術サポート情報まで、各種データのダウンロードから技術サポート情報まで、ホームページにホームページにホームページにホームページにホームページに
は多彩なコンテンツが用意されております。は多彩なコンテンツが用意されております。は多彩なコンテンツが用意されております。は多彩なコンテンツが用意されております。は多彩なコンテンツが用意されております。プロテルユーザーの方はもちろん、プロテルユーザーの方はもちろん、プロテルユーザーの方はもちろん、プロテルユーザーの方はもちろん、プロテルユーザーの方はもちろん、ご購入検討されているご購入検討されているご購入検討されているご購入検討されているご購入検討されている
方でもお気軽にアクセスして下さい。方でもお気軽にアクセスして下さい。方でもお気軽にアクセスして下さい。方でもお気軽にアクセスして下さい。方でもお気軽にアクセスして下さい。なお、なお、なお、なお、なお、プロテルジャパンではオーストラリアを拠点とするプロテプロテルジャパンではオーストラリアを拠点とするプロテプロテルジャパンではオーストラリアを拠点とするプロテプロテルジャパンではオーストラリアを拠点とするプロテプロテルジャパンではオーストラリアを拠点とするプロテ
ルインターナショナルのサイトと連動し、ルインターナショナルのサイトと連動し、ルインターナショナルのサイトと連動し、ルインターナショナルのサイトと連動し、ルインターナショナルのサイトと連動し、常に最新の情報を皆様にご提供しています。常に最新の情報を皆様にご提供しています。常に最新の情報を皆様にご提供しています。常に最新の情報を皆様にご提供しています。常に最新の情報を皆様にご提供しています。ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、プロテルプロテルプロテルプロテルプロテル
インターナショナルと並行してご利用下さい。インターナショナルと並行してご利用下さい。インターナショナルと並行してご利用下さい。インターナショナルと並行してご利用下さい。インターナショナルと並行してご利用下さい。

ダウンロードできるデータダウンロードできるデータダウンロードできるデータダウンロードできるデータダウンロードできるデータ
日本語化したマニュアル、オンラインヘルプ
日本ユーザ向けのトレーニングガイド
新製品の機能紹介デモ
テンプレートファイル
その他
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製品紹介製品紹介製品紹介製品紹介製品紹介
プロテルジャパンで取り扱っている製品をご紹介するページ
です。現在リリースされている製品の機能や特徴をご覧頂く事
ができます。価格表とあわせてご利用下さい。

リンクリンクリンクリンクリンク
プロテルジャパンと様々な関係があるサイトをリンクページ
にまとめました。RSI社等各国のEDAベンダから国内の基板設
計会社まで、用途別に区分したリンクがきっとお役に立ちま
す。必要な情報をいち早く入手する為にも是非ご活用下さい。

メーリングリストメーリングリストメーリングリストメーリングリストメーリングリスト
プロテルジャパンでは PJ-Supportメーリングリストを開催し
ており、これに参加して頂く事によって最新情報を一早く入手
する事ができます。また、参加者からの投稿も受け付けており
ますので、技術的な質問と回答等を参加者全員で共有できま
す。メーリングリストの参加は無料ですので、既に製品をお持
ち方や、購入を検討されている方でもお気軽に参加する事がで
きます。詳しくは別項をご参照下さい。

更新履歴更新履歴更新履歴更新履歴更新履歴
プロテルジャパンの更新内容が登録されています。最近の新
しい動きをチェックできますので、ホームページをご覧頂いた
際には、トップのページと合せてこのサイトをご覧頂く事をお
勧めします。

価格表価格表価格表価格表価格表
価格表のページでは、プロテルジャパンが取り扱う製品の価
格を掲載しています。各メーカごとに区別してありますので、
目的の製品価格を素早くご覧頂く事が出来ます。プロテルや関
連製品の御購入、アップグレードを御検討される場合にお役立
て下さい。また、教育機関への御導入や複数セットの際には特
別割引が適用される製品もございますので、お気軽にお問い合
わせ下さい。

サポートサポートサポートサポートサポート
このページでは、プロテル製品に関する技術的なサポート情
報をご覧頂く事ができます。一般的な機能の紹介や、メール等
でよくお問い合わせを頂く操作方法等をまとめました。また、
プロテルで随時レポートされる最新情報も翻訳した形でご覧頂
く事ができます。その他製品の使用に役立つ情報がギッシリ詰
まっておりますので、操作で分からないところがありました
ら、是非一度このページを覗いてみて下さい。なおプロテル
ジャパンでは、メールによる製品サポートも行っております。
詳細はサポートページをご覧下さい。

ホームページに関するお問い合わせ先
E-Mail：support@protel.co.jp

TEL：(053)453-6705
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プロテルインターナショナ
ル（http://www.protel.com）で
は、プロテル製品に関するあ
らゆる情報を閲覧する事がで
きます。世界中から集められ
たサポート記事はデータベー
ス化され、目的に合った情報
を容易に入手できます。
また、30日間製品同様に動
作するトライアル版が用意さ
てれいますので、どなたでも
ご自由にダウンロードしてプ
ロテル製品を実際に体験して
頂く事ができます。その他に
も製品を最新のバージョンに
して頂く為のサービスパック
や、ライブラリ等各種データ
もダウンロードしてご利用し
て頂く事ができます。

ホームページのコンテンツホームページのコンテンツホームページのコンテンツホームページのコンテンツホームページのコンテンツ



Protel Japan Support Mailing List (PJ-Support ML)は、Protel製品を主としたEDAツールの技術情報を提供し合う事を目的
としたメーリングリスト（ＭＬ）です。このＭＬでは、一方向の情報提供だけではなく、参加者からのご意見も掲載して
おりますので、製品のサポートを受けたり他の参加者の意見を聞いたり、またプロテルジャパンからの最新の技術情報を
いち早く入手する事が出来ます。Protel及び関連EDAツールのユーザの方は、是非このＭＬに参加される事をお勧め致し
ます。参加費は無料。また、参加／脱会は自由にできますのでどうぞお気軽にご登録下さい。

メーリングリスト（ＭＬ）とは特定の話題についての情報交換を行う場で、メールアドレスをお持ちの方なら誰でも参
加できます。参加者がＭＬに対してメールを送ると、他の参加者全員にそのメールが配布されるようになっています。あ
る参加者が持ち出した話題は他の参加者全員に届き、それに対して出した返事も参加者全員に届きます。もちろん参加者
はだれでも自由に発言でき、返事も書く事ができます。こうして、ＭＬでの情報交換、議論は進んでいきます。
※ 当ＭＬでは、参加者の投稿記事は直接ＭＬに流れず、いったんPROTEL JAPANに届き、弊社からＭＬへご返答をする
形式になっております。

途中参加でも問題ありません。途中参加でも問題ありません。途中参加でも問題ありません。途中参加でも問題ありません。途中参加でも問題ありません。
メーリングリストに参加された場合、それ以前にどのような記事があったのかが気になりますが、
PJ-Support MLでは過去の記事内容を全てウェブ形式でご覧頂く事ができます。ですから、いつから参加し
て頂いても情報量の差はありません。

参加方法参加方法参加方法参加方法参加方法
ＭＬに参加するには、PJ-Support MLに対してお持ちのメールアドレスを登録して頂くだけです。登録方法
についてはメールにて詳しくご説明致しますので、お使いのメールソフトから下記の要領でガイド用メール
を入手して下さい。

ガイドメールの入手方法ガイドメールの入手方法ガイドメールの入手方法ガイドメールの入手方法ガイドメールの入手方法
次の宛先にメールを送って下さい。

pj-support-ctl@ml.cup.com

なお、この時のメールにはタイトル(Subject)は不用です。また、本文中には下記のようなメッセージを記述
しておいて下さい。※メッセージは半角英数でお願いします。

# guide

このメールを送る事によってＭＬの参加方法が記されたメールが自動的に返信されてきますので、内容に
沿って登録作業を行って下さい。

ＭＬについてのご質問、お問い合わせ等ありましたら下記までご連絡下さい。

メーリングリストに関するお問い合わせ先

pj-support-request@ml.cup.com

ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML

ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML

サポーサポーサポーサポーサポートメーリングリストトメーリングリストトメーリングリストトメーリングリストトメーリングリスト
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98
「「「「「

」」」」」
アドバンストスケマティック 98と PCB98の為の 10個のオプ
ションツールを一つのパックにまとめました。スケマティック
のユーザもPCBのユーザも、そして両方お使いの方もあれこれ
悩む必要はありません。これさえ買えばもう完璧です。

98
スススススケケケケケマママママテテテテティィィィィッッッッッククククク用用用用用オオオオオプププププシシシシショョョョョンンンンン

■■■■■ TechLib-SCH 7 本本本本本パパパパパッッッッッククククク アドバンストスケマティックに標準添付されている 15000個の部品シンボルだけで
は満足できない方の為に用意されたライブラリです。標準ライブラリではサポートされていない日本製の部品が用意されてい
るほか、一般的なデスクリート部品、TTL/C-MOS/リニア ICなどがオリジナルのサイズの60%から70%のサイズに小型化され
ています。NS-PLD/Motrola-Fact/Motrola-Power/フォトアイソレータ /東芝 -HC/JRC-バイポーラ IC/汎用ベーシックの7本が含ま
れています。

■■■■■TechLib-MACRO 4 本本本本本パパパパパッッッッッククククク  高機能なマクロ言語Client Basicによって開発されたライブラリプレーサーと、
シンボルライブラリを組み合わせたもので、部品の取り出しが容易になる他、ダイアログボックス上でのマウス操作だけで定
数などの様々な属性を入力する事ができます。E-24系列 固定抵抗 /E-96系列 固定抵抗 /E-12系列 無極性コンデンサー /E-6系
列 電解コンデンサー 4本が含まれています。

■■■■■OrCAD用用用用用オオオオオプププププシシシシショョョョョンンンンンララララライイイイイブブブブブラララララリリリリリ OrCAD-SDT4のオプションとして用意されたシンボルライブラリです。国
産のCPUを中心とした、デジタル回路の作成を想定したシンボル構成になっています。オリジナルのOrCAD Libファイルの他
に、このOrCAD Libファイルから変換して生成した Protel Libファイルが添付されていますので、変換作業を行う事なく使用
する事ができます。アドバンストスケマティックとOrCAD-SDTを併用されている方には、特に便利なライブラリであると言え
ます。インターフェイス(フォトアイソレータ)643個 /CPU(4～ 32Bit)1761個 /CPU周辺 1761個が含まれています。

■■■■■NET-TOOL2-Lite (Protel-Zuken ccf) ユニバーサルタイプのネットリストトランスレータ NET-TOOL++
の機能を、プロテルフォーマットと図研CR3000/CR5000フォーマットの間の双方向ネットリスト変換機能だけに限定したもの
です。アドバンストスケマティックで回路図を作成して、CR3000/CR5000でプリント基板をレイアウトするという場合に必要
になるツールです。

PCB用用用用用オオオオオプププププシシシシショョョョョンンンンン
■■■■■ Font Man アドバンストPCBに日本語を入力するする為のツールです。任意に入力した日本語をいったんガーバ出力
し、アドバンストPCBのガーバ入力機能を使って日本語をプリント基板上にレイアウトします。

■■■■■TechLib-PCB basic ディスクリート部品やコネクタを中心に標準的な1500個の部品を集めた、アドバンストPCB
用のフットプリント(部品)ライブラリです。それぞれのフットプリントには形状に基づいた名前がつけられており、名前から
形状が容易に想像できるようになっています。また抵抗やコンデンサなどでは同一サイズの部品に対しても、それぞれ異なっ
たシルク形状を持つ複数のフットプリントが用意されています。そのままの状態でも充分ご使用いただく事ができますが、修
正を加えて独自のライブラリを作成するという用途にも向いています。

■■■■■ TechLib-PCB enhanced 3200個の部品を集めた、アドバンストPCB用のフットプリントライブラリです。そ
れぞれのフットプリントにはメーカーの部品名に基づいた名前が付けられているため、電源部品やスイッチなど標準化された
規格や名称を持たない部品でも容易に正しいフットプリントを取り出す事ができます。このライブラリとTechLib-PCBとを併
用する事により、さらに便利なものとなります。

■■■■■オオオオオプププププシシシシショョョョョンンンンンララララライイイイイブブブブブラララララリリリリリ - PCB 他の PCBレイアウトツールのオプションとして開発されたフットプリント・
ライブラリを Advanced PCB3/PCB98用に変換したもので、9000個以上の部品が格納されています。これ以外に PADS、及び
OrCAD - PCB/Layout 用のものが用意されており、別途にご購入頂くことが可能です。

■■■■■NC フフフフフォォォォォーーーーーマママママッッッッットトトトト変変変変変換換換換換 アドバンスト PCBのNCデータの出力フォーマットは、トレーリングゼロ省略になって
おり、リーディングゼロ省略が一般的な日本では好まれない傾向があります。これは省略されたゼロを復元する為のツールで、
トレーリングゼロ省略のNCデータを全く省略されていないフォーマットのNCデータに変換する事ができます。

■■■■■CAMCAD-ShareWare 製品としてライセンスされていない状態の CAMCADプログラムです。この状態でガー
バー /HPGL/HPGL2/DXFのファイルを読み込んで画面に表示する事ができます。アドバンストPCBから出力されたガーバデー
タをこれに読み込む事により、より客観的なガーバーデータのチェックが可能になります。

衝撃の衝撃の衝撃の衝撃の衝撃の58,000 円円円円円

このパックは、このパックは、このパックは、このパックは、このパックは、個別に販売されている商品を単純に組み合わ個別に販売されている商品を単純に組み合わ個別に販売されている商品を単純に組み合わ個別に販売されている商品を単純に組み合わ個別に販売されている商品を単純に組み合わせたものです。せたものです。せたものです。せたものです。せたものです。このためそれぞれのこのためそれぞれのこのためそれぞれのこのためそれぞれのこのためそれぞれの

ツールのインストーツールのインストーツールのインストーツールのインストーツールのインストール方法や操作方法、ル方法や操作方法、ル方法や操作方法、ル方法や操作方法、ル方法や操作方法、および説明書の表記基準などは一切統一されておりませおよび説明書の表記基準などは一切統一されておりませおよび説明書の表記基準などは一切統一されておりませおよび説明書の表記基準などは一切統一されておりませおよび説明書の表記基準などは一切統一されておりませ
ん。ん。ん。ん。ん。また、また、また、また、また、TechLib-SCH ととととと TechLib-PCB との間で、との間で、との間で、との間で、との間で、シンボル名称の統一は行われていません。シンボル名称の統一は行われていません。シンボル名称の統一は行われていません。シンボル名称の統一は行われていません。シンボル名称の統一は行われていません。

なおこの商品の供給メディアはなおこの商品の供給メディアはなおこの商品の供給メディアはなおこの商品の供給メディアはなおこの商品の供給メディアはCD-ROMのみとなっています。のみとなっています。のみとなっています。のみとなっています。のみとなっています。

本文中に使用されている商品名はそれぞれのメーカが保有する登録商標です。本文中に使用されている商品名はそれぞれのメーカが保有する登録商標です。本文中に使用されている商品名はそれぞれのメーカが保有する登録商標です。本文中に使用されている商品名はそれぞれのメーカが保有する登録商標です。本文中に使用されている商品名はそれぞれのメーカが保有する登録商標です。
本文中に紹介されている商品の仕様は、本文中に紹介されている商品の仕様は、本文中に紹介されている商品の仕様は、本文中に紹介されている商品の仕様は、本文中に紹介されている商品の仕様は、予告無しに変更される場合があります。予告無しに変更される場合があります。予告無しに変更される場合があります。予告無しに変更される場合があります。予告無しに変更される場合があります。ご購入に際してご購入に際してご購入に際してご購入に際してご購入に際して

は事前に当社または販売店に、は事前に当社または販売店に、は事前に当社または販売店に、は事前に当社または販売店に、は事前に当社または販売店に、最新の仕様をご確認ください。最新の仕様をご確認ください。最新の仕様をご確認ください。最新の仕様をご確認ください。最新の仕様をご確認ください。
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取扱店

D E S K T O P - E D A

1998年12月／Protel Japan

■お問い合わせは

販売元

PJセレクトVol. 1 '99　定価 500 円

PJ-SELECT

VOL.1 '99

進化したEDAツールによる、快適なデザイン環境を提案いたします。


