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回路図エディタ

回路図エディタ（Circuit Designer）

回路図エディタは、電子・電気回路図面を作成・編集するためのツールです。

単に回路図を描くだけでよければ、一般の作図ツールでも良いのですが、Circuit Designerを使うと、
よく使用する部品の管理から、後工程で使うための配置した部品のリスト（部品表）や、
回路の接続情報（ネットリスト）の出力を行うことができます。

また、回路図を短納期で正確に作成するために便利な機能をたくさん用意しています。
回路図エディタCircuit Designerの豊富な機能を是非、お使いください。

＜主な機能＞

自動結線

２つのピンを選択するだけで、その間にある障害物（部品やピンなど）を自動で避けて結線できます。

 

束結線

複数のピンから一度に結線を引き出し、バスなどに接続できます。

 

移動時の結線接続保持

部品やピンを移動する時、接続済みの結線が絶対切れないように、自動で結線を補間して滑らかな結線を保ち
ます。

 

リアルタイム部品点数・コスト計算

設計中、常に部品点数・ピン数・コスト（価格）合計が確認できます。

 

EDIFコンバータ

CR5000やOrCAD、Protelのデータをコンバートできます。

 

回路図設計の流れと構成
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ERC・DRC

ピンtoピン電気特性チェックなどの電子設計図面として、接続に問題がないかを確認する電気的なルールチェッ
クや、　
  文字の重なりや、部品の参照名が離れていないかなど、回路図として見やすさをチェックするレイアウトチェッ
クができます。

 

多彩なネットリストフォーマット

たくさんの種類のネットリストに対応しています。
   また、Net Changerにて、ネットリストの変換や比較照合が行えます。
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回路図設計の流れ

回路図設計の流れを以下にご紹介します。

回路図設計

LSIなどの半導体素子、トランジスタ、ダイオードなどの能動素子や抵抗、コンデンサ、コイルなどの受動素子と
の接続を
電子的な機能を発揮するように接続し、構成するための回路を図にしたものを回路図といいます。
その繋がり情報を後工程であるプリント基板設計（アートワーク）に連携することができます。

■ 前準備

 図面枠を用意する
⇒図面枠の作成

 ピンを用意する
⇒ピンの作成

 シンボルを用意する
⇒シンボルの作成

 部品を用意する
⇒部品の作成

設計に必要な、図面枠や部品のデータを用意します。
部品はピン⇒シンボル⇒部品と作業段階があります。

まず、回路図設計用プロジェクトと回路図面を新規作成します。
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■ 回路図の新規作成

 
回路プロジェクトの新規
作成する
⇒回路プロジェクトの新
規作成

■ 部品を配置する

 部品配置
⇒部品を配置する

 Referenceを更新する
⇒Referenceの更新

設計画面で、部品を配置します。
部品との繋がりや動作がわかりやすいように想定した配置を行います。

部品同士の繋がりを結線で接続します。
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■ 結線をつなげる

 結線をつなげる
⇒結線作業について

 バス結線で繋げる
⇒バス配線

 
ラベルでネットを指定す
る
⇒ラベル配置と編集

 ポートを配置する
⇒ポートの配置

 
ポートアドレスを表示す
る
⇒ポートアドレス操作

　

■ 回路図検証（ＥＲＣ／Ｄ
ＲＣ）

 
回路図の電気的繋がり
のチェックを行う
⇒ERC実行

 
回路図の見た目のチェッ
クを行う
⇒DRC実行

回路図の繋がりや表示に問題がないかをチェックします。

完成した回路図からネットの繋がり情報であるネットリストを出力したり、
準備する部品表を出力します。
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■ 各種出力

 部品表を出力する
⇒部品表出力

 ネットリストをする出力
⇒ネットリスト出力

 印刷する
⇒回路図印刷

  

　<img alt="" data-cke-
saved-src="/jp/manual/schematic/images/20120704180223254.png"

src="/jp/manual/schematic/images/20120704180223254.png" style="width:"
250px;"="">
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回路図の構成

Quadcept回路図で使用するオブジェクトはQuadceptで使うオブジェクトについての全体、回路図を参照ください。
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回路図作成について

まず、回路図設計を行うにあたり回路プロジェクトを用意する必要があります。
回路プロジェクトの新規作成方法と、プロジェクトへ回路図を追加する方法をご紹介します。

回路図作成関連操作

1. 回路プロジェクトの新規作成
2.プロジェクトへ回路図の追加

回路図作成について
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回路プロジェクトの新規作成

Quadceptでは、回路図は必ずプロジェクトという親を持ちプロジェクトは1枚〜複数枚の回路図を子に持ちます。

そのため複数枚の回路図を使用して設計することができ、プロジェクト単位で部品表やネットリストが作成できます
。

プロジェクトの構成例はこちらをご覧ください。

回路プロジェクトの新規作成は下記作業となります。
 

・新規作成ボタンから行う方法
・右クリックメニューから行う方法
・メニューから実行する方法

 

新規作成ボタンから行う方法

プロジェクトウィンドウの新規作成ボタンから行う方法をご紹介します。

(1)
「新規作成」
→【回路図プロジェ
クト】
をクリック
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回路図が1枚入ったプ
ロジェクトが作成され
ます。
また、回路図が自動的
に開きます。
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右クリックメニューから行う方法

プロジェクトウィンドウの右クリックメニューから行う方法をご紹介します。

(1)

プロジェクトウィンド
ウで
右クリック
→【新規作成】
→【回路図プロジェ
クト】
をクリック

　

回路図が1枚入ったプ
ロジェクトが作成され
ます。
また、回路図が自動的
に開きます。
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メニューから実行する方法

メニューから行う方法をご紹介します。

(1)

【ファイル】
→【新規作成】
→【回路図プロジェ
クト】
をクリック

　

回路図が1枚入ったプ
ロジェクトが作成され
ます。
また、回路図が自動的
に開きます。

新規作成された回路図の図面枠はプロジェクト設定で規定の図面枠に設定されたものを読み込みます。
図面枠の設定については図面枠をご覧下さい。
図面枠の作成方法については図面枠の作成をご覧ください。
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回路プロジェクトへ回路図の追加

既存の回路プロジェクトに新しい回路図を追加する操作をご紹介いたします。

回路プロジェクトに新しい回路図を追加することで、回路図を分けて作成することができるようになります。
回路プロジェクトに回路図を追加するには以下のような方法があります。

 

・右クリックメニューから追加する方法（選択プロジェクトに追加します。）
・メニューから追加する方法（開いているドキュメントのプロジェクトに追加します。）
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右クリックメニューから追加する方法

プロジェクトウィンドウから追加したいプロジェクトを選択して、回路図シートを追加します。
ドキュメントを開く必要なく追加することができます。

(1)
プロジェクトウィンド
ウで、プロジェクトを
選択

(2)

右クリック
→【新規作成】
→【回路図シート追加
】
クリック

　

プロジェクトに回路図
が追加され、ドキュメ
ント領域に回路図が開
きます。
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メニューから追加する方法

開いているドキュメントのプロジェクトに追加します。

(1)

【ファイル】
→【新規作成】
→【回路図シート追加
】
をクリック

　

プロジェクトに回路図
が追加され、ドキュメ
ント領域に回路図が開
きます。

回路図のシート名の変更は名前変更から行えます。
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シンボルグループの切り替え

シンボルグループが複数登録されている部品のシンボルグループの切り替えをご紹介いたします。

シンボル部品とはひとつの部品を複数の形状に設定した部品のことです。
詳しくはシンボルグループについてを参照ください。

 

部品を配置する
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部品配置中のシンボルグループの切り替え

部品配置の際にシンボルグループを切り替える方法をご紹介します。

(1)

部品配置中に
右クリック
→【シンボルグループ
】
を選択

　
シンボルグループが切
り替わります。

シンボルグループ部品の作成については部品の作成方法を参照ください。
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部品配置について

部品の配置はネットを定義する結線作業の前作業であり、部品表の出力に関わってくる作業です。

部品配置に関係する操作には下記のようなものがあります。

部品配置関連操作

1. 部品配置操作
2. 部品配置中によく使う操作
3. 配置済み部品の操作

 

シンボル配置について

Quadceptでは回路図の形状をシンボルファイルで管理しており、そのまま配置することができます。
シンボルは部品と同じように配置、編集を行いネットリストへ出力することもできます。

部品と違いは、部品には属性やフットプリントなどの情報をあらかじめ管理しておくことができるところです。
また、シンボルをPCBに転送する場合は部品置換で部品化する必要があります。

部品選定前に抵抗やコンデンサを仮置きしたい時に便利です。

回路図に配置後、部品とシンボルを区別できるよう、シンボルは以下のよう少し薄く表示されます。

部品 シンボル
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部品配置

回路図に部品の配置を行う操作をご紹介いたします。
たくさんある部品の中から目的の部品をすばやく見つけるには属性や型番で検索できる部品検索が便利です。

部品の配置には2つの方法があります。

方法1.部品ウィンドウから部品配置（オススメ）
方法2.部品配置ダイアログからの部品配置

部品ウィンドウから部品配置

右ウインドウにある部品ウインドウを使用して部品を配置します。
部品ウインドウからの部品配置は下記作業となります。

(1) 【部品ウインドウ】を
有効

(2) 【部品】の選択

(3) ディレクトリを選択

(4) 【部品リスト】から配
置したい部品を選択

(5)

【配置】をクリック、
または/配置したい部品
をダブルクリック ⇒ 部
品配置モードになり
ます。

(6) 回路図上の配置したい
場所でクリック

「サブディレクトリを含める」にチェックを入れると、選択しているディレクトリ以下の部品がすべて表
示されるようになります。
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部品配置ダイアログからの部品配置

部品配置ダイアログを使用して部品を配置します。
部品配置ダイアログからの部品配置は下記作業となります。

(1)

【回路図作成】
→【部品】
をクリック
⇒【部品配置ダイア
ログ】を開きます。

(2) ディレクトリを選択

(3) 【部品リスト】から配
置したい部品を選択

(4)

【配置】をクリック、
または/配置したい部品
をダブルクリック ⇒ 部
品配置モードになり
ます。

(5) 回路図上の配置したい
場所でクリック
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部品検索

部品配置ダイアログ、部品ウインドウを使用して部品配置を行う際、部品の検索を行うことができます。
部品検索を使用することでたくさんある部品の中から目的の部品をすばやく見つけることができます。

検索では選択しているディレクトリ内の複数の部品から詳細な条件を設定して部品を検索することができ、
部品ファイル名や属性などの条件等を指定し部品を検索します。
※「シンボル」「フットプリント」「IPCフットプリント」の検索はお気に入りの設定とファイル名の検索になります
。

詳細検索の項目について

「部品ウィンドウの検索欄」に直接入力する方法と「詳細検索」ウィンドウで検索内容を設定する方法があります。

部品ウィンドウの検索欄

検索欄に直接入力して、虫眼鏡アイコンをクリックしてください。
文字列だけを検索すると、「ファイル名」として検索が実行されます。
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部品ウインドウからの詳細検索

「詳細検索」ボタンをクリックし、「詳細検索」ウィンドウで検索内容を設定し、「OK」をクリックしてください。

お気に入り

お気に入りに設定している部品の中から検索するかのオプションになります。
※お気に入りとは、部品の左側に表示されているマークです。
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ファイル名

ファイル名称で検索します。

検索条件 内容 記入例

完全一致 「^」「$」で囲んで指定ください。 ^XXXXX$

開始一致 先頭に「^」をつけて指定ください。 ^XXXXX

終了一致 末尾に「$」をつけて指定ください。 XXXXX$

任意の一文字 ワイルドカードは「?」をつけて指定ください。 XXX?XX

空白を含む検索 ダブルコーテーション「"」で囲んで指定ください。 "XX XX"

絞込み検索

「属性」「検索条件」「値」を入力してください。
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詳細検索

詳細検索は下記作業となります。

(1)
部品ウィンドウで「詳
細検索」ボタンクリッ
ク

 
または、部品配置ウィ
ンドウで「詳細検索」
ボタンクリック
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　 詳細検索画面が開き
ます。

(2) 「追加」ボタンクリッ
ク

(3) 条件を追加します。
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複数条件を設定するこ
とができます。
※複数条件を入れてい
る場合はAND検索にな
ります。

(4) 「OK」をクリック
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検索条件にあてはまる
もののみ抽出されます
。

・詳細検索から選ばなくても条件を検索枠に入力し、「検索する」ボタンをクリックすることでも検索を行
えます。
・ファイル名の検索の場合、検索枠にファイル名を入力することで検索を行えます。

検索を実行すると部品が抽出された状態になります。
検索枠が黄色に表示されている場合は検索実行中になりますので、解除するには検索枠の中を削除し虫眼鏡
アイコンをクリックください。
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検索オプション

種類 設定方法 記入例

ファイル名検索
「-f=」「--file=
」

-f=400$
--file=400$

ID検索 「--id=」
--id=4f4d748a6040921280d34b37
(--id=は省略できます。ワイルドカードは使用出来ません。)

部品属性検索 「属性名=」

Reference=IC
Value=100k
(左の属性は大文字小文字を区別しますが、右の値は区別しま
せん）

更新日降順に並び替え  --order=-update

更新日昇順に並び替え  --order=+update
--order=update

今日編集したファイルを検
索

 --date=today
today

24時間以内に変更したファ
イル

 --date=24h
24h

過去7日間に編集したファイ
ル

 --date=7day
(その他、hour, day, week, month, year を利用できます。)

１年以上前に変更したファ
イル

 --date="-1 year"
-1year
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シンボル配置

回路図にシンボルの配置を行う操作をご紹介いたします。
たくさんあるシンボルの中から目的のシンボルをすばやく見つけるには属性や型番で検索できる部品検索が便利です
。

シンボルの配置には2つの方法があります。

方法1.シンボルウィンドウからシンボル配置（オススメ）
方法2.シンボル配置ダイアログからのシンボル配置
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シンボルウィンドウからシンボル配置

右ウインドウにあるシンボルウインドウを使用してシンボルを配置します。
シンボルウインドウからのシンボル配置は下記作業となります。

(1) 【シンボルウインドウ
】を有効

(2) 【シンボル】の選択

(3) ディレクトリを選択

(4)
【シンボルリスト】か
ら配置したいシンボル
を選択

(5)

【配置】をクリック、
または/配置したいシン
ボルをダブルクリック
⇒ シンボル配置モード
になります。

(6) 回路図上の配置したい
場所でクリック

「サブディレクトリを含める」にチェックを入れると、選択しているディレクトリ以下のシンボルがすべ
て表示されるようになります。
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シンボル配置ダイアログからのシンボル配置

シンボル配置ダイアログを使用してシンボルを配置します。
シンボル配置ダイアログからのシンボル配置は下記作業となります。

(1)

【回路図作成】
→【シンボル】
をクリック
⇒【シンボル配置ダイ
アログ】を開きます。

(2) ディレクトリを選択

(3)
【シンボルリスト】か
ら配置したいシンボル
を選択

(4)

【配置】をクリック、
または/配置したいシン
ボルをダブルクリック
⇒ シンボル配置モード
になります。
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5) 回路図上の配置したい
場所でクリック
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ゲートの切り替え

ゲート部品のゲートの切り替えをご紹介いたします。

ゲート部品とはひとつの部品を複数の形状に分割した部品のことです。
配置しようとしている部品が複数ゲートを持つ場合、配置する度に次のゲートへ自動的に切り替わりますが、
配置決定前のゲートの切り替えには以下のような方法があります。

ゲート部品の切り替え例

/A /B /C /D
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部品配置中のゲートの切り替え

部品配置の際にゲートを切り替える方法をご紹介します。

(1)
部品配置中に
右クリック
→【ゲート】
を選択

　
ゲートが切り替わり
ます。
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配置後部品のゲート切り替え

配置した部品のゲートを切り替える方法をご紹介します。

(1) ゲート部品を選択して
、ダブルクリック

(2) シンボル一覧で切り替
えたいゲートを選択

(3) 「OK」クリック

(4) 確認メッセージで「
はい」をクリック
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　 ゲートが変更されます
。

ゲート部品の作成については部品の作成方法を参照ください。
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オルタネート（形状）の切り替え

オルタネート部品のオルタネートの切り替えをご紹介いたします。

オルタネート部品とは異形状が設定された部品のことです。
部品のオルタネートの切り替えには以下のような方法があります。

オルタネートの切り替え例 (ド・モルガン)

オルタネート1 オルタネート2

方法1:右クリックメニューから切り替える方法
方法2:ショートカットキーで切り替える方法「Space」を押下（オススメ）
方法3:プロパティウィンドウでオルタネート部品を切り替える方法
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右クリックメニューから切り替える方法

部品配置時に右クリックメニューからオルタネートを切り替える方法をご紹介します。

(1)
部品配置中に
右クリック
→【オルタネート】
を選択

　 オルタネート形状が切
り替わります。
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ショートカットキーで切り替える方法

部品配置時にショートカットキーからオルタネートを切り替える方法をご紹介します。

　

部品配置中にショー
トカットキー「Space
」を押下
（※ショートカットの
設定が初期設定の場合
）

　 オルタネート形状が切
り替わります。
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プロパティウィンドウでオルタネート部品を切り替える方法

プロパティウィンドウのシンボル名からオルタネートを切り替える方法をご紹介します。

　
シンボル名
に「U_NOR1」が表示
されています。

(1) シンボル名を変更

　

シンボル名
が「U_NAND_Alt」に
変更され、シンボル形
状が変更されます。

    オルタネート部品の作成については部品を作成するを参照ください。
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配置後部品のオルタネート切り替え

配置後部品のオルタネートを切り替えるには以下の方法があります。

方法1:プロパティウィンドウでオルタネート部品を切り替える方法
方法2:部品ダイアログで切り替える方法

 

プロパティウィンドウでオルタネート部品を切り替える方法

プロパティウィンドウのシンボル名からオルタネートを切り替える方法をご紹介します。

(1) 部品を選択

(2) シンボル名を変更

回路図エディタ > 部品を配置する > オルタネート（形状）の切り替え 43 / 508



　 シンボル形状が変更さ
れます。
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配置後、部品ダイアログで切り替える方法

配置した部品のオルタネートを切り替える方法をご紹介します。

(1) 部品を選択して、ダブ
ルクリック

(2) オルタネートの切り替
えボタンをクリック

 プレビューで形状を確
認できます。

(3) 「OK」をクリック
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　 オルタネートが変更さ
れます。
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回転と反転

回転と反転をご紹介いたします。

回転、反転により結線作業が行いやすい向きに部品（シンボル）を配置できます。
また、部品やシンボルの回転時、属性の位置を自動調整します。
※属性の位置を自動調整しない場合は「属性自動調整OFF」を選択ください。

回転

90度回転します。
回転には以下のような方法があります。

方法1:【右クリック】→【移動・回転・反転】→【回転】を選択
方法2:【キーボード】→【R】を押下

部品の回転例

 回転前 回転後

通常

属性自動調整OFF

・部品以外のピン、束結線も回転することができます。
・回転は左90度回転になります。逆回転メニューもあります。
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反転(ミラー)

反転させます。
反転には以下のような方法があります。

方法1:【右クリック】→【移動・回転・反転】→【反転】を選択
方法2:【キーボード】→【M】を押下

部品の反転例

反転前 反転後

・部品以外のピン、束結線も反転することができます。
・「反転」は左右反転になります。上下反転メニューもあります。
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部品編集

配置済みの部品の属性、ピン属性等の編集を行います。

部品の編集

配置済みの部品の編集は下記作業となります。

(1)

部品を選択し、
ダブルクリック
⇒【部品編集ダイア
ログ】が表示されます
。

　

もしくは部品を選択し
、
右クリック
→【属性表示】をクリ
ック

(2) 値を編集して、「OK」
をクリック
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シンボル編集

配置済みのシンボルの属性、ピン属性等の編集を行います。

シンボルの編集

配置済みのシンボルの編集は下記作業となります。

(1)

シンボルを選択し、
ダブルクリック
⇒【シンボル編集ダイ
アログ】
が表示されます。

　

もしくはシンボルを選
択し、
右クリック
→【属性表示】
をクリック

(2) 値を編集して、「OK」
をクリック
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部品移動

配置済みの部品移動は下記作業となります。

部品の移動には結線をつないで保持したまま移動する方法と、結線を切断して移動する方法があります。

■結線を接続したまま移動する方法

 

移動前 移動後

方法1: 部品をドラッグ移動
方法2: 部品をクリック選択し、「Enter」キー移動

方法3: 部品をクリック選択し、部品の原点に表示される選択ハンドル（ ）を、ドラッグ移動。
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■繋がりを切断して移動する方法

移動前 移動後

方法:部品をクリック選択し、右クリック→【移動・回転・反転】→【繋がりを切断して移動】
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結線を接続したまま移動する方法

ドラッグ移動

一番簡単な移動方法です。　（※プロパティウィンドウの「ドラッグ移動」オプションが有効になっている時のみ
）

(1) 部品をドラッグ移動

　 部品が移動します。
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(2) 配置したい場所でクリ
ック
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部品を選択して、「Enter」キー押下

部品を選択して、移動モードにします。

(1) 部品をクリック選択

(2) 「Enter」キー押下

　
　

部品がカーソルについ
た状態になります。
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(3) 配置したい場所でクリ
ック
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部品をクリック選択し、部品の原点に表示されるマークを、ドラッグ移動

部品原点を基準に移動する方法です。

(1)

部品をクリック選択し
、部品の原点に表示さ

れるマーク にカー
ソルをあわせる

 
カーソル形状が十字矢

印 になります。

　
部品が部品原点を基準
にカーソルについた状
態になります。

回路図エディタ > 部品を配置する > 部品移動 57 / 508



(2) 配置したい場所でクリ
ック

部品に結線が接続されている場合、移動時に結線の自動補間機能が働き、結線が切れないように結線の補間
を行います。
※結線から離して移動したい場合は繋がりを切断して移動する方法をご覧ください。

移動時に「ピンポイントを基準に移動する」かは設定で切り替えることが出来ます。
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繋がりを切断して移動する方法

部品をクリック選択し、右クリック→【移動・回転・反転】→【繋がりを切断して移動】

部品を結線からはずして移動する方法です。マウスだけで操作できます。

(1) 部品をクリック選択

(2)

右クリック
→【移動・回転・反転
】
→【繋がりを切断して
移動】
を選択
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(3)
部品が結線から離れ
てカーソルについた状
態となります。

(4) 配置したい場所でクリ
ック
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結線割り込み

部品（シンボル）を結線の間に割り込ませる方法です。

抵抗やコンデンサなど、結線の引きなおしせずに割り込ませることができます。

割り込み前 割り込み後

新規配置の時と、コピー＆ペーストの部品のみ行えます。

※動画を別ウィンドウ大画面設定で見たい方は(http://www.youtube.com/embed/rbFe99hxlNE?rel=0)
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結線割り込み

結線に部品を割り込ませることができます。

(1) 部品を選択

(2) 「配置」をクリック

(3) 結線の上でクリックし
て配置

　 部品が結線に割り込み
ます。
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部品更新

部品更新は、部品やシンボルの更新を行います。部品の修正内容を配置済み部品に反映します。

この機能を使用することで、最新の部品属性情報や形状を回路図データに反映することができます。
コストや在庫数など常に変化する部品属性を回路図上で確認することができます。

また、一部の部品のみ部品更新したい場合は、部品を選択してから部品更新すると、
選択部品のみで更新することができます。

形状更新

部品更新前 部品更新後

 

属性更新

部品更新前 部品更新後
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部品更新

部品更新方法についてご紹介いたします。

　 今回は抵抗の形状を更
新します。

(1)
【プロジェクト】
→【部品更新】
クリック

(2) 設定を行い「OK」クリ
ック

(3) 「OK」クリック
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　 抵抗の形状が更新され
ます。
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部品更新画面説明

更新対象

項目 内容

選択部品
選択してから「部品更新」メニューを実行したときに表示されます。
選択している部品のみ部品更新を実行します。

プロジェクト プロジェクト内、すべての回路図に配置した部品に対して部品更新を実行します。

 

更新対象オブジェクト

項目 内容

属性 部品の属性を更新します。形状は更新されません。

形状 部品の形状を更新します。属性は更新されません。

属性+形状 部品の属性と形状を更新します。
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更新除外部品の選択

Referenceによって部品更新の対象外に設定することができます。
 

更新除外部品の追加方法

更新除外部品の追加方法についてご紹介します。

(1) 「追加」クリック

(2)

Referenceを指定し、
「OK」をクリック
※プロジェクト内
のReferenceからプルダ
ウンメニューで選択で
きます。

　 追加されます。
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部品置換

重ねて配置することでシンボルを部品に置き換えたり、部品を異なる部品に置き換えることができます。

※動画を別ウィンドウ大画面設定で見たい方は(http://www.youtube.com/embed/AefuBooz39U?rel=0)

部品置換

部品置換の方法をご紹介します。

(1) 部品を選択し、「配置
」クリック

(2) 置き換えたい部品に重
ねて配置します。

(3) 「はい」クリック
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　 部品が置き換わります
。
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シンボルグループの切り替え

シンボルグループの切り替え方法をご紹介いたします。

シンボルグループとは異形状の回路図シンボルのグループのことです。詳しくはシンボルグループについてを参照く
ださい。

シンボルグループ部品の切り替え例

シンボルグループ1 シンボルグループ２

ゲートA ゲートB
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部品配置中のシンボルグループの切り替え

部品配置の際にシンボルグループを切り替える方法をご紹介します。

(1)
部品配置時は、最初に
登録されているシンボ
ルグループの配置モー
ドとなります。

(2)

部品配置モード中に
右クリック
→【シンボルグループ
】
を選択
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(3)

シンボルグループが切
り替わり、カーソルに
次に登録されているシ
ンボルグループが表示
されます。

 シンボルグループの切り替えは配置後は行うことができません。
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電源の配置

電源（電源、グラウンド）の配置方法をご紹介します。

電源は電圧の基準点を示す記号で、Quadceptで配置して結線で接続した場合、電源名のネット名となります。
その為、同じ電源名で接続すると繋がっていると認識されます。

電源はあらかじめ用意されているものがありますが、ご希望の形状を作ることも出来ます。
作成方法は電源の作成をご覧ください。

電源を配置するときの各種作業をご紹介します。

電源メニューの選択方法
電源の配置方法
電源の回転
電源の反転
電源モードを解除する

電源メニューの選択方法

【回路図作成】→【電源】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。

 

電源を配置する
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電源の配置方法

電源メニューを選択したあとに、

STEP1:電源形状を選択
STEP2:電源名を入力
STEP3:「OK」をクリック
STEP4:配置したい場所でクリック

 

電源配置ダイアログから電源配置

電源配置ダイアログを使用して電源を配置します。

(1)

【回路図作成】
→【電源】
をクリック
⇒「電源配置」ダイア
ログを開きます。

 

※マウスの中央ボタン
をクリックして、ス
トロークメニューか
ら「電源」を選択する
のが便利です。
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(2) ディレクトリの選択

(3) 配置したい電源を選択

(4) 「電源名」を入力

 

※「電源名」にあ
るチェックのON/OFF
により電源名の表示/非
表示を切り替えでき
ます。

(5) 「OK」クリック

(6) 回路図上の配置したい
場所で、クリック
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電源の回転

配置中に90度回転します。
回転には以下のような方法があります。

方法1:【右クリック】→【回転】を選択
方法2:【キーボード】→【R】を押下

回転例

回転前 回転後

回転は左90度回転になります。逆回転メニューもあります。

 

電源の反転

配置中に反転させます。
反転には以下のような方法があります。

方法1:【右クリック】→【反転】を選択
方法2:【キーボード】→【M】を押下

反転例

反転前 反転後

「反転」は左右反転になります。上下反転メニューもあります。
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電源モードを解除する

電源モードを解除する方法は下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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電源の編集

電源の編集について各種作業をご紹介します。

電源名の編集
電源形状の編集
電源を移動する方法
電源を削除する方法
電源をコピーする方法
属性を編集する方法
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電源名の編集

配置済みの電源名を変更します。
電源名を変更すると電源に接続されている結線のネット名の変更も行われます。

配置済みの電源の編集には以下のような方法があります。

方法1:電源ダイアログから変更する方法
方法2:プロパティウィンドウから変更する方法

電源ダイアログから変更する方法

電源ダイアログから変更する方法を下記にご紹介します。

(1)
電源を選択し、ダブル
クリック
⇒「電源」ダイアログ
を開きます。

(2) 「電源名」を入力

(3) 「OK」をクリック
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 電源名が変更されます。
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プロパティウィンドウから変更する方法

プロパティウィンドウから変更する方法を以下にご紹介します。

(1)

電源をクリック
⇒「プロパティ」ウイ
ンドウに電源のプロ
パティが表示されます
。

(2)
「プロパティ」ウイン
ドウの「ピン名称」を
編集しキーボード
の「Enter」キーを押下

　 電源名が変更されます
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形状の編集

形状の編集

配置済みの電源形状を一括で変更します。

(1)

【回路図作成】
→【電源】
をクリック
⇒「電源配置」ダイア
ログを開きます

(2) ディレクトリの選択

(3) 配置したい電源を選択

(4) 「OK」をクリック

(5)
回路図上の既に配置し
ている電源の上で、
クリック

回路図エディタ > 電源を配置する > 電源の編集 82 / 508



(6)
ピンの置き換え確認画
面で「はい」をクリッ
ク

(7)
同じ電源名の電源をす
べて置き換えるかの確
認画面で「はい」を
クリック

 

※「はい」の場合は、
プロジェクト内の同じ
電源名の電源を全すべ
て置き換えます。
    「いいえ」の場合は
、重ねた電源だけが置
き換わります。
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電源を移動する方法

電源を移動するには以下の方法があります。

ドラッグ移動
移動モードで移動（右クリック→【選択オブジェクトの移動】クリック）

移動グリッド を移動

■移動パターン１

移動前 移動後

 

回路図エディタ > 電源を配置する > 電源の編集 84 / 508



電源を削除する方法

削除する方法は、下記作業となります。

選択して、Deleteキー押下

 

電源削除する方法

電源を削除する方法をご紹介します。

(1) 削除したい電源を選択

(2) Deleteキー押下

　 選択した電源が削除さ
れます。

 

電源をコピーする方法

STEP1：コピーしたい電源を選択し、右クリック→【コピー】（ショートカットキー「Ctrl+C｣でも可能
です。）
STEP2：右クリック→【貼り付け】でカーソルにコピーした電源が表示されます。
STEP3：配置したい場所でクリック。
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属性を編集する方法

選択してダブルクリック
選択して、右クリック→【属性表示】

属性を編集する方法

色や大きさなどを属性を変更することができます。

(1) 選択してダブルクリッ
ク

 
もしくは
右クリック
→【属性表示】

(2) 属性を変更し、「OK」
をクリック

　 変更されます。

属性はプロパティウィンドウからも確認・変更できます。
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ポートの配置

ポートの配置方法をご紹介します。

Quadceptではポートを配置することでポートアドレス（飛び先一覧）表示、飛び先への画面移動機能が使えるように
なります。
これにより回路図の確認作業や編集作業を効率よく行えるようになります。

また、ポートをバスに接続することによりバスルールの設定を行うことができます。

ポートはあらかじめ用意されているものがありますが、ご希望の形状を作ることも出来ます。
作成方法はポートの作成をご覧ください。
 

ポートを配置するときの各種作業をご紹介します。

ポートメニューの選択方法
ポートの配置方法
ポートの回転
ポートの反転
ポートモードを解除する

 

ポートメニューの選択方法

【回路図作成】→【ポート】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。

ポートを配置する
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ポートの配置方法

ポートメニューを選択したあとに、

STEP1:ポート形状を選択
STEP2:ポート名を入力
STEP3:「OK」をクリック
STEP4:配置したい場所でクリック

 

ポート配置ダイアログからポート配置

ポート配置ダイアログを使用してポートを配置します。

(1)

【回路図作成】
→【ポート】
をクリック
⇒「ポート配置」ダイ
アログを開きます。

 

※Shiftキーを押しなが
らマウスの中央ボタン
をクリックして、ス
トロークメニューか
ら「ポート」を選択す
るのが便利です。
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(2) ディレクトリの選択

(3) 配置したいポートを選
択

(4) 「ポート名」を入力

 

※「ポート名」にあ
るチェックのON/OFF
によりポート名の表示/
非表示を切り替えでき
ます。

(5) 「OK」クリック

(6) 回路図上の配置したい
場所で、クリック
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ポートの回転

配置中に90度回転します。
回転には以下のような方法があります。

方法1:【右クリック】→【移動・回転・反転】→【回転】を選択
方法2:【キーボード】→【R】を押下

回転例

回転前 回転後

回転は左90度回転になります。逆回転メニューもあります。
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ポートの反転

配置中に反転させます。
反転には以下のような方法があります。

方法1:【右クリック】→【移動・回転・反転】→【反転】を選択
方法2:【キーボード】→【M】を押下

反転例

反転前 反転後

「反転」は左右反転になります。上下反転メニューもあります。

ポートモードを解除する

ポートモードを解除する方法は下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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ポートの編集

ポート編集機能の各種作業をご紹介します。

ポート名の編集
ポート形状の編集
ポートを移動する方法
ポートを削除する方法
ポートをコピーする方法
属性を編集する方法
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ポート名の編集

配置済みのポート名を変更します。
ポート名を変更するとポートに接続されている結線のネット名の変更も行われます。

配置済みのポートの編集には以下のような方法があります。

方法1:ポートダイアログから変更する方法
方法2:プロパティウィンドウから変更する方法

ポートダイアログから変更する方法

ポートダイアログから変更する方法を下記にご紹介します。

(1)
ポートをダブルクリッ
ク
⇒「ポート」ダイアロ
グを開きます。

(2) 「ポート名」を入力

(3) 「OK」をクリック
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 ポート名が変更されます
。
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プロパティウィンドウから変更する方法

プロパティウィンドウから変更する方法を以下にご紹介します。

(1)

ポートをクリック
⇒「プロパティ」ウイ
ンドウにポートのプロ
パティが表示されます
。

(2)
「プロパティ」ウイン
ドウの「ピン名称」を
編集しキーボード
の「Enter」キーを押下

　 ポート名が変更されま
す
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形状の編集

形状の編集

配置済みのポート形状を変更します。

(1)

【回路図作成】
→【ポート】
をクリック
⇒「ポート配置」ダイ
アログを開きます

(2) ディレクトリの選択

(3) 配置したいポートを選
択

(4) 「OK」をクリック

(5)
回路図上の既に配置し
ているポートの上で、
クリック
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(6)
ピンの置き換え確認画
面で「はい」をクリッ
ク

(7) 形状が変更されます。
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ポートを移動する方法

ポートは移動するには以下の方法があります。

ドラッグ移動
移動モードで移動（右クリック→【選択オブジェクトの移動】クリック）

移動グリッド を移動

■移動パターン１

移動前 移動後
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ポートを削除する方法

削除する方法は、下記作業となります。

選択して、Deleteキー押下

 

ポート削除する方法

ポートを削除する方法をご紹介します。

(1) 削除したいポートを選
択

(2) Deleteキー押下

　 選択したポートが削除
されます。

 

 

ポートをコピーする方法

STEP1：コピーしたいポートを選択し、右クリック→【コピー】（ショートカットキー「Ctrl+C｣でも可能
です。）
STEP2：右クリック→【貼り付け】でカーソルにコピーしたポートが表示されます。
STEP3：配置したい場所でクリック。
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属性を編集する方法

選択してダブルクリック
選択して、右クリック→【属性表示】

属性を編集する方法

色や大きさなどを属性を変更することができます。

(1) 選択してダブルクリッ
ク

 
もしくは
右クリック
→【属性表示】
をクリック

(2) 属性を変更し、「OK」
をクリック

　 変更されます。

属性はプロパティウィンドウからも確認・変更できます。
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ポートアドレス操作

ポートアドレスとは配置済みのポート近くに飛び先アドレスを表示する機能のことです。

ポートアドレスを更新すると自動的にポートアドレスを表示し、図面上から目視で飛び先を確認できます。
設計中は、ポートアドレス飛び先一覧によって飛び先の一覧を確認でき、飛び先に画面移動させることができます。

ポートアドレス表示例

ポートアドレスの更新とポートアドレスクリア、ポートアドレスの飛び先一覧確認及び画面移動についてご紹介いた
します。

・ポートアドレスの更新
・ポートアドレスクリア
・ポートアドレス飛び先一覧及び画面移動
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ポートアドレスの更新

回路図に配置したすべてのポートのアドレスを自動的に生成します。
ポートアドレスの更新を行うことで、アドレス(飛び先)への画面移動が行えるようになります。
ポートアドレスの更新は下記作業となります。

(1)

【プロジェクト】
→【ポートアドレス】
→【ポートアドレス
更新】
をクリック

　 ポートアドレスが表示
されます。
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ポートアドレスのクリア

ポートアドレスの更新によって生成したポートのアドレスをクリアします。
ポートアドレスのクリアは下記作業となります。

(1)

【プロジェクト】
→【ポートアドレス】
→【ポートアドレスの
クリア】
をクリック

　 ポートアドレスがクリ
アされます。
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ポートアドレス飛び先一覧及び画面移動

表示されているポートアドレスの飛び先を確認し、画面移動を行います。ポートの飛び先を探す場合に使用し
ます。
ポートアドレスへの画面移動は下記作業となります。

(1) 【ポート】または【ポ
ートアドレス】を選択

(2)
右クリック→
【ポートアドレス飛び
先一覧】
をクリック

(3)

「ポートアドレス」画
面で一覧が表示され
ます。
確認したいポートアド
レスをダブルクリック
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　 指定のポートアドレス
へ画面移動します。
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ネットの確認方法

回路図上で意図したネット接続になっているか確認したい場合に便利な機能をご紹介します。

Quadceptではピンにネットの情報を持っています。
結線でネット情報を接続することができ、同じネット名は接続としてネットリストに出力されます。

方法 内容

ネット/ピン情報表示

選択したオブジェクトに接続するネットの接続情報（ネット/Referenece/ピン番号/ピ
ン名/電気特性/備考）を一覧で表示して
確認することができます。
ネット/ピン情報表示画面は表示させたまま、オブジェクトを選択しなおすことができ
るので、結線後のネットの確認や
結線中にピンの電気特性を確認しながら、接続を行うことが可能です。

部品選択：選択部品に接続されているネット／ピン情報を表示
結線選択：選択結線のネットに接続されているネット／ピン情報を表示
結線中：結線中の「ネット」、もしくは引き出したピンの「ピン」情報を表示

回路図上の「ネット」を一覧で表示。
『接続ピンのみ表示する』にチェックを入れると、未接続のピンは省かれネットリス
トと内容が確認できます。
「クリック」または「ダブルクリック」の操作を「選択」に設定し、選択後、回路図
上の同一ネットの確認を行うことで、
回路図上の同一ネットを簡単に確認することができます。
※上記操作を行うには、プロパティウィンドウの「部品ピン選択」を「有効」に設定
してください。

結線作業と編集
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オブジェクトウィンド
ウの「ピン」

ピン・結線の選択

ピンや結線を選択することで、プロパティからネット名を確認することができます。

回路図上の同一ネット
の確認

【右クリック】>>【選択方法】>>【同一ネット選択】を実行していただくことで
選択したネットをハイライト（選択状態）にすることができます。

任意のネット名を付けるには、ラベル配置を参照ください。
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結線作業について

結線とは結線オブジェクトを配置し、ピンとピンのネット接続をする作業のことです。

結線には下記のような方法があります。

結線方法

種類 内容

結線
手動でコーナーを指定しながら結線を作成できます。
細かくコーナーの指定ができるため、思い通りの引き回しを行うことができます。

自動結
線

開始点・終了点の2点を指定することで、部品、結線等の障害物を避けて自動的に結線を行うことがで
きます。
引き回しを自動で行うので、短時間で結線作業が行えます。

自動結線前 自動結線後

束結線

コネクタやIC,FPGA等からバスに接続する場合等、並列に並んでいるピンから一括で結線作業を行うこ
とができます。

結線作業終了後、結線作業に誤りがないかを確認するには回路図検証（ERC/DRC）をご利用ください。
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結線

結線の配置と編集についてご紹介いたします。

結線は部品のピンとピンを接続する電気的なラインのことをいいます。
結線作業で接続された接続がネットリストになります。

Quadceptでは結線作業に伴い、結線のネット名が自動的に生成・マージされ、
常にネットは最新の状態が保たれます。

※動画を別ウィンドウ大画面設定で見たい方は(http://www.youtube.com/embed/pkwoRJxV62I?rel=0)

ネット名は結線の選択 →【プロパティウインドウ】の【ネット名】から確認できます。
ネット名を指定したい時はラベル配置を参照ください。
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結線

結線とは手動でコーナーを指定しながら結線を作成する操作を言います。
細かくコーナーが指定できるため、思い通りの引き回しを行う事ができます。
短時間で結線をしたい場合は、自動結線/束結線などの機能をあわせてご利用ください。
結線は下記作業となります。

(1)
【回路図作成】
→【結線】をクリック
⇒ 結線モードになり
ます。

　

※マウスの中央ボタン
をクリックして、ス
トロークメニューか
ら「結線」を選択する
のが便利です。
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(2)

結線開始点をクリック
※ピンポイント以外の
場所でも【クリック】
で開始することができ
ます。

(3) 次の位置をクリック(コ
ーナーを決定します)

(4)

結線終了のピンポイン
トで【クリック】して
終了
※正しくピンポイント
に繋がれると、ピンポ
イントが消えます。
※ピンポイント以外の
場所で終了する際は【
ダブルクリック】で終
了することができます
。

結線後の引き回しの修正には、結線経路変更 /結線の自動補間が働くため、結線の接続を保持して修正が行
えます。

結線途中で終了(結線一時保留）する場合は、ダブルクリックで終了することが出来ます。
途中で終了した結線はERC設定の「未接続の結線端点を確認しますか？」で確認できます。
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結線作図時の各種作業

結線を作図するときの各種作業をご紹介します。
結線は手動で細かくコーナーが指定できるため、思い通りの引き回しを行う事ができます。

結線メニューの選択方法
コーナー角度の変更方法
角度スイッチ方法
結線の線幅を変更する
結線を戻す
結線をキャンセルする
結線モードを解除する

 

結線メニューの選択方法

【回路図作成】→【結線】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。

コーナー角度の変更方法

結線コーナーは、角度を自由に変更できます。

結線コーナーの折れ角度

45度 90度 フリー

結線コーナーの折れ角度変更は下記作業となります。

右クリック→【折れ角度変更】を選択
 ※プロパティウィンドウからも確認、変更できます。

 

回路図エディタ > 結線作業と編集 > 結線 112 / 508



角度スイッチ方法

切り替え前 切り替え後

角度スイッチは下記作業となります。

方法1:右クリック→【角度スイッチ】を選択
方法2:キーボードの「X」を押下
※プロパティウィンドウからも確認変更ができます。

 

また、マウスの引き出し方向の軌跡でも引き出し方向を決めることができます。

まず、右側に引き出した場合 まず、下側に引き出した場合

 

回路図エディタ > 結線作業と編集 > 結線 113 / 508



結線の線幅を変更する

結線幅を変更する

結線モード中に結線幅を変更します。

(1)

結線モード中に
右クリック
→【線幅変更】
選択
※もしくはショートカ
ット
「W」キー押下

(2) 線幅を入力し「OK」
クリック
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結線を戻す

結線を作成中にコーナーを一つ前の状態に戻すことができます。

戻す前 戻した後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【ひとつ戻る】を選択
※キーボードの「BackSpace」を押下
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結線をキャンセルする

結線を作成中に作成中の結線をキャンセルして作図前の状態に戻すことができます。

キャンセル前 キャンセル後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下

 

結線モードを解除する

結線モードを解除する方法は下記作業となります。

結線作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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自動結線

自動結線は開始点・終了点の2点を指定することで、部品、結線等の障害物を避けて自動的に結線を行う操作です。

引き回しを自動で行いますので、非常に短時間で結線作業が行えます。

下記に自動結線の例を示します。

自動結線

自動結線前 自動結線後

※動画を別ウィンドウ大画面設定で見たい方は(http://www.youtube.com/embed/JQd4v9Dc5Y0?rel=0)
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自動結線

自動結線の作図方法をご紹介します。

(1)

【回路図作成】
→【自動結線】
をクリック
⇒自動結線モードにな
ります。

(2)

※マウスの中央ボタン
をクリックして、ス
トロークメニューか
ら「自動結線」を選択
するのが便利です。

(2) 開始点をクリック

(3) 終了点をクリック
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　 自動配線処理が実行さ
れます。

自動結線の開始点と終了点はピンポイント、結線、バス、一点接続に限られます。
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自動結線作図時の各種作業

自動結線を作図するときの各種作業をご紹介します。

自動結線メニューの選択方法
自動結線をキャンセルする
自動結線モードを解除する

 

自動結線メニューの選択方法

【回路図作成】→【自動結線】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。

 

自動結線をキャンセルする

自動結線を作成中に作成中の自動結線をキャンセルして作図前の状態に戻すことができます。

キャンセル前 キャンセル後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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自動結線モードを解除する

自動結線モードを解除する方法は下記作業となります。

自動結線作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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束結線

束結線は1列に並んでいるピンからまとめて結線を行う操作です。

コネクタやIC、FPGA等からバスに接続する場合、1本1本結線作業をする必要がなくなり、短時間で結線作業が行え
ます。

束結線例

※動画を別ウィンドウ大画面設定で見たい方は(http://www.youtube.com/embed/FL9qcmqHVvY?rel=0)
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束結線

束結線は下記作業となります。

(1)

【回路図作図】
→【束結線】
をクリック
⇒ 束結線モードになり
ます。

　

※マウスの中央ボタン
をクリックして、ス
トロークメニューか
ら「束結線」を選択す
るのが便利です。

(2)
複数のピンポイントを
ドラッグ選択
⇒ ピンから結線が引き
出されます。

　 次の位置をクリック(コ
ーナーを決定します)
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(3) 終点をクリック

・束結線作業中に回転を行うと、結線を直角に曲げることができます。
・部品のピンをクリックした場合、同じ部品に並列に並んでいるピンすべてから一度に引き出すこともでき
ます。
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束結線作図時の各種作業

束結線を作図するときの各種作業をご紹介します。

束結線メニューの選択方法
束結線の幅を変更する
束結線の向きを変更する
束結線をキャンセルする
束結線モードを解除する

 

束結線メニューの選択方法

【回路図作成】→【束結線】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。

 

束結線の幅を変更する

束結線を折り曲げた時の間隔はSNAPの値を適用します。
※すでに確定している結線には適用されません。

スナップがグリッドの半分の値の場合 スナップがグリッドと同じ場合

折り曲げた時の間隔を変更するには下記の作業となります。

STEP1:右クリック→【表示オプション】→【スナップ変更】⇒スナップ変更ウィンドウが開きます。
STEP2:スナップ値を変更し「OK」をクリック
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束結線の向きを変更する

向き変更前 向き変更後

束結線の向きを変える方法は、束結線の作成中に下記作業となります。

キーボードの「R」を押下
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束結線をキャンセルする

束結線を作成中に作成中の束結線をキャンセルして作図前の状態に戻すことができます。

キャンセル前 キャンセル後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下

 

束結線モードを解除する

束結線モードを解除する方法は下記作業となります。

束結線作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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結線の編集

Quadceptの中でも非常に強力な機能である結線の自動補間機能/結線経路変更機能などの

結線の編集についてご紹介いたします。

結線の自動補間
結線経路変更
結線を移動する方法
結線を削除する方法
結線をコピーする方法
属性を編集する方法

 

結線の自動補間

結線の移動や結線が接続されている部品やピンの移動に対し、自動的に結線補間行います。
このため、どんな結線の編集を行っても結線接続とネット接続が保持されます。

下記に部品移動時の結線自動補間の例をご紹介いたします。(参照名CN2の部品移動)

結線自動補間前 結線自動補間後
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結線経路変更

結線の作業時、再経路を指定するとループにならず結線経路を自動変更します。
経路変更時に不要な結線を削除することなく結線の経路変更が行えるため、作業の手間を軽減できます。

下記に経路変更の例を示します。

経路変更前 経路変更中 経路変更後
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結線を移動する方法

ドラッグ移動
移動モードで移動（右クリック→【選択オブジェクトの移動】クリック）

移動グリッド を移動

■移動パターン１

移動前 移動後

 

■移動パターン２

移動前 移動後

 

回路図エディタ > 結線作業と編集 > 結線の編集 130 / 508



■移動パターン３（結線全体が移動対象の場合は、補間が行われず全体が移動します。）

移動前 移動後
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結線を削除する方法

削除する方法は、下記作業となります。

選択して、Deleteキー押下

 

結線削除する方法

結線を削除する方法をご紹介します。

(1) 削除したい結線を選択

(2) Deleteキー押下

　 選択した結線が削除さ
れます。

結線をコピーする方法

STEP1：コピーしたい結線を選択し、右クリック→【コピー】（ショートカットキー「Ctrl+C｣でも可能
です。）
STEP2：右クリック→【貼り付け】でカーソルにコピーした結線が表示されます。
STEP3：配置したい場所でクリック。
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属性を編集する方法

選択してダブルクリック
選択して、右クリック→【属性表示】

属性を編集する方法

色や太さなどを属性を変更することができます。

(1) 選択してダブルクリッ
ク

 
もしくは
右クリック
→【属性表示】
選択

(2) 属性を変更し、「OK」
をクリック
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変更されます。
※同じネット名の結線
に対して実行されます
。

属性はプロパティウィンドウからも確認・変更できます。
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接続点追加と編集

接続点とは交差した結線のネットを統合するオブジェクトです。
接続点を追加することで交差した結線を同一ネットにします。
接続点の追加には、接続点の自動追加とメニューからの接続点の追加 の2つの方法があります。

接続点を作図するときの各種作業をご紹介します。

接続点の自動追加
接続点メニューの選択方法
接続点の追加方法
接続点モードを解除する
接続点を削除する方法

 

接続点の自動追加

接続点の自動追加

結線作業によりT字分岐などができた場合、自動的に接続点を追加します。
接続点の自動追加は以下のような方法があります。

(1)
結線モード
→ 接続点を追加した
い【結線上】でクリッ
ク
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接続点メニューの選択方法

【回路図作成】→【接続点】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。

接続点の追加方法

接続点メニューを選択したあとに、

STEP1:結線の交差点をクリック

接続点の追加

メニューからの接続点の追加は下記作業となります。

(1)

【回路図作成】
→【接続点】
をクリック
⇒ 接続点追加モードに
なります。

(2) 結線の交差点をクリッ
クします

ラベルが配置された結線同士に接続点を追加してネットの統合をする場合、
ネット統合処理が働き、ラベル名はマージされます。
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接続点モードを解除する

接続点モードを解除する方法は下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下

接続点を削除する方法

削除する方法は、下記作業となります。

選択して、Deleteキー押下

接続点削除する方法

追加された接続点を削除します。接続点を削除すること、統合した結線はそれぞれ別ネットとなります。
接続点の削除は下記作業となります。

(1) 削除したい接続点を選
択

(2) Deleteキー押下
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　 選択した接続点が削除
されます。

接続点が削除できるのは十字分岐している接続点のみで、T字分岐の接続点は削除できません。
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一点接続の作図

一点接続は「一点グラウンド」や「一点アース」などとも呼ばれる基準電位となる1点を設定できる機能となってい
ます。

異なる2つのGNDを最終的に【アースポイント】にまとめ1点で結ぶことにより、ノイズ対策の一部である電位差を可
能な限り
少なくすることができます。こ の機能により回路図とPCBの親和性が向上し、PCB設計側のDRCにおいても1点アー
ス部分を
考慮し、これまでの目視チェックがなくなり、配線作業の短 縮が大幅に可能になります。

回路図画面から一点アース用のポイントを配置することができます。
異なるネットを接続することで2つのGNDを電位差をなくすポイントを作成することができ、プリント基板設計へと
引き継ぐことができます。

プリント基板設計への連携では、1点アースポイントが表示され、異なるネットをまとめることができます。

もちろん、デザインルールを考慮することができるので、これまでの異なるネットの接続部分の目視チェックはなく
なり、
ミス防止が可能になります。

一点接続使用例
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一点接続作図方法

一点接続は下記作業となります。

(1)

【作図】
→【一点接続】
をクリック
⇒ 一点接続モードにな
ります。

(2)
配置したい座標でクリ
ック。
一点接続が作成され
ます。
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(3) 一点接続に結線を接続
。

(4)
異なるネットの結線か
ら一点接続に結線を
接続。
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一点接続のネット名は
プロパティウィンドウ
から確認できます。
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一点接続作図時の各種作業

 

一点接続を作図するときの各種作業をご紹介します。

一点接続メニューの選択方法
一点接続モードを解除する

 

一点接続メニューの選択方法

【作図】→【一点接続】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。

 

一点接続モードを解除する

一点接続モードを解除する方法は下記作業となります。

一点接続作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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ピンtoピン接続

ピンとピンを接続することにより、自動的に接続したピン間に結線が発生し接続する機能です。

コネクタやICなどピン数の多い部品や、電源、ポートなどでまず結線をつないでから配置を考えたい時に便利です。

ピンtoピン接続  移動後
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ピンtoピン接続方法

ピンとピンを接続することで、結線を接続する機能です。

　 ピンとピンを重ねます

　
ピンとピンがつながり
、ピンポイントが非表
示になります。
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　 電源を移動すると結線
が補間されます。
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結線の選択

結線の選択には以下の種類があります。

セグメント選択 スプレッド選択 同一ネット選択

折れ角度までの一節の結線の選択と
なります。

ピンtoピンで一繋がりの結線の選択
となります。

同一ネット結線の選択となります
。
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セグメント選択

セグメント選択方法をご紹介します。

(1) 結線をクリック
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スプレッド選択

スプレッド選択方法をご紹介します。

(1) 結線をクリック

(2)

右クリック
→【選択方法】
→【スプレッド選択】
クリック
※ショートカットキ
ー「Shift+C」でも実行
できます。

　 スプレッド選択され
ます。
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同一ネット選択

同一ネット選択方法をご紹介します。

(1) 結線をクリック

(2)

右クリック
→【選択方法】
→【同一ネット選択】
クリック
※ショートカットキ
ー「Shift+N」でも実行
できます。

　 同一ネットの結線が選
択されます。
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バス配線

バスの作図

バスを使用することでICやFPGA等から引き出した結線をまとめることができます。

バスの配線手順を使用する方法をご紹介します。

STEP1:バスを作成
STEP2:結線でバスに接続する結線を作成
STEP3:バスに接続した結線にラベルを配置し、ネット名をつける
STEP4:バスにポートを接続する

バス結線
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バス配線

バス配置は下記作業となります。

(1)

【回路図作成】
→【バス】
をクリック
⇒ バス配置モードにな
ります。

(2) バス開始点をクリック

(3)
次の位置をクリック(バ
スのコーナーを決定し
ます)

(4) バス最終点をダブル
クリック

(5)

【回路図作成】
→【束結線】
をクリック
※一本ずつ引く場合は
、
【回路図作成】
→【結線】
や
【回路図作成】
→【自動結線】
を選択ください。
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(6) 部品からバスに向かっ
て結線を作図します。

　

自動的にリッパー（バ
スと接続する結線の斜
め部分）が作成され結
線がバスに接続され
ます。

　

※リッパー（バスと接
続する結線の斜め部分
）の設定の大きさやサ
イズなどは変更でき
ます。

(7)
【回路図作成】
→【ラベル】
をクリック
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(8) ラベル名を入力し
て「OK」をクリック

(9) ドラッグして、ラベル
を一括配置

　 ラベルが配置されます
。
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(10)
【回路図作成】
→【ポート】
をクリック

(11)
ポート形状を選択し、
ポート名を設定
し「OK」をクリック

(12) ポートを配置

バスルールの設定はバス配置後の操作となります。
バスに接続されている結線にはネット名を指定するため、ラベルを配置する必要があります。
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リッパーの設定

 

リッパー（バスと接続する結線の斜め部分）の設定

結線を作図する際に、プロパティから設定を確認・変更することができます。
リッパーの確認箇所をご紹介します。
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バスルールの設定

 

バスルールの設定

配置済みのバスにバスルールを設定します。
バスルールを設定することで、ERC実行時にバスに接続されている結線のラベルチェックを行うことができます
。
バスルールを設定するにはバスルールを入力したポートをバスに接続します。

ポートの配置についてポートの配置を参照ください。
バスルールのフォーマットについてはバスルールのフォーマットを参照してください。
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バスルールのフォーマット

バスルールのフォーマットについてご紹介いたします。
バスルールはラベル識別子、ラベルナンバーの範囲(省略可)、オペレータの3つで構成されています。
 

バスルール用語説明

用語 意味

ラベル識別子
ラベルナンバーの前につける文字列の事で、同一のラベル識別子のラベルの接続を許し
ます。

ラベルナンバー ラベル識別子の後につける数字のことです。

ラベルナンバーの
範囲

"[ラベルナンバーFrom:ラベルナンバーTo]"で記述し、FormからToの間に入るラベルナンバ
ーを許します。

オペレータ
"/"で記述します。このオペレータを配置することで他のルールとの論理和(OR)を設定し
ます。

ラベルナンバーの範囲を省略するとラベル識別子がついた任意の結線を対象となります。

バスルール例

バスルール 意味

DA[00:20]/D/A DA00〜DA20までのラベルの付いた結線とDとAのラベル接頭辞のラベルの接続を許します。
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バス作図時の各種作業

 

バスを作図するときの各種作業をご紹介します。

バスメニューの選択方法
バスコーナー角度の変更方法
角度スイッチ方法
バスを戻す
バスをキャンセルする
バスモードを解除する

 

バスメニューの選択方法

【回路図作成】→【バス】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。

バスコーナー角度の変更方法

バスコーナーは、角度を自由に変更できます。

バスコーナーの折れ角度

45度 90度 フリー

バスコーナーの折れ角度変更は下記作業となります。

右クリック→【折れ角度変更】を選択
 ※プロパティウィンドウからも確認、変更できます。
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バス角度スイッチ方法

切り替え前 切り替え後

角度スイッチは下記作業となります。

方法1:右クリック→【折れ角度変更】を選択
方法2:キーボードの「X」を押下
※右クリックメニューやプロパティウィンドウからも確認変更ができます。

 

また、マウスの引き出し方向の軌跡でも引き出し方向を決めることができます。

まず、右側に引き出した場合 まず、下側に引き出した場合
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バスを戻す

バスを作成中にコーナーを一つ前の状態に戻すことができます。

戻す前 戻した後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【ひとつ戻る】を選択
※キーボードの「BackSpace」を押下

 

バスをキャンセルする

バスを作成中に作成中のバスをキャンセルして作図前の状態に戻すことができます。

キャンセル前 キャンセル後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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バスモードを解除する

バスモードを解除する方法は下記作業となります。

バス作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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バスの編集

バス編集機能の各種作業をご紹介します。

バスの自動補間
バスを移動する方法
バスを削除する方法
バスをコピーする方法
属性を編集する方法

 

バスの自動補間

バスの移動やバスが接続されているポートの移動に対し、自動的にバス補間行います。
このため、バス接続とネット接続が保持されます。

下記に部品移動時のバス自動補間の例をご紹介いたします。(ポートの移動)

バス自動補間前 バス自動補間後
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バスを移動する方法

ドラッグ移動
移動モードで移動（右クリック→【選択オブジェクトの移動】クリック）

移動グリッド を移動

 

■移動パターン１

移動前 移動後

 

■移動パターン２（バス全体が移動対象の場合は、補間が行われず全体が移動します。）

移動前 移動後
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バスを削除する方法

削除する方法は、下記作業となります。

選択して、Deleteキー押下

 

バス削除する方法

バスを削除する方法をご紹介します。

(1) 削除したいバスを選択

(2) Deleteキー押下

　 選択したバスが削除さ
れます。
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バスをコピーする方法

STEP1：コピーしたいバスを選択し、右クリック→【コピー】（ショートカットキー「Ctrl+C｣でも可能
です。）
STEP2：右クリック→【貼り付け】でカーソルにコピーしたバスが表示されます。
STEP3：配置したい場所でクリック。

 

属性を編集する方法

選択してダブルクリック
選択して、右クリック→【属性表示】

属性を編集する方法

色や太さなどを属性を変更することができます。

(1) 選択してダブルクリッ
ク

 
もしくは
右クリック
→【属性表示】
選択

(2) 属性を変更し、「OK」
をクリック
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変更されます。
※一繋がりのバスに対
して実行されます。

属性はプロパティウィンドウからも確認・変更できます。
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ラベル配置

Quadceptでは結線のネット名は配線時、自動的に割り当てされますがラベル配置によりユーザー指定にすることがで
きます。
このことから、同じラベル名のラベルを配置することで離れた結線や回路図間のネット接続を行うことができます。

ラベルについて

ラベルを配置するとネット名を指定、表示できます。その為、ラベル名とネット名は連動しています。

ラベル名を変更するとラベルが配置されている結線のネット名も変更されます。
ラベルは結線上の任意の位置に表記することができます。

結線にネット名を指定するとラベルが表示されます。 移動したり、複数表示することもできます。

ラベルの配置に伴い、バスを使用すると結線をまとめることができ、
ポートを使用することで結線の接続先が見つけやすくなります。

ポートの配置についてはポートを配置を、バスの配置についてはバス配線を参照ください。

結線のネット名は結線を選択 →【プロパティウインドウ】の【ネット名】で確認することができます。

ラベルを配置する
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ラベルの配置方法

ラベルの配置にはいくつか方法があります。

ラベルを作図して配置
ラベルの一括配置
結線にネット名を入力して自動配置

ラベルを作図して配置

ラベルを結線に配置し、ネット名を設定します。ラベルは結線にのみ配置することができます。
ラベル配置は下記作業となります

(1)

【回路図作成】
→【ラベル】
をクリック
⇒【ラベル配置ダイア
ログ】を開きます。

(2) 「ラベル名」を入力

(3)
「OK」をクリック
⇒ ラベル配置モードに
なります。

(3) 配置したい結線上で
クリックをします。
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すでにラベルが結線に配置されている場合や電源に接続されネット名が決定されている場合、
ラベル名の自動マージ処理が行われます。
ラベル名は電源名 > ラベル、ポートあり結線 > ラベルなし結線の優先順位でマージされます。

ラベルの末尾が数値の場合、配置後、自動的にインクリメントされます。
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ラベルの一括配置

ラベル一括配置

ラベルを複数結線に一括で配置し、ネット名を設定します。ラベルの末尾が数値の場合は自動的に数値がインク
リメントされます。
ラベル一括配置は下記作業となります

(1)

【回路図作成】
→【ラベル】
をクリック
⇒【ラベル配置ダイア
ログ】を開きます。

(2) 「ラベル名」を入力

(3)
「OK」をクリック
⇒ ラベル配置モードに
なります。

(3) 配置したい複数の結線
上でドラッグで囲む。
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　 インクリメントして一
括配置されます。

下からドラッグで囲むと、下からインクリメントされた数値となります。
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結線にネット名を入力して自動配置

結線にネット名を入力して自動配置

結線にネット名を入力するとラベルが自動配置されます。
ネット名の入力方法は、結線ダブルクリックして結線画面のネット名を編集する方法と、プロパティウィンドウ
から編集する方法があります。

 ※結線画面から入力す
る場合

(1) 結線を選択し、ダブル
クリック

(2) 結線画面で「ネット名
」を入力

(3) 「OK」ボタンクリック

 選択した結線にラベルが
自動配置されます。
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※プロパティウィンド
ウからネット名を入力
する場合

(1) 結線を選択

(2) プロパティウィンドウ
で「ネット名」を編集

 選択した結線にラベルが
自動配置されます。
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ラベル作図時の各種作業

ラベルを作図するときの各種作業をご紹介します。

ラベルメニューの選択方法
ラベルの一括配置
ラベルの回転
ラベルモードを解除する

 

ラベルメニューの選択方法

【回路図作成】→【ラベル】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。

ラベルの回転

作図中に90度回転します。
回転には以下のような方法があります。

方法1:【右クリック】→【回転】を選択
方法2:【キーボード】→【R】を押下

回転例

回転前 回転後

回転は左90度回転になります。逆回転メニューもあります。
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ラベルモードを解除する

ラベルモードを解除する方法は下記作業となります。

ラベル作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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ラベルの編集

ラベル編集機能の各種作業をご紹介します。

ラベルを移動する方法
ラベルを削除する方法
ラベルをコピーする方法
属性を編集する方法

ラベルを移動する方法

ラベルは結線上にのみ配置できます。結線のないところには配置できません。

ドラッグ移動
移動モードで移動（右クリック→【選択オブジェクトの移動】クリック）

移動グリッド を移動

■移動パターン１

移動前 移動後
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ラベルを削除する方法

削除する方法は、下記作業となります。

選択して、Deleteキー押下

 

ラベル削除する方法

ラベルを削除する方法をご紹介します。

(1) 削除したいラベルを選
択

(2) Deleteキー押下

　 選択したラベルが削除
されます。

 

ラベルをコピーする方法

STEP1：コピーしたいラベルを選択し、右クリック→【コピー】（ショートカットキー「Ctrl+C｣でも可能
です。）
STEP2：右クリック→【貼り付け】でカーソルにコピーしたラベルが表示されます。
STEP3：配置したい場所でクリック。
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ラベル名の編集

配置したラベル名の編集を行います。ラベル名の編集を行うと結線のネット名も更新されます。

ラベルの編集には以下のような方法があります。

方法1:属性画面から変更する方法
方法2:プロパティウィンドウから変更する方法

属性画面から変更する方法

ラベルをダブルクリックした属性画面から編集する方法をご紹介します。

(1)
ラベルをダブルクリッ
ク
⇒【ラベル配置ダイア
ログ】を開きます。

(2) 「ラベル名」を入力

(3) 「OK」をクリック

　 ラベル名が変更され
ます。
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プロパティウィンドウから変更する方法

プロパティウィンドウから変更する方法をご紹介します。

(1)

ラベルをクリック
⇒【プロパティウイン
ドウ】にラベルのプロ
パティが表示されます
。

(2)

【プロパティウイン
ドウ】
→「文字」に
ラベル名を入力 し、
Enterキーで確定

　 ラベル名が変更され
ます。
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Referenceの更新

Reference(R1,R2…)の更新についてご紹介いたします。

Referenceの更新にはルールを設定して自動で割り振る方法と個別で割り振る2つの方法があります。
あわせて、Referenceを更新したくない部品のReferenceを固定する方法についても説明します。

・Referenceを自動更新方法（特定部品のみReference自動更新対象外にする方法）
・Referenceを個別指定方法

Referenceを自動更新

Quadceptでは部品の配置時に自動的にReferenceが設定されますが、
部品の削除や移動によりReferenceの欠番やReferenceが順不同となる場合があります。
Referenceの自動更新はこれらの問題を解決するため、Referenceの更新ルールを設定し、
改めてReferenceを自動的に割り当て直す操作です。

Reference更新

Referenceを更新する
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項目 内容

更新対象
「プロジェクト」：プロジェクトに含まれるすべての回路図に対して更新を行います。
「シート」：現在、アクティブになっている回路図に対して更新を行います。
「選択部品」：現在、選択している部品に対して更新を行います。

Reference
「すべてのReferenceを更新」：すべてのReferｅｎｃｅに対して更新を行います。
「Reference指定」：指定したReferｅｎｃｅの部品にのみ更新を行います。

数値設定
「開始番号」：Ｒｅｆｅrenceの開始番号を指定します。例）1
「インクリメント」:Referenceのインクリメント値を指定します。

範囲

更新する範囲を指定します。
更新する範囲内に部品の一部が順に更新を行います。
範囲を「０」に設定している場合は全体を一つの範囲でソートします。

例）更新の方向を「左上→Z」にした場合

更新の方向 「左上→逆N」、「左上→Z」、「左下→N」、「左下→逆Z」
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Reference更新

Referenceの自動更新は下記作業となります。

(1)

【プロジェクト】
→【Reference更新】
をクリック
⇒【Reference更新ダイ
アログ】を開きます。

(2) 「Reference更新ルール
」の設定

(3) 「OK」をクリック
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Referenceが指定したル
ールの通りに振り替え
られます。

一部の部品のみ更新したい場合は更新したい部品を選択し、更新対象を「選択部品」にして実行ください。
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Reference更新の対象外にする

配置済みの部品のReferenceを変更したくない場合に使用します。
Reference更新の対象外にすると、Referenceの自動更新時、更新対象から除外され、Referenceを保つことができ
ます。
Referenceを固定するは下記作業となります。

(1)
部品をダブルクリック
⇒「部品」ウィンドウ
を開きます。

(2)

【ライブラリ編集ダイ
アログ】で「Reference
更新の対象外にする」
にチェックを入れます
。

(3) 「OK」をクリック

　

※この部品はReference
更新の対象外となり、
Reference更新を行った
時も更新されません。
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Referenceの個別指定方法

配置済みの部品のReferenceを個別指定する方法をご紹介いたします。
個別指定することでReferenceの割り当ての微調整が行えます。

Referenceの個別指定をするには以下のような方法があります。

方法1：部品ダイアログから変更する方法
方法2：プロパティウィンドウから変更する方法

 

部品ダイアログから変更する方法

部品ダイアログから変更する方法を下記にご紹介します。

(1)
部品をダブルクリック
⇒「部品」ウィンドウ
を開きます

(2) 「Reference」を入力

(3) 「OK」をクリック
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　 Referenceが変更され
ます。
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プロパティウィンドウから変更する方法

プロパティウィンドウから変更する方法を以下にご紹介します。

(1)

部品を選択
⇒「プロパティ」ウイ
ンドウに部品のプロ
パティが表示されます
。

(2)
プロパティウインドウ
→【Reference】
を入力 し、キーボー
ド「Enter」を押下

　 Referenceが変更され
ます。
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図面枠情報更新

図面枠情報更新は現在編集しているプロジェクトの回路図図面枠の属性を更新します。

更新する属性は図面枠に設定されているマクロ属性文字になります。

実行前 実行後

 

図面枠編集
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図面枠情報更新方法

図面枠情報更新

図面枠情報更新を実行すると自動的に図面枠に配置しているマクロ属性文字の値を更新します。
以下に図面枠情報更新を行う方法をご紹介します。

(1)
【プロジェクト】
→【図面枠編集】
→【図面枠情報更新】
をクリック

　 シート数が更新され
ます。

　

プロジェクト内に３シ
ートの回路図があり、
2ページ目を開いてい
る為、
Frame.SheetNo⇒2
Frame.MaxSheetNo⇒3
が自動的に表示され
ます。
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図面枠属性編集

図面枠属性編集はプロジェクト内にある、図面枠の属性の内容や表示/非表示の状態を一括で編集する機能です。

また、どの座標に配置されている属性であるかダブルクリックすることでパンで確認することができます。

画面説明

項目 内容

目アイコン 属性の表示/非表示を切り替えます。

属性 属性名が確認できます。

値 属性の値が確認・編集できます。

シート名 属性の配置しているシートのシート名が表示されます。
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図面枠属性編集

図面枠属性編集画面を表示する方法をご紹介します。

(1)
【プロジェクト】
→【図面枠編集】
→【図面枠属性編集】
クリック

 図面枠属性編集画面が開
きます。
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属性位置の確認

図面枠属性はどの座標に配置されている属性であるかダブルクリックすることでパンで確認することができます
。

 属性項目をダブルクリッ
ク

 選択した属性をパンし
ます。

回路図エディタ > 図面枠編集 > 図面枠属性編集 193 / 508



図面枠変更

図面枠変更は現在開いている回路図に図面枠を読み込み、図面枠を変更することができます。

図面枠変更前 図面枠変更後

 

図面枠変更

現在開いている回路図の図面枠を変更する方法をご紹介します。

(1)
【プロジェクト】
→【図面枠編集】
→【図面枠変更】
クリック
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(2) 変更後の図面枠を選択

(3) 「OK」クリック

(4) 「OK」クリック

　 図面枠が読み込まれ
ます。

位置の調整は【作図】→【原点移動】や【編集】→【すべて選択】でオブジェクトを移動することで行え
ます。
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図面枠出力

図面枠出力は現在開いている回路図に設定されている図面枠を保存することができます。

コンバートしたデータや、他ユーザーからもらった回路図から図面枠を復元するときにご利用ください。

図面枠出力

現在開いている回路図に設定されている図面枠を保存する方法をご紹介します。

(1)
【プロジェクト】
→【図面枠編集】
→【図面枠出力】
クリック

(2) ディレクトリを選択

(3) ファイル名を入力

(4) 「OK」クリック
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メモについて

回路設計者のノウハウ、設計仕様、作業指示などをコメントとして回路図上にメモ配置することができます。
これまで別ドキュメントとして作成していた設計指 示／技術ノウハウ（ナレッジ）／社内用メモ／プリント基板設計
指示を
メモ層を使い分けることにより、画面上に表示/非表示が可能になります。
もちろん、印 刷可否まで柔軟に対応することで、回路設計者の意図をプリント基板設計担当者に適切に伝達すること
が可能になります。

入力するメモのタイトル/内容は日本語入力可能になり、タイトルバーをわかりやすく色分けができます。
層の使い分けにより、設計指示/ナレッジ/TODOなど様々な情報を瞬時に確認することができます。

メモを追加する
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メモ層の活用

登録するメモについては、入力層を分けることができます。
設計者はメモ層を、任意に層追加/削除することにより、メモ内容の使い分けが容易にできます。（表示・非表示可能
）
メモ層の設定はメモをご覧ください。

メモの種類

メモには以下の3種類あります。

ノート 矢印 フリーライン
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ノートの作図

図面上にメモのノートを貼り付けることができます。

 

ノートの配置方法

ノートの配置方法をご紹介します。

(1)

【作図】
→【メモ】
→【ノート】
をクリック
⇒「ノート」ダイアロ
グを開きます。

(2) タイトルを入力

(3) 内容を入力

(4) 「OK」をクリック
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(5) 回路図上の配置したい
場所で、クリック
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ノート作図時の各種作業

ノートを作図するときの各種作業をご紹介します。

ノートメニューの選択方法
ノートモードを解除する

 

ノートメニューの選択方法

【作図】→【メモ】→【ノート】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。

 

ノートの折りたたみ

ノートを折りたたんでタイトル部だけ表示しておくことができます。
より設計領域を広く表示し、必要なときだけ開いて内容を確認することができます。

折りたたみ前 折りたたみ時

 

ノートモードを解除する

ノートモードを解除する方法は下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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矢印の作図

図面上にメモの矢印を作図することができます。

 

矢印の作図方法

矢印の作図方法をご紹介します。

(1)
【作図】
→【メモ】
→【矢印】
をクリック
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(2) 始点をクリック

(3) 終点をクリック

　 矢印が作図されます。
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矢印作図時の各種作業

矢印を作図するときの各種作業をご紹介します。

矢印ニューの選択方法
矢印モードを解除する

 

矢印メニューの選択方法

【作図】→【メモ】→【矢印】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。

矢印モードを解除する

矢印モードを解除する方法は下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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フリーラインの作図

図面上にメモのフリーラインを作図することができます。

 

フリーラインの作図方法

フリーラインの作図方法をご紹介します。

(1)
【作図】
→【メモ】
→【フリーライン】
をクリック
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(2)
始点クリックし、ドラ
ッグでフリーラインを
描く

 

回路図エディタ > メモを追加する > フリーラインの作図 206 / 508



フリーライン作図時の各種作業

フリーラインを作図するときの各種作業をご紹介します。

フリーラインメニューの選択方法
フリーラインモードを解除する

 

フリーラインメニューの選択方法

【作図】→【メモ】→【フリーライン】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。

フリーラインモードを解除する

フリーラインモードを解除する方法は下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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回路図検証

回路記号の重複やネット名の重複、ショートチェック、電気特性検証の自動ERCチェックはもちろんのこと、
部品・結線・参照名などの各種オブジェクトの重なり、ディスタンスのDRCチェックを行います。
チェックする項目は、環境設定からユーザー様が任意で簡単に設定することができます。
また、チェック後のエラーレポートからダイレクトにエラー箇所への移動も可能で、思い通りの回路図ルールの確認
が瞬時に完了します。

■回路図検証の種類

ERC：電気的なチェック
DRC：デザイン的なレイアウトチェック

エレクトリカルチェック機能（ERC）

完成した回路図に対し、部品番号の重複やネット間ショート、未接続の未入力ピン検出、
ピン/ポートへの電気特性を考慮した接続状況の確認、I/O属性に基づいて電気的整合性の検証が可能になります。
このように検証作業を簡単に行うことができます。

 

回路図検証（ERC/DRC）

回路図エディタ > 回路図検証（ERC/DRC） > 回路図検証 208 / 508



デザインルールチェック機能（DRC）

回路図を見やすく、ミスなく完成するために、多種デザインルールを用意しました。部品の衝突検知、結線重複/近接
距離などの
クリアランス値を設定することでデザインチェックを可能にしました。
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エラー検証気結果

チェック対象に対し個々に【Error】【Warning】【OFF】の設定ができ、検証結果は視覚的マークにより
わかりやすく、修正しやすく表示します。
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ERC/DRC実行

ERCとDRCの実行方法についてご紹介します。
ERCとDRCがどのようなチェックであるかは回路図検証をご参照ください。

ERC/DRC実行方法

各項目に対し、エラータイプの設定が行えます。ERC設定、DRC設定をご参照ください。

実行には3種類の方法があります。

種類 内容

ERC実行 ERCのチェックを行います。結果はERC結果ウィンドウに表示されます。

MRC実行 DRCのチェックを行います。結果はDRC結果ウィンドウに表示されます。

ERC/DRC
実行

ERCとDRCのチェックを行います。実行結果はそれぞれERC結果ウィンドウとDRC結果ウィンド
ウに表示されます。
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ERC実行

電気的なチェックERC(Electrical Rule Check) を行います。
回路図の作成、編集後にERCを通すことで回路図が電気的に正しいことが確認できます。

ERC実行

ERC実行は下記作業となります。

方法1:メニューから実行する方法
方法2:ショートカットキー「Ctrl＋E」で実行する方法

ERC実行

メニューから実行する方法をご紹介します。

(1)
【プロジェクト】
→【ERC/DRC】
→【ERC実行】
をクリック

 ※もしくはキーボード
の「Ctrl＋E」を押下

 エラー結果ダイアログ
が表示されます。

(2) 「OK」をクリック
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 エラーが一覧で表示され
ます。

エラー、警告があると表示された場合、ERC結果ウインドウにエラー、警告一覧が表示されます。
エラー内容を元に回路図の修正を行います。エラー修正についての詳細はエラーの修正を参照ください。
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DRC実行

回路図のレイアウトのチェックDRC(Design Rule Check)を行います。
一般的な回路図エディタではDRCはありませんが、Quadceptでは回路図エディターにもDRCが必要と考え実現しま
した。
DRCを実行することで回路図のレイアウトが標準化され統一感ある回路図となり、読み間違い等のケアレスミスを防
げるようになります。

DRC実行

DRC実行は下記作業となります。

方法1:メニューから実行する方法
方法2:ショートカットキー「Ctrl＋D」で実行する方法

DRC実行

メニューから実行する方法をご紹介します。

(1)
【プロジェクト】
→【ERC/DRC】
→【DRC実行】
をクリック

 ※もしくはキーボード
の「Ctrl＋D」を押下

 エラー結果ダイアログ
が表示されます。

(2) 「OK」をクリック

回路図エディタ > 回路図検証（ERC/DRC） > ERC/DRC実行 214 / 508



　 エラーが一覧で表示さ
れます。

エラー、警告があると表示された場合、DRC結果ウインドウにエラー、警告一覧が表示されます。
エラー内容を元に回路図の修正を行います。エラー修正についての詳細はエラーの修正を参照ください。
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ERC/DRC実行

ERC/DRC実行は下記作業となります。

方法1:メニューから実行する方法
方法2:ショートカットキー「Shift+Ctrl＋E」で実行する方法

ERC/DRC実行

メニューから実行する方法をご紹介します。

(1)
【プロジェクト】
→【ERC/DRC】
→【ERC/DRC実行】
を選択

 
※もしくはキーボード
の「Shift+Ctrl＋E」を
押下

 ERCエラー結果ダイア
ログが表示されます。

(2) 「OK」クリック

 DRCエラー結果ダイア
ログが表示されます。

(3) 「OK」をクリック
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　 エラーが一覧で表示さ
れます。

エラー、警告があると表示された場合、それぞれERC結果ウィンドウとDRC結果ウィンドウにエラー、警
告一覧が表示されます。
エラー内容を元に設計図面の修正を行います。エラー修正についての詳細はエラーの修正を参照してくだ
さい。
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エラーの修正

ERC/DRC結果のエラー修正についてご紹介いたします。

エラー修正を行うために、エラーの該当箇所に画面移動したり、エラーと警告をフィルタで分けて表示したり
エラー結果の内容でソートすることができます。

・エラー箇所への画面移動
・エラーリストのフィルタ
・エラーリストのソート
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エラー箇所への画面移動

ERC実行、DRC実行後にエラーや警告がある場合、
下ウインドウの【ERC結果ウインドウ】/【DRC結果ウインドウ】にエラー、警告の一覧が表示されます。

エラー箇所を確認するには下記の操作をしてください。

(1)
【ERC結果ウイン
ドウ】/【DRC結果ウイ
ンドウ】タブをクリッ
ク

(2)
【メッセージリスト
でメッセージ】をダブ
ルクリック

　
エラー箇所へ画面移
動し、問題点を表示し
ます。

ERC結果 DRC結果

問題箇所を矢印で表示 問題オブジェクト間隔を表示
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エラーリストのフィルタ

【ERC結果ウインドウ】/【DRC結果ウインドウ】ではエラーリストにフィルタをかけることにより、
エラー設定別にエラーリストを表示することができます。

(1) 【エラーボタン】/【警
告ボタン】をクリック

　
ボタンに対応するエラ
ーリストの表示/非表示
が切り替わります。

 

エラーリストのソート

【ERC結果ウインドウ】/【DRC結果ウインドウ】ではエラーリストにソートをかけることができます。
ソートをかけることで目的となるエラーが探しやすくなります。エラーリストにソートをかけるには以下のよう
な方法があります。

(1) エラーリストの【列
のヘッダ】をクリック

　 エラーリストがソート
され表示されます。
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部品表出力

回路プロジェクト内で使用されている部品、属性一覧を表示する部品表、パーツ一覧を作成することができます。
回路図作成後、コンポーネントプロパティに登録されている情報を容易に出力でき、
これまで時間がかかっていた部品明細表を簡単作成すること ができます。

柔軟なカスタマイズができます。出力したい属性項目を指定することで簡単に部品表作成が可能です。
これにより、設計部品表をはじめ各種目的別の部品表を構 築することも可能となっております。
社内の最新DBを取り込むことで廃番情報やコスト情報など、より正確な情報を出力することもできます。

部品表画面

 

各種出力(部品表、ネットリストなど）
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部品表では以下のことができます。

項目 内容

部品表の表示 現在の部品のリストをダイアログで表示します。

部品表のソー
ト

部品表の属性別にソート表示をすることができます。

属性編集
部品表の属性を編集することで回路図上の部品の属性を一括で編集することが出来ます。
部品表内で編集した属性の内容はリアルタイムで回路図へ適用されます。

部品表出力
部品表ダイアログで表示している部品表をファイル出力します。出力ファイルフォーマット
はCSVとなります。

部品表入力

部品表ダイアログで表示している部品表をファイル出力して、Excelなどで編集したものを入
力することが出来ます。
入力した部品属性はリアルタイムで回路図に反映することができます。
入出力のフォーマットはCSVになります。

選択部品へ画
面移動

部品表で選択した部品への画面移動することができます。
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部品表の表示

現在の部品のリストを表示します。

(1)
【プロジェクト】
→【部品表】
→【部品表】
をクリック

 
※ショートカット「B
」でも開くことができ
ます。

　

部品表画面が表示され
ます。
※表示の方法について
は「部品表設定」画面
で行うことができます
。
設定方法は部品表をご
覧ください。

 

 

表示設定前
表示設定後

(表属性の追加、Referenceでまとめて表示)

属性表示項目の詳細は部品表を参照ください。
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部品表のソート

部品表の属性別にソート表示をすることができます。
部品表のソートは下記作業となります。

(1)
部品表ダイアログでソ
ートしたい【部品リ
スト】の属性ヘッダを
クリック

　 クリックした属性でソ
ートが行われます。

ソート後、属性ヘッダをもう一度クリックするとソートの降順、昇順を切り替えすることができます。
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属性編集

部品表の属性を編集することで回路図上の部品の属性を一括で編集することが出来ます。
部品表内で編集した属性の内容はリアルタイムで回路図へ適用されます。

　 部品表を表示

(1) 値を変更してEnterキー
押下

　 リアルタイムで回路図
に反映されます。
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部品表出力

部品表ダイアログで表示している部品表をファイル出力します。出力ファイルフォーマットはCSVとなります。
部品表を出力するには下記作業となります。

(1)
部品表ダイアログの「
部品表出力」ボタンを
クリック

 「ファイル保存」ダイ
アログが開きます。

(2) ファイル名を入力し、
「保存」をクリック

　 CSVファイルで保存さ
れます。

部品表出力フォーマットであるCSVの区切り文字等の設定を行うことができます。詳細はCSV入出力を参
照ください。
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部品表入力

部品表ダイアログで表示している部品表をファイル出力して、Excelなどで編集したものを入力することが出来
ます。
入出力のフォーマットはCSVになります。部品表を入力するには下記作業となります。

(1)
部品表ダイアログの「
部品表入力」ボタンを
クリック

(2)
部品表のCSVファイル
を選択して、「開く」
をクリック

(3) 「OK」をクリック

 CSVの内容が読み込ま
れます。
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選択部品への画面移動

部品表で選択した部品への画面移動することができます。
選択部品への画面移動は下記作業となります。

(1)
部品表ダイアログで画
面移動したい部品を選
択して、ダブルクリッ
ク

　 選択した部品へ画面移
動します。
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ネットリスト出力

Quadceptから直接下記のネットリストを出力できます。

※直接出力可能なネットリスト
・CR5000（PWS）
・Telesis
・Pads
・Eagle

※NET CHANGERで変換可能なネットリスト
・Allegro
・CADLUS
・CADVANCE
・CSiEDA
・CR3000
・CR5000（BD）
・CR5000（PWS）
・Eagle PCB
・Eagle SCH
・OrCAD Capture
・OrCAD PCB2
・PADS V2-3
・PADS V4-5
・Telesis
・Tango
・MENTER
・Protel
・KiCAD
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ネットリスト出力

ネットリストファイルを出力する方法をご紹介します。

(1)
【プロジェクト】
→【ネット出力】
でネットリスト形式を
選択しクリック

(2) ファイル名を入力し「
保存」をクリック

・ネットリスト出力前に回路図検証(ERC/DRC)を通すことをお勧めいたします。
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ネットリストの変換、照合、比較ツール

NET CHANGERからネットリストの変換、照合、比較ができます。

NET CHANGERはQuadcept株式会社が無償で提供しているWEBで行えるネットリストの変換、照合、比較ツール
です。
ブラウザ上から簡単にネットリストの変換、照合、比較が行えます。
 

項目 内容

ネットリスト変換 ネットリストを各種メーカーのフォーマットに変換できます。

ネットリスト照合
2つのネットリストを照合して差分がないかを確認できます。
比較照合の場合は、CSVやHTMLにてアウトプット可能です。

 

ネットリストの変換、照合、比較ツールのNET CHANGER
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回路図印刷

作成した回路図を印刷する操作をご紹介いたします。
回路図の印刷には表示している回路図の印刷とプロジェクト印刷、バッチ出力の3つがあります。

項目 内容

回路図
印刷

現在、設計作業領域で表示している回路図を印刷します。
プロジェクト内の全てのシートを印刷したり、印刷対象のチェックの付け外しによって印刷するシー
トを選択することもできます。

バッチ
出力

バッチ出力とは回路図の仕上げ作業であるネットリスト、部品表の出力、印刷等をまとめて処理する
機能のことです。
設定は保存できるため、一度バッチ出力の設定をしておくと回路図のリリース時にネットリスト、部
品表の出力、印刷等を
ワンクリックで行えるようになります。
また印刷設定でPDF印刷を選択するとPDF出力をすることもできます。
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印刷画面詳細

項目 内容

プリンタ

出力対象のプリンタを設定します。
PDFで印刷したい場合はPDF Writter（Cute PDFやPrimo PDFなど）を選択くだ
さい。
Tiffで印刷したい場合は、Tiff Writter（TiffWriter など）を選択ください。

プリンタ詳細設定 選択しているプリンタの詳細設定を行います。

印刷枚数
印刷枚数を指定します。プロジェクト印刷の場合は、全体の印刷部数となります
。

サイズ 印刷する用紙サイズを設定します。

用紙サイズに合わせて印刷
する

自動的に用紙サイズに合うように倍率を調整します。

指定倍率で印刷する 指定した倍率で印刷を行います。

図面枠サイズに合わせて印
刷する

図面枠のサイズを基準にして印刷します。

オフセット

左側に余白を開けたい時など、全体の図面位置にオフセットを設けることができ
ます。
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オフセット
「センタリング」にチェックを入れた場合、オフセットを参照せずすべてのオ
ブジェクトを含む範囲を中心に印刷します。

印刷方向 印刷の方向を「縦」「横」から選択できます。

カラー
色の設定を「カラー」「グレースケール」「モノクロ」の3種類から選択できます
。

メモ表示 メモ層の表示/非表示を選択できます。

印刷対象
シートの印刷対象を確認できます。
右側にチェックが入っているシートが印刷対象となります。
クリックすることで、プレビュー画面が切り替わります。

プロジェクト内の全てのシ
ートを印刷する

チェックを入れると印刷対象にプロジェクト内の回路図が表示されます。
印刷対象のチェックの付け外しによって印刷するシートを選択することもでき
ます。

ゲート番号を非表示にする チェックを入れるとゲート番号を非表示にして印刷します。
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回路図印刷

現在、設計作業領域で表示している回路図を印刷します。
表示されている回路図の印刷は下記作業となります。

(1)

【ファイル】
→【印刷】
をクリック

⇒印刷ダイアログが開
きます。

(2)
印刷設定を行う
※詳細は印刷画面詳
細をご覧ください。

(3) 「印刷」をクリック
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回路図の設定について

回路図の設定ではプロジェクト単位で回路図の様々な設定（色やサイズ、ERC,DRCなど）を行うことができます。

設定した内容は、すべてプロジェクトファイルに保存されるので、プロジェクトファイルの受け渡しを行った場合で
も保持されます。

回路図設定の開き方

回路図の設定方法をご紹介します。
回路図の設定はプロジェクトに保存される為、まずプロジェクトの回路図を開く必要があります。

(1) 回路図を開く

　

新規作成回路図をお
こなった場合は自動的
に回路図が開いた状態
となります。

(1)
【各種設定】
→【設定】
をクリック

 
（※ショートカットキ
ーは「Ctrl+I」に割り当
てられています。）

回路図設定
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　 「設定」ダイアログが
開きます。

 

設定ダイアログでは各設定項目が画面左にツリー形式で表示されており、
設定したい項目を選択して変更を行います。
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色

回路図ドキュメントのオブジェクトの色設定を行います。
線と塗り部分で構成されているオブジェクトはそれぞれの色を設定することができます。
回路図上のオブジェクトが環境設定色が適用されている限り、この設定の色を参照します。
回路図上のオブジェクトで個別に色を設定した場合には、個別に設定した色が優先されます。

回路図の設定画面の開き方は回路図の設定についてをご覧ください。

色画面
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色の変更方法

色はカラーパレットから自由に変更できます。

(1)
変更したいオブジェク
トの【カラーブロック
】をクリック

(2)
【カラーパレット】よ
り色を選択
⇒【選択色】が変更さ
れます。

各オブジェクトの表示順の変更は描画優先で行うことができます。

 

回路図エディタ > 回路図設定 > 色 239 / 508



オブジェクト

回路図のオブジェクト毎の作成モードの設定値を表示します。
設定は常に引き継ぐ動作となっており、現在の設定が表示されています。
作図中にプロパティなどから変更した場合も連動して変更されます。

回路図の設定画面の開き方は回路図の設定についてをご覧ください。

オブジェクト画面
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各設定

項目 内容

作成モー
ド

現在アクティブになっているシートの作成時モードの確認、変更できます。
新規作図時の初期値として保存ができ、プロパティウィンドウと連動しています。

単位
現在アクティブになっているシートの単位系が確認、変更できます。「mm」「mil」「inch」から選
択できます。
ステータスバーと連動しています。

グリッド
現在アクティブになっているシートのグリッド値が確認、変更できます。
ステータスバーと連動しています。

スナップ
現在アクティブになっているシートのスナップ値が確認、変更できます。
ステータスバーと連動しています。
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部品表

部品表の表示方法、表示する属性の設定を行います。

回路図の設定画面の開き方は回路図の設定についてをご覧ください。

部品表画面
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設定項目

下記に部品表設定の設定項目詳細を記します。

項目 内容

属性一
覧

部品表に表示する属性一覧の設定を行います。
左側のチェックが入っているもののみ部品表に表示します。
編集には【追加】、【削除】をクリックして使用します。詳しくは表示属性追加方法と表示属性削除方
法をご覧ください。

表示方
法

 ■非実装部品を表示する
チェックを入れると、部品表出力対象外に設定されている属性を部品表に表示します。

■同じ属性をひとつにまとめる
チェックを入れると設定した属性をひとまとめにして部品表を表示します。

まとめ方は下記から選べます。

項目 内容

列挙[R1,R2,R3,U1,U2]

属性値を列挙して表示します。

グループ[R1-3,U1-2]

属性値をグループ化して表示します。
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 部品表の出力については部品表出力をご覧ください。
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表示属性追加方法

部品表に表示する属性を追加します。

(1) 「追加」クリック

 「属性追加」画面が開
きます。

(2)

追加したい属性を選択
して、「OK」をクリッ
ク
※もしくは追加したい
属性をダブルクリック
でも追加できます。

 
※部品名称などのシス
テム属性についてはシ
ステム属性についてを
ご覧ください。
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　 属性が追加されます。
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システム属性について

システム属性はあらかじめシステムで用意されている属性になります。
システム属性を使用すると「部品名」や「Reference」などの情報を表示できます。
どのような内容の属性なのかはカーソルを合わせると表示されるようになっています。

(1) 属性一覧画面で「追加
」をクリック

　 属性追加画面がひらき
ます。
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(2) 「システム属性を表示
する」にチェック

 
※カーソルを合わせる
と属性の内容がツー
ルチップに表示され
ます。

(3) 「OK」をクリック
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表示属性削除方法

部品表に表示する属性を削除する方法をご紹介します。

(1) 削除したい属性を選択

(2) 「削除」をクリック

　 選択した属性が削除さ
れます。
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メモ

メモを配置するための層を設定することができます。登録するメモは、入力層を分けることができます。
設計者はメモ層を、任意に層追加/削除することにより、メモ内容の使い分けが容易にできます。（表示・非表示可能
）

メモには以下の種類があります。

・ノート
・矢印
・フリーライン

回路図の設定画面の開き方は回路図の設定についてをご覧ください。

メモ画面

メモ層の表示切り替え

表示アイコンを切り替えることで表示非表示を切り替えられます。

：メモ層を表示状態にします

：メモ層を非表示状態にします。

表示の一括切り替えはＯＮ／ＯＦＦ一括切り替えが便利です。

 

回路図エディタ > 回路図設定 > メモ 250 / 508



メモ層の追加方法

メモの層を自由に追加することができます。
検図用コメント、AW設計用コメントなど自由に追加ください。

(1) 「追加」クリック

　 新しくLayerが追加され
ます。

 

名称の変更は
右クリック
→【名前変更】
（もしくはキーボー
ド「F2」キー）から行え
ます。
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メモ層の削除方法

不要なメモ層を削除することができます。
削除したメモ層に配置しているメモも同時に削除されるのでご注意ください。

(1) 削除したい項目を選択

(2) 「削除」ボタンをクリ
ック

 
※右クリック
→【削除】
からも行えます。
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ERC設定

ERC(電気的なルールチェック）の設定を行います。
設定した内容はERC実行後のERC結果の表示に反映されます。

回路図の設定画面の開き方は回路図の設定についてをご覧ください。
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エラータイプ

設定できるエラータイプは下記の通りです。

項目 内容

エラー ERC実行時に問題がある場合、結果をエラーとします。

警告 ERC実行時に問題がある場合、結果を警告とします。

OFF ERC実行時に問題がある場合でも、結果を表示しません。

ERC設定確認内容

ERC設定の確認内容とその詳細をご紹介いたします。

・部品・Referenceの不整合
・ネットバスルールの不整合
・未定義・未結線オブジェクト
・ピン接続マトリックス
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部品・Referenceの不整合

Referenceの重複を確認しますか？

エラー確認種別：Reference重複違反

回路図内の部品のReferenceに重複がある場合、エラーを検出します。
Referenceを確認し、重複しないように変更してください。

 

部品化されていないシンボルの使用を許可しますか？

エラー確認種別：部品化されていないシンボル

回路図内に部品化されていないシンボルがある場合、エラーを検出します。
【シンボルを部品に交換】などして部品化してください。
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未配置ゲートを確認しますか？

エラー確認種別：未配置ゲート違反

回路図内にゲート部品のすべてのゲートが配置されておらず未配置のゲートがある場合、エラーを検出します。
未配置ゲートを配置してください。
使用ゲートのみ配置して運用する場合は、本設定のチェックを行わないようにしてください。

 

部品に紐付けされていないピンを確認しますか？

エラー確認種別：ピンアサイン違反（アサイン番号）、ピンアサイン違反（アサインゲート）

回路図内の部品のピンにPCBのパッドが紐付け（アサイン）されていない場合、エラーを検出します。
部品のピンアサインを確認ください。
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フットプリントがアサインされていない部品を確認しますか？

エラー確認種別：フットプリントのアサイン違反

回路図内の部品にフットプリントがアサインされていない場合、エラーを検出します。
部品にフットプリントをアサインしてください。

 

アサインされているフットプリントの有無を確認しますか？

エラー確認種別：フットプリントの読み込み失敗

回路図内の部品にアサインされているフットプリントがマスターにない場合、エラーを検出します。
アサインされているフットプリントを用意してください。
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アサインされているフットプリントのピン番号を確認しますか？

エラー確認種別：フットプリントのピン番号不一致

回路図内の部品とアサインされているフットプリントのピン数が異なる場合、エラーを検出します。
回路とPCBでピン数が異なるのでエラー内容を確認してください。
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ネット・バスルールの不整合

バスルールに違反するネット接続を確認しますか？

エラー確認種別：バスルール違反

バスに設定したバスルールに違反するネット接続がある場合、エラーを検出します。
バスに接続された結線がバスルールに適合しているか確認してください。

 

ネット名の全角文字を確認しますか？

エラー確認種別：ネット名全角文字違反

ネット名に全角文字がある場合、エラーを検出します。
ネット名を半角文字に変更してください。
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同一ネットで異なる電源シンボルが配置されているか確認しますか？

エラー確認種別：同ネット電源シンボル違反

同一のネット名で異なる電源シンボルを配置している場合、エラーを検出します。
同じネット名の電源の場合は同じ電源シンボルを使用してください。

 

同一ピンが異なるネットに接続されているか確認しますか？

エラー確認種別：同一ピンへの異ネット接続

同一ピンが異なるネットに接続されている場合、エラーを検出します。
ネット名を確認し、一つのピンには一つのネット名が接続されるよう変更してください。
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未定義・未結線オブジェクト

結線のバス単独接続を確認しますか？

エラー確認種別：バスへの結線単独接続違反

結線のバスの接続先がなく単独接続となっている場合、エラーを検出します。
接続先を確認してください。

 

飛び先の存在しないポートを確認しますか？

エラー確認種別：ポートの単独配置違反

ポートが一つしか配置されていないため飛び先アドレスのないポートがある場合、エラーを検出します。
接続先を確認してください。
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ピン番号の未定義を確認しますか？

エラー確認種別：ピン番号未定義違反

部品のピン番号が入力されていない場合、エラーを検出します。
ピン番号を入力してください。

 

 

機構部品への接続を確認しますか？

エラー確認種別：機構部品への結線接続違反

部品が「機構部品に指定する（ネットリスト対象外）」に指定されているにもかかわらず結線が接続されている
場合、エラーを検出します。
機構部品に結線が接続されないようにしてください。
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未接続のピンを確認しますか？

エラー確認種別：ピンの未接続違反

未接続のピンがある場合、エラーを検出します。
接続の確認を行ってください。つなげる必要のないピンは「未接続」の設定を行ってください。

 

未接続ピンへの接続を確認しますか？

エラー確認種別：未接続ピンへの結線接続違反

未接続属性にチェックが入っているピンに結線が接続されている場合、エラーを検出します。
接続が不要な場合、接続している結線を削除してください。
接続が必要なピンの場合は、「未接続」の設定を解除ください。
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未接続の電源を確認しますか？

エラー確認種別：電源未接続違反

未接続の電源がある場合、エラーを検出します。
電源に接続してください。

 

未接続のポートを確認しますか？

エラー確認種別：ポート未接続違反

未接続のポートがある場合、エラーを検出します。
ポートに接続してください。
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未接続の結線端点を確認しますか？

エラー確認種別：結線端点未接続違反

未接続の結線端点がある場合、エラーを検出します。
結線を接続してください。
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ピン接続マトリックス

ピン接続マトリックス

エラー確認種別：接続ピン電気特性違反

ピン接続マトリックスの設定をすることで、ERC実行時、接続されているピンとピンの電気属性チェックを行い
ます。
Quadceptは複雑な電気属性チェック設定を
ピン接続マトリックスを用いることで簡単な操作で行えるように工夫されています。
エラーを検出した場合、ピンの電気特性を確認してください。

ピン接続マトリックスの設定方法は下記のような方法があります。

項目 内容 設定方法

個別設定 個別で電気属性を設定します。 列/行ヘッダ電気属性名の交わるボタンをクリック

一括設定 列/行をまとめて電気属性を設定します。 行/列ヘッダ電気属性名をクリック

ピンの電気属性の設定は、部品編集ダイアログのピン属性設定画面にて行います。
詳細は部品の作成方法のSTEP7:　ピンの設定を参照ください。

 

回路図エディタ > 回路図設定 > ERC設定 266 / 508



DRC設定

レイアウトのルールチェックの設定を行います。
DRC設定を行うことにより、統一感があり、標準化した回路図が作成できます。
これにより、情報の共有化の向上、回路図の読み間違いによるケアレスミスが軽減されます。
設定した内容はDRC実行後のDRC結果の表示に反映されます。

回路図の設定画面の開き方は回路図の設定についてをご覧ください。
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エラータイプ

設定できるエラータイプは下記の通りです。

項目 内容

エラー DRC実行時に問題がある場合、結果をエラーとします。

警告 DRC実行時に問題がある場合、結果を警告とします。

OFF DRC実行時に問題がある場合でも、結果を表示しません。
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DRC確認内容

DRC設定の確認内容とその詳細をご紹介いたします。

・クリアランス
・ディスタンス
・PCB設計指示

クリアランス

クリアランスのエラー設定を行います。
クリアランスとはオブジェクトとオブジェクトの重なりをチェックのことをいい、
設定値以上、接近している場合、エラーとします。

部品と部品の重なりを確認しますか？

エラー確認種別：クリアランス違反（部品と部品）

部品と部品が設定クリアランス値以上接近している場合、エラーとします。
部品をクリアランス値以上離して配置してください。
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部品と結線の重なりを確認しますか？

エラー確認種別：クリアランス違反(部品と結線）

部品と結線がクリアランス値以上接近している場合、エラーとします。
部品と結線をクリアランス値以上離して配置してください。

 

結線と結線の重なりを確認しますか？

エラー確認種別：クリアランス違反（結線と結線）

結線と結線がクリアランス値以上接近している場合、エラーとします。
結線同士をクリアランス値以上離して配置してください。
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文字と文字の重なりを確認しますか？

エラー確認種別：クリアランス違反（文字と文字）

文字と文字がクリアランス値以上接近している場合、エラーとします。
文字と文字をクリアランス値以上離して配置してください。

 

文字と他オブジェクトの重なりを確認しますか？

エラー確認種別：クリアランス違反（文字と他オブジェクト）

文字と他オブジェクトがクリアランス値以上接近している場合、エラーとします。
文字と他オブジェクトをクリアランス値以上離して配置してください。
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ディスタンス

ディスタンスの設定を行います。
ディスタンスとはオブジェクトとオブジェクトの距離チェックのことをいい、
設定値以上離れている場合、エラーとします。

部品の部品属性の距離を確認しますか？

エラー確認種別：ディスタンス違反（部品と部品属性）

部品と部品属性がディスタンス値以上離れている場合、エラーとします。
部品と部品属性をディスタンス値以内の位置に配置してください。

 

ピンとピン属性の距離を確認しますか？

エラー確認種別：ディスタンス違反（ピンとピン属性）

ピンとピン属性がディスタンス値以上離れている場合、エラーとします。
ピンとピン属性をディスタンス値以内の位置に配置してください。
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PCB設計指示

PCB設計指示の設定を行います。
PCB設計指示内の「確認済み」項目がチェックされているかを確認し、
チェックが入っていない場合、エラーとします。

確認がされていないPCB設計指示をチェックしますか？

エラー確認種別：PCB設計指示未確認（部品）、PCB設計指示未確認（ネット）、PCB設計指示未確認（その他
）

設定されているPCB設計指示の「確認済み」にチェックが入っていない場合、エラーとします。
未確認になっているPCB設計指示を確認し、対応状況を「承認済み」に変更ください。
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PCB設計指示

PCB設計指示の設定を行います。
回路図上の部品、結線に対し、指示を入力することができます。
その他、設計全般に関わる指示内容を入力することも可能です。

回路図の設定画面の開き方は回路図の設定についてをご覧ください。
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PCB設計指示種類

設定できるPCB設計指示は下記の通りです。

項目 内容

部品指示
Referenceを基準に部品に関する指示内容を記載できます。
⇒例　「X1：IC1の近傍に配置すること」など

ネｯト指示

ネット名を基準にネットに関係する指示内容を記載できます。
ネット色の指定も行うことができます。
⇒例　「CLK1と平行に配線してください」など

回路図参考例

ネット色なし ネット色設定あり

その他指示　　
　

その他、設計全般に関係する指示内容を記載できます。
⇒例　「1次側と2次側の間隔は8mnmとすること」 「指定のない配線幅は0.3mmとする」な
ど
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部品指示入力方法

部品指示の入力方法は下記となります。

(1)
「追加」をクリック
⇒対象の選択ダイアロ
グが開きます。

(2)

指示を入力したい部品
を選択して「OK」を
クリック
⇒Ctrl／Shift＋クリック
で複数選択可能です

(3)
詳細内容に部品指示を
入力し「OK」をクリッ
ク
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(4)

部品指示を入力すると
、回路図内でバルーン
が表示されます。
⇒部品を選択すると、
描画エリアの左上に指
示内容が自動で表示さ
れます。

 

※バルーンの表示切り
替えは、右クリックか
ら一括で切り替え可能
です。
　⇒機能名：「設計指
示部品バルーン表示切
り替え」
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ネット指示入力方法

ネット指示入力方法は下記となります。

(1)
「追加」をクリック
⇒対象の選択ダイアロ
グが開きます。

(2)

指示を入力したいネッ
ト名を選択して「OK」
をクリック
⇒Ctrl／Shift＋クリック
で複数選択可能です

(3)

ネット色を個別で設
定し、詳細内容にネッ
ト指示を入力後「OK」
をクリック
⇒ネット色は、回路図
側で強調表示されます
。
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(4)

ネット指示を入力す
ると、結線に指定し
たネット色で強調表示
されます。
⇒結線を選択すると、
描画エリアの左上に指
示内容が自動で表示さ
れます。

 

※結線の強調表示切り
替えは、右クリックか
ら一括で切り替え可能
です。強調表示をOFF
にしてもネット色はそ
のまま引き継ぎます。
　⇒機能名：「設計指
示結線強調表示切り
替え」
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ネット色追加方法（回路図から行う方法）

回路図上で、結線を選択してネット色を設定する方法をご紹介します。

(1) ネット色を設定したい
結線を選択

(2)
プロパティウィンドウ
の「ネット色」または
、結線画面の「ネッ
ト色」に色を設定
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その他指示入力方法

その他指示の入力方法は下記となります。

(1)
「追加」をクリック
⇒クリック回数だけ入
力できる行が増えます
。

(2)

詳細内容にその他指示
を入力し「OK」をクリ
ック
⇒その他設計指示の入
力が完了です。

「DRC対象」にチェックを入れると、「確認済み」にチェックが入っているかをDRCにて確認します。
「DRC対象」にチェックが入っていて、「確認済み」にチェックが入っていないと、エラーとなります。
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PCB設計指示転送方法

PCB設計指示をPCBに転送する方法は下記となります。

(1)

【プロジェクト】
→【PCB設計指示転送
】
をクリック

(2)

指示を転送したいファ
イルを選択し「OK」を
クリック
⇒複数のプロジェクト
が登録されている場
合は、対象プロジェク
トを切り替えることも
可能です。

(3)

PCBデータへの指示転
送が完了しました。
⇒PCB設計作業中にリ
アルタイムで設計指示
が確認できます。

PCB側から回路図への指示転送も可能ですので、指示内容を確認後、回路図に反映することができます。
【プロジェクト】→【PCB設計指示転送】
回路図上では、PCB設計時に指示内容が考慮されているか一目で確認可能です。
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バルーン指示の表示切り替え方法

以下の方法で、設計データ上のバルーンを表示するか、しないかを切り替えることができます。

・設計指示部品バルーンの場合
右クリック→【表示オプション】→【設計指示部品バルーン表示切り替え】

・設計指示結線の場合
右クリック→【表示オプション】→【設計指示結線強調表示切り替え】
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ピンの作成

Quadceptではピンをたくさん用意していますが、ご希望の形状がサンプルにない場合は任意に作ることができます。
ピンの作成例として円（サークル）のついたピンを作成します。

ピンが完成すると下図のようになります。

ピン完成図

ピンの作成
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ピンの作成方法

Quadceptではピンをたくさん用意していますが、ご希望の形状がサンプルにない場合は作ることができます。
ピンの作成は下記作業となります。

(1)

【ファイル】
→【新規作成】
→【その他】
→【ピン】
をクリック
⇒ピンの作成画面が開
きます。

(2)

【作図】→【ライン】
をクリック
※作図方法は作図·編集
についてをご覧くだ
さい。

(3)
開始点をクリック →
終了点をダブルクリッ
クでラインを作図
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(4) 【作図】→【3点円】
をクリック

(5)

1点目をクリック → 2
点目をクリック → 3点
目をクリック
※3点円は、指定した3
点を通過する円を作図
します。

(6) ピン番号/ピン名称を
ドラッグ移動

 

・ピンポイントの初期
位置は原点です。
・ピンポイントもドラ
ッグ移動ができます。
・形状、ピン番号とピ
ン名称それぞれを見や
すくするため、重なら
ないように配置します

既存ピンシンボルを編集する場合は、ファイルメニューの【開く】→【その他】→【ピン】から開いて
修正後、保存または別名保存できます。
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ピンファイルの保存方法

次に、作成したピンファイルの保存方法をご紹介します。

ピンファイルの保存方法

(1)

【ファイル】
→【別名保存】
をクリック
⇒「保存（ピン）」画
面が開きます。

(2)
ディレクトリを選択し
、ファイルを入力し
て「OK」をクリック
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電源の作成

Quadceptでは電源形状をたくさん用意していますが、ご希望の形状がサンプルにない場合は任意に作ることができ
ます。
電源の作成例としてグラウンドを作成します。

ピンが完成すると下図のようになります。

電源完成図

電源の作成
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電源の作成方法

Quadceptでは電源をたくさん用意していますが、ご希望の形状がサンプルにない場合は作ることができます。
電源の作成は下記作業となります。

(1)

【ファイル】
→【新規作成】
→【その他】
→【電源】
をクリック
⇒電源の作成画面が開
きます。

(2)

【作図】
→【ライン】
をクリック
※作図方法は作図·編集
についてをご覧くだ
さい。

(3)
ステータスバー
でSNAP値を「0.635」
に変更
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(4)
開始点をクリック →
終了点をダブルクリッ
クでラインを作図

 
斜め線を引くにはライ
ンの作図のコーナー角
度の変更方法を参照く
ださい。

(5) ピン名称をドラッグ移
動

 

・ピンポイントの初期
位置は原点です。
・ピンポイントもドラ
ッグ移動ができます。
・形状、ピン番号とピ
ン名称それぞれを見や
すくするため、重なら
ないように配置します

既存電源シンボルを編集する場合は、ファイルメニューの【開く】→【その他】→【電源】から開いて
修正後、保存または別名保存できます。
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電源ファイルの保存方法

次に、作成した電源ファイルの保存方法をご紹介します。

電源ファイルの保存方法

(1)

【ファイル】
→【別名保存】をクリ
ック
⇒「保存（電源）」画
面が開きます。

(2)
ディレクトリを選択し
、ファイルを入力し
て「OK」をクリック
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ポートの作成

Quadceptではポートをたくさん用意していますが、ご希望の形状がサンプルにない場合は任意に作ることができます
。
ポートの作成例として多角形のポートを作成します。

ポートが完成すると下図のようになります。

ポート完成図

ポートの作成
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ポートの作成方法

Quadceptではポートをたくさん用意していますが、ご希望の形状がサンプルにない場合は作ることができます。
ポートの作成は下記作業となります。

(1)

【ファイル】
→【新規作成】
→【その他】
→【ポート】
をクリック
⇒ポートの作成画面が
開きます。

(2)
【作図】
→【多角形】
をクリック

(3)

開始点をクリック
→頂点をクリック
→終了点をダブルクリ
ック
で多角形を作図
※作図方法は作図·編集
についてをご覧くだ
さい。

 
斜め線を引くにはライ
ンの作図のコーナー角
度の変更方法を参照く
ださい。
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(4) ピン番号をドラッグ移
動

 

・ピンポイントの初期
位置は原点です。
・ピンポイントもドラ
ッグ移動ができます。
・形状、ピン番号とピ
ン名称それぞれを見や
すくするため、重なら
ないように配置します

既存ポートシンボルを編集する場合は、ファイルメニューの【開く】→【その他】→【ポート】から開いて
修正後、保存または別名保存できます。
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ポートファイルの保存方法

次に、作成したポートファイルの保存方法をご紹介します。

ポートファイルの保存方法

(1)

【ファイル】
→【別名保存】
をクリック
⇒「保存（ポート）」
画面が開きます。

(2)
ディレクトリを選択し
、ファイルを入力し
て「OK」をクリック
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図面枠の作成

ここでは図面枠の作成と作成した図面枠を新規作成時に適用する方法についてご紹介いたします。

図面枠は回路図で使用する図面の枠を作成する機能になります。
図面枠を一度作成すると簡単に同じ図面枠を使用することができるので回路図設計前にご希望の図面枠を用意くだ
さい。
もちろん後から図面枠を変更することもできます。
また、自動的にページ割り振り、ファイル名の表示、保存日時の表示などを行う図面枠マクロ属性文字についてもご
紹介します。

図面枠を作成する
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図面枠の作成方法

まずは、新規で図面枠を作成する方法をご紹介します。

図面枠の新規作成

図面枠の新規作成方法をご紹介します。
Quadceptでは図面枠をウィザードにそって値を入力することにより、思い通りの図面枠を作成することができ
ます。

(1)

【ファイル】
→【新規作成】
→【その他】
→【図面枠】
をクリック
⇒「図面枠作成」画面
が開きます。

(2)
「用紙方向」や「サ
イズ」を指定して、「
次へ」をクリック

(3)

※希望のサイズがない
場合は、カスタマイズ
に値を入力して、「
追加」ボタンをクリッ
クすることで、任意の
サイズを作ることがで
きます。

(3) 参照枠の設定を行い「
次へ」をクリック

(4)
※ウィザードの詳細な
設定内容は図面枠ウ
ィザード設定をご覧lく
ださい。
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(4) タイトルの設定を行
い「次へ」をクリック

(5)
タイトルが不要な場
合は、「タイトルを作
成する」のチェックを
外してください。

 
※ウィザードの詳細な
設定内容は図面枠ウ
ィザード設定をご覧lく
ださい。

　 図面枠ドキュメントが
ひらきます。
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図面枠ウィザード設定

図面枠ウィザードの各設定内容について、ご紹介します。

参照枠設定

図面枠の外枠に書かれているアルファベットと数字で表現する回路図上での番地のことです。
ERC/DRC結果、検索結果、ポートアドレスでオブジェクト等の参照位置としてアドレスが表記されています。

参照枠例）
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項目 小項目 内容

線幅  参照枠の線幅を設定します。

マージン  参照枠の枠の幅を設定します。

行設定・列
設定

分割数 参照枠の分割数を設定します。

 記号

記号の割り振りを「1,2・・・.」「・・・.2,1」「A,B・・・」「・・・B,A」「None」
から設定します。

フォント設
定

フォン
ト

参照枠の記号のフォントを設定します。

 サイズ 参照枠の記号の文字サイズを設定します。
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タイトル設定

 

項目 小項目 内容

タイトルを作成する  タイトル枠を作成するかを選択します。

線幅  タイトル枠の線幅を設定します。

表示場所  タイトル枠の位置を「左上」「右上」「左下」「右下」から選択します。

行設定・列設定 分割数 タイトル枠の分割数を設定します。

 高さ タイトル枠全体の高さを設定します。

 幅 タイトル枠全体の幅を設定します。

回路図エディタ > 図面枠を作成する > 図面枠の作成 301 / 508



図面枠の作図

図面枠に線や文字を配置する方法をご紹介します。
自動的に値が入力されるマクロ属性文字については図面枠マクロ属性文字をご覧ください。
図面枠に線や文字を配置する必要がない場合は、この章は飛ばしてください。

図面枠の作図

図面枠に線や文字を配置する方法をご紹介します。

(1)

【作図】
→【文字】
をクリック
※作図方法は作図·編集
についてをご覧くださ
い

(2) テキストを入力し「OK
」をクリック

回路図エディタ > 図面枠を作成する > 図面枠の作図 302 / 508



(3) 配置したい座標でクリ
ックして配置
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図面枠にロゴなどの画像データの配置

図面枠へ社名や会社ロゴなどの画像データを配置する方法をご紹介します。

図面枠の画像貼り付け

図面枠へ画像データを配置する方法をご紹介します。

(1)

【作図】
→【図の挿入】
をクリック
⇒ファイルを開く画面
が開きます。

(2) 画像ファイルを選択し
、「開く」をクリック

(3) 配置したい座標をクリ
ック
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　 画像が配置されます。
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図面枠属性文字の配置

図面枠にプロジェクト名やシートNoなどの属性文字を配置します。

図面枠属性文字にはマクロ属性文字と通常の属性文字の2つがあります。
マクロ属性文字は回路図作成時、自動的にページ数を割り振ったり、ファイル名を表示します。
通常属性文字はユーザーが追加し、回路図作成時に文字を入力して使用します。

通常属性文字は、プロジェクト内やシート内で表示/非表示状態や、表示する文字を連動させることもできます。
連動させる方法は図面枠属性文字の連動を参照ください。図面番号やリビジョンなど複数ある場合はぜひご利用くだ
さい。

属性文字の使用方法

回路図上で属性文字を変更する方法をご紹介します。
図面枠属性編集メニューから図面枠上の属性文字を一括で編集することもできます。

(1)
回路図上で、図面枠属
性文字をダブルクリッ
ク

(2) 表示したい文字列を入
力します。
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 図面枠の文字が簡単に編
集できます。

文字の場合は回路図上で編集できません。編集が必要な場合は、属性文字で配置ください。
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図面枠属性文字の配置

図面枠属性文字の配置は下記作業によります。

図面枠属性文字の配置方法

図面枠にプロジェクト名やシートNoなどの属性文字を配置する方法をご紹介します。

(1)
【作図】
→【属性文字】
をクリック

(2) タイプ「・・・」ボタ
ンクリック
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(3) 属性を選択して「OK」
をクリック

 

マクロ属性文字の場合
は「システム属性を表
示する」にチェックを
入れると表示されます
。

(4) 「OK」をクリック

(5) 配置したい座標でクリ
ック

 

回路図エディタ > 図面枠を作成する > 図面枠属性文字の配置 309 / 508



図面枠属性文字の連動

通常属性文字は、プロジェクト内やシート内で表示/非表示状態や表示する文字を連動させることができます。

プレフィック
ス

内容 例

Sheet. 同一シート内で同じ属性文字の文字列と表示/非表示状態を連動します。
Sheet.リビジョ
ン

Project.
同一プロジェクト内で同じ属性文字の文字列と表示/非表示状態を連動し
ます。

Project.図面番号

設定例
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図面枠属性文字の連動について

ここではプロジェクト内で連動する図面枠属性文字についてご紹介します。
これは回路図での編集になります。

(1)
同じプロジェクト内に
4つのシートがあり
ます。1シート目の属
性をダブルクリック

(2) 文字列を入力し「OK」
をクリック

 
プロジェクト内の全シー
トの同じ属性文字が連動
して変更されます。
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マクロ属性文字

図面枠に配置する属性文字の種類の一つです。
マクロ属性文字は図面枠が回路図に設定されている場合に自動的にページ数を割り振ったり、ファイル名を表示する
属性文字です。

実行前 実行後
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マクロ属性文字は下記に示すような種類あります。

自動更新されるマクロ属性文字

回路図の状況に合わせ、自動的に値が入力される属性文字です。

属性文字 内容 例

Frame.SheetName
図面枠情報更新時にシート名を表示
します。

sheet2

Frame.DirectoryAndSheetName
図面枠情報更新時にシートのディレ
クトリとシート名を表示します。

/UserDatas/SingleSideSample/sheet2

Frame.MaxSheetNo
図面枠情報更新時にプロジェクト内
の回路図シート数を表示します。

2

Frame.SheetNo
図面枠情報更新時にシートのページ
数を表示します。

3

Frame.ProjectName
図面枠情報更新時にプロジェクト名
を表示します。

SingleSideSample

Frame.UpdateDate
回路図保存時にファイル最終更新日
時を表示します。

2012/04/16 14:44

Frame.PrintDate

回路図印刷時に最終印刷日時を表示
します。
※実際に印刷した日時ではなく、印
刷画面を表示した日時となります。

2012/04/16 14:44
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ウィザードで参照枠を使用した時に使われている属性文字

図面枠の特性を持った属性文字です。
ポートアドレス表示時に参照する属性文字になります。図面枠作成時のウィザードで自動的に生成、配置されます。

属性文字 内容

Frame.ColumnNumber 図面枠横方向参照文字を表示します。

Frame.RowNumber 図面枠縦方向参照文字を表示します。
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図面枠情報更新方法

図面枠情報更新

図面枠情報更新を実行すると自動的に図面枠に配置しているマクロ属性文字の値を更新します。
以下に図面枠情報更新を行う方法をご紹介します。

(1)
【プロジェクト】
→【図面枠編集】
→【図面枠情報更新】
をクリック

　 シート数が更新され
ます。

　

プロジェクト内に３シ
ートの回路図があり、
2ページ目を開いてい
る為、
Frame.SheetNo⇒2
Frame.MaxSheetNo⇒3
が自動的に表示され
ます。
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図面枠の保存

図面枠の編集が完了しましたら、図面枠を保存してください。

図面枠の保存方法

図面枠の保存方法をご紹介します。

(1)
【ファイル】
→【上書き保存】
をクリック

(2)
ディレクトリを選択し
、ファイル名を入
力「OK」をクリック

保存した図面枠を新規作成回路図に適用する場合は、プロジェクト設定の図面枠で設定できます。
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作図・編集機能について

ここで紹介するQuadceptの作図機能は非電気的な絵柄を表現するときに使用します。
ネットの接続は電気的なオブジェクトである結線で接続する必要があります。
ラインなどでピンを接続してもネットリストには反映しませんのでご注意ください。

ここでは、各オブジェクトの作図方法と編集方法をご紹介します。

オブジェクト

オブジェクト 形状 作図メニュー

ライン ライン

矩形 矩形

円

2点円

3点円

円弧

2点円弧

3点円弧

多角形

作図・編集
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多角形

三角形

二等辺三角形

正三角形

文字

文字

属性文字

図 図の挿入

原点 原点移動

メモ

　 　

ノート

矢印

フリーライン

 

回路図エディタ > 作図・編集 > 作図・編集機能について 318 / 508



編集方法

選択
移動
形状変更
属性確認・編集
削除
コピー＆貼り付け
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ラインの作図

ラインは非電気的な直線のラインの作図です。

ラベルを作図するときの各種作業をご紹介します。

ラインメニューの選択方法
ラインの作図方法
コーナー角度の変更方法
角度スイッチ方法
ラインを戻す
線幅変更
プロパティ変更（色、線スタイル等）
ラインをキャンセルする
ラインモードを解除する

 

作図
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ラインメニューの選択方法

【作図】→【ライン】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。

ラインの作図方法

ラインメニューを選択したあとに、

STEP1:開始点をクリック
STEP2:コーナーをクリック（※コーナーがある場合）
STEP3:終了点をダブルクリック（ピン等電気オブジェクト上ではクリックで終了となります。）

ライン作図方法

ラインは下記作業となります。

(1)

【作図】
→【ライン】
をクリック
⇒ ラインモードになり
ます。

(2) 開始点をクリック

(3) 次の位置をクリック(コ
ーナーを決定します)

(4) 終了点をダブルクリッ
ク
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コーナー角度の変更方法

コーナーは、角度を自由に変更できます。

コーナーの折れ角度

45度 90度 フリー

コーナーの折れ角度変更は下記作業となります。

右クリック→【折れ角度変更】を選択
 ※プロパティウィンドウからも確認、変更できます。
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角度スイッチ方法

切り替え前 切り替え後

角度スイッチの切り替えは下記作業となります。

方法1:右クリック→【角度スイッチ】を選択
方法2:キーボードの「X」を押下
※プロパティウィンドウからも確認変更ができます。

 

また、マウスの引き出し方向の軌跡でも引き出し方向を決めることができます。

まず、右側に引き出した場合 まず、下側に引き出した場合
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ラインを戻す

ラインを作成中にコーナーを一つ前の状態に戻すことができます。

戻す前 戻した後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【ひとつ戻る】を選択
※キーボードの「BackSpace」を押下
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線幅変更

ラインを作成中、線幅を変更することができます。

線幅0.2mm 線幅1mm

線幅の変更方法は、下記作業となります。

STEP1:右クリック→【線幅変更】を選択⇒「線幅設定」ウィンドウが開きます。
           ※キーボードの「w」を押下でもできます。
STEP2:線幅を入力し、「OK」をクリック

確定前のライン全体に適用されます。
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プロパティ変更（色、線スタイル等）

線幅、線スタイル、線カラー、折れ角度などを変更できます。
変更方法は下記作業となります。

STEP1:プロパティウィンドウで値を変更

確定前のライン全体に適用されます。

 

ラインをキャンセルする

ラインを作成中に作成中のラインをキャンセルして作図前の状態に戻すことができます。

キャンセル前 キャンセル後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下

 

ラインモードを解除する

ラインモードを解除する方法は下記作業となります。

ライン作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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矩形の作図

矩形は非電気的な四角形状の作図です。

矩形を作図するときの各種作業をご紹介します。

矩形メニューの選択方法
矩形の作図方法
矩形を戻す
線幅変更
プロパティ変更（色、線スタイル等）
矩形をキャンセルする
矩形モードを解除する

 

矩形メニューの選択方法

【作図】→【矩形】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。
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矩形の作図方法

矩形メニューを選択したあとに、

STEP1:始点をクリック
STEP2:終点をクリック

矩形作図方法

矩形は下記作業となります。

(1)

【作図】
→【矩形】
をクリック
⇒ 矩形モードになり
ます。

(2) 始点をクリック
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(3) 終了点をクリック
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矩形を戻す

矩形を作成中にコーナーを一つ前の状態に戻すことができます。

戻す前 戻した後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【ひとつ戻る】を選択
※キーボードの「BackSpace」を押下

矩形を作成中でない場合は矩形モードの解除になります。
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線幅変更

矩形を作成中、線幅を変更することができます。

線幅0.2mm 線幅1mm

線幅の変更方法は、下記作業となります。

STEP1:右クリック→【線幅変更】を選択⇒「線幅設定」ウィンドウが開きます。
           ※キーボードの「W」を押下でもできます。
STEP2:線幅を入力し、「OK」をクリック

確定前の矩形全体に適用されます。
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プロパティ変更（色、線スタイル等）

線幅、線スタイル、塗りスタイル、線カラー、塗りカラーなどを変更できます。
変更方法は下記作業となります。

STEP1:プロパティウィンドウで値を変更

確定前の矩形全体に適用されます。

 

矩形をキャンセルする

矩形を作成中に作成中の矩形をキャンセルして作図前の状態に戻すことができます。

キャンセル前 キャンセル後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下

 

矩形モードを解除をする

矩形モードを解除する方法は下記作業となります。

矩形作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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2点円の作図

2点円は中心、半径を指定することにより円を作成します。

2点円を作図するときの各種作業をご紹介します。

2点円メニューの選択方法
2点円の作図方法
2点円を戻す
線幅変更
プロパティ変更（色、線スタイル等）
2点円をキャンセルする
2点円モードを解除する

 

2点円メニューの選択方法

【作図】→【2点円】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。
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2点円の作図方法

2点円メニューを選択したあとに、

STEP1:中心座標をクリック
STEP2:半径をクリック

2点円作図方法

2点円は下記作業となります。

(1)

【作図】
→【2点円】
をクリック
⇒ 2点円作成モードに
なります。

(2) 中心座標をクリック
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(3) 半径をクリック
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2点円を戻す

2点円を作成中にコーナーを一つ前の状態に戻すことができます。

戻す前 戻した後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【ひとつ戻る】を選択
※キーボードの「BackSpace」を押下

2点円を作成中でない場合は2点円作成モードの解除になります。
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線幅変更

2点円を作成中、線幅を変更することができます。

線幅0.2mm 線幅1mm

線幅の変更方法は、下記作業となります。

STEP1:右クリック→【線幅変更】を選択⇒「線幅設定」ウィンドウが開きます。
           ※キーボードの「W」を押下でもできます。
STEP2:線幅を入力し、「OK」をクリック

確定前の2点円全体に適用されます。
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プロパティ変更（色、線スタイル等）

線幅、線スタイル、塗りスタイル、線カラー、塗りカラーなどを変更できます。
変更方法は下記作業となります。

STEP1:プロパティウィンドウで値を変更

確定前の2点円全体に適用されます。

 

2点円をキャンセルする

2点円を作成中に作成中の2点円をキャンセルして作図前の状態に戻すことができます。

キャンセル前 キャンセル後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下

 

2点円モードを解除する

2点円モードを解除する方法は下記作業となります。

2点円作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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3点円の作図

3点円は3点を指定することにより円を作成します。

3点円を作図するときの各種作業をご紹介します。

3点円メニューの選択方法
3点円の作図方法
3点円を戻す
線幅変更
プロパティ変更（色、線スタイル等）
3点円をキャンセルする
3点円モードを解除する

 

3点円メニューの選択方法

【作図】→【3点円】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。
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3点円の作図方法

3点円メニューを選択したあとに、

STEP1１点目をクリック
STEP2:2点目をクリック
STEP3:3点目をクリック

3点円作図方法

3点円は下記作業となります。

(1)

【作図】
→【3点円】
をクリック
⇒ 3点円作成モードに
なります。

(2) 1点目をクリック

(3) 2点目をクリック
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(4) 3点目をクリック
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3点円を戻す

3点円を作成中にコーナーを一つ前の状態に戻すことができます。

戻す前 戻した後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【ひとつ戻る】を選択
※キーボードの「BackSpace」を押下

3点円を作成中でない場合は3点円作成モードの解除になります。
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線幅変更

3点円を作成中、線幅を変更することができます。

線幅0.2mm 線幅1mm

線幅の変更方法は、下記作業となります。

STEP1:右クリック→【線幅変更】を選択⇒「線幅設定」ウィンドウが開きます。
           ※キーボードの「W」を押下でもできます。
STEP2:線幅を入力し、「OK」をクリック

確定前の3点円全体に適用されます。
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プロパティ変更（色、線スタイル等）

線幅、線スタイル、塗りスタイル、線カラー、塗りカラーなどを変更できます。
変更方法は下記作業となります。

STEP1:プロパティウィンドウで値を変更

確定前の3点円全体に適用されます。

 

3点円をキャンセルする

3点円を作成中に作成中の3点円をキャンセルして作図前の状態に戻すことができます。

キャンセル前 キャンセル後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下

 

3点円モードを解除する

3点円モードを解除する方法は下記作業となります。

3点円作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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2点円弧の作図

2点円弧は中心、半径、角度を指定することにより円弧を作成します。

2点円弧を作図するときの各種作業をご紹介します。

2点円弧のメニュー選択方法
2点円弧の作図方法
2点円弧を戻す
線幅変更
回転方向切り替え
プロパティ変更（色、線スタイル等）
2点円弧をキャンセルする
２点円弧モードを解除する

 

2点円弧メニューの選択方法

【作図】→【2点円弧】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。
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2点円弧の作図方法

2点円弧メニューを選択したあとに、

STEP1:中心座標をクリック
STEP2:半径をクリック
STEP3:終了角度をクリック

2点円弧作図方法

2点円弧は下記作業となります。

(1)

【作図】
→【2点円弧】
をクリック
⇒ 2点円弧作成モード
になります。

(2) 中心座標をクリック

(3) 半径をクリック
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(4) 終了角度をクリック
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2点円弧を戻す

2点円弧を作成中にコーナーを一つ前の状態に戻すことができます。

戻す前 戻した後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【ひとつ戻る】を選択
※キーボードの「BackSpace」を押下

2点円弧を作成中でない場合は2点円弧作成モードの解除になります。
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線幅変更

2点円弧を作成中、線幅を変更することができます。

線幅0.2mm 線幅1mm

線幅の変更方法は、下記作業となります。

STEP1:右クリック→【線幅変更】を選択⇒「線幅設定」ウィンドウが開きます。
           ※キーボードの「W」を押下でもできます。
STEP2:線幅を入力し、「OK」をクリック

確定前の2点円弧全体に適用されます。
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回転方向切り替え

2点円弧を作成中、回転方向を変更することができます。

時計回り 反時計回り

線幅の変更方法は、下記作業となります。

STEP1:右クリック→【回転方向切り替え】を選択
           ※キーボードの「X」を押下でもできます。
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プロパティ変更（色、線スタイル等）

線幅、円弧スタイル、線スタイル、塗りスタイル、線カラー、塗りカラーなどを変更できます。
変更方法は下記作業となります。

STEP1:プロパティウィンドウで値を変更

確定前の2点円弧全体に適用されます。

 

2点円弧をキャンセルする

2点円弧を作成中に作成中の2点円弧をキャンセルして作図前の状態に戻すことができます。

キャンセル前 キャンセル後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下

 

2点円弧モードを解除する

2点円弧モードを解除する方法は下記作業となります。

2点円弧作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下

 

回路図エディタ > 作図 > 2点円弧の作図 351 / 508



3点円弧の作図

3点円弧は3点を指定することにより円弧を作成します。

3点円弧を作図するときの各種作業をご紹介します。

3点円弧のメニュー選択方法
3点円弧の作図方法
3点円弧を戻す
線幅変更
プロパティ変更（色、線スタイル等）
3点円弧をキャンセルする
3点円弧モードを解除する

 

3点円弧メニューの選択方法

【作図】→【3点円弧】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。
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3点円弧の作図方法

3点円弧メニューを選択したあとに、

STEP1:1点目をクリック
STEP2:2点目をクリック
STEP3:3点目をクリック

3点円弧作図方法

3点円弧は下記作業となります。

(1)

【作図】
→【3点円弧】
をクリック
⇒ 3点円弧作成モード
になります。

(2) 1点目をクリック

(3) 2点目をクリック
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(4) 3点目をクリック
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3点円弧を戻す

3点円弧を作成中にコーナーを一つ前の状態に戻すことができます。

戻す前 戻した後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【ひとつ戻る】を選択
※キーボードの「BackSpace」を押下

3点円弧を作成中でない場合は3点円弧作成モードの解除になります。
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線幅変更

3点円弧を作成中、線幅を変更することができます。

線幅0.2mm 線幅1mm

線幅の変更方法は、下記作業となります。

STEP1:右クリック→【線幅変更】を選択⇒「線幅設定」ウィンドウが開きます。
           ※キーボードの「w」を押下でもできます。
STEP2:線幅を入力し、「OK」をクリック

確定前の3点円弧全体に適用されます。

 

プロパティ変更（色、線スタイル等）

線幅、円弧スタイル、線スタイル、塗りスタイル、線カラー、塗りカラーなどを変更できます。
変更方法は下記作業となります。

STEP1:プロパティウィンドウで値を変更

確定前の3点円弧全体に適用されます。
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3点円弧をキャンセルする

3点円弧を作成中に作成中の3点円弧をキャンセルして作図前の状態に戻すことができます。

キャンセル前 キャンセル後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下

 

3点円弧モードを解除する

3点円弧モードを解除する方法は下記作業となります。

3点円弧作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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多角形の作図

多角形は各構成点を指定することにより多角形を作成します。

多角形を作図するときの各種作業をご紹介します。

多角形メニューの選択方法
多角形の作図方法
コーナー角度の変更方法
角度スイッチ方法
多角形を戻す
線幅変更
プロパティ変更（色、線スタイル等）
多角形をキャンセルする
多角形モードを解除する

 

多角形メニューの選択方法

【作図】→【多角形】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。
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多角形の作図方法

多角形メニューを選択したあとに、

STEP1:開始点をクリック
STEP2:各構成点をクリック（構成点の数分繰り返す。）
STEP3:終了点をダブルクリック

多角形作図方法

多角形は下記作業となります。

(1)

【作図】
→【多角形】
をクリック
⇒ 多角形モードになり
ます。

(2) 始点をクリック

(3) 1つ目の構成点をクリ
ック

(4) 2つ目の構成点をクリ
ック

(5) 3つ目の構成点をクリ
ック

回路図エディタ > 作図 > 多角形の作図 359 / 508



(6) 終了点をダブルクリッ
ク

　 多角形が作成されます
。
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コーナー角度の変更方法

コーナーは、角度を自由に変更できます。

コーナーの折れ角度

45度 90度 フリー

コーナーの折れ角度変更は下記作業となります。

右クリック→【折れ角度変更】を選択
 ※プロパティウィンドウからも確認、変更できます。

 

角度スイッチ方法

切り替え前 切り替え後

角度スイッチ方法の切り替えは下記作業となります。

方法1:右クリック→【角度スイッチ】を選択
方法2:キーボードの「X」を押下
※プロパティウィンドウからも確認変更ができます。
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また、マウスの引き出し方向の軌跡でも引き出し方向を決めることができます。

まず、右側に引き出した場合 まず、下側に引き出した場合

 

多角形を戻す

多角形を作成中にコーナーを一つ前の状態に戻すことができます。

戻す前 戻した後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【ひとつ戻る】を選択
※キーボードの「BackSpace」を押下
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線幅変更

多角形を作成中、線幅を変更することができます。

線幅0.2mm 線幅1mm

線幅の変更方法は、下記作業となります。

STEP1:右クリック→【線幅変更】を選択⇒「線幅設定」ウィンドウが開きます。
           ※キーボードの「W」を押下でもできます。
STEP2:線幅を入力し、「OK」をクリック

確定前の多角形全体に適用されます。

 

プロパティ変更（色、線スタイル等）

線幅、線スタイル、線カラー、折れ角度などを変更できます。
変更方法は下記作業となります。

STEP1:プロパティウィンドウで値を変更

確定前の多角形全体に適用されます。
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多角形をキャンセルする

多角形を作成中に作成中の多角形をキャンセルして作図前の状態に戻すことができます。

キャンセル前 キャンセル後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下

 

多角形モードを解除する

多角形モードを解除する方法は下記作業となります。

多角形作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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三角形の作図

三角形は3点を指定することにより三角形を作成します。

三角形を作図するときの各種作業をご紹介します。

三角形メニューの選択方法
三角形の作図方法
三角形を戻す
線幅変更
プロパティ変更（色、線スタイル等）
三角形をキャンセルする
三角形モードを解除する

 

三角形メニューの選択方法

【作図】→【三角形】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。
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三角形の作図方法

三角形メニューを選択したあとに、

STEP1:1点目をクリック
STEP2:2点目をクリック
STEP3:3点目をクリック

三角形作図方法

三角形は下記作業となります。

(1)

【作図】
→【三角形】
をクリック
⇒ 三角形モードになり
ます。

(2) 1つ目の構成点をクリ
ック

(3) 2つ目の構成点をクリ
ック

(4) 3つ目の構成点をクリ
ック
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　 三角形が作成されます
。
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三角形を戻す

三角形を作成中にコーナーを一つ前の状態に戻すことができます。

戻す前 戻した後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【ひとつ戻る】を選択
※キーボードの「BackSpace」を押下
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線幅変更

三角形を作成中、線幅を変更することができます。

線幅0.2mm 線幅1mm

線幅の変更方法は、下記作業となります。

STEP1:右クリック→【線幅変更】を選択⇒「線幅設定」ウィンドウが開きます。
           ※キーボードの「W」を押下でもできます。
STEP2:線幅を入力し、「OK」をクリック

確定前の三角形全体に適用されます。
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プロパティ変更（色、線スタイル等）

線幅、線スタイル、線カラー、折れ角度などを変更できます。
変更方法は下記作業となります。

STEP1:プロパティウィンドウで値を変更

確定前の三角形全体に適用されます。

 

三角形をキャンセルする

三角形を作成中に作成中の三角形をキャンセルして作図前の状態に戻すことができます。

キャンセル前 キャンセル後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下

 

三角形モードを解除する

三角形モードを解除する方法は下記作業となります。

三角形作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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正三角形の作図

正三角形は底辺と頂点を指定することにより正三角形を作成します。

正三角形を作図するときの各種作業をご紹介します。

正三角形メニューの選択方法
正三角形の作図方法
正三角形を戻す
線幅変更
プロパティ変更（色、線スタイル等）
正三角形をキャンセルする
正三角形モードを解除する

 

正三角形メニューの選択方法

【作図】→【正三角形】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。
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正三角形の作図方法

正三角形メニューを選択したあとに、

STEP1:基線開始点をクリック
STEP2:基線終了点をクリック
STEP3:高さをクリック

正三角形作図方法

正三角形は下記作業となります。

(1)

【作図】
→【正三角形】
をクリック
⇒ 正三角形モードにな
ります。

(2) 底辺開始点をクリック

(3) 底辺終了点をクリック

(4) 高さをクリック
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　 正三角形が作成され
ます。
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正三角形を戻す

正三角形を作成中にコーナーを一つ前の状態に戻すことができます。

戻す前 戻した後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【ひとつ戻る】を選択
※キーボードの「BackSpace」を押下
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線幅変更

正三角形を作成中、線幅を変更することができます。

線幅0.2mm 線幅1mm

線幅の変更方法は、下記作業となります。

STEP1:右クリック→【線幅変更】を選択⇒「線幅設定」ウィンドウが開きます。
           ※キーボードの「W」を押下でもできます。
STEP2:線幅を入力し、「OK」をクリック

確定前の正三角形全体に適用されます。
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プロパティ変更（色、線スタイル等）

線幅、線スタイル、線カラー、折れ角度などを変更できます。
変更方法は下記作業となります。

STEP1:プロパティウィンドウで値を変更

確定前の正三角形全体に適用されます。

 

正三角形をキャンセルする

正三角形を作成中に作成中の正三角形をキャンセルして作図前の状態に戻すことができます。

キャンセル前 キャンセル後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下

 

正三角形モードを解除する

正三角形モードを解除する方法は下記作業となります。

正三角形作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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二等辺三角形の作図

二等辺三角形は底辺と頂点を指定することにより二等辺三角形を作成します。二等辺三角形の作成方法をご紹介し
ます。

二等辺三角形を作図するときの各種作業をご紹介します。

二等辺三角形メニューの選択方法
二等辺三角形の作図方法
二等辺三角形を戻す
線幅変更
プロパティ変更（色、線スタイル等）
二等辺三角形をキャンセルする
二等辺三角形モードを解除する

 

二等辺三角形メニューの選択方法

【作図】→【二等辺三角形】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。
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二等辺三角形の作図方法

二等辺三角形メニューを選択したあとに、

STEP1:底辺開始点をクリック
STEP2:底辺終了点をクリック
STEP3:高さをクリック

二等辺三角形作図方法

二等辺三角形は下記作業となります。

(1)

【作図】
→【二等辺三角形】
をクリック
⇒ 二等辺三角形モード
になります。

(2) 底辺開始点をクリック

(3) 底辺終了点をクリック

(4) 高さをクリック
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　 二等辺三角形が作成さ
れます。
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二等辺三角形を戻す

二等辺三角形を作成中にコーナーを一つ前の状態に戻すことができます。

戻す前 戻した後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【ひとつ戻る】を選択
※キーボードの「BackSpace」を押下
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線幅変更

二等辺三角形を作成中、線幅を変更することができます。

線幅0.2mm 線幅1mm

線幅の変更方法は、下記作業となります。

STEP1:右クリック→【線幅変更】を選択⇒「線幅設定」ウィンドウが開きます。
           ※キーボードの「W」を押下でもできます。
STEP2:線幅を入力し、「OK」をクリック

確定前の二等辺三角形全体に適用されます。
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プロパティ変更（色、線スタイル等）

線幅、線スタイル、線カラー、折れ角度などを変更できます。
変更方法は下記作業となります。

STEP1:プロパティウィンドウで値を変更

確定前の二等辺三角形全体に適用されます。

 

二等辺三角形をキャンセルする

二等辺三角形を作成中に作成中の二等辺三角形をキャンセルして作図前の状態に戻すことができます。

キャンセル前 キャンセル後

戻す方法は、下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下

 

二等辺三角形モードを解除する

二等辺三角形モードを解除する方法は下記作業となります。

二等辺三角形作成中ではないときに

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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文字の作図

文字を作図するときの各種作業をご紹介します。

文字メニューの選択方法
文字の作図方法
文字の回転
文字モードを解除する
縦書きフォントを使用する

 

文字メニューの選択方法

【作図】→【文字】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。
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文字の作図方法

文字メニューを選択したあとに、

STEP1:文字を入力
STEP2:「OK」をクリック
STEP3:配置したい場所でクリック

 

文字配置ダイアログから文字配置

文字配置ダイアログを使用して文字を配置します。

(1)

【作図】
→【文字】
をクリック
⇒「文字配置」ダイア
ログを開きます。

(2) 「文字名」を入力

(3) 「OK」クリック
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(4) 回路図上の配置したい
場所で、クリック
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文字の回転

作図中に90度回転します。
回転には以下のような方法があります。

方法1:【右クリック】→【移動・回転・反転】→【回転】を選択
方法2:【キーボード】→【R】を押下

回転例

回転前 回転後

回転は左90度回転になります。逆回転メニューもあります。

 

文字モードを解除する

文字モードを解除する方法は下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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縦書きフォントを使用する

日本語などで縦書きの文字を使用する場合はフォントで先頭に「＠」がついているものを使用してください。
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属性文字の作図

属性文字とは、回路図作成画面や図面枠など、ソフト上でなんらかの処理を実行したい場合に使用する文字列です。
特定の動作を行う文字列（Referecne、部品属性、ピン名称／ピン番号、図面枠のシート番号）に適用されます。
Quadceptではユーザーが任意に配置できるのは、図面枠のマクロ属性文字と図面枠の属性文字となっています。

属性文字の種類と属性文字を作図するときの各種作業をご紹介します。

属性文字の種類
システム属性の種類
属性文字メニューの選択方法
属性文字の作図方法
属性文字の回転
システム属性について
属性文字の追加方法
属性文字の編集方法
属性文字の削除方法
属性文字モードを解除する

 

属性文字の種類

属性文字はソフト上で何らかの処理を実行できる文字列となっています。
システム属性として定義されているものは処理があらかじめ設定されているものとなります。

任意によく使う属性文字は自由に追加できます。
例）図面枠の場合、回路図タイトル、設計者、承認者など
　　 部品の属性の場合、メーカー、抵抗値など
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システム属性種類

属性文字 内容 例

ExportBom 部品の「部品表出力」を表示します。 True/False

ExportNet 部品の「ネットリスト出力」を表示します。 True/False

IsUnAnnotateReference 部品の「Reference更新時固定」を表示します。 True/False

PartName 部品の「部品名称」を表示します。 7400

Quantitiy 部品表出力時、同じ属性の部品をまとめた場合の部品数を表示します。 10

Reference 部品の「Reference」を表示します。 U10

ElectricType ピンの「電気特性」を表示します。 未定義ピン

PinName ピンの「ピン名称」を表示します。 CLK

PinNo ピンの「ピン番号」を表示します。 5

図面枠の属性文字はマクロ属性文字をご覧ください。

 

属性文字メニューの選択方法

【作図】→【属性文字】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。
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属性文字の作図方法

属性文字メニューを選択したあとに、

STEP1:タイプを選択
STEP2:文字列を入力
STEP3:「OK」をクリック
STEP4:配置したい場所でクリック

 

属性文字配置ダイアログから属性文字配置

属性文字配置ダイアログを使用して属性文字を配置します。

(1)

【作図】
→【属性文字】
をクリック
⇒「属性文字配置」ダ
イアログを開きます。

(2)
タイプの「・・・」を
クリック
⇒属性追加画面が開き
ます。
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(3) システム属性を表示す
るにチェック

(4) 属性を選択

(5) 「OK」をクリック

(6) テキストを入力

 
※マクロ属性文字の場
合は自動更新されるの
で入力不要です。

(7) 「OK」クリック
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(8) 回路図上の配置したい
場所で、クリック
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属性文字の回転

作図中に90度回転します。
回転には以下のような方法があります。

方法1:【右クリック】→【移動・回転・反転】→【回転】を選択
方法2:【キーボード】→【R】を押下

回転例

回転前 回転後

回転は左90度回転になります。逆回転メニューもあります。

 

回路図エディタ > 作図 > 属性文字の作図 393 / 508



システム属性について

システム属性はあらかじめシステムで用意されている属性になります。
システム属性を使用すると「部品名」や「Reference」などの情報を表示できます。
どのような内容の属性なのかはカーソルを合わせると表示されるようになっています。

(1) 属性一覧画面で「追加
」をクリック

　 属性追加画面がひらき
ます。
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(2) 「システム属性を表示
する」にチェック

 
※カーソルを合わせる
と属性の内容がツー
ルチップに表示され
ます。

(3) 「OK」をクリック
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属性文字の追加方法

任意の属性文字を追加する方法をご紹介します。

(1) 属性追加画面で「属性
編集」をクリック

(2) 「追加」をクリック
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(3) 属性名を入力

(4) 「OK」をクリック
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属性文字の編集方法

任意の属性文字を編集する方法をご紹介します

(1) 属性追加画面で「属性
編集」をクリック

(2) 編集したい属性をクリ
ックし、編集する
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(3) 「OK」をクリック
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属性文字の削除方法

不要になった属性文字を削除する方法をご紹介します。

(1) 属性追加画面で「属性
編集」をクリック

(2) 削除したい属性を選択

(3) 「削除」をクリック
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(4) 「OK」をクリック
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属性文字モードを解除する

属性文字モードを解除する方法は下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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図の挿入

図面上に画像データを挿入することができます。
ロゴデータを挿入したり、トレース用の画像を挿入するのに便利です。

挿入できるデータの種類は

BMPファイル（*.bmp)
JPEGファイル(*.jpg;*jpeg)
PNGファイル(*.png）
GIFファイル（*.gif)
TIFFファイル(*.tiff;*.tif)

 

図の挿入を行うときの各種作業をご紹介します。

図の挿入メニューの選択方法
図の挿入方法
図の回転
図の反転
図の挿入モードを解除する

 

図の挿入メニューの選択方法

【作図】→【図の挿入】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。
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図の挿入方法

図の挿入メニューを選択したあとに、

STEP1:図を選択
STEP2:配置したい場所でクリック

 

図の挿入方法

図の挿入方法をご紹介します。

(1)

【作図】
→【図の挿入】
をクリック
⇒「ファイルを開く」
ダイアログを開きます
。

(2) 画像ファイルを選択

(3) 「OK」をクリック
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(4) 回路図上の配置したい
場所で、クリック
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図の回転

図の挿入中に90度回転します。
回転には以下のような方法があります。

方法1:【右クリック】→【移動・回転・反転】→【回転】を選択
方法2:【キーボード】→【R】を押下

回転例

回転前 回転後

回転は左90度回転になります。逆回転メニューもあります。
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図の反転

図の挿入中に反転させます。
反転には以下のような方法があります。

方法1:【右クリック】→【移動・回転・反転】→【反転】を選択
方法2:【キーボード】→【M】を押下

反転例

反転前 反転後

「反転」は左右反転になります。上下反転メニューもあります。

 

図の挿入モードを解除する

図の挿入モードを解除する方法は下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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原点移動

原点移動はドキュメントの原点を移動する機能です。
部品の原点や図面の原点を後から簡単に変更することができます。

部品の原点は部品の配置時に基準となるため、ピン先がグリッドにのるようピン先に原点を設定すると便利です。

原点を移動するときの各種作業をご紹介します。

原点移動メニューの選択方法
原点の移動方法
原点移動モードを解除する

 

原点移動メニューの選択方法

【作図】→【原点移動】を選択

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。

 

原点
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原点の移動方法

原点移動メニューを選択したあとに、

STEP1:原点位置をクリック

原点移動方法

原点移動は下記作業となります。

(1)

【作図】
→【原点移動】
をクリック
⇒ 原点移動モードにな
ります。

　 原点が離れています。
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(2) 原点位置ををクリック

 原点位置が移動され
ます。
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原点移動モードを解除する

原点移動モードを解除する方法は下記作業となります。

右クリック→【キャンセル】を選択
※キーボードの「Escape」を押下
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選択

選択は、オブジェクトに対してプロパティを確認したり、移動や削除などの作業を行う場合に行う作業になります。

選択には「クリック選択」と「ドラッグ」選択があります。

複数のオブジェクトを選択する際には「Shift」キーを押下しながら選択すると追加選択。
「Ctrl」キーを押下しながら選択すると反転選択（選択しているものは選択解除になり、
選択していないものは選択されます。）します。

選択の方法

クリック選択 ドラッグ選択

追加選択と反転選択

・追加選択
・反転選択（選択しているものは選択解除になり、選択していないものは選択されます。）

選択項目はフィルタでオブジェクトを制限することができます。

 

編集
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選択メニューの選択方法

【編集】→【選択】を選択
※他のモードの場合「Esc」キーを押下してモードを解除することでも”選択”モードになります。

 

選択メニューの選択方法

選択メニューの選択方法をご紹介します。

(1)
【編集】
→【選択】
クリック

 
※他のモードの場
合「Esc」キーを押下
することでも”選択”モ
ードになります。

　 「選択」モードになり
ます。

その他、いろいろな実行方法があります。メニューの実行についてをご覧ください。
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クリック選択

オブジェクトをクリックすることで、選択します。

(1) オブジェクトをクリッ
ク

　
選択色になり、選択ハ
ンドルが表示されます
。
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ドラッグ選択

ドラッグでエリアを囲むことで、選択する方法をご紹介します。

(1) マウスの左ボタンを押
しながらドラッグ

　

ドラッグしたエリア内
が選択色になり、選択
ハンドルが表示され
ます。

ドラッグ移動してしまって、選択が行いにくい場合は、プロパティウィンドウの「ドラッグ移動」を無効に
してください。
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追加選択

追加選択（現在選択しているオブジェクトはそのまま、追加で選択します。）の方法を
ご紹介します。

(1) 「Shift」キーを押しな
がら、ドラッグ選択

　 追加で選択されます。
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反転選択

反転選択（選択しているものは選択解除になり、選択していないものは選択されます。）の方法を
ご紹介します。

(1) 「Ctrl」キーを押しな
がら、クリック選択

　 選択状態が反転され
ます。

 

回路図エディタ > 編集 > 選択 417 / 508



移動

配置済みオブジェクトの移動方法についてご紹介します。

オブジェクトの移動には以下の方法があります。

方法1: オブジェクトをドラッグ移動
方法2: オブジェクトをクリック選択し、「Enter」キー移動

方法3: オブジェクトをクリック選択し、オブジェクト原点に表示される選択ハンドル（ ）を、ドラッグ
移動。

ドラッグ移動

一番簡単な移動方法です。　（※プロパティウィンドウの「ドラッグ移動」オプションが有効になっている時のみ
）

(1) オブジェクトをドラッ
グ移動

　 オブジェクトが移動し
ます。
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(2) 配置したい場所でクリ
ック
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オブジェクトを選択して、「Enter」キー押下

オブジェクトを選択して、移動モードにします。

(1) オブジェクトをクリッ
ク選択

(2) 「Enter」キー押下

　
　

オブジェクトがカーソ
ルについた状態になり
ます。
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(3) 配置したい場所でクリ
ック
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オブジェクトをクリック選択し、オブジェクト原点に選択ハンドルを、ドラッグ移動

オブジェクト原点を基準に移動する方法です。

(1)

オブジェクトをクリッ
ク選択し、オブジェク
トの原点に表示され

るマーク にカーソ
ルをあわせる

 
カーソル形状が十字矢

印 になります。

　

オブジェクトがオブジ
ェクト原点を基準にカ
ーソルについた状態に
なります。
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(2) 配置したい場所でクリ
ック
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形状変更

オブジェクトを選択した時に選択グリッド（ ）が表示されますが、

カーソルを合わせたときにカーソルアイコンが両矢印（ ）の場合、ドラッグすることで形状を変更できます。

変更前 変更後
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形状変更方法

選択グリッドをドラッグすることで形状変更する方法をご紹介します。

(1) オブジェクトを選択

(2) 移動グリッドにかカー
ソルを合わせる

(3) ドラッグ移動
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　 形状が変更されます。
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属性確認・編集

オブジェクトには線幅や色など様々な属性を持っています。
属性を確認したり、編集する方法をご紹介します。

属性の確認・編集方法には以下の方法があります。

・プロパティウィンドウから確認・編集する方法
・属性表示ダイアログから確認・編集する方法

 

プロパティウィンドウから確認・編集する方法

プロパティウィンドウから選択オブジェクトの属性を確認したり、編集する方法についてご紹介します。

(1) オブジェクトを選択

 
選択オブジェクトの属性
がプロパティウィンドウ
に表示されます。
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(2) 属性を変更して「OK」
クリック

　 属性が変更されます。
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属性表示ダイアログから確認・編集する方法

属性ダイアログから選択オブジェクトの属性を確認したり、編集する方法についてご紹介します。

(1)

オブジェクトをダブル
クリック
オブジェクトを選択し
てから
右クリック
→【属性表示】
でもできます。

(2) 属性を変更して「OK」
クリック

　 属性が変更されます。
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削除

選択したオブジェクトを削除する方法をご紹介します。

削除する方法は、下記作業となります。

選択して、Deleteキー押下

 

削除方法

オブジェクトを削除する方法をご紹介します。

(1) 削除したいオブジェク
トを選択

(2)
「Delete」キー押下
右クリック
→【削除】
でもできます。
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 選択したオブジェクトが
削除されます。
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コピー＆貼り付け

オブジェクトは「【コピー】＆【貼り付け】」や「【切り取り】＆【貼り付け】」ができます。
複数のオブジェクトをコピーしたり、同じオブジェクトを何度も使用するときに便利です。
メニューや右クリックメニューにも用意していますが、ショートカットキーが便利です。

項目 マウス キーボード

コピー 右クリック→【コピー】 Ctrl+C

切り取り 右クリック→【切り取り】 Ctrl+X

貼り付け 右クリック→【貼り付け】 Ctrl+V
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コピー＆貼り付け

コピーしたオブジェクトを貼り付ける方法をご紹介します。

(1) オブジェクトを選択

(2)
右クリック
→【コピー】
クリック

(3)
右クリック
→【貼り付け】
クリック
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カーソルにコピーした
オブジェクトが表示さ
れます。

(4)
クリック
コピーしたオブジェク
トが配置されます。
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部品交換

部品交換は部品を交換する機能です。
ピン番号を基準にして結線の接続を保持して交換を行うことができます。

シンボルを部品に交換する場合は、メニュー名が【シンボルを部品に交換】を行ってください。

部品交換方法

部品の交換方法をご紹介します。

(1) 置き換えたい部品を選
択

(2) 右クリック
→【部品交換】を選択

(3) 部品を選択

(4) 「OK」クリック

各種便利機能
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(5)

同一シート内の同一部
品も交換する場合は「
はい」クリック
※選択部品だけ交換す
る場合は「いいえ」を
クリックください。

(6) 「OK」をクリック

 部品が置き換わります。

複数部品を選択して実行すると、一括で部品交換できます。

部品を重ねて置き換える置き換え交換でも行うことができます。
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シンボルを部品に交換

Quadceptではパッケージを後から特定、変更する場合、まずシンボルを配置して部品が選定された際に部品化でき
ます。

部品交換と同様ピン番号を基準にして結線の接続を保持して交換を行うことができます。

部品を部品に交換する場合は、メニュー名が【部品交換】を行ってください。

シンボルを部品に交換する方法

シンボルを部品に交換する方法をご紹介します。

(1) 置き換えたいシンボル
を選択

(2)
右クリック
→【シンボルを部品に
交換】
を選択
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(3) 部品を選択

(4) 「アサイン」クリック

(5)

同一シート内の同一部
品も交換する場合は「
はい」クリック
※選択部品だけ交換す
る場合は「いいえ」を
クリックください。

(6) 「OK」をクリック
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 部品が置き換わります。

複数シンボルを選択して実行すると、一括で部品に交換できます。

シンボルを重ねて置き換える置き換え交換でも行うことができます。
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図形分割

図形分割機能についてご紹介します。
図形分割機能とは、作成した作図の交点を分割する機能になります。

分割前 分割後

図形分割機能は、すべての作図（ライン・円・円弧・・・）に対して有効です。
ベタ・配線などのその他の図形は対応しておりません。
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図形分割方法

図形分割の方法をご紹介します。

　 分割したい図形を選択

　
右クリック
→【図形分割】
クリック

　 図形分割されます。

　 分割したオブジェクト
の不要部分を選択

回路図エディタ > 各種便利機能 > 図形分割 441 / 508



　
「Delete」キー押下
オブジェクトの不要部
分が削除されます。
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整列

選択しているオブジェクトを整列する機能です。
オブジェクトを整列したり、均等に配置する機能です。部品をそろえたり、均等に配置するときなどに便利です。

整列には以下の種類があります。

選択オブジェクトの左揃え
選択オブジェクトの横方向中央揃え
選択オブジェクトの右揃え
選択オブジェクトの上揃え
選択オブジェクトの縦方向中央揃え
選択オブジェクトの下揃え
選択オブジェクトの左右等間隔揃え
選択オブジェクトの上下等間隔揃え
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整列方法

オブジェクトの整列方法をご紹介します。

(1) 整列したいオブジェク
トを選択します。

(2)

【編集】
→【整列】
→【選択オブジェクト
の左揃え】
をクリック

　 オブジェクトが整列さ
れます。
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選択オブジェクトの左揃え

アイコン 整列前 整列後

 

選択オブジェクトの横方向中央揃え

アイコン 整列前 整列後

 

選択オブジェクトの右揃え

アイコン 整列前 整列後
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選択オブジェクトの上揃え

アイコン 整列前 整列後

 

選択オブジェクトの縦方向中央揃え

アイコン 整列前 整列後

 

選択オブジェクトの下揃え

アイコン 整列前 整列後
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選択オブジェクトの左右等間隔揃え

アイコン 整列前 整列後

 

選択オブジェクトの上下等間隔揃え

アイコン 整列前 整列後
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フィルタ

フィルタは各種オブジェクト（部品、シンボル、ライン、矩形、結線）などを選択可／不可を設定するメニューにな
ります。
フィルタでOFFにしたオブジェクトは編集・移動が制限されるため、作業状態に合わせて設定ください。
フィルタのON/OFF状態はフィルタ一覧で保存・読み込みできます。、良く使うフィルタの組み合わせを切り替えて
ご使用ください。
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 フィルタなし全選択 部品フィルタあり全選択

フィルタ画面

全選択

フィルタのチェックON/OFFを一括で切り替えるにはON/OFF一括切り替えが便利です。
ショートカット「Space」でも切り替え可能です。
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フィルタ画面説明
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 項目 内容 ショートカ
ット

(1) フィルタ
有効

フィルタの有効／無効を切り替えます。チェックが入っている場合のみフィル
タが有効となります。

Shit+F

(2) すべ
てON

すべての項目のチェックをONにします。 スペース

(3) すべ
てOFF

すべての項目のテックをOFFにします。 スペース

(4) フィルタ
一覧

登録しているフィルタの一覧を表示できます。 F

(5) 登録フィ
ルタ

ユーザー様ごとでオリジナルのフィルタ項目の設定が可能です。
フィルタの切り替えは「F」+「数値」で可能です。
例えば、上記「全項目」に切り替えたい場合、キーボードから「F」「1」を入
力することで可能です。

0~9
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フィルタ使用方法

フィルタ使用方法

結線の太さを一括で変更する場合の使用方法をご紹介します。

(1)

【編集】
→【フィルタ】
クリック
※もしくはショートカ
ットキー「F」押下
⇒「フィルタ」ウィン
ドウが表示されます。

(2)
「フィルタ有効」と「
結線」にチェックが入
った状態にする。

(3)
【編集】
→【すべて選択】
クリック
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結線だけが選択される
ので線幅が「0.2」とな
っていることを確認

(4) 線幅を「1」に変更し
てEnterキー押下。

(5)
結線の線幅が一括
で「1」に変更され
ます。

フィルタの有効／無効は右クリック→【フィルタ有効設定】で切り替えることができます。
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フィルタ一覧

フィルタのON／OFFの組み合わせを保存したり、切り替えることができます。
あらかじめいくつか用意していますが、お好みの組み合わせを保存してご利用ください。

以下にフィルタ一覧の使用方法をご紹介します。

現在のフィルタを一覧に追加
フィルタ一覧の編集（追加・削除・名称変更）
フィルタ切り替え

 

現在のフィルタを一覧に追加

現在設定しているフィルタの設定を保存して、フィルタ一覧に追加する方法をご紹介します。

(1)
「フィルタ一覧」
→【現在のフィルタを
一覧に追加】
クリック

(2) フィルタ名を入力
し「OK」クリック
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　 フィルタ一覧に「結線
」が追加されます。

 
切り替える方法はフィ
ルタ切り替えをご覧く
ださい。
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フィルタ一覧の編集

フィルタ一覧の編集（編集／追加／削除／名称変更）をおこなう方法をご紹介します。

(1)
「フィルタ一覧」
→【フィルタ一覧の
編集】
クリック

　 「フィルタ編集」画面
が開きます。

(2) フィルタ一覧から編集
したいフィルタを選択

(3) フィルタのON/OFFを
変更

(4) 「OK」クリック
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フィルタ一覧の追加

フィルタ一覧に追加する方法をご紹介します。

(1) 「追加」クリック

(2)

新規でフィルタが追加
されます。
※名称変更方法はフィ
ルタ一覧の名称変更を
ご覧ください。

(3) フィルタのON/OFFを
変更

(4) 「OK」クリック
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フィルタ一覧の削除

フィルタ一覧から削除する方法をご紹介します。

(1)
フィルタ一覧から削除
したいフィルタ名を選
択

(2) 「削除」クリック

　 フィルタが削除され
ます。

(3) 「OK」クリック
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フィルタ一覧の名称変更

フィルタ名の変更方法をご紹介します。

(1)

フィルタ一覧から名称
を変更したいフィルタ
を選択し、
右クリック
→【名称変更】
もしくはショートカッ
トキー「F2」押下

(2) フィルタ名称を入力す
る

(3) 「OK｣クリック
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フィルタ切り替え

保存したフィルタの組み合わせをフィルタ一覧から選択し切り替える方法をご紹介します。

(1)
「フィルタ
一覧」→『フィルタ名
』クリック
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フィルタ有効にチェッ
クが入り、フィルタ
のON/OFFが切り替わ
ります。
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相対移動

相対移動は、選択したオブジェクトを設定した数値で移動したりコピーしたりする場合に使用します。
同じ回路図を並べて配置したいときなどやピンの配置に便利です。

相対移動には「XY座標移動」と「直線距離移動」の2種類があります。

XY座標移動 直線距離移動

選択したオブジェクトをX軸、Y軸に移動距離を設定するこ
とで、

相対移動（コピー）を行うことができます。

選択したオブジェクトを移動距離を設定するこ
とで、

相対移動（コピー）を行うことができます。

コピー数が「0」の場合は移動になり、コピー数が「1」以上に設定した場合はコピーになります。
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操作方法

XY座標移動

選択したオブジェクトをX軸、Y軸に移動距離を設定することで、相対移動（コピー）を行うことができます。
XY座標移動方法をご紹介します。

(1) 移動したいオブジェク
トを選択します。

(2)

右クリック→
【移動・回転・反転】
→【相対移動】クリッ
ク
⇒「相対移動」画面が
開きます。

(3)
各種設定をおこなって
、「移動実行」クリッ
ク
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　 選択したオブジェクト
が移動します。

 

 
※コピー数に「1」以上
を設定した場合はコピ
ーになります。

(1) コピーしたいオブジェ
クトを選択します

(2) 「移動実行」クリック
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　 選択したオブジェクト
がコピーされます
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直線距離移動

選択したオブジェクトを移動距離を設定することで、相対移動（コピー）を行うことができます。
直線距離移動方法をご紹介します。

(1) 移動したいオブジェク
トを選択します。

(2)

右クリック
→【相対移動】
クリック
⇒「相対移動」画面が
開きます。

(3)

各種設定をおこなって
、矢印ボタンクリック
※矢印方向に移動し
ます。
※任意角度への移動も
できます。
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 選択したオブジェクトが
移動します。

 

 
※コピー数に「1」以上
を設定した場合はコピ
ーになります。

(1) コピーしたいオブジェ
クトを選択します

(2)
「移動実行」クリック
※任意角度指定の場合
は「移動実行」をクリ
ック下さい。
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　 選択したオブジェクト
がコピーされます
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置換

置換は回路図上に配置されているオブジェクトに対し、置換を行う機能となります。

置換対象

・ラベル名
・ポート名
・テキスト
・メモ
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画面説明

置換画面

検索場所

検索対象 内容

現在の画面 現在、アクティブになっている画面が対象となります。

すべての回路図 プロジェクト内のすべての回路図シートが対象となります。

プロジェクト　　　　　　　　
　　

プロジェクト内にあるすべての回路図シートとすべてのPCBシートが対象とな
ります。

検索対象

項目 内容

ネット（ラベル、ポート） ラベルやポートなど、ネット名に関わる置換が行えます。

その他（テキスト、メモ）　　
　

コネクタの接続先など、テキストで入力しているオブジェクトに置換が行え
ます。
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オプション

項目 内容

大文字と小文字の区別する チェックを入れると、大文字と小文字を区別して検索／置換を行います。

検索文字が完全一致である
ものを検索する

チェックを入れると検索文字列が完全一致の場合のみ検索対象としワイルドカード
での検索が行えます。
※ワイルドカードは「任意の文字」を意味する特殊文字で「*」が任意の長さの任意
の文字を、「?」が任意の1文字を意味する。

正規表現を有効にする チェックを入れると正規表現での検索／置換が行えます。
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置換方法

置換方法

置換を行う方法をご紹介します。

(1)

【編集】
→【置換】
クリック
※もしくはショートカ
ット「Ctrl+H」押下

(2)

「置換前」と「置換後
」を入力し「検索場所
」と「検索対象」を設
定し「置換」をクリッ
ク

　 置換作業が完了します
。　　　　　
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検索

検索は回路図上、PCB上に配置されているオブジェクトを検索する機能になります。

検索対象

・電源名
・ポート名
・参照名
・部品属性

 

検索画面

検索対象

検索対象 内容

現在の画面 現在、アクティブになっている画面から検索します。

すべての回路図 プロジェクト内のすべての回路図シートから検索します。

すべてのPCB プロジェクト内のすべてのPCBシートから検索します。

プロジェクト プロジェクト内にあるすべての回路図シートとすべてのPCBシートから検索します。
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オプション

項目 内容

大文字と小文字の区別する チェックを入れると、大文字と小文字を区別して検索を行います。

検索文字が完全一致である
ものを検索する

チェックを入れると検索文字列が完全一致の場合のみ検索対象としワイルドカード
での検索が行えます。
※ワイルドカードは「任意の文字」を意味する特殊文字で「*」が任意の長さの任意
の文字を、「?」が任意の1文字を意味する。

正規表現を有効にする チェックを入れると正規表現での検索が行えます。
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検索方法

検索方法

検索を行う方法をご紹介します。

(1)

【編集】
→【検索】
クリック
※もしくはショートカ
ット「Ctrl+F」押下

(2)
「検索する文字」とオ
プションを設定し「
検索」をクリック
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　 検索結果が一覧で表示
されます。

(3)
検索結果をダブルクリ
ックストすると該当項
目が画面表示されます
。
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プロジェクト情報（ピン数、部品数、コスト合計）

Quadceptではプロジェクト内のピン数や部品数、コストの合計をリアルタイムで確認することができます。
設計見積もりなど行う時に、すぐに確認できて便利です。

設定方法などはプロパティ表示をご覧ください。
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部品のピン属性を一括編集

部品のピン属性（ピン番号/ピン名称/表示切り替え/電気特性/未接続）を一括編集可能です。
多ピンの部品などのピン属性を編集する際に、エクセルやテキストに貼り付けて編集できます。
詳細はムービーをご確認ください。

※動画を別ウィンドウ大画面設定で見たい方は(http://www.youtube.com/embed/7AOeWdm3fMA)
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部品サイズ変更

図面上の選択した部品やシンボルの形状を拡大／縮小し、サイズを変更します。
サイズの変更方法は「数値指定」と「倍率指定」ができ、縦のみ、横のみ変更することも可能です。
サイズが変更されるのはシンボル作図部分のみでピンや文字の大きさは変更されません。
部品のサイズを変更した場合も結線の接続状態を保持します。
 

拡大 変更前 縮小

 

回路図エディタ > 各種便利機能 > 部品サイズ変更 479 / 508



部品サイズ変更

部品サイズ変更の方法をご紹介します。

(1) サイズを変更したい部
品を選択。

(2)
右クリック
→【部品サイズ変更】
クリック

回路図エディタ > 各種便利機能 > 部品サイズ変更 480 / 508



(3) 変更内容を入力。

(4)

拡大したい場合は「
拡大」、縮小したい場
合は「縮小」をクリ
ック。

 部品のサイズが変更され
ます。

複数部品を選択してから実行すると、一括でサイズ変更できます。
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ピン交換

部品シンボルのピン形状を作成済みのピン形状に交換することができます。

シンボル作成中のピン交換は「シンボルを作成する」の「STEP3:ピンの配置」をご覧ください。

ピン交換

部品シンボルのピン形状を交換する方法をご紹介します。

(1)

形状を交換したいピン
を選択
※選択できない場合は
、作図(回路図）の編集
許可で「部品内のピン
移動を許可する」
にチェックを入れてく
ださい。

(2)
右クリック
→【ピン交換】
をクリック

(3) 交換後のピンを選択し
、「OK」をクリック
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 ピンが交換されます。

複数ピンを選択して実行すると、一括でピン交換できます。

配置ピンを重ねて置き換える置き換え交換でも行うことができます。
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置き換え交換

配置モードで重ねて配置することで、置き換えて交換することができます。
 

置き換えできるオブジェクト

ピン
ポート
電源
シンボル
部品

 

置き換え前 配置モードで重ねて配置 置き換え後
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置き換え交換

配置モードで重ねて配置することで、置き換えて交換する方法をご紹介します。

(1) 重ねて配置する

 
ダイアログメッセー次が
表示されますので「はい
」をクリック

 置き換えが行われます。

結線が接続されている場合、結線の接続状態を保持します。
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部品属性情報表示

図面上の部品やシンボルの属性情報をリアルタイムで表示して確認したり、変更することができます。
複数の部品を選択した場合、一括で編集を行うこともできます。
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部品属性情報表示

部品属性情報表示の使用方法をご紹介します。

(1)
【編集】
→【部品属性情報表示
】
選択

(2) 回路図上で、部品やシ
ンボルを選択

 部品の属性内容が表示さ
れます。

複数の部品やシンボルを選択することで、一括で確認、編集が行えます。
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ネット／ピン情報表示

選択したオブジェクトに接続するネットの接続情報（ネット/Referenece/ピン番号/ピン名/電気特性/備考）を一覧で表
示して
確認することができます。
ネット/ピン情報表示画面は表示させたまま、オブジェクトを選択しなおすことができるモードレスダイアログなので
、
結線後のネットの確認や結線中にピンの電気特性を確認しながら、接続を行うことが可能です。

結線中：結線中の「ネット」、もしくは引き出したピンの「ピン」情報を表示
部品選択：選択部品に接続されているネット／ピン情報を表示
結線選択：選択結線のネットに接続されているネット／ピン情報を表示

 

回路図エディタ > 各種便利機能 > ネット／ピン情報表示 488 / 508



ネット/ピン情報表示

ネット/ピン情報表示画面の表示と使用方法をご紹介します。

(1)
【編集】
→【ネット/ピン情報
表示】
を選択

 

結線中は、結線に接続す
る「ネット」、もしくは
引き出したピンの「ピン
」情報を表示します。
※電気特性を確認しなが
ら結線ができるので、便
利です。

 
部品を選択すると、部品
に接続するネット情報が
取得できます。
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結線を選択すると結線に
設定されているネットの
接続情報を表示します。
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DXF入力

QuadceptではDXFファイルを入力することができます。
図面枠を入力したり、他CADの回路図をトレースしたい場合などにDXF入力を行うことができます。

DXFデータを読み込む方法

機械系CADなどで設計した基板外形をDXFデータを読み込み、基板外形とする方法です。

DXFデータを基板外形を読み込む方法

(1)

【ファイル】
→【入力】
→【DXF入力】
⇒「DXF入力」画面が
開きます。

(2)
読み込み先「・・・」
をクリック⇒「ファイ
ルを開く」画面が開く
。
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(3) DXFファイルを選択

(4) 「OK」クリック

(5) 「OK」をクリック
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 DXFデータが基板外形と
して読み込まれます。
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DXF入力画面

項目 説明

入力ファイル 読み込むDXFファイルを指定します。

単位 DXF入力する単位を指定します。DXF出力時の単位と同じものを設定ください。

線幅 DXF入力する線の線幅を指定します。（Default指定されている線幅のみ適用されます。）

DXF層 読み込んだDXFファイルに指定されているDXFの層が一覧で表示されます。
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同一座標の別オブジェクト選択

同一座標の別オブジェクト選択は、同じ座標に重なっている場合に、順番に選択オブジェクトを切り替える機能です
。
オブジェクトが重なっている場合、クリックで希望のオブジェクトが選択できないことがありますが、「同一座標の
別オブジェクト選択」を使うと
重なっている場合も希望のオブジェクトを選択できます。

クリック選択 同一座標の別オブジェクト選択（1
回目）

同一座標の別オブジェクト選択（2
回目）

 

選択方法
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同一座標の別オブジェクトう選択

一座標の別オブジェクト選択を行う方法をご紹介します。

(1) オブジェクトを選択

(2)

右クリック
→【選択方法】
→【同一座標の別オ
ブジェクト選択】
をクリック
※もしくはショートカ
ット「H」キーでもで
きます。

　 同じ座標の別オブジェ
クトが選択されます。
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同一属性文字選択

属性文字を選択している場合に、シート内の同一属性文字を選択する機能です。
属性文字毎にサイズを変更したり、表示を切り替える場合に便利です。

同一属性文字選択

同一属性文字を選択する方法をご紹介します。

(1) 属性文字を選択

(2)

右クリック
→【選択方法】
→【同一属性文字選択
】
クリック

回路図エディタ > 選択方法 > 同一属性文字選択 497 / 508



 

シート内の同一属性文字
が選択できます。
プロパティウィンドウで
一括確認、変更できます
。
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同一部品選択

シート内の同一部品を選択する機能です。
部品毎に属性値を変更したり、サイズを変更する場合に便利です。

同一部品選択

同一部品を選択する方法をご紹介します。

(1) 部品を選択

(2)
右クリック
→【選択方法】
→【同一部品選択】
クリック
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シート内の同一部品が選
択できます。
プロパティウィンドウで
一括確認、変更できます
。
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同一ピン選択

シート内の同一ピンを選択する機能です。
一括でピン交換や、ピンの表示切り替えを行う場合に便利です。

同一ピン選択

同一ピンを選択する方法をご紹介します。

(1) ピンを選択

(2)
右クリック
→【選択方法】
→【同一ピン選択】
クリック
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シート内の同一ピンが選
択できます。
ピン交換を行ったり
プロパティウィンドウで
一括確認、変更できます
。
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回転・反転

オブジェクトの移動時や配置状態での回転・反転には以下の方法があります。
電気オブジェクトの場合、回転・反転を行っても結線の接続は保持します。

回転

 回転前 回転後

回転
（反時計回り）

逆回転
（時計周り）

 

移動・回転・反転
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反転

 反転前 反転後

反転

上下反転
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動作と方法について

種類 動作と方法

回転
反時計回りに90度回転します。
オブジェクト移動中、または選択状態で、右クリック→【移動・回転・反転】→【回転】を選択
（ショートカット「R」キー押下）

逆回転
時計回りに90度回転します。
オブジェクト移動中、または選択状態で、右クリック→【移動・回転・反転】→【逆回転】を選択
（ショートカット「Shift+R」キー押下）

反転
左右に反転します。
オブジェクト移動中、または選択状態で、右クリック→【移動・回転・反転】→【反転】を選択
（ショートカット「M」キー押下）

上下反転
上下に反転します。
オブジェクト移動中、または選択状態で、右クリック→【移動・回転・反転】→【上下反転】を選択
（ショートカット「Shift+M」キー押下）

部品の回転・反転方法は「部品を配置する」の「回転と反転」をご覧ください。
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設計指示部品バルーン表示切り替え

回路図設計時に設計指示部品バルーン表示の切り替えが可能です。

表示 非表示

 

設計指示部品バルーン表示切り替え

設計指示部品バルーン表示を切り替える方法をご紹介します。

(1)

回路図画面にて
【右クリック】
→【表示オプション】
→【設計指示部品バル
ーン表示切り替え】
を選択
⇒ショートカット
：「Shift＋B」

表示オプション
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設計指示結線強調表示切り替え

回路図設計時に設計指示結線強調表示切り替えが可能です。

表示 非表示

 

設計指示結線強調表示切り替え

設計指示結線強調表示切り替える方法をご紹介します。

(1)

回路図画面にて
【右クリック】
→【表示オプション】
→【設計指示結線強調
表示切り替え】
を選択
⇒ショートカット
：「Shift＋K」
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ピンポイント表示切り替え

ピンポイント表示切り替えではピンポイントを表示するか、しないかを切り替えることができます。

ピンポイントはQuadceptで使うオブジェクトについてをご覧ください。

表示 非表示

 

メニューの実行方法

右クリック→【ピンポイント表示切り替え】を選択
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