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プリント基板設計

プリント基板設計/３Dツール（PCB　Designer）

プリント基板設計は回路図で設計した接続情報や部品をもとにプリント基板上のパターンに実現する技術です。
パターン設計や、アートワーク設計などと呼ばれることもあります。
単純な作図処理ではなく、部品配置で、部品の電磁気的特性、熱的特性、入出力信号のレベルや周波数などを考慮し
たり、
パターンは電流容量やインピーダンスなどを考慮する必要があるので、回路の知識基板製造・実装工程などの幅広い
知識が必要になります。

また、Quadceptでは設計した基板を３D化することができ、各種３Dツールと連携を行うことができます。

プリント基板設計PCB Designerの豊富な機能を是非、お使いください。

＜主な機能＞

配線作業

配線経路変更、GridOFFへの配線引き込み機能、配線リアルタイムクリアランス表示など、設計者の配線負担を軽
減する機能を多数搭載しています。

 

ベタ機能

電源/GND強化用ベタ入力、内層ベタ入力、表層自動ベタ入力において、サーマル自動生成、障害物へのクリアラ
ンスリアルタイム更新、
自動浮島削除機能を搭載。スピーディーなベタ編集作業を実現することができます。

 

DRC

各ネット毎はもちろんのこと、ネットクラス設定によるグルーピングした様々なデザインチェックができます。

 

プリント基板設計の流れと構成
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３DCAD連携

IDF・STEPファイルインターフェースにより、プリント基板設計データと筐体データとのシームレスな連携を実
現します。

 

EDIFコンバータ

CR5000やOrCAD、Protelのデータをコンバートできます。

 

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Reference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。
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プリント基板設計の流れ

プリント基板設計の流れを以下にご紹介します。

プリント基板設計

回路図で設計した接続情報や部品をもとにプリント基板上のパターンに実現する技術です。
パターン設計や、アートワーク設計などと呼ばれることもあります。
単純な作図処理ではなく、部品配置で、部品の電磁気的特性、熱的特性、入出力信号のレベルや周波数などを考
慮したり、
パターンは電流容量やインピーダンスなどを考慮する必要があるので、回路の知識基板製造・実装工程などの幅
広い知識が必要になります。

■ 前準備

 
フットプリントを用意す
る
⇒フットプリン
ト、IPCフットプリント

 部品を用意する
⇒部品の作成

設計に必要なフットプリントや部品のデータを用意します。
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■ PCBの新規作成

 
PCBプロジェクトの新
規作成する
⇒PCBプロジェクトの新
規作成

 

※回路図と連携を行う場
合
PCB転送
⇒PCB転送（ネットの読
み込み）

まず、PCB設計用プロジェクトとPCB図面を新規作成します。

 ネット情報読み込み

 
ネットリストの読み込み
⇒PCB転送（ネットの読
み込み）

 
ネット操作
⇒ネット追加、ネット削
除

回路図で設計した部品と部品の接続情報を読み込みます。
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■ 設計準備

 層を設定する
⇒層設定

 設計規則を設定する
⇒クリアランス設定

 基板外形やキリ穴の作図
⇒基板外形の作図

設計を行う準備として層数や配線幅など設計の規則を設定します。
また、基板外形やキリ穴を作図します。
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■ 部品を配置する

 
部品をReference毎に整
列
⇒フットプリントの整列

 Referenceを更新する
⇒Referenceの更新

部品の電磁気的特性、熱的特性、入出力信号のレベルや周波数などを考慮し
たり、

後の配線作業が行いやすいように配置します。

プリント基板設計 > プリント基板設計の流れと構成 > プリント基板設計の流れ 8 / 440

http://4cept.com/jp/manual/pcb/2012/03/post-18.html
http://4cept.com/jp/manual/pcb/2012/03/reference.html


■ 配線を行う

 配線を行う
⇒配線作業

電流容量やインピーダンスなどを考慮して配線します。
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■ ベタを作図する

 ベタを作図する
⇒ベタの作図

 電源強化ビアを追加する
⇒ビアの配置

基板の配線が完了したら、パターンの空き部分をベタ（銅箔）で塗りつぶし
ます。

■ PCB検証（DRC）

 
PCBの電気的ルール
をチェックする
⇒DRC実行

プリント基板設計に設計ルール違反がないかをチェックします。
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 各種出力

 ガーバー出力する
⇒ガーバー出力

 NCドリル出力する
⇒NCドリル

 NCドリル表を出力する
⇒NCドリル表

 部品座標を出力する
⇒部品座標出力

 印刷する
⇒PCB印刷

完成したプリント基板設計から、基板製造を行うための各種ファイル出力を
行います。
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■
３D描画
※必ずしも必要な作業で
はありません。

 ３Dで表示する
⇒３D描画

 IDFファイルを出力する
⇒IDF出力

 
STEPファイルを出力す
る
⇒STEP出力

プリント基板設計を３D表示で確認したり、３Dツールで連携するために３
Dファイルとして出力します。　

 

プリント基板設計 > プリント基板設計の流れと構成 > プリント基板設計の流れ 12 / 440

http://4cept.com/jp/manual/pcb/2012/03/d.html
http://4cept.com/jp/manual/pcb/2012/03/idf.html
http://4cept.com/jp/manual/pcb/2012/03/step.html


プリント基板の構成

QuadceptPCB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、PCBを参照ください。
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プリント基板設計について

まず、プリント基板設計を行うにあたりPCBプロジェクトを用意する必要があります。
PCBプロジェクトの新規作成方法と、プロジェクトへPCBシートを追加する方法をご紹介します。

Quadceptで回路図を設計してPCBと連携する場合はPCB転送をすることでシートが自動作成されますので、
PCB転送にお進みください。

PCB作成関連操作

1. PCBプロジェクトの新規作成
2.プロジェクトへPCBシートの追加

プリント基板設計について
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PCBプロジェクトの新規作成

Quadceptでは、PCB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PCB図を子に持ちます。
そのため複数枚のPCB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参照してください。

 

・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」
→【PCBプロジェクト
】
をクリック
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PCBが1枚入ったプロジ
ェクトが作成されます
。
また、PCB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PCBプロジェ
クト】
をクリック

　

PCBが1枚入ったプロジ
ェクトが作成されます
。
また、PCB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】
→【PCBプロジェクト
】
をクリック

　

PCBが1枚入ったプロジ
ェクトが作成されます
。
また、PCBが自動的に
開きます。
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PCBプロジェクトへPCBシートの追加

既存のPCBプロジェクトに新しいPCBシートを追加する操作をご紹介いたします。 
PCBプロジェクトに新しいPCBシートを追加することで、PCBシートを分けて作成することができるようになります
。

以下の方法があります。

・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。）

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、PCB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
→【新規追加】
→【PCBシート追加】
クリック

　

プロジェクトにPCBが
追加され、ドキュメン
ト領域にPCB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】
→【PCBシート追加】
をクリック

　

プロジェクトにPCBが
追加され、ドキュメン
ト領域にPCBが開き
ます。

PCBのシート名の変更は名前変更から行えます。
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PCB転送（ネットの読み込み）

まず、PCBの設計を行うにはネットリスト(接続情報）の読み込みを行います。
Quadceptで回路図を設計している場合は自動的に回路図からPCBへネットリストを転送することができます。
その他のCADの場合はネットリスト入力を行うことでネットリスト(接続情報）の読み込みを行うことができます。

ネットの読み込み方法

回路図の設計 方法

Quadceptで回路図を作成して
いる場合

PCB転送で自動的にネットリスト（接続情報）を読み込むことが出来ます。
転送前に回路図にフットプリントを割り当てる必要があります。

他CADで回路図を作成してい
る場合

PCB設計図面にネットリスト入力を行うことでネットリスト（接続情報）を読
み込むことが出来ます。
ネットリスト入力を行う前にPCB設計図面にフットプリントを配置しておく必
要があります。
ネットリスト入力は「Pads」形式となっているため、他のCADのネットリスト
を読み込みたい場合は
NET CHANGERで「Pads形式」に変換してから読み込みください。

 

ネット読み込み
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Quadceptで回路図を作成している場合

PCB転送で自動的にネットリスト（接続情報）を読み込むことが出来ます。
PCB転送の方法をご紹介します。

(1) 転送したい回路図を開
く

(2)

【プロジェクト】
→【PCB転送】
を選択
⇒「転送先のPCBデー
タを選択」画面が開き
ます。

(3)

PCBが自動的に開き、
PCB部品が配置され、
ネットリスト情報を元
にラッツネットで接続
されます

転送時にエラーが見つかった場合、正常にネットリストを読み込むことが出来ないため、エラーが表示され
ます。
エラー内容が画面下に表示されるので、修正後、再度「PCB転送」を実行ください。
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他CADで回路図を作成している場合

(1)

【ファイル】
→【新規作成】
→【PCBプロジェクト
】を選択
⇒プロジェクトウィン
ドウにPCBプロジェク
トが登録され、PCB
ドキュメントが開き
ます。

(2)

【PCB作成】→【フッ
トプリント】また
は【PCB
作成】→【IPC】か
らフットプリントを配
置します。

(3)
該当するフットプリン
ト形状を選択して「OK
」をクリック。
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(4)

ネットリストの部品情
報とフットプリン
ト（IPCフットプリ
ント）のReferenceやピ
ン番号が一致するよう
に配置ください。

 

※フットプリント
やIPCフットプリント、
部品の配置は「部品」ウ
ィンドウの「フットプリ
ント」や「IPCフットプ
リント」からも配置でき
ます。

 
※また、Referenceはプロ
パティウィンドウから変
更できます。
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(5)

【プロジェクト】
→【ネット入力】
→【Pads形式で入力】
を選択
⇒「ファイルを開く」
画面が開きます。

(6)

Pads形式のネットリス
トを選択し「開く」を
クリック
※Pads形式のネットリ
ストではない場合
、NET
CHANGERで「Pads
形式」に変換してから
読み込みください。

(7)

配置したフットプリン
トにネットリスト（接
続情報）を読みこみラ
ッツネットで接続され
ます。
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フットプリントアサイン（PCB部品割り当て）

回路図上で使用している部品に対し、フットプリントのアサインを一括で登録できます。
同じフットプリントを使用する「抵抗」や「コンデンサ」などは、複数選択で一括アサインも可能です。
いままで個別でフットプリントの登録を行っていた作業時間が大幅に短縮されます。

フットプリントアサイン方法

回路図上の部品にフットプリントを一括でアサインする方法をご紹介します。

(1)

フットプリントのアサ
インを行いたい対象と
なる回路図を開きます
。
⇒プロジェクトに複数
の回路図が登録されて
いる場合でも、どれか
一つの回路図を開けば
問題ございません。

(2)

【編集】
→【フットプリントア
サイン】
を選択
⇒フットプリントアサ
インダイアログが開き
ます。

(3)

回路図内に配置されて
いる部品一覧から部品
を選択
⇒複数選択の場合、一
括で反映することが可
能です。

(4)

フットプリント一覧か
らアサインしたいフッ
トプリントを選択し、
アサインボタンを押下
。
⇒選択し他フットプリ
ントをダブルクリック
してもアサイン可能
です。
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(5)

部品一覧にフットプリ
ントが追加されました
。
⇒表示されているフッ
トプリントがPCB転送
時にアクティブとな
るフットプリントとな
ります。

 
※フットプリントアサ
インは一つの部品に対
して複数登録ができ
ます。オルタネート部
品としてPCB側で切り
替えることが可能です
。

部品とフットプリントのピン数が異なる場合、ピン整合の一覧に「✕」が表示されます。
フットプリントが間違っていないか確認をしてください。
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PCB部品配置

Quadceptで回路図を設計しPCB転送を行った後に、回路図を確認しながらPCBへの部品配置作業ができます。

PCB部品配置方法

回路図を確認しながらPCBへの部品配置作業をご紹介します。

(1)
PCBで部品配置を行い
たい対象となる回路図
を開きます。

(2)

【プロジェクト】
→【PCB部品配置】
を選択
⇒PCB部品配置モード
に切り替わります。

(3)
PCB部品配置を行いた
い部品を回路図上で
クリック

(4)

自動的にPCB画面に切
り替わり、配置モード
となります。
⇒任意の場所でクリッ
クすると配置は完了し
ます。
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(5)

配置完了後は、自動的
に回路図に戻り、「配
置済みマーク」が表示
されています。
⇒配置が完了している
部品をひと目で確認で
きます。
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部品配置マークのクリア方法

クリア前 クリア後
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部品配置マークのクリア

【PCB部品配置】で部品を配置すると、回路図に「配置済みマーク」が表示されます。
その「配置済みマーク」をクリアする方法をご紹介します。

(1)
【プロジェクト】
→【配置済みマークの
クリア】
を選択

 配置済みマークがクリア
されます。
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設計準備について

さて、いよいよPCBの設計を進めていくために、設計する情報を設定しましょう。

設計を行う前に、下記のように設計する基板の情報を設定します。

項目 内容

層設定
基板の層の設定を行います。
層の設定では物理的な基板層数、カスタマイズの層の追加、層の色などを設定
します。

グリッド、スナップなどモード
設定

設計を行いやすいように設計単位、グリッドやスナップの設定します。

クリアランス設定 各オブジェクト間のクリアランス（間隔）を設定します。

配線設定 配線作図時の配線幅や層変更した時のビアの形状を設定します。

基板外形の作図 基板外形の作図を行います。

各種禁止領域の入力 各種禁止領域の設定を行います。

 

設計準備
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層設定

PCB設計を進める前にまずは今回の設計する基板の層の設定を行います。
層の設定では物理的な基板層数、カスタマイズの層の追加、層の色などを設定します。

基板層数

片面基板や両面基板の場合は2層基板となり、TopとBottom層の2層にします。
表層以外に基板の内部に導体層がある場合は、内層を追加します。

層設定

層の設定についてはPCB設定の「層」から行えます。

(1)

PCBドキュメントを
開き、
【各種設定】
→【設定】
を選択

 
層設定の画面が開きます
この画面の詳しい説明
はPCB設定の「層」を参
照してください
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ここでは、「2層基板の場合」と「4層基板の場合」についてご紹介します。

2層基板の場合

物理層を削除して「Top」「Bottom」の2層が残った状態にします

4層基板の場合

物理層を追加して「Top」「Inner1」「Inner」「Bottom」の4層が残った状態にします
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カスタマイズ層の追加

次にカスタマイズ層の設定を行います。
カスタマイズ層は各物理層（Top、Inner、Bottom）とOther層（全体）に対して追加できます。
寸法線や合わせマーク、コメント、Vカット指示など任意に必要な層を追加ください。

カスタマイズ層の追加、色設定

 「色設定」タブを開く
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追加例

「合わせマーク」用など任意の層を追加しています。
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層の色を設定する

次に色の設定を行います。
色をクリックすることでカラーパレットから色を選択することができます。色は任意の色を作っておくこともでき
ます。
この画面の詳しい説明はPCB設定の「層」を参照してください。

色の変更

「色」をクリックするとカラーパレットが開き、色が選択できます。
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グリッド、スナップなどモード設定

次に使用する部品やクリアランスによって
設計を行いやすいように設計単位、グリッドやスナップの設定を行います。

グリッド、スナップなどモード設定

設計時の各種初期設定についてはPCB設定の「モード」から行えます。

(1)

PCBドキュメントを
開き、
【各種設定】
→【設定】
を選択

(2)

「モード」をクリック
この画面の詳しい説明
やグリッド、スナップ
についてはPCB設定
の「モード」を参照し
てください。

(3) 単位、グリッド、スナ
ップを設定する。

(4) 「OK」をクリック
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　 ステータスバーでも設
定できます。
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クリアランス設定

次に設計を行いやすくするために各オブジェクト間のクリアランス（間隔）ついて設定します。
後から設定することもできますがあらかじめ設定しておくことにより、配線のクリアランス幅を確認しながら
設計を行ったり、動的ベタのクリアランス形状が自動的に生成される為、便利です。
 

クリアランスの設定には2種類あり、「クリアランス」「同ネットクリアランス」から行えます。

クリアランス設定

設計時の各種初期設定についてはPCB設定の「クリアランス」から行えます。

(1)

PCBドキュメントを
開き、
【各種設定】
→【設定】
を選択

(2)

「クリアランス」を
クリック
この画面の詳しい説明
やグリッド、スナップ
についてはPCB設定
の「クリアランス」を
参照してください。

(3)
「アサイン」「ネット
クラス」「設定」タブ
にてクリアランスの設
定を行う

(4) 「OK」をクリック
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同ネットクリアランス設定

設計時の各種初期設定についてはPCB設定の「同ネットクリアランス」から行えます。

(1)

PCBドキュメントを
開き、
【各種設定】
→【設定】
を選択

(2)

「同ネットクリアラ
ンス」をクリック
この画面の詳しい説明
やグリッド、スナップ
についてはPCB設定
の「クリアランス」を
参照してください。

(3) 同ネットクリアランス
の設定を行う

(4) 「OK」をクリック
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配線設定

配線作図時の配線幅や層変更した時のビアの形状を設定できます。
配線引出時の初期線幅は「規定の線幅」の値が適用されます。

設計時の配線設定についてはPCB設定の「配線」から行えます。

配線設定

設計時の各種初期設定についてはPCB設定の「配線」から行えます。

(1)

PCBドキュメントを
開き、
【各種設定】
→【設定】
を選択

(2)

「配線」をクリック
この画面の詳しい説明
ついてはPCB設定の「
配線」を参照してくだ
さい。

(3)

「配線幅」や「ビア
設定」を行う
※配線引出時の線幅
は「規定の線幅」の値
が適用されます。

(4) 「OK」をクリック
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各種禁止領域の入力

次に各種禁止領域の入力を行います。
Quadceptでは「部品の高さ制限」「ドリル配置制限」「禁止ネット制限」の禁止ルールを作成できます。
禁止領域に対象オブジェクトが重なっている場合、DRCのエラー対象となります。

禁止領域を入力する

禁止領域を入力する方法をご紹介します。

(1)

【PCB作成】
→【多角禁止領域領域
】
を選択
⇒その他「矩形禁止
領域」「円禁止領域」
が選択できます。

(2)

禁止領域を入力します
。
⇒作図の方法は、ベタ
作図時の各種作業を参
照してください。

(3) 禁止領域が作図され
ます。
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(4)
作成した禁止領域をダ
ブルクリックします。
⇒禁止領域ダイアログ
が表示されます。

(5)
禁止領域ダイアログに
て禁止設定を入力し
ます。

 

プリント基板設計 > 設計準備 > 各種禁止領域の入力 45 / 440



禁止領域設定

禁止設定

項目 内容

ドリルの配置を禁止
する

領域内にドリルがあればDRCでエラーとします。

部品の配置を禁止す
る

領域内に部品の配置があればDRCでエラーとします。
⇒部品高さ制限が「0」の場合、すべての部品配置を禁止します。
⇒部品高さ制限が「3」の場合、部品領域の高さが3mm以上の部品配置を禁止します。

ネットの配置を禁止
する

領域内に配線があればDRCでエラーとします。
⇒禁止ネットがすべての場合、すべての配線／ベタの配置を禁止します。
⇒特定のネットを許可ネットに指定した場合、指定したネットを持つ配線／ベタの配置を
許可します。
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層設定

項目 内容

対象層　 禁止領域の対象となる層を設定します。

禁止領域追加設定

項目 内容

追加クリアランス 禁止領域の領域を追加で設定することができます。
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基板外形の作図

次に基板外形形状を作図します。Quadceptでは「Other」の「Board」層に配置したものが基板外形ラインとして認識
されます。
基板外形ラインは３Dデータを出力する必要がある場合などは、閉図形になるようにご注意ください。
また機械系CADなどから出力したDXFファイルやIDFファイルを入力て基板外形ラインとして認識することもできます
。

基板外形の作図には以下の３つの方法があります。

・基板外形を作図する方法
・DXFデータを基板外形を読み込む方法
・IDFデータで基板外形を読み込む方法

取付け穴の作成方法は以下を参照してください。

・取付け穴を作図する方法

基板外形を作図する方法

基板外形を「ライン」「円」「円弧」などで作図する方法です。

基板外形を作図する方法

(1)

【作図】
→【矩形】・【ラ
イン】・【円】・【
円弧】
を選択
※作図機能は作図・編
集についてを参照して
ください。
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(2)
 作業層を「Other」、
層種類を「Board」に
設定

 

（※もしくは「L」キー
を押下し、層変更画面
で「Other.Board」を選択
し「OK」ボタンをクリ
ック）
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(3) 基板外形形状を作図し
ます。
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DXFデータを基板外形を読み込む方法

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
。

(3) DXFファイルを選択

(4) 「OK」クリック
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(5)
DXF層から基板外形の
層と「Other：Board」
を選択

(6) 「→」ボタンクリック

(7) 「OK」をクリック

 DXFデータが基板外形と
して読み込まれます。
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IDFデータで基板外形を読み込む方法

３DCADなどで設計した基板外形をIDFデータを読み込み、基板外形とする方法です。

IDFデータで基板外形を読み込む方法

(1)

【ファイル】
→【入力】
→【IDF入力】
⇒「IDF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
。

(3) IDFファイルを選択

(4) 「OK」クリック

(5) 「基板外形を入力する
」にチェック

(6) 「OK」をクリック

プリント基板設計 > 設計準備 > 基板外形の作図 53 / 440



 IDFデータが基板外形と
して読み込まれます。
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取り付け穴を作図する方法

取り付け穴い(プリント配線板を装置などに取り付けて固定するため、およびプリント配線板に大型部品を
機械的に取り付けるためにプリント配線板にあけた穴を作図する方法をご紹介します。
取り付け穴はパッドで作成します。

(1)
【作図】
→【パッド】
を選択

(2) 設定を行って「OK」
クリック
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(3) 配置したい座標をクリ
ックしてパッドを配置

 ※配置後、座標を調整
することもできます。

(1) 選択

(2) プロパティウィンドウ
で座標を調整
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ネット追加

ネットリストの読み込みやPCB転送で回路図のネットを読み込むことができますが、
ネットリストがない場合や、部品の追加などでネットの追加を行う場合があります。

ネット情報は非常に重要となるので、慎重に作業を行ってください。
以下にネットの追加方法をご紹介します。

・「ネット追加」メニューで追加する方法
・オブジェクトにネット名を指定する方法

 

「ネット追加」メニューで追加する方法

「ネット追加」メニューでネットを追加する方法をご紹介します。

(1) 【PCB作成】→【ネッ
ト追加】を選択

(2) 接続元のパッド上で
クリック

(3) 接続先のパッド上でダ
ブルクリック

 
※クリックで接続をつ
なげていき、最後にダ
ブルクリックで確定す
ることもできます。

ネット操作
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(4) ネット名を入力し「OK
」クリック

　 ネットが付加され、ラ
ッツが表示されます。
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ネット追加時の各種作業

ネット追加するときの各種作業をご紹介します。

ネット追加メニューの選択方法
ネット追加モードを解除する

 

ネット追加メニューの選択方法

【PCB作成】→【ネット追加】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参照してください。

 

ネット追加モードを解除する

ネット追加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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オブジェクトにネット名を指定する方法

オブジェクトにネット名を指定することでネット追加を行う方法をご紹介します。

(1) 接続元のパッドと接続
先のパッドを選択

(2)
プロパティウィンドウ
でネット名を設定
しEnterで確定

　 ネットが付加され、ラ
ッツが表示されます。

 

プリント基板設計 > ネット操作 > ネット追加 60 / 440



ラッツ（ネットの接続情報）について

Quadceptでは配線前のネット接続情報を直線で表現したものをラッツといいます。
部品やパッドなどのネットオブジェクトを移動した場合には、最短距離で接続できる箇所を自動更新し
同一層では実線で、層をまたぐ場合は点線で表示されます。
ネットの接続情報をリアルタイムに確認できるため、部品配置や配線作業時にガイドとして使用できます。

同一層接続(実線表示） 異層接続(点線表示）
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ネット削除

ネットの削除方法をご紹介します。

ネット情報は非常に重要となるので、慎重に作業を行ってください。
以下にネットの削除方法をご紹介します。

・「ネット削除」メニューで削除する方法(指定ネット名の削除）
・「ネット削除」メニューで削除する方法（すべてのネット名の削除）
・オブジェクトのネット名を削除する方法

 

「ネット削除」メニューで削除する方法(指定ネット名の削除）

「ネット削除」メニューで削除する方法(指定ネット名の削除）をご紹介します。

(1)
【PCB作成】
→【ネット削除】
→【指定ネット名の
削除】を選択

(2) 削除するネット名を選
択し、「OK」クリック

(3) 「OK」クリック

 指定したネットが削除
されます。

 

プリント基板設計 > ネット操作 > ネット削除 62 / 440

file:////tmp/wicked_pdf20131216-17353-4w5b05.html#ilink_265
file:////tmp/wicked_pdf20131216-17353-4w5b05.html#ilink_94
file:////tmp/wicked_pdf20131216-17353-4w5b05.html#ilink_169


「ネット削除」メニューで削除する方法（すべてのネット名の削除）

「ネット削除」メニューで削除する方法（すべてのネット名の削除）をご紹介します。

(1)

【PCB作成】
→【ネット削除】
→【すべてのネット名
の削除】
を選択

(2) 「OK」クリック

　 すべてのネットが削除
されます。
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オブジェクトのネット名を削除する方法

オブジェクトのネット名を削除することでネット削除を行う方法をご紹介します。

(1) パッドを選択

(2)
プロパティウィンドウ
でネット名を削除
しEnterで確定

　 ネットが削除され、ラ
ッツも削除されます。
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一点接続

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
考慮するため、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。

一点接続使用例
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一点接続の作図方法

一点接続は下記の作業になります。

(1)
【作図】
→【一点接続】
を選択

(2) 接続ネット名に入力し
、「OK」クリック

 
※接続するネット名を
入力、複数入力する場
合は改行をはさんで入
力してください

(3) 配置したい座標でクリ
ック
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　 ラッツが表示されます
。

　 ラッツに沿って、配線
を接続します。

配置後、ネット追加でも接続できます。
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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参照してください。

 

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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部品配置について

読み込んだ部品を基板外形内に配置します。
後工程である、配線作業がスムーズに進むように想定した作業が求められます。

配置できる部品の種類は3つあります。

・部品
・フットプリント
・IPCフットプリント

それぞれの種類について、以下にご紹介します。

部品の種類 内容

部品
フットプリントだけでなく回路図のシンボルや属性なども設定でき、実際の部品の情報と同じよ
うに構成されている形式になります。

フットプリ
ント

フットプリントの形状情報になります。

IPCフットプ
リント

IPCフットプリントウィザードで作成したフットプリントの形状情報になります。

 

部品を配置する
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フットプリントの整列

フットプリントの整列はフットプリントを配置しやすいように基板外形の外側に部品別に整列する機能です。
選択部品のみ整列することもできるので部品の配置作業前に整列しておくことで配置作業時間を短縮できます。

フットプリント整列例
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フットプリントの整列

フットプリントを配置しやすいように基板外形の外側に部品別に整列する機能です。

(1)

【編集】
→【フットプリントの
整列】
を選択⇒「フットプリ
ントの整列」画面が開
きます。

(2)

整列設定、配置位置を
指定
※画面の詳細について
はフットプリントの整
列画面説明を参照して
ください。

(3) 「OK」をクリック

 部品が整列されます。
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フットプリントの整列画面説明

フットプリントの整列画面

項目 内容

列数 部品の横並び数を指定します。

部品別に分類する
部品名別に行を変更するかを指定します。
チェックが入っている場合は、同じ部品のみが横並びになり、
チェックが入っていない場合は、部品に関係なく続けて横並びになります。

選択部品のみ整列する 選択部品がある場合は、選択部品のみ整列の対象にするかを選択できます。

配置位置
基板外形外のどこに整列するかを指定できます。
基板外形オブジェクトがない場合は原点に対して配置します。
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部品の移動

部品の移動方法には以下の方法があります。フットプリントやIPCフットプリントも同様です。

  説明

方法
１

部品をドラッグ移動 カーソル直近のスナップが基準となり移動します。

方法
２

部品を移動モードで移動
部品原点を基準として移動します。
（連続で配置作業を行う時に便利です。）

方法
３

部品をクリック選択し、「Enter]キーで移動 カーソル直近のスナップが基準となり移動します。

方法
４

部品パッドの中心を基準に移動

パッドを選択してから、移動グリッドをドラッグ移動す
ることにより
パッド中心を基準に移動できます。
（1番ピンを基準にして配置作業を行うときに便利
です。）

方法
５

オブジェクトウィンドウで部品を選択して
移動/連続移動

部品原点を基準として移動します。
（参照名を指定して配置作業を行うときに便利です。）

部品選択が行いにくい場合はフィルタ機能や、同一座標のオブジェクト選択をお使いください。

「未固定フットプリント」を除外してフィルタを有効にしている場合、クリックしたオブジェクトを中心に
して
部品を移動できます。パッド中心で移動したい場合などに設定ください。
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ドラッグ移動

一番簡単な移動方法です。カーソル直近のスナップが基準となり移動します。
※ドラッグ移動はドラッグ移動モードが有効の場合のみとなります。
プロパティウィンドウの「モード」の「ドラッグ移動」設定をご確認ください。

(1) 部品をドラッグで移動
します。
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移動モードで移動

部品原点を基準として移動します。
（連続で配置作業を行う時に便利です。）

(1)
【編集】
→【移動】
を選択

(2) 部品をクリックすると
部品が移動します。
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(3) 部品を配置したいとこ
ろでクリック

 
※(2)、(3)を繰り返すこ
とで部品が移動でき
ます。

 

プリント基板設計 > 部品を配置する > 部品の移動 76 / 440



選択部品毎に移動

カーソル直近のスナップが基準となり移動します。
※ショートカットキーは「Enter」に割り当てられています。

(1) 部品を選択

(2)

右クリック
→【移動・回転・反転
】
→【選択オブジェクト
の移動】
を選択
（ショートカット
の「Enter」キーに割り
当てられています。

(3)
部品を配置したいとこ
ろでクリック
もしくは「Enter」キー
で配置
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パッドの中心を基準に移動

パッドを選択してから、移動グリッドをドラッグ移動することにより
パッド中心を基準に移動できます。
（1番ピンを基準にして配置作業を行うときに便利です。）

(1) 基準としたいパッドを
選択

(2)

パッドの中心の選択ハ

ンドル（ ）にカー
ソルを合わせドラッグ
で移動します
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オブジェクトウィンドウで部品を選択して移動/連続移動

オブジェクトウィンドウでダブルクリック時の操作を「移動」または「連続移動」に
設定して部品を移動配置する方法をご紹介します。
部品原点を基準として移動します。
（参照名を指定して配置作業を行うときに便利です。）

(1)

オブジェクトウィンド
ウのダブルクリック時
の操作を「移動」また
は「連続移動に」設定
する

(2)
移動したい部品を選
択し、ダブルクリック
する

(3)

ドキュメントウィンド
ウにカーソルを持って
いくとカーソルに該当
部品がくっついている
ので、任意の位置に配
置する。

 

※「連続配置」の場合
は部品配置後オブジェ
クトウィンドウの次の
部品が自動的に移動状
態になります。
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部品の回転と反転（配置面変更）

部品の回転と反転をご紹介いたします。
部品の配置中、配置後、移動中のいずれもも部品の回転、反転により部品を配置できます。
部品の配置面を変更するには「反転」を選択ください。

回転

部品を90度回転します。
部品の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・反転・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
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反転(配置面変更)

    部品を反転させます。
    部品の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】→【回転・反転・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
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回転、反転には以下の種類があります。

項目 内容

回転 左回りに90度回転します。

逆回転 右回りに90度回転します。

1度回転 左回りに1度回転します。

45度回転 左回りに45度回転します。

任意角度回転 任意角度の回転を行います。正数の場合は左回りに、負数の場合は右回りに回転します。

反転 Top面の部品はBottom面に、Bottom面の部品はTop面に移動します。

上下反転 Top面の部品はBottom面に、Bottom面の部品はTop面に移動し上下反転します。

個別90度回転 複数の部品を選択時も、部品座標位置を保ったままその場で回転します。

0度に戻す 移動中部品が0度以外の角度が設定されているときに、角度設定を0度に戻します。
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部品配置

PCBシート上に部品の配置を行う操作をご紹介いたします。

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

部品の検索を行うには部品検索を参照ください。
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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】または【フッ
トプリント】、
【IPCフットプリント
】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】を選択、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) PCB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)

【PCB作成】
→【部品】
または【フットプリ
ント】、【IPC】を選
択
⇒【部品配置ダイア
ログ】が開きます。

(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】を選択、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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部品編集

配置済みの部品の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】
を選択

(2) 値を編集して、「OK」
をクリック
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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】
を選択

(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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形状の切り替え

部品に登録されているフットプリントの形状を変更する機能です。

配置前に変更する方法

方法 詳細

回路図でアクティブフットプリントを変更する
方法

①部品ウィンドウからアクティブにしたいフットプリントを
選択
②右クリック→【アクティブに設定】を選択

配置中に右クリックメニューから変更する方法

配置中に右クリック→【オルタネート】選択

配置中にプロパティウィンドウから変更する方
法
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配置後に変更する方法

方法 詳細

部品画面から変更する方法

プロパティウィンドウから変更する方法
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部品交換

部品交換は部品を交換する機能です。
フットプリントを部品に交換する場合は、メニュー名が【フットプリントを部品に交換】となります。
Referenceの位置、大きさ、内容を保持しますが、属性は交換後の部品の情報に変わります。

形状だけを交換したい場合は、フットプリント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
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(3) 部品を選択

(4) 「OK」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

 部品が置き換わります。
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フットプリント交換

フットプリント交換は部品やフットプリントの形状を交換する機能です。
交換後の対象はフットプリントとIPCフットプリントから選択できます。
Referenceの位置、大きさ、内容や属性は保持されます。

部品を交換する場合は部品交換を行ってください。

フットプリント交換

フットプリントの交換方法をご紹介します。

(1) 交換したい部品orフッ
トプリントを選択

 ※複数選択もできます
。

(2)
右クリック
→【フットプリント
交換】
を選択
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(3) 交換後のフットプリン
トを選択

(4) 「OK」をクリック

(5)

同じフットプリントも
すべて更新する場合
は「はい」クリック
選択したフットプリン
トだけ更新する場合
は「いいえ」クリック

　 フットプリントが交換
されます。
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ジャンパー配線

配線途中、ジャンパーが必要になった場合にジャンパーを挿入して配線する方法をご紹介します。

使用するジャンパーの登録、確認方法はDRC/MRC設定のジャンパーを参照してください。

 

ジャンパー配線

配線途中にジャンパーを挿入して配線する方法をご紹介します。

(1)
配線途中に
右クリック
→【ジャンパー】
選択

(2)

プロパティウィンドウ
の「ジャンパー」から
使用ジャンパーを選択
します。
※右クリック
→【ジャンパー切り
替え】
からも切り替えること
ができます。
（ショートカッ
ト「Space」キー押下
）

配線作業
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(3)
ジャンパーの向きをカ
ーソルで調整し、クリ
ックで確定

 
ジャンパーが挿入され、
引き続き配線を行うこと
ができます。

ジャンパーの交換はジャンパーを選択し、右クリック→【ジャンパー交換】から行えます。
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配線作業

次は、いよいよ配線作業です。ネット情報をもとに配線を作図します。
ここでは、配線を引く方法と配線時の各種作業をご紹介いたします。

ネット名は配線を選択→【プロパティウィンドウ】の【ネット名】から確認できます。

配線

配線を引く作業についてご紹介します。

(1) マウスのスクロールキ
ーをクリック

(2)
「配線」を選択
※【PCB作成】
→【配線】
でも同様です。
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(3)

設計図面上でラッツま
たは、ネット情報を持
っているラッツ、配線
、ビア、パッドをクリ
ックし配線を引き始め
ます。

(4)

各構成点でクリックし
経路を作図します。パ
ッド上などでクリック
するか、ダブルクリッ
クすることで配線を終
了することができます
。
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(4)

途中で層を変更すると
自動的にビアが発生し
ます。
※詳しくは作業層の変
更する方法、直前の層
に変更する方法を参照
してください

配線途中で終了する場合（配線一時保留）は、ダブルクリックで終了することが出来ます。
配線の確定、ビアスタックを配置して配線の確定などでも行なうことが出来ます。

プリント基板設計 > 配線作業 > 配線作業 102 / 440

file:////tmp/wicked_pdf20131216-17353-4w5b05.html#ilink_81
file:////tmp/wicked_pdf20131216-17353-4w5b05.html#ilink_66
file:////tmp/wicked_pdf20131216-17353-4w5b05.html#ilink_198
file:////tmp/wicked_pdf20131216-17353-4w5b05.html#ilink_48


作業層を変更する方法

配線途中に作業層を変更すると自動的にビアが発生します。

作業層を変更するには以下の方法があります。

・作業層変更メニューで変更する方法
・ステータスバーで変更する方法

作業層変更メニューで変更する方法

作業層をショートカットキーからその場で切り替える方法です。

(1)
配線途中でビアを配置
したいところでクリッ
ク

(2)

「L」キー押下。
(もしくは
右クリック
→【層変更】
を選択）

(3)
切り替えたい層を選択
して、「OK」をクリ
ック。

 
もしくは「L」「4
」「Enter」とする
と「Bottom」層に切り
替わります。
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ステータスバーで変更する方法

ステータスバーに表示されている作業層から切り替える方法です。

(1) ステータスバーの作業
層を変更
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直前の層に変更する方法

「直前の層」に切り替える方法です。Top面とL1層同士の配線を行っている場合など、
作業をよく行う層同士で切り替えることができます。

直前の層に変更する方法

作業をよく行う層同士で切り替えることができます。

(1)
ビアを配置したい場所
で配線をクリックし
ます。

(2)

「Tab」キー押下。
(もしくは
右クリック
→【移動・回転・反転
】
→【ペア層へ移動】
を選択）
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配線層が切り替わり、
引き続き配線できます
。

　
※直前の層はステータ
スバーから確認でき
ます。

・ビアや配線スムージングの設定はPCB設定の「配線」から行えます。
・ティアドロップの設定はPCB設定の「ティアドロップ」から行えます。
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配線時の各種作業

配線を作図するときの各種作業をご紹介します。

配線メニューの選択方法
コーナー角度の変更方法
角形状変更方法（円弧配線）
角度スイッチ方法
配線幅を変更する
配線の確定
ビアスタック切り替え
ビアスタックを配置して配線の確定
パッド角度配線引き出し
配線を戻す
配線をキャンセルする
配線モードを解除する

 

配線メニューの選択方法

【PCB作成】→【配線】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参照してください。
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コーナー角度の変更方法

配線のコーナーを45度、90度、フリーに変更する機能です。
下記に配線コーナーの折れ角度変更の例を示します。

配線コーナーの折れ角度

45度 90度 フリー

配線コーナーの折れ角度変更は下記作業となります。

方法1:【キーボード】→【スペース】を押下
方法2:【右クリック】→【折れ角度変更】を選択
方法3：プロパティウィンドウで「ライン折れ角度」を変更
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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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角形状変更方法（円弧配線）

:方法 ：配線中に【右クリック】→【角形状変更】→【角形状変更】を選択

ライン 円弧

詳しくは角形状変更を参照ください。
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配線幅を変更する

配線途中に配線幅を変更します。

(1) 配線幅を変更したいと
ころでクリック

(2)

右クリック
→【線幅変更】
を選択
※もしくはショートカ
ット
「W」キー押下

(3) 線幅を入力し「OK」
クリック
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　 線幅が途中で変更され
ます。

　

配線スムージングの設
定は(3)の画面で「配線
・ビア設定」から行え
ます。

　 設定画面で確認でき
ます。
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配線の確定

配線途中で配線を確定する方法をご紹介します。

(1) 配線を確定したいとこ
ろでクリック

(2)
右クリック
→【配線の確定】
を選択

　
配線が確定されます。
※配線中ダブルクリッ
クでもできます。
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ビアスタック切り替え

配線に複数のビアスタックを登録している場合、配線時にどのビアを使用するかを確認することができます。

　
配線中、プロパティウ
ィンドウに使用ビアが
表示されます。

(1)
右クリック
→【ビアスタック切り
替え】
を選択

　 使用ビアが切り替わり
ます。
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登録されているビアは
プロパティでプルダウ
ンから確認できます。
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ビアスタックを配置して配線の確定

配線途中でビアスタックを配置して配線を確定する方法をご紹介します。

(1) 配線を確定したいとこ
ろでクリック

(2)
右クリック
→【ビアスタックを配
置して配線の確定】
を選択
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ビアスタックを配置し
て配線が確定されます
。
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パッド角度配線引き出し切り替え

部品が任意角度に配置されている場合など、パッドから直線で配線を引き出せるように引き出し方向を調整する機能
です。

パッド角度配線引き出し有効 パッド角度配線引き出し無効

切り替える方法は、下記作業となります。ステータスはプロパティウィンドウに表示されます。

右クリック→【パッド角度配線引き出し切り替え】を選択
※キーボードの「P」を押下

 

プリント基板設計 > 配線作業 > 配線作業 118 / 440



配線を戻す

配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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配線をキャンセルする

配線を作成中に作成中の配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

 

配線モードを解除する

配線モードを解除する方法は下記作業となります。

配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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配線コピー

配線をコピーすることができ、同じ形状の配線を複数引く必要がある時に便利です。
配線は自動的に配置したパッドのネット名になり、作業効率が大幅に向上します。
 

配線コピー前 配線コピー後
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配線コピー

配線コピーの方法をご紹介します。

(1) コピーする配線を選択

(2)
基準にしたい選択ハン
ドルにカーソルをあわ
せコピー（Ctrl+C)
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(3)
貼り付け（Ctrl+V)でカ
ーソルにコピーした配
線がついてくるので、
クリックして貼り付け

　 繰り返すことで配線が
コピーされます。
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配線ループ

電源など配線をループさせたい場合と、信号線など配線をループさせたくない場合があります。
配線時に配線「ループ許可」の設定を変更することにより、切り替えることができます。

配線ループOFF 配線ループON

3点以上のパッド(ビアは含まない）を経由して
ループになったときに、確認画面が表示されます。

常にループを許可します。
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ループ許可設定

ループ許可設定の変更方法をご紹介します。

(1)
配線モードのときにプ
ロパティウィンドウ
で「ループ許可」を変
更

配線モード中に、右クリック→【配線ループ許可切り替え】で配線ループ許可設定の有効/無効を切り替え
ることができます。
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配線ループ無効時の確認方法

配線ループ無効時には配線がループにならないようにダイアログを表示します。
配線ループ無効時の操作方法をご紹介いたします。

　 配線の引きなおしを行
います

(1) 配線を引きます。
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(2)

ループ状態になるため
、ループ配線確認画面
が表示されます。
今引いた配線は残した
いので「次の配線を
確認」クリック

 
ループになっている配
線が順番に選択され
ます。

(3) 「削除」クリック

　
不要な配線が削除され
、ループ状態ではなく
なります。
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配線補間

配線補間は、配線中、パッドの直線座標上にカーソルがある場合に自動的に引き込み配線を完了させる機能です。
パッドまでカーソルを移動することなく、配線を完了させることができるため時間を大幅に短縮できます。

配線補間の適用は「配線補間」で切り替えることができます。

配線中 配線補間適用

配線を作図中に、、、 パッドの直線状に配線中のカーソルがある場合、
配線が表示され、ダブルクリックで配線が完了します。
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配線補間設定

配線補間設定の変更方法をご紹介します。

(1)
配線モードのときにプ
ロパティウィンドウ
で「配線補間」を変更

配線モード中、右クリック→【配線補間切り替え】で、配線補間の有効/無効を切り替えることができます
。
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クリアランス表示

クリアランス表示は、配線中、配線からのクリアランスを確認する機能です。

配線から表示されるクリアランス値はプロパティウィンドウの「クリアランス表示」で変更できます。

 クリアランス表示は配線中、配線の周囲に表示されるクリアランスを表示する点
線です。

クリアランス表示「配線」

クリアランス表示「基板
外形」
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クリアランス表示設定

クリアランス表示設定の変更方法をご紹介します。

(1)
”配線”モードのときに
プロパティウィンドウ
で「クリアランス表示
」を変更
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配線の編集

Quadceptの中でも非常に強力な機能である配線の配線経路変更機能など、配線の編集についてご紹介いたします。

配線経路変更
配線を移動する方法
配線を削除する方法
配線をコピーする方法
属性を編集する方法

配線経路変更

配線の作業時、再経路を指定するとループにならず配線経路を自動変更します。
経路変更時に不要な配線を削除することなく配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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配線を移動する方法

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

選択ハンドル 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
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移動パターン３（配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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配線を削除する方法

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

配線削除する方法

配線を削除する方法をご紹介します。

(1) 削除したい配線を選択

(2) Deleteキー押下

　 選択した配線が削除さ
れます。
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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。

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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パッド角度で配線引き出し

部品を任意角度で配置している場合などに、パッドの角度と同じ角度で配線を引き出すことができます。

方法：プロパティウィンドウで「パッド角度で配線引き出し」を「有効」に設定
※「無効」の場合は、「ライン折れ角度」で設定した角度のみになります。
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推奨線幅の計算（インピーダンス制御）

インピーダンス制御の必要な配線に対して推奨配線幅が簡単に計算できます。
シングルエンドの「推奨線幅」はもちろん、差動ペアの「推奨間隔」も配線画面から確認することができます。
 

推奨線幅算出の準備

推奨線幅、推奨間隔を計算するために、事前に層構成の設定が必要となります。

項目 内容

層設定
基板の層の設定を行います。
板厚、めっき厚、ベタ層、材質、比誘電率の設定が必要です。
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推奨線幅の計算方法（シングルエンド）

シングルエンドの推奨線幅の計算方法をご紹介します。

(1)
配線をダブルクリック
⇒配線ダイアログが表
示されます。

(2)

配線ダイアログにて「
インピーダンス」
にチェックをいれます
。
⇒インピーダンスの設
定項目が表示されます
。

(3)

「推奨線幅を計算」を
クリック
⇒インピーダンスの目
標値入力画面が開き
ます。

(4)
インピーダンス値を入
力しOKをクリック
⇒今回は「60」を入力
します。
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(5)

推奨線幅が表示されま
すので、「はい（Y）
」をクリック
⇒推奨線幅が線幅に反
映されます。

  

 
※差動ペアの推奨線幅
の計算も同様の操作で
可能です。

インピーダンス値は±10％公差を想定した理論値となりますので、配線幅の参考値としてご使用ください
ませ。
なお、材料によって測定値が変動しますので、詳細は製造予定の基板工場にご確認をお願いします。
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推奨間隔の計算方法（差動ペア）

差動ペアの推奨間隔の計算方法をご紹介します。

(1)
配線をダブルクリック
⇒配線ダイアログが表
示されます。

(2)

配線ダイアログにて「
インピーダンス」
にチェックをいれます
。
⇒インピーダンスの設
定項目が表示されます
。

(3)

「推奨間隔を計算」を
クリック
⇒インピーダンスの目
標値入力画面が開き
ます。

(4)
インピーダンス値を入
力しOKをクリック
⇒今回は「100」を入力
します。
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(5)

推奨間隔が表示されま
すので、「はい（Y）
」をクリック
⇒推奨間隔がテキス
トボックス内に反映さ
れます。

  

 

※現在のバージョン
では、推奨間隔をPCB
図面に反映することは
出来兼ねますので手動
で間隔調整をお願いし
ます。

インピーダンス値は±10％公差を想定した理論値となりますので、配線間隔の参考値としてご使用ください
ませ。
なお、材料によって測定値が変動しますので、詳細は製造予定の基板工場にご確認をお願いします。
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配線の選択

配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配線の選択
となります。

パッドtoパッドで一繋がりの配線の
選択となります。

同一ネット配線の選択となります
。

 

セグメント選択

セグメント選択方法をご紹介します。

(1) 配線をクリック
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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) 配線をクリック

(2)

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

(2)

右クリック→【選択
方法】→【同一ネット
選択】を選択
※ショートカットキ
ー「Shift+N」でも実行
できます。
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　 同一ネットの配線が選
択されます。

同一ネット選択の場合、同一ネットのベタも選択されます。
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同一ネット選択前 同一ネット選択後

配線を選択して
右クリック→【選択方法】→【同一ネット選択】を選択 同一ネットのベタも選択されます。
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半自動配線

半自動配線は、配線中に自動で最短経路を算出し、ワンクリックで配線を完了させることができます。
配線途中にCtrlキーを押下して、調整しながら配線することもできます。

配線途中にCtrlキーを押下して調整しながら配線を行うこともできます。

 

配線前 配線後
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半自動配線

半自動配線を行う方法をご紹介します。

(1)
【PCB作成】
→【配線】
を選択

(2) 「Ctrl」キーを押しな
がらラッツをクリック
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 最短距離で自動配線され
ます。
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差動ペア配線

差動ペア配線は、反転した極性の2つの信号をペアにすることで外部に影響を与えにくくノイズに強いなどの特性があ
ります。
差動ペア設定を「配線長を設定」にしている場合は差動ペア配線長チューニングで配線後の配線をクリックしカーソ
ルを動かすことで配線長を調整できます。

差動ペア設定はDRC/MRC設定の差動ペアを参照してください。

差動ペア配線には以下のメニューがあります。

差動ペア配線
差動ペア配線長チューニング

差動ペア配線

差動ペア配線の方法をご紹介します。
差動ペア配線を行うには、あらかじめ差動ペア設定を行う必要があります。

(1)
【PCB作成】
→【差動ペア配線】
を選択

 
差動ペア設定されてい
るネットオブジェクトが
ハイライトされます。
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ハイライトされているネ
ットオブジェクトから配
線を引き出します。
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差動ペア配線長チューニング

差動ペア設定を「配線長を設定」にしている場合、配線後の配線をクリックしカーソルを動かすことで配線長を
調整するメニューです。
方法を下記にご紹介します。

(1)

【PCB作成】
→【配線長チューニ
ング】
→【差動ペア配線
長チューニング】選択

(2) 配線上をクリック

(3) カーソル移動

(4) クリックで配線を確定

 
配線長チューニングの形
状などの設定はプロパテ
ィウィンドウから行え
ます。
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次に、差動ペア配線中の便利な設定をご紹介します。

差動ペアギャップ変更
パッドから直線引き出し切り替え
ビア配置種類

 

差動ペアギャップ変更

差動ペアのギャップを配線途中で変更できます。

(1)
右クリック
→【差動ペアギャップ
変更】
選択

(2) ギャップを入力し「OK
」ボタンクリック
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 途中からギャップを変更
できます。

ｃ
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パッドから直線引き出し切り替え

パッドからの配線引き出し方向を切り替え、できる限りパッド内での配線が曲がらないようにして配線を直線で引き
出すことができます。
束配線引き出し時に配線が崩れる場合は、設定を切り替えてみてください。

束配線中、右クリック→【パッドから直線引き出し切り替え】実行

パッドから直線引き出し有効 パッドから直線引き出し無効

ビア配置種類

ビアの配置時の並びを指定することができます。

一列 千鳥格子
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押し付け配線/ならい配線

DRCのクリアランス設定を考慮し配線やベタに押し付けながら配線することができます。（押し付け配線）
配線中、自動的に障害を迂回することができるので手書き感覚でクリックしなくても配線することができます。（な
らい配線）
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押し付け配線モード設定

配線時に押し付け配線を行う方法をご紹介します。

(1)

【各種設定】
→【環境設定】
で「PCB配線」の設定
を行います。

「押し付け配線を有効
」にチェックを入れ
ると、押し付け配線が
可能になります。
「配線作成時に障害を
迂回する」にチェック
を入れると、ならい配
線が可能になります。

 

押し付け配線の有効/無効
状態は画面下のボタンで
も
確認できます。

【PRESS】
「押し付け配線」の有
効を/無効を確認できます
。
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等長配線

DRC設定にて配線長及び許容差を指定することにより、等長配線を行うことができます。

種類 内容

リアルタイム等長配
線

配線途中に自動的に長さを調整した配線を引くことができます。

配線長チューニング 配線後、箇所を指定して配線長を調整します。

配線の等長化
等長配線設定されたネットの配線長を許容差内になるよう図面上の配線を自動調整し
ます。
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リアルタイム等長配線

等長配線を行う方法をご紹介します。

(1)

【各種設定】
→【DRC/MRC設定】
で「配線長/等長配線」
の設定を行います。

(2)
【PCB作成】
→【配線】
選択

(3)
配線時、自動的に長さ
を調整した配線を引く
ことができます。

(2)

【配線】時、自動的に
長さを調整した配線を
引くのではなく後から
調整したい場合
は「PCB配線」の設定
を変更ください
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配線長チューニング

配線後、箇所を指定して配線長を調整します。

(1)

【PCB作成】
→【配線長チューニ
ング】
→【配線長チューニ
ング】
を選択

(2) チューニング形状を入
れたい箇所をクリック

 
ドラッグすることで、自
動的にチューニング形状
になります。
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チューニング形状はプロ
パティウィンドウから調
整できます。

 
配線長チューニング中に
は配線の長さを画面下部
で確認できます。
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配線の等長化

等長配線設定されたネットの配線長を許容差内になるよう図面上の配線を自動調整します。

(1)

【PCB作成】
→【配線長チューニ
ング】
→【配線の等長化】
を選択

(2) 「閉じる」ボタンクリ
ック

 
等長配線設定されたネッ
トの配線長を許容差内に
なるよう図面上の配線を
自動調整されます。
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チューニング形状はプロ
パティウィンドウから調
整できます。

 

プリント基板設計 > 配線作業 > 等長配線 166 / 440



束配線

複数の配線を一度に引きまわすことができます。

束配線前 束配線後
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束配線

束配線の方法をご紹介します。

(1)
【PCB作成】
→【束配線】
を選択

(2)
束配線を引き出した
いパッド及び配線を選
択

(3)

右クリック
→【束配線開始】
選択
ショートカット
：「Return(Enter)」キ
ー

(4) 配線ピッチを入力

(5) 「OK」ボタンをクリッ
ク
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選択したパッドから指定
した配線ピッチで
配線が引き出せます。

(2)の手順で配線を選択すると、配線から束配線を引き出すこともできます。

配線途中から束結線
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次に、束配線中の便利な設定をご紹介します。

束配線基準切り替え
束配線ONスナップ切り替え
束配線ピッチ変更
パッドから直線引き出し切り替え

束配線基準切り替え

束配線作図中の基準点（カーソル位置）を変更することができます。

束配線中、右クリック→【束配線基準切り替え】実行

束配線基準切り替え 切り替え後
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束配線ONスナップ切り替え

束配線の配線の構成点をスナップ上に配置するかを切り替えることができます。
有効の場合、構成点をスナップ上に配置します。無効の場合、ピッチ間隔または配線クリアランスを保って束配線を
行います。

束配線中、右クリック→【束配線基準切り替え】実行

束配線ONスナップ有効 束配線ONスナップ無効
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束配線ピッチ変更

束配線のピッチ間隔を変更します。

束配線中、右クリック→【束配線ピッチ変更】実行

配線ピッチ0.5 配線ピッチ0.6

パッドから直線引き出し切り替え

パッドからの配線引き出し方向を切り替え、できる限りパッド内での配線が曲がらないようにして配線を直線で引き
出すことができます。
束配線引き出し時に配線が崩れる場合は、設定を切り替えてみてください。

束配線中、右クリック→【パッドから直線引き出し切り替え】実行

パッドから直線引き出し有効 パッドから直線引き出し無効
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配線引き出し方向変更

配線途中に引き出し方向を切り替えることができます。
ラッツクリックで配線を引き出した場合に、逆側のパッドから引きたい場合や
ビアまで配線した後に、逆から引き出して配線を行いたい場合に便利です。

切り替え前 切り替え後

 

配線引き出し方向変更方法

配線中、右クリック→【配線引き出し方向変更】を選択
（ショートカット「Z]キー押下）
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ベタの種類

ベタを作成してポリゴンの銅箔を作図して配線を補強できます。Quadceptのベタには3種類あります。

・動的ベタ
・静的ベタ
・カットアウトベタ

ベタ作成
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動的ベタ

作図したエリアで設定したネット名以外のオブジェクトとは、クリアランスを自動作成し
同じネット名のオブジェクトに対してはPCB設定の「動的ベタ接続」に設定した内容で自動接続します。
電源ネットなど全体に実行し、都度更新をかける場合などに適しています。
※実行したときに浮きベタの削除を行うかの確認画面が表示されます。浮きベタが必要ない場合は、削除としてくだ
さい。

また、再度クリアランス計算を手動で行う場合は、ベタを選択し右クリック→「ベタ更新」クリックください。
（※ショートカットキーは「I」に割り当てられています。）

動的ベタ例（青色のベタ）
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静的ベタ

作図したエリアのすべてを塗りつぶします。
配線の一部強化など、形状が変わらない場合に適しています。

静的ベタ例（赤色のベタ）
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カットアウトベタ

カットアウトベタはより多くのクリアランスを保ちたい場合や、ベタの不要な部分など、
ベタを発生させたくないエリアに使用します。
ベタの中に配置することにより、ベタ領域を強制的にくりぬく事が出来ます。

カットアウトベタ（取り付け穴周辺）
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ベタの作図

それぞれのベタの作図方法を下記にご紹介します。

・動的ベタ作図方法
・静的ベタ作図方法
・カットアウトベタの作図方法

動的ベタ作図方法

動的ベタ作図方法

電源強化などで、自動的にDRCを適用してクリアランスやサーマルが生成されるベタの作図方法をご紹介します
。

(1)

【PCB作成】
→【多角形ベタ】・【
矩形ベタ】
を選択
※ベタの作図方法はベ
タ作図時の各種作業を
参照してください。

(2)

プロパティウィンドウ
のベタ種類を確認しベ
タ種類が「動的ベタ」
であることを確認。
「静的ベタ」の場合、
右クリック
→【ベタ種類切り替え
】
選択
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(3)

設計図面上でベタを描
きたいエリアの各構成
点をクリックし形状を
作図。
ダブルクリックで作図
終了。

(4) ネットを選択して「OK
」をクリック

(5)

「浮きベタを削除しま
すか？」のメッセージ
がでますので、「はい
」をクリック
※浮きベタについて
は浮きベタ削除を参照
してください。

(6)
「更新しました。」
のメッセージがでます
ので、「はい」をクリ
ック
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浮きベタが削除されてク
リアランスが更新された
ベタが出来ます。
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静的ベタ作図方法

静的ベタ作図方法

配線の一部強化など、形状が変わらないベタの作図方法をご紹介します。

(1)

【PCB作成】
→【多角形ベタ】・【
矩形ベタ】
を選択
※ベタの作図方法はベ
タ作図時の各種作業を
参照してください。

(2)

プロパティウィンドウ
のベタ種類を確認しベ
タ種類が「静的ベタ」
であることを確認。
「動的ベタ」の場合、
右クリック
→【ベタ種類切り替え
】
を選択

(3)

設計図面上でベタを描
きたいエリアの各構成
点をクリックし形状を
作図。
ダブルクリックで作図
終了。
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カットアウト作図方法

カットアウトベタ作図方法

カットアウトはより多くのクリアランスを保ちたい場合や、ベタの不要な部分など、ベタを発生させたくないベ
タです。

(1)

【PCB作成】
→【多角形カットア
ウト】・【矩形カット
アウト】・【円カット
アウト】
を選択
※ベタの作図方法はベ
タ作図時の各種作業を
参照してください。

(2)

設計図
面上
でカッ
トアウ
トベタ
を描き
たいエ
リアの
各構成
点を
クリッ
クし形
状を
作図。
ダブル
クリッ
クで作
図終了
。

静的ベタにカットアウトベタを作図した場
合

動的ベタにカットアウトベタを作図した場
合

リアルタイムにカットアウトベタ部分のベ
タがくりぬかれます。

ベタを選択→【ベタ更新】を行うとカット
アウトベタ部分のベタがくりぬかれます。
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浮きベタ削除

浮きベタとはベタを発生時にベタ線幅などにより、ベタが「電気的に浮いた状態」になったものです。
浮きベタが発生すると近くのパターンの性質によって問題になる場合があったり、見た目がよくありません。
Quadceptの動的ベタは、ベタ更新の時に自動的に浮きベタを削除する機能があります。

浮きベタあり 浮きベタ削除後
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ベタ作図時の各種作業

ベタを作図するときの各種作業をご紹介します。

ベタ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
ベタ外形線幅を変更する
ベタを戻す
ベタをキャンセルする
ベタモードを解除する

 

ベタメニューの選択方法

【PCB作成】→【多角形ベタ】を選択
もしくは
【PCB作成】→【矩形ベタ】を選択

多角形ベタ 矩形ベタ

任意の形状に作図できるベタです。 矩形に作図できるベタです。

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参照してください。
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コーナー角度の変更方法

作図のベタのコーナーを45度、90度、フリーに変更する機能です。
下記に配線コーナーの折れ角度変更の例を示します。

ベタコーナーの折れ角度

45度 90度 フリー

ベタコーナーの折れ角度変更は下記作業となります。

方法1:【キーボード】→【S】を押下
方法2:【右クリック】→【折れ角度変更】を選択
方法3：プロパティウィンドウで「ライン折れ角度」を変更
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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

 

プリント基板設計 > ベタ作成 > ベタの作図 186 / 440



ベタ外形線幅を変更する

ベタの外形線幅を変更する

ベタ作図途中にベタの外形線幅を変更します。

(1)

右クリック
→【線幅変更】
を選択
※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

　
プロパティウィンドウ
からも外形線幅を変更
できます。
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作業層を変更する方法

ベタ作図途中に作業層を変更するには以下の方法があります。

・作業層変更メニューで変更する方法
・ステータスバーで変更する方法

作業層変更メニューで変更する方法

作業層をショートカットキーからその場で切り替える方法です。

(1)
配線途中でビアを配置
したいところでクリッ
ク

(2)

「L」キー押下。(もし
くは
右クリック
→【層変更】
を選択）

(3)
切り替えたい層を選択
して、「OK」をクリ
ック。

 
もしくは「L」「4
」「Enter」とする
と「Bottom」層に切り
替わります。
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ステータスバーで変更する方法

ステータスバーに表示されている作業層から切り替える方法です。

(1) ステータスバーの作業
層を変更
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直前の層に変更する方法

「直前の層」に切り替える方法です。Top面とL1層同士の配線を行っている場合など、
作業をよく行う層同士で切り替えることができます。

直前の層に変更する方法

作業をよく行う層同士で切り替えることができます。

(1)

「Tab」キー押下。
(もしくは
右クリック
→【移動・回転・反転
】
→【直前の層へ移動】
を選択）

　 作業層が切り替わり
ます。
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ベタのコーナーを戻す

ベタ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

 

ベタをキャンセルする

ベタを作成中に作成中の配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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ベタモードを解除する

ベタモードを解除する方法は下記作業となります。

ベタ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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ベタ種類切り替え

ベタの種類には動的ベタ・静的ベタとありますが、ベタの種類の切り替える方法をご紹介します。

種類の変更には以下の方法があります。

・メニューから行う方法
・プロパティウィンドウから行う方法
・ベタ画面から行う方法

 

ベタ種類切り替え（メニューから行う方法）

ベタの種類を「動的ベタ→静的ベタ」、もしくは「静的ベタ→動的ベタ」に切り替える方法をご紹介します。

(1) 右クリック→【ベタ種
類切り替え】を選択

　 ベタ種類が切り替わり
ます。
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ベタ種類切り替え（プロパティウィンドウから行う方法）

ベタの種類を動的ベタ→静的ベタ、もしくは静的ベタ→動的ベタに切り替える方法をご紹介します。

(1)
プロパティウィンドウ
の「ベタ種類」を切り
替えます。
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ベタ種類切り替え（ベタ画面から行う方法）

ベタ配置後にベタ画面からベタの種類を動的ベタ→静的ベタ、もしくは静的ベタ→動的ベタに切り替える方法を
ご紹介します。

(1) ベタをダブルクリック

(2) ベタ種類を変更

(3) 「OK」をクリック
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ベタ更新

選択中の動的ベタのクリアランスを更新する機能です。
動的ベタのクリアランス値を更新したり、部品の追加・削除や配線の移動などでベタの形状を
更新したい時に行ってください。

編集更新前 配線移動 ベタ更新後

赤枠内の配線を移動します。 配線を上に移動します。 動的ベタを参照してベタ形状を更新
します。

ベタ更新は、複数のベタを選択して一括で更新作業を行うこともできます。
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ベタ更新方法

動的ベタのベタ更新方法をご紹介します。

(1) 更新したいベタを選択

(2)
右クリック
→【ベタ更新】
を選択

(3) 「はい」クリック

(4) 「OK」クリック
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　 ベタが更新されます。
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ベタの編集

各種ベタの編集方法をご紹介します。

・ベタ削除
・輪郭編集
・合成
・ベタ分割
・辺移動
・頂点移動

ベタ削除

ベタの削除方法をご紹介します。

(1) 削除したいベタを選択

(2) 「Delete」キー押下
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　 ベタが削除されます。
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輪郭編集

ベタの輪郭を編集する方法をご紹介します。

(1) 編集するベタを選択

(2)
右クリック
→【輪郭編集】
を選択
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(3) ベタの編集したい始点
をクリック

(4) 終点をクリック
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(5) ベタの形状を作図し
ます。
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ベタ合成

2つ以上のベタを合成し一つのベタにまとめることができます。

(1) 合成したいベタを選択
します。

(2)
右クリック
→【合成】
を選択
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 一つのベタに合成され
ます。
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ベタ分割

ベタをラインで分割することができます。

(1) ベタを選択

(2)
右クリック
→【ベタ分割】
を選択

(3) 分割したい部分をライ
ンで分断する
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 ベタが分割されます。
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辺移動

ベタの辺を移動することができます。

(1) ベタを選択

(2) 辺の中心の移動グリッ
ドをドラッグ移動
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 辺が移動できます
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頂点移動

頂点を移動することができます。

(1) ベタを選択

(2) 頂点の移動グリッドを
ドラッグ
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 ベタの頂点が移動し、形
状を変更できます。
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ビアの配置（強化ビアの配置）

GNDレベルの安定の為に、複数のビアで接続する方法があります。
Quadceptではこのような強化ビアの場合、ベタにビアを配置することで、自動的に強化ビアになります。

ビアの配置

ベタにビアを配置する方法をご紹介します。

(1)
【作図】
→【ビア】
を選択

(2) ネット名を空にし
て「OK」をクリック
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　 ベタの上にクリック配
置します。

　 ※自動的にビアにネッ
ト名が設定されます。
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ベタの表示切り替え

ベタの表示を切り替えることが可能です。

輪郭表示切り替え(ベタ）
パッドネット色表示切り替え
配線ネット色表示切り替え

 

輪郭表示切り替え（ベタ）

ベタの輪郭表示は動的ベタ、静的ベタがあるため、下記の３段階で切り替わります。

 動的ベタ 静的ベタ

１段階目 表示 表示

２段階目 輪郭表示 表示

３段階目 輪郭表示 輪郭表示

 

通常表示 輪郭表示

方法：右クリック→【表示オプション】→【輪郭表示切り替え（ベタ）】
（もしくは環境設定の「作図（PCB）」で「ベタを外形のみ表示する」を変更）
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ネット色表示切り替え(パッド/ビア）

通常表示 パッドネット色表示切り替えON

方法：右クリック→【表示オプション】→【ネット色表示切り替え(パッド/ビア）】
（もしくは環境設定の「作図（PCB）」で「パッド/ビアをネット色で表示する」を変更）

 

ネット色表示切り替え(配線/ベタ）

通常表示 配線ネット色表示切り替え

方法：右クリック→【表示オプション】→【ネット色表示切り替え(配線/ベタ）】
（もしくは環境設定の「作図（PCB）」で「配線/ベタをネット色で表示する」を変更）
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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
「シート」：現在、アクティブになっている設計図面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。

更新層

更新する層を指定します。
「Top面→Bottom面」：Topを更新後、Bottom面を更新します。
「Bottom面→Top面」：Bottom面を更新後、Top面を更新します。
「Top面のみ」：Top面のみ更新します。
「Bottom面のみ」：Bottom面のみ更新します。

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】
を選択
⇒【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。

 

プリント基板設計 > Referenceを更新する > Referenceの更新 222 / 440



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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基板外形のスリット入力

今までラインと円弧の組み合わせで作成に時間がかかっていた、
異極性間の沿面距離を確保するためのスリット入力や
面付け時の基板外形スリット入力やミシン目入力が
ラインを入力する感覚でスピーディに作成できます。

※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/QlC3-RYij7w?rel=0)

基板外形のスリット入力

基板外形のスリット入力方法をご紹介します。

(1)

【PCB作成】
→【基板スリット入力
】
を選択
⇒基板外形スリット入
力モードになります。

 

(2)

ショートカット「W
」キーで線幅を設定し
、「OK」をクリック
⇒スリット入力の線幅
を指定できます。

(3)

スリットを入力したい
場所にラインを描いて
いきます。
⇒入力が終了するとラ
イン線幅の外形が基板
外形に変換されます。

仕上げ作業

プリント基板設計 > 仕上げ作業 > 基板外形のスリット入力 224 / 440

http://www.youtube.com/embed/QlC3-RYij7w?rel=0


(4) 基板外形のスリット入
力が完成しました。
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銅箔文字の配置

空いているところに銅箔文字(エッチング文字とも呼ばれる）を入れる方法をご紹介します。

銅箔文字の配置

銅箔文字を配置する方法をご紹介します。

(1)
【作図】
→【文字】
を選択

(2) 層種類を「Electric」に
して「OK」クリック
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　 配置したい場所でクリ
ック配置
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DRC/MRC実行

PCB設計の必須の工程の1つでもあるレイアウトのチェックDRCと製造のチェックであるMRCを実行します。
設計したものがルールに合っているかを検証した結果をエラーリストに表示し、容易にエラー箇所を確認し修正する
ことができます。

チェックする項目の設定はDRC/MRC設定を参照してください。

DRC/MRCのチェック項目は下記のとおりです。

DRC/MRC実行方法

各項目に対し、エラータイプの設定が行えます。DRC/MRC設定を参照してください。

実行には3種類の方法があります。

種類 内容

DRC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。

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

DRC/MRC
実行

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

 

PCB検証（DRC/MRC）
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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】
→【DRC/MRC】
→【DRC実行】
を選択

 ※もしくはキーボード
の「Ctrl＋D」を押下

(2) 「実行」クリック

 エラー結果ダイアログ
が表示されます。

(3) 「OK」をクリック

　 エラーが一覧で表示さ
れます。
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エラー、警告があると表示された場合、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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MRC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＋M」で実行する方法

MRC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】
→【DRC/MRC】
→【MRC実行】
を選択

 ※もしくはキーボード
の「Ctrl＋M」を押下

(2) 「実行」クリック

 エラー結果ダイアログ
が表示されます。

(3) 「OK」をクリック

　 エラーが一覧で表示さ
れます。
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エラー、警告があると表示された場合、MRC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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DRC/MRC実行

DRC/MRC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＋D」で実行する方法

DRC/MRC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】
→【DRC/MRC】
→【DRC/MRC実行】
を選択

 
※もしくはキーボード
の「Shift+Ctrl＋D」を
押下

(2) 「実行」クリック

 エラー結果ダイアログ
が表示されます。

(3) 「OK」をクリック

　 エラーが一覧で表示さ
れます。
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エラー、警告があると表示された場合、それぞれDRC結果ウィンドウとMRC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

DRC/MRC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。

エラー内容はPCBデータに保存されています。エラーリストを表示したまま、データを受け渡すことがで
きます。
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Quadceptではエラーの修正を行うために様々な便利機能を取り揃えています。

エラーのリスト表示
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
エラーマークを表示する
リスト更新
リストから削除
表示設定
ファイル保存
対応状況
コメント入力

 

エラーの内容

エラーの内容はルールチェック（DRC）、ルールチェック（MRC）を参照してください。

Top / Inner / Bottomで同じエラーが出る場合は、項目を一つにまとめます。（その際は、層
に「Top,Layer2,Layer3,Bottom」と表示されます。）

エラーの修正を行うための様々な機能

機能名 機能内容

エラーのリ
スト表示

DRC/MRCの実行結果を一覧で表示します。

「未配線ネット」「クリアランス」「差分比較」「禁止領域」については重要なチェック項目と
なるため、
チェック対象外となっている場合、赤文字で警告メッセージが表示されます。

エラー・警告件数の詳細が常に確認できます。
例）エラー：40（未対応：38　承認済み：2）警告：10（未対応：8　承認済み：2）　削除：3

エラーリストの内容は設計図面内に白色のエラーマークで該当箇所を表示しています。

エラーメッセージをダブルクリックすることで、設計図面内のエラー箇所に画面移動しエラー箇
所を表示します。
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エラー箇所
への画面移
動

クリック、ダブルクリックしたエラーマークは赤色に表示されます。

エラーリス
トのフィル
タ

「エラー」「警告」のボタンをON・OFFすることで、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

実行結果を各項目でソートすることができます。

エラーマー
クを表示す
る

設計図面全体のエラーマークの表示/非表示を切り替えることができます。

　　 　　

設計図面上、右クリック→【表示オプション】→【DRCエラーマーク表示切り替え】もしく
は【MRCエラーマーク表示切り替え】からも表示状態を変更できます。

リスト更新
表示設定で設定されている表示状態にリストを更新します。
表示設定で非表示している対応状況に切り替えた場合など、表示を更新します。
「F5」キーでもリスト更新を行うことができます。

リストから
削除

リストから削除されます。
削除した項目でもDRC/MRC再実行した場合には再度表示されます。
複数選択や右クリックメニューからも実行可能です。

対応状況が「未対応」「承認済み」毎にリストとエラーマークの表示/非表示を切り替えることが
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表示設定 できます。
「承認済み」項目のリスト項目やエラーマークを非表示にしたい場合に切り替えてください。

ファイル保
存

実行結果のリストをCSV形式でファイル出力できます。

対応状況

「未対応」「承認済み」に対応状況を設定できます。
複数選択や右クリックメニューからも実行可能です。

「承認済み」にすると、再度チェックを行った場合に同じ内容のエラーが発生した場合も対応状
況を「承認済み」のまま引き継ぎリストに残り続けます。
「承認済み」の場合、承認理由などをコメント欄に入力可能です。
（「承認済み」項目はエラー内容を修正してもリストに残り続けます。リストから消す場合は「
リストから削除」するか、
「未対応」に戻してから、再度DRCまたはMRCを行ってください。)

コメント
対応状況を「承認済み」にした場合、承認済みにした理由などをコメントとして記入できます。
再度、チェックを行った場合に同じ内容のエラーがあれば、「承認済み」のままコメントも引き
継いで表示されます。

 

プリント基板設計 > PCB検証（DRC/MRC） > エラーの修正 238 / 440



承認済みでエラーが解消されているものはリストの項目が灰色で表示されます。
エラーを消す場合は、リストから削除するか、対応状況を「未対応」に戻してから、再度DRCまたはMRC
を行って下さい。
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右クリックメニュー

エラー結果を簡単に編集できる右クリックメニューを用意しています。

リストはCtrlキーやShiftキーで複数選択ができます。

メニュー名 内容

削除 選択したリスト項目を削除します。

すべて削除 すべてのリスト項目を削除します。

未対応に変更 選択したリスト項目の対応状況を「未対応」に変更します。

承認済みに変更 選択したリスト項目の対応状況を「承認済み」に変更します。

 

プリント基板設計 > 各種出力（CAM、ドリル、部品座標など） > エラーの修正 240 / 440



PCB印刷

作成したPCBを印刷する操作をご紹介いたします。

バッチ出力は印刷だけなく、ガーバー出力、ドリル出力などをまとめて行うことができます。

項目 内容

表示状態
で印刷

現在の設計作業領域で表示している表示状態での印刷します。

PCB印刷 PCB設定に設定している表示指定での印刷します。

プロジェ
クト印刷

プロジェクト内にあるPCBをすべて印刷します。

バッチ出
力

バッチ出力とはPCBの仕上げ作業であるガーバー、NCドリル、NCドリル表、部品座標出力、部品
表の出力など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PCBのリリース時にワンクリックで行
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。

 

各種出力（CAM、ドリル、部品座標など）
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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。
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指定倍率で印刷する 指定した倍率で印刷を行います。

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。
「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」「白黒」の3種類から選択できます。

輪郭モードで出力する 「輪郭モードで出力する」にチェックを入れると、

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。

プロジェクト内のすべて
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PCBすべて表示されます。

表示状態で印刷する 現在の設計作業領域で表示している表示状態での印刷します。
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表示状態で印刷

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】
を選択

⇒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
細を参照してください
。

(3) 「表示状態で印刷」
にチェックを入れる
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(4) 「印刷」をクリック
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PCB印刷

PCB設定で登録しているように各表示状態の組み合わせを印刷できます。
例えば、Top面配線とBottom面配線と基板外形を3ページに分けて出力することや
ガーバー出力時の表示で印刷することなどが可能です。

(1)

【ファイル】
→【印刷】
を選択

⇒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
細を参照してください
。

　

「印刷対象」をクリッ
ク選択すると、プ
レビューで確認でき
ます。
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(3) 「印刷」をクリック
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プロジェクト印刷

プロジェクト内にあるPCBをすべて印刷します。

(1)

【ファイル】
→【印刷】
を選択

⇒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
細を参照してください
。

(3)
「プロジェクト内のす
べてのシートを印刷
する」にチェックを入
れる
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(4) 「印刷」をクリック

印刷対象のチェックの付け外しによって印刷対象を選択することもできます。
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ODB++出力

ODB++ファイルの出力方法をご紹介します。

ODB++ファイルと設定についてはPCB設定の「ODB++」を参照してください。

 

ODB++出力

ODB++の出力方法を下記にご紹介します。

(1)

【プロジェクト】
→【ODB++】
→【ODB++出力】
を選択
⇒フォルダーの選択画
面が開きます。

(2)
フォルダーを選択
し「フォルダーの選択
」ボタンをクリック

(3)

メッセージが表示され
るので「OK」ボタン
クリック
フォルダー内
にODB++ファイルが出
力されます。
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ガーバー出力

いよいよ設計が完了しましたら、製造に受け渡すデータの一つであるガーバーデータの出力を行います。

通常、基板作成に必要なデータは

・ガーバーデータ
・NCドリルデータ

必要に応じて

・NCドリル表
・部品座標

などが必要になります。Quadceptでは上記をまとめてバッチ出力で出力することもできます。

ガーバーデータ例

シルクガーバー パターンガーバー ソルダレジストガーバー
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ここでは個別でガーバー出力を行う方法をご紹介します。

ガーバー出力

ガーバーデータ出力方法をご紹介します。

(1)

【プロジェクト】
→【ガーバー】
→【ガーバー出力】
⇒「フォルダーの参照
」画面を開きます。

(2)
ガーバーファイルを出
力するフォルダを選択
し
「OK」をクリック

(3)
メッセージが表示され
ます。「OK」をクリッ
ク

ガーバー出力の設定はPCB設定の「ガーバー」を参照してください。
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NCドリル出力

NCドリルは基板に開ける穴の情報になります。
Quadceptではエクセロンフォーマットで出力されます。
エクセロンフォーマットでは角形状の穴にフォーマットが対応していない為、角穴がある場合などには
レポートファイルで形状リストを出力することができます。

NCドリル出力フォーマットについてはPCB設定の「NCドリル」を参照してください。

NCドリル出力

NCドリルの出力方法を下記にご紹介します。

(1)

【プロジェクト】
→【NCドリル】
→【NCドリル出力】
⇒「ファイルを開く」
画面がひらきます。

(2) ファイル名を入力し「
保存」をクリック

(3)
出力しましたメッセー
ジが表示されます。
「OK」をクリック

NCドリル出力フォーマットについてはPCB設定の「NCドリル」を参照してください。
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部品座標出力

部品実装のために、部品座標の一覧を出力します。部品の座標と角度、配置面、部品名が表示されています。

部品座標出力例

 

部品座標ファイル出力

部品座標ファイルの出力方法を下記にご紹介します。

(1)

【プロジェクト】
→【部品座標出力】
→【部品座標出力】
⇒「ファイルを開く」
画面が開きます。
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(2) ファイル名を入力し、
「保存」をクリック

(3)
出力しましたメッセー
ジが表示されます。
「OK」をクリック

ガーバー出力の設定はPCB設定の「部品座標」を参照してください。
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NCドリル表印刷

NCドリル表は製造過程でドリルの形状や種類、数などを実際の基板のどの座標にあるかを印刷する機能です。

NCドリル表出力例

NCドリル表印刷

NCドリル表の出力方法を下記にご紹介します。

(1)

【プロジェクト】
→【NCドリル表印刷】
→【NCドリル表印刷】
をクリック
⇒「NCドリル表印刷」
画面が開きます。
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(2) 「印刷」クリック

NCドリル表印刷の設定はPCB設定のNCドリル表から行って下さい。
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部品表出力

PCBシー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。
PCBシート作成後、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
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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PCBシート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PCBシートへ適用されます。

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PCBシート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】
を選択

 
※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参
照してください。

 

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してください。
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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】
→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PCBシート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PCBシートへ適用されます。

　 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PCBシ
ートに反映されます。
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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です。部品表
を出力する方法をご紹介します。

(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
照してください。
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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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設計変更転送/新旧データ差分比較について

Quadceptでは、回路図/PCBデータの設計変更による差分転送はもちろん、新旧データの差分比較も可能です。
回路図やPCBで部品追加や削除、接続変更などの設計変更が行われた場合には、自動的に変更内容を更新できる便利
な機能です。
詳しくは以下を参照ください。

対象 内容

「回路図」→「PCB」
⇒フォアードアノテーション 回路図上での設計変更をPCBデータに自動更新できます。

「PCB」→「回路図」
⇒バックアノテーション PCB上での設計変更を回路図データに自動更新できます。

「回路図」↔「回路図」　「PCB」↔「PCB
」
⇒新旧データ差分比較

回路図同士やPCB同士など、新旧データの差分比較ができます
。

 

設計変更転送/新旧データ差分比較
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PCB設定について

PCBの設定では現在アクティブになっているPCB設計ファイルの様々な設定（層など）を行うことができます。

設定した内容は、PCBファイルに保存されます。

PCB設定の開き方

PCBの設定方法をご紹介します。
PCBの設定を行うには、まずプロジェクトの該当のPCBを開く必要があります。

(1) PCBを開く

　

新規作成PCBをおこな
った場合は自動的
にPCBが開いた状態と
なります。

(2)
【各種設定】
→【設定】
を選択

 
（※ショートカットキ
ーは「Ctrl+I」に割り当
てられています。）

PCB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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層

PCBドキュメントの層の設定を行います。層には「物理層」の設定と「色設定」があります。

項目 内容

「物理層
」

電気的な層をTop、Bottomを含め内層を制限なく追加することができます。
2層基板や、4層基板など基板の層数や材質などを設定できます。

「色設定
」

物理的な層に対して寸法線用の層やコメントを記載する層などカスタマイズ層を追加することがで
きます。
また、各層のオブジェクト色を設定することができます。

 

PCB設定画面の開き方はPCB設定についてを参照してください。
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層画面

層の紹介

層 内容

Top、
Bottom

Top面（部品面）、Bottom面（半田面）を表します。(規定の層なので削除はできません。）

Layer 内層の信号層（Layer2〜LayerN）を表します。

Other Board(基板外形）など、すべての層に共通の層です。

System
ドリルやラッツなど、システムで使用している層です。（既定の層なので追加、削除はできま
せん。）
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物理層

物理層の設定を行います。
2層基板の場合は、「Top」「Bottom」の2層で設定します。
4層基板の場合は、「Top」「Layer2」「Layer3」「Bottom」の4層で設定します。

物理層の追加方法

物理層の削除方法

層の追加／削除は設計の途中の段階でも可能です。ただし、追加した層を削除する場合、
その層に配置されているオブジェクトをすべて削除する必要があります。
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色設定

各層の色設定と、各層に含まれるカスタマイズ層の設定を行うことができます。

表層（Top、Bottom）については自動的に「Silk」「Electric」「Paste」「Solder」「Assembly」層が用意されてい
ます。
内層に物理層を追加すると自動的に「Electric」層が作られます。
Other層には「Board」層が用意されています。
System層には「ドリル」「ラッツ」「一点接続」「背景色」「カーソル」「選択項目」「グリッド」「スナップ」「
原点」が用意されています。
上記以外にも、自由にカスタマイズ層（寸法線やコメントや組み立て図など）を追加することができます。
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既定の層の紹介

自動的に用意される既定の層についてご紹介します。
既定の層は、削除することはできません。

層 説明

Silｋ
シルクオブジェクトの層となり、Reference、ライン、文字などの非電気オブジェクトが入ります
。

Electric
銅箔の層となり、配線、ベタ、パッドランド、ビアランドなどの
電気的なオブジェクトは自動的にこの「Electric」層に入ります。

Route Electric層の中の配線オブジェクトの層になります。

Copper Electric層の中のベタオブジェクトの層になります。

PadStack Electric層の中のパッドランドオブジェクトの層になります。

ViaStack Electric層の中のビアランドオブジェクトの層になります。

Paste
メタルマスクやペーストマスクの層となり、Chipパッドにメタルマスクの設定を行った場合は
自動的にこの層にオブジェクトが作られます。また、任意にラインなどのオブジェクトを配置する
こともできます。

Solder
ソルダレジストやソルダマスクの層となり、パッドやビアにソルダレジストの設定を行った場合は
自動的にこの層に
オブジェクトが作られます。また、任意にラインなどのオブジェクトを配置することもできます。

Assembly
部品の正式外形ラインの層になります。IPCフットプリントの場合は自動的に部品の正式外形ライ
ンが
この層に作られます。フットプリント作成時に用意しておくこともできます。

KeepOut
禁止領域の層になります。
個別の層に設定した場合は、それぞれの層のでKeepOut層に作成されます。
全層共通の場合は、OtherのKeepOut層に作成されます。

DesignRule
デザインルール領域の層になります。
個別の層に設定した場合は、それぞれの層のでDesignRule層に作成されます。
全層共通の場合は、OtherのDesignRule層に作成されます。
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Dimension

寸法線の層になります。
「部品寸法線自動作成」の場合、初期設定ではDimension層に寸法線が自動作成されます。
「基板外形寸法線自動作成」の場合、初期設定ではOtherのDimension層に寸法線が自動的に作成さ
れます。

Board 基板外形の層になります。ラインや円弧などで閉図形を作図します。
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System層

層 説明

ドリル 基板にあるドリルの色の設定ができます。パッドやビアで作成したドリルが自動的に認識されます。

ラッツ ネットの繋がりを表したライン（ラッツネット）の色の設定ができます。

一点接続 一点接続オブジェクトの色の設定ができます。

背景色 背景色の設定ができます。

カーソル カーソル形状の色を設定ができます。

選択項目 オブジェクトを選択した時の色を設定ができます。

グリッド グリッドラインの色の設定ができます。

スナップ スナップラインの色の設定ができます。

原点 原点マークの色の設定ができます。
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項目

項目 内容

表示マー
ク

表示／非表示を切り替えることができます。

ロックマ
ーク

レイヤーのオブジェクトをロックすることができます。ロックしている層に配置しているオブジェク
トは選択ができなくなります。

色
色をクリックすることでカラーパレットから色を選択することができます。色は任意の色を作ってお
くこともできます。

塗りスタ
イル

塗りの種類を選択することができます。

・表示／非表示やロックマークの付け外しはON/OFF一括切り替えで簡単にできます。
・同じ物理層の中では順番を変更することができ、この順番により表示順を変更することができます。上に
あるほど表示が優先的に表示されます。
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以下に、色設定ウィンドウで行える各種操作方法をご紹介します。

・カスタマイズ層の追加方法
・カスタマイズ層の削除方法
・カスタマイズ層の名称変更方法
・各層色の変更方法
・各層の塗りスタイルの変更方法

カスタマイズ層の追加方法

カスタマイズ層を追加する方法をご紹介します。

(1) 追加したい層を選択し
て「追加｣をクリック

(2)
カスタマイズ層の名称
を入力し、「OK」を
クリック

 

プリント基板設計 > 設計変更転送/新旧データ差分比較 > 層 277 / 440

file:////tmp/wicked_pdf20131216-17353-4w5b05.html#ilink_319
file:////tmp/wicked_pdf20131216-17353-4w5b05.html#ilink_303
file:////tmp/wicked_pdf20131216-17353-4w5b05.html#ilink_268
file:////tmp/wicked_pdf20131216-17353-4w5b05.html#ilink_276
file:////tmp/wicked_pdf20131216-17353-4w5b05.html#FillStyle


カスタマイズ層の削除方法

カスタマイズ層の削除方法をご紹介します。

(1) 削除したいカスタマイ
ズ層を選択

(2) 「削除｣をクリック

 

カスタマイズ層の名称変更方法

カスタマイズ層の名称変更方法をご紹介します。

(1) 変更したいカスタマイ
ズ層を選択

(2)

右クリック
→【名前変更】
を選択
※「F2」キー押下でも
行えます。
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各層色の変更方法

各層の色を変更する方法をご紹介します。

　
色をクリックすると
カラーパレットが表示
されるので、色を選択

　 色が変更されます。

 

プリント基板設計 > 設計変更転送/新旧データ差分比較 > 層 279 / 440



塗りスタイルの変更方法

各層の塗りスタイルを変更する方法をご紹介します。

　

塗りスタイルをクリッ
クすると塗りスタイル
パレットが表示される
ので、塗りスタイルを
選択

　 塗りスタイルが変更さ
れます。
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オブジェクト

PCBのオブジェクト毎の作成モード設置値を表示します。
設定は常に引き継ぐ動作になっており、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。

PCB設定画面の開き方はPCB設定についてを参照してください。
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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。

PCB設定画面の開き方はPCB設定についてを参照してください。
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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

表示属性
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】を選択して使用します。詳しくは表示属性追加方法と表示属性削除方
法を参照してください。

表示方法

 ■非実装部品を表示する
チェックを入れると、「非実装部品に指定する」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。

属性値をグループ化して表示します。
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グループ[R1-3,U1-2]

 

 部品表の出力については部品表出力を参照してください。
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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
参照してください。

　 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。

プリント基板設計 > 設計変更転送/新旧データ差分比較 > 部品表 287 / 440



(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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PCB印刷

PCBドキュメントを印刷時に印刷表示層をあらかじめ設定しておくことができます。
バッチ出力でPCBの印刷を行った場合はこの設定が適用されます。
よく印刷する組み合わせを設定しておくことで、印刷時何回も設定を変えて印刷する必要がなくなります。

PCB設定画面の開き方はPCB設定についてを参照してください。
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バッチリスト編集

印刷時の表示層の組み合わせを登録しておくことができます。
左側のチェックが有効／無効の切り替えになり、一時的に印刷する必要のない項目などはチェックを外してください
。

バッチリスト設定例）

TopPatternではTop層の「Electric」とOther層の「Board」のみを表示状態で印刷します。
その他TopSilkなどそれぞれの表示設定を行っている表示組み合わせで一括に印刷できます。
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バッチリストの追加方法

バッチリストの追加方法をご紹介します。

(1) バッチリストの「追加
｣をクリック

(2) 表示にする層に目のア
イコン表示させる

 ※ON/OFF一括切り替
えが便利です。
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バッチリストの削除方法

バッチリストの削除方法をご紹介します。

(1) 削除したいバッチﾘｽﾄ
項目を選択

(2) 「削除｣をクリック
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バッチリストの名称変更方法

バッチリストの名称変更方法をご紹介します。

(1) 変更したいバッチリス
ト項目を選択

(2)

右クリック→【名前の
変更】を選択
※「F2」キーを押下で
も名称を変更できます
。
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非表示層を隠す

「非表示層を隠す」のチェックをはずすとすべての層が表示されます。

「非表示層を隠す」のチェックあり 「非表示層を隠す」のチェックなし

印刷方法

印刷の方法には以下の方法があります。

・PCB設定の印刷画面の「 」アイコンをクリック
・PCBドキュメントを開き、【ファイル】→【印刷】でPCB印刷
・バッチ出力

 

プリント基板設計 > 設計変更転送/新旧データ差分比較 > PCB印刷 295 / 440



ODB++

PCBドキュメントをODB++ファイル出力時に行う設定です。

ODB++とはOpen Data Baseの略で、PCB設計および実装業者間のデータ交換を統合的に実行できるデータ形式です
。
PCBの設計から製造におけるCAD、CAM、DFMでやり取りされ必要とされる情報を網羅しており、
ガーバーよりも多くの情報を含んでいる為、情報の不足や、認識違いによる不具合が起こりません。

ODB++ファイルで出力する表示層をあらかじめ設定しておくことができます。

PCB設定画面の開き方はPCB設定についてを参照してください。

タブ項
目

内容

出力層
ODB++出力時の表示層の組み合わせを登録しておくことができます。
左側のチェックが有効／無効の切り替えになり、一時的に印刷する必要のない項目などはチェックを外
してください。

出力設
定

ODB++ファイル出力時の出力項目を設定できます。
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出力層

ODB++出力時の表示層の組み合わせを登録しておくことができます。
左側のチェックが有効／無効の切り替えになり、一時的に印刷する必要のない項目などはチェックを外してください
。

バッチリスト設定例）
TopPatternではTop層の「Electric」のみを表示状態で印刷します。
その他TopSilkなどそれぞれの表示設定を行っている表示組み合わせで一括に印刷できます。
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バッチリストの追加方法

バッチリストの追加方法をご紹介します。

(1) バッチリストの「追加
｣をクリック

(2) 表示にする層に目のア
イコン表示させる

 ※ON/OFF一括切り替
えが便利です。
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バッチリストの削除方法

バッチリストの削除方法をご紹介します。

(1) 削除したいバッチリス
ト項目を選択

(2) 「削除｣をクリック
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バッチリストの名称変更方法

バッチリストの名称変更方法をご紹介します。

(1) 変更したいバッチリス
ト項目を選択

(2)

右クリック→【名前の
変更】を選択
※「F2」キーを押下で
も名称を変更できます
。
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非表示層を隠す

「非表示層を隠す」のチェックをはずすとすべての層が表示されます。

「非表示層を隠す」のチェックあり 「非表示層を隠す」のチェックなし
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出力設定

ODB++ファイル出力時の出力内容を設定できます。

項目 内容

Zip圧縮して出力する チェックするとODB++ファイルをZipファイルとして圧縮して保存します。

実装部品情報を出力する チェックするとODB++内部に実装部品情報も出力します。

ネット情報を出力する チェックするとODB++内部にネット接続情報を出力します。
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ODB++出力方法

ODB++出力方法には以下の方法があります。

・PCB設定のODB++画面の「 」アイコンをクリック
・PCBドキュメントを開き、【プロジェクト】→【ODB++】→【ODB++出力】
・バッチ出力
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ガーバー

PCBドキュメントをガーバーファイル出力時に行う設定です。
ガーバーファイルで出力する刷表示層をあらかじめ設定しておくことができます。
また、ガーバー出力時の設定を行うことができます。
「アパーチャ」タブにて指定したアパーチャのDコードを設定しておくこともできます。

PCB設定画面の開き方はPCB設定についてを参照してください。

タブ項目 内容

出力層
ガーバー出力時の表示層の組み合わせを登録しておくことができます。
左側のチェックが有効／無効の切り替えになり、一時的に印刷する必要のない項目などはチェック
を外してください。

ガーバー
設定

ガーバーファイル出力時のファイルフォーマット（単位や桁数など）を設定できます。

アパーチ
ャ

指定したアパーチャのDコードを設定しておくことができます。
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出力層

ガーバー出力時の表示層の組み合わせを登録しておくことができます。
左側のチェックが有効／無効の切り替えになり、一時的に印刷する必要のない項目などはチェックを外してください
。

バッチリスト設定例）
TopPatternではTop層の「Electric」のみを表示状態で印刷します。
その他TopSilkなどそれぞれの表示設定を行っている表示組み合わせで一括に印刷できます。
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バッチリストの追加方法

バッチリストの追加方法をご紹介します。

(1) バッチリストの「追加
｣をクリック

(2) 表示にする層に目のア
イコン表示させる

 ※ON/OFF一括切り替
えが便利です。
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バッチリストの削除方法

バッチリストの削除方法をご紹介します。

(1) 削除したいバッチリス
ト項目を選択

(2) 「削除｣をクリック
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バッチリストの名称変更方法

バッチリストの名称変更方法をご紹介します。

(1) 変更したいバッチリス
ト項目を選択

(2)

右クリック
→【名前の変更】
を選択
※「F2」キーを押下で
も名称を変更できます
。
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非表示層を隠す

「非表示層を隠す」のチェックをはずすとすべての層が表示されます。

「非表示層を隠す」のチェックあり 「非表示層を隠す」のチェックなし
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出力設定

ガーバーファイル出力時のファイルフォーマットを設定できます。

項目 内容

単位 「mm」「inch」から選択できます。

整数桁数 整数の桁数を設定できます。

少数桁数 少数の桁数を設定できます。

ガーバー種類 拡張ガーバー（RS-274X）固定となります。

オフセットX X座標のオフセット値を設定できます。

オフセットY Y座標のオフセット値を設定できます。

 

プリント基板設計 > 設計変更転送/新旧データ差分比較 > ガーバー 310 / 440



アパーチャ

指定したアパーチャのDコードを設定しておくことができます。

アパーチャ設定例）
設定しているアパーチャは優先してDコードが割り当てられます。
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ガーバー出力方法

ガーバー出力方法には以下の方法があります。

・PCB設定のガーバー画面の「 」アイコンをクリック
・PCBドキュメントを開き、【プロジェクト】→【ガーバー】→【ガーバー出力】
・バッチ出力
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NCドリル

PCBドキュメントのNCドリルファイルを出力時に行う設定です。
NCドリルファイルはエクセロンフォーマットで出力されます。

PCB設定画面の開き方はPCB設定についてを参照してください。
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NCドリル設定項目

NCドリル出力時のファイルフォーマットを設定できます。

項目 内容

単位 「mm」「inch」から選択できます。

整数桁数 整数の桁数を設定できます。

少数桁数 少数の桁数を設定できます。

ゼロサプレス
「なし」「リーディング」から選択できます。
※「リーディング」は先頭に0がつく場合、削除してデータ量を軽くすることができます。

オフセットX X座標のオフセット値を設定できます。

オフセットY Y座標のオフセット値を設定できます。
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レポートファイル設定

レポートファイル例）

項目 内容

レポートファイルを出力
レポートファイルの出力を行うかを設定できます。
レポートファイルはツールテーブルと出力時のフォーマットが表示されます。

拡張子 レポートファイルの拡張子を設定することができます。

 

NCドリル出力方法

NCドリル出力方法には以下の方法があります。

・PCB設定のNCドリル画面の「 」アイコンをクリック
・PCBドキュメントを開き、【プロジェクト】→【NCドリル】→【NCドリル出力】
・バッチ出力
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NCドリル表

PCBドキュメントからNCドリル表を出力時に行う設定です。
NCドリル表はドリルの位置をわかりやすくマークを付けて印刷する機能です。

PCB設定画面の開き方はPCB設定についてを参照してください。
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NCドリル表サンプル
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ドリル表

表示項目設定

項目名 内容

HoleType ドリルの形状を表示します。

Symbol 印刷時のドリル位置に表示する記号の形状を表示します。

Diameter ドリルの大きさを表示します。

Tolerance ドリルの許容差を表示します。

Plated ドリルのめっき状態を表示します。（「True」：めっきあり、「False」：めっきなし）

Tool ドリルのツール番号を表示します。（例：T01、T02）

Quantitiy 同じ大きさのドリルの個数を表示します。
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ドリル表設定

項目名 内容

位置
ドリル表の位置を「上」「下」「右」「左」から選択できます。
位置はPCBドキュメントのオブジェクトの端から表示されます。

単位 単位を「mm」「mil」「inch」から選択できます。

少数桁数 Diameterの少数桁数を設定できます。

枠線幅 ドリル表の枠線幅を設定できます。

枠余白 ドリル表と設定値の余白部分の幅を設定できます。

記号サイズ ドリル位置に表示する記号のサイズを設定できます。
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テキスト設定

項目名 内容

フォント ドリル表のフォントタイプを設定できます。

サイズX ドリル表に表示される文字のサイズ横幅を設定できます。

サイズY ドリル表に表示される文字のサイズ縦幅を設定できます。

縦横比率を固定する チェックを入れるとドリル表に表示される文字の縦横比率を固定にします。

文字線幅
ドリル表に表示されるシンボルと文字の線幅を設定できます。
（文字は「Vector」フォントのみ適用されます。）

文字ピッチ ドリル表に表示される文字のピッチ（間隔）を設定できます。
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印刷設定

項目名 内容

印刷グループ

印刷グループを「一括」「個別」「貫通・非貫通」から選択できます。
「一括」：ドリルの開始層、終了層の組み合わせによらず一括で印刷されます
。
「個別」：ドリルの開始層、終了層の組み合わせによって個別に印刷されます
。
「貫通・非貫通」：ドリルの貫通・非貫通の違いによって分けて印刷されます
。

円ドリルの輪郭を印刷する 円ドリルのドリル輪郭も印刷対象にできます。

長円ドリルの輪郭を印刷する 長円ドリルのドリル輪郭も印刷対象にできます。

正方形ドリルの輪郭を印刷す
る

正方形ドリルのドリル輪郭も印刷対象にできます。

長方形ドリルの輪郭を印刷す
る

長方形ドリルのドリル輪郭も印刷対象にできます。
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ドリルマーク

NCドリル表でドリルのツール番号や、マークの種類などを設定しておくことができます。
この設定はNCドリルファイルを出力する場合も適用されます。
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ドリルマークの追加方法

NCドリル表で表示するドリルマークの指定を追加する方法をご紹介します。

(1) 「追加」ボタンクリッ
ク

(2)
項目が追加されるので
、設定値を指定します
。
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設定項目

項目 形状

マーク形
状

NCドリル表を表示する際のマーク形状を指定します。
マーク形状は以下から選択できます。

直接文字列を入力することにより、マークを十字と任意の文字にすることも出来ます。
※上記、マーク形状と同じ文字列以外が対象となります。

ツール ドリルのツール番号を指定します。この設定はNCドリルファイルを出力する場合も適用されます。

穴の種類 ドリルマークを指定する穴の種類を設定します。

穴径/幅 穴の幅を設定します。

高さ 穴の種類が「長円」「長方形」の場合、穴の高さを設定します。
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開始層 ドリル穴の開始層を設定します。

終了層 ドリル穴の終了層を設定します。

+許容差 ドリル穴の+許容差を設定します。

-許容差 ドリル穴の-許容差を設定します。

角度 ドリル穴の角度を設定します。

めっき
ドリル穴のめっき状態を設定します。
ビア穴は全て「めっきあり」として動作します。
パッド穴の場合は、「めっきあり」の設定と同じにしてください。

 

NCドリル表出力方法

NCドリル表出力方法には以下の方法があります。

・PCB設定のNCドリル表画面の「 」アイコンをクリック
・PCBドキュメントを開き、【プロジェクト】→【NCドリル表印刷】→【NCドリル表印刷】
・バッチ出力
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部品座標

PCBから部品実装用に部品位置座標を出力します。
部品座標原点は「部品原点」「パッド中心」から選択ができます。

PCB設定画面の開き方はPCB設定についてを参照してください。

部品座標サンプル
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部品座標

項目名 内容

単位 単位を「mm」「mil」「inch」から選択できます。

座標位置
「部品原点」「パッド中心」から選択できます。
「部品原点」：部品作成時に原点を配置した場所を基準として部品座標を出力します。
「パッド中心」：部品のパッドの中心座標を基準として部品座標を出力します。

オフセットX 基板の原点と部品座標の基準原点が異なる場合、調整することができます。X座標オフセット。

オフセットY 基板の原点と部品座標の基準原点が異なる場合、調整することができます。Y座標オフセット。

 

部品座標出力方法

部品座標出力方法には以下の方法があります。

・PCB設定の部品座標画面の「 」アイコンをクリック
・PCBドキュメントを開き、【プロジェクト】→【部品座標出力】→【部品座標出力】
・バッチ出力
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DRC/MRC設定について

PCBの設定では現在アクティブになっているPCB設計ファイルのDRC設定とMRC設定を行うことができます。
DRC/MRCを実行すると、設定した内容で検証した結果をエラーリストに表示し容易にエラー箇所を確認し修正するこ
とができます。

 内容

DRC Design Rule Checkの略で設計したものが配線ルールなど設計ルールに合っているかを検証します。

MRC
Manufacturing Rule Checkの略で部品間のクリアランスやReference配置角度などの製造にかかわるルー
ルに合っているかを検証します。

 

DRC/MRC設定の開き方

DRC/MRCの設定方法をご紹介します。
DRC/MRCの設定を行うには、まずプロジェクトの該当のPCBを開く必要があります。

(1) PCBを開く

　

新規作成PCBをおこな
った場合は自動的
にPCBが開いた状態と
なります。

(2)
【各種設定】
→【DRC/MRC設定】
を選択

 
（※ショートカットキ
ーは「Shift+I」に割り
当てられています。）

DRC/MRC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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ネットクラス

ネットの組み合わせを設定したネットクラスを定義することができます。
ネットクラス毎に各種設定（クリアランスや配線幅など）を分けることができるので、
1次側の回路と2次側の回路を分ける場合などに便利です。

設計図面から電気オブジェクトを選択しながらネットクラスを設定する方法もあります。
詳細は「設計図面からネットクラスを登録する方法」を参照してください。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。
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ネットクラス設定

ネットの組み合わせを設定したネットクラスを定義することができます。
今回は電源関連のネットを「Power」クラスとして設定します。

　
はじめは「DefaultClass
」にすべてのネット名
が設定されています。

(1) 「追加」クリック

(2)

右クリック
→【名前変更】
を選択するか、もしく
は「F2」キー押下して
、ネットクラス名を入
力
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　 ネットクラス名が変更
されます。

(3)

ネットを選択

CtrlキーやShiftキーを
使用して追加選択がで
きます。

(4) 「←」クリック

　

「Power」のネットク
ラスに「GND」「FG」
のネット名が設定され
ました。
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※フィルタ欄に文字を入
力し、ネット名を絞り込
むこともできます。

ネットクラスの確認は設計図面中で電気オブジェクトを選択し右クリック→【ネットクラス設定】（ショー
トカット「Ctrl+N」押下）からも可能です。
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設計図面からネットクラスを登録する方法

設計図面上で電気オブジェクトを選択したネットのネットクラスを順次設定することができます。
複数のネットを選択して設定することもできます。

 

設計図面上からネットクラス設定を開いて登録する方法

設計図面上のネットをネットクラス設定する方法をご紹介します。

(1)
電気的オブジェク
ト（ネットオブジェ
クト）を選択

(2)
右クリック
→【ネットクラス設定
】
を選択
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「ネットクラス設定画面
」が開き、選択した配線
のネットである、
「CLK1」「CLK2」がす
べてのネットで選択され
た状態になっています。
ネットクラス設定を行っ
てください。
ネットクラスの設定方法
は「ネットクラスの設
定」を参照してください
。

 

「ネットクラス設定」画
面を開いたまま、設計図
面上のネットオブジェク
トを選択することもでき
、次々にネットクラスを
登録することができます
。
設計図面上で、範囲選択
などで複数のネットを選
択することもできます。
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ルールチェック(DRC）

DRC実行時にチェックを実行するかを選択できます。
DRC実行時に出てくるダイアログと連動しており、設定値を引き継ぐ動作になっています。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。

項目

項目名 内容

確認
DRCのチェックを実行するかを選択できます。チェックが入っている項目のみDRCを実行し
ます。

エラータイプ DRC実行時のエラータイプを「Error」「Warning」から選択できます。

種別と確認内
容

確認内容が記載されています。
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種別と確認内容について

種別 確認内容 マー
ク

説明

未配線ネ
ット

未配線をチェックし
ますか？

エラー確認種別：未配線ネット

PCB設計の配線状況をチェックします。
ネットの接続情報（ネットリスト）通りの接続が完了していない場
合にエラーを検出します。
ラッツネットが残っている状態です。
　　※「クリアランスのチェックを表示画面内のオブジェクトの
みチェックする」のチェックが入っていても全体をチェックします
。

クリアラ
ンス

クリアランス違反
をチェックしますか
？

エラー確認種別：クリアランス違反

「クリアランス」と「同ネットクリアランス」のクリアランスで設
定している値が保てていない場合にエラーを検出します。
エラーの出ているオブジェクトを確認し、クリアランスで設定して
いる値以上離して配置してください。

実測値：違反クリアランス
設定値：クリアランスDRC

ビア規則
使用されているビア
違反をチェックしま
すか？

エラー確認種別：ビア規則

「配線」の「ビア設定」で「使用可能なビア」に指定されている以
外のビア形状が使用されている場合にエラーを検出します。
ビアを確認して、使用ビアを「ビア設定」に定義するか、「使用可
能なビア」を使用してください。

配線幅
配線幅違反をチェッ
クしますか？

エラー確認種別：配線幅違反

配線幅が「配線」の「配線幅」で設定されている最小線幅から最大
線幅の間に含まれない配線がある場合にエラーを検出します。
配線を確認して「配線幅」設定に定義されている範囲の配線となる
よう変更してください。

実測値：違反配線幅
設定値：配線幅DRC(最少〜最大）

配線長/等
長配線

配線長違反、等長配
線許容差違反をチェ
ックしますか？

エラー確認種別：配線長違反

「配線長/等長配線」の「配線長設定」で設定している許容差に違
反している場合にエラーを検出します。
「配線長設定」で設定している配線長の範囲内になるよう変更して
ください。

実測値：違反配線長
設定値：配線長DRC(最少〜最大）
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差動ペア

差動ペアのギャップ
/配線長/許容差違反
をチェックしますか
？

エラー確認種別：差動ペアギャップ違反、差動ペア配線長違反

「差動ペア」で設定している差動ペアのギャップ/配線長/許容差が
設定値に違反している場合にエラーを検出します。
配線を確認し、範囲内になるよう変更してください。

＜差動ペアギャップ違反＞
実測値：差動ペアギャップ違反
設定値：差動ペアDRC(最少〜最大）

＜差動ペア配線長違反＞
実測値：差動ペア配線長違反
設定値：差動ペアDRC(配線長最少〜配線長最大）

円弧配線
配線の角形状がすべ
て円弧であるかチェ
ックしますか？

エラー確認種別：配線角形状円弧違反

配線の角形状で円弧以外が使用されている場合にエラーを検出し
ます。
配線の形状を確認し、円弧を使用するよう変更してください。

ダングリ
ング

ダングリング配線が
存在するかチェック
しますか？

エラー確認種別：ダングリング配線

端が接続されていない配線がある場合、エラーとして検出します。
 

配線角度
任意角度の配線
をチェックしますか
？

エラー確認種別：配線角度

2本の配線折れ角度が90度以下、及び任意角度の配線が存在する場
合エラーを検出します。
90度、135度、270度は許容します。
配線を角度を確認し、任意角度の配線を修正してください。

ティア
ドロッ
プ（PAD
）

パッドにティアドロ
ップが存在する
かチェックしますか
？

エラー確認種別：ティアドロップなし（PAD）

「ティアドロップ」で設定したネットのPADに対してティアドロッ
プが発生していない場合、エラーを検出します。
PADに接続している配線を確認し、配線の引き込み角度を変更する
など配線を修正してください。

ティア
ドロッ
プ（SMD)

SMDにティアドロッ
プが存在するかチェ
ックしますか？

 
エラー確認種別：ティアドロップなし（SMD）

「ティアドロップ」で設定したネットのSMD(穴なしパッド）に対
してティアドロップが発生していない場合、エラーを検出します。
SMDに接続している配線を確認し、配線の引き込み角度を変更す
るなど配線を修正してください。

ティア
ドロッ
プ（ビア
）

ビアにティアドロッ
プが存在するかチェ
ックしますか？

エラー確認種別：ティアドロップなし（ビア）

「ティアドロップ」で設定したネットのビアに対してティアドロッ
プが発生していない場合、エラーを検出します。
ビアに接続している配線を確認し、配線の引き込み角度を変更する
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など配線を修正してください。

動的ベタ
分断

1つの動的ベタが分
断されていない
かチェックしますか
？

エラー確認種別：動的ベタ分断

1つの自動ベタオブジェクトでベタが分断されている場合、エラー
を検出します。
分断しているベタを確認し、ベタ形状を変更するなどで修正してく
ださい。

ベタポリ
ゴンねじ
れ

ベタポリゴンのねじ
れ箇所をチェックし
ますか？

エラー確認種別：ベタポリゴンねじれ違反

ベタポリゴンを作図時にねじれて反転している箇所があればエラー
を検出します。
ねじれ箇所を確認し、ベタを作図しなおすなどで修正してください
。

浮きベタ
浮きベタの存在
をチェックしますか
？

エラー確認種別：浮きベタ

部品や配線やビアに接続されていない浮きベタがある場合にエラー
を検出します。
接続を行うか、浮きベタを削除するなどで修正してください。

禁止領域
禁止領域の違反
をチェックしますか
？

エラー確認種別：禁止領域違反（ドリル）、禁止領域違反（部品）
、禁止領域違反（ネット）

禁止領域の設定で違反している場合、エラーを検出します。
禁止しているオブジェクトを修正してください。

＜禁止領域違反(部品）＞
実測値：違反部品高さ
設定値：禁止領域部品高さ

サーマル
サーマルの最低接続
本数をチェックしま
すか？

エラー確認種別：サーマル接続本数違反

「動的ベタ接続」で接続設定を「サーマル」に設定しているにもか
かわらず、「その他DRC設定」の「サーマル最低接続本数」で設
定されているサーマル本数に満たない場合、エラーを検出します。
サーマルの接続本数を確認し、パッドやビアの位置やベタ形状など
を修正してください。

実測値：違反サーマル本数
設定値：サーマル本数DRC

テストラ
ンド

テストランドの配置
をチェックしますか
？

エラー確認種別：テストランド配置違反

設計図面上のすべてのネットのテストランドが配置されていない
場合、エラーを検出します。
テストランドを配置してください。

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

確認がされていな
いPCB設計指示
をチェックしますか
？

認（ネット）、PCB設計指示未確認（その他）

PCB設計指示に確認がされていない項目がある場合、エラーを検
出します。
PCB設計指示内容を確認し、問題なければ「承認済み」にしてく
ださい。

部品編集
編集されている部品
をチェックしますか
？

エラー確認種別：部品編集確認

図面上の部品をカスタマイズパッド、ランドカットしている場合や
、マスター部品の編集などで、
図面上の部品とマスターの部品が異なる場合に、エラーを検出し
ます。
部品を確認し、マスター部品を使用する場合は「部品更新」を行っ
てください。

差分比較
回路図との差分が存
在するかチェックし
ますか？

エラー確認種別：差分比較

PCBと回路図に差分がある場合にエラーを検出します。
チェックする項目は「差分比較機能について」を参照してください
。
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オプション

項目名 内容

クリアランスのチェックを表示画面内のオ
ブジェクトのみチェックする

現在表示しているエリアのみ、DRCのチェック対象となります
。
（※「未配線ネット」のチェックは、この設定にかかわらず全
体がチェックされます。）

エラー上限数

DRC実行時のエラー検出の上限数を設定できます。
エラー項目が多くDRC実行に時間がかかる場合などは、制限す
ることで確認が容易になります。
※DRC実行時に上限を超えるエラーは表示されないのでご注意
ください。
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クリアランス(DRC)

DRCのチェックの中でも最も重要な各オブジェクト間のクリアランス（間隔）のチェックを行います。
層やネット毎に「配線」「ビア」「パッド」など各オブジェクト間のクリアランス違反をチェックすることができ
ます。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。
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クリアランス設定例
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設定方法

まず、設定には「アサイン」「詳細設定」の2つのタブがあります。
実際の設定は「設定」タブで行いますが、どのネットにどの設定を割り当てるかを「アサイン」タブで設定します。

作業手順について

STEP1:「詳細設定」タブで設定を行う
STEP2:「アサイン」タブでネットクラスに設定を割り当てる。

各設定タブを下記に紹介します。

各設定タブの紹介

タブ名 内容

アサイ
ン

「ネットクラス」で設定したネットに、どの「設定」を適用するかを割り当てることができます。

例えばネットクラス「電源ネットクラス（GND,VCC）」を作り、設定「電源ネット用の設定」を割り
当てることができます。
ネット毎に設定を分ける必要がない場合は、「DefaultClass」にすべてのネットが適用されるので、
「DefaultSetting」を割り当ててください。
※「DefaultClass」はネットクラスで個別に割り当てられていないネットすべてになります。

詳細設
定

実際の設定を行います。
設定は複数定義しておくことができます。

「クリアランス」設定には「クラス間クリアランス」の設定も行えます。
「クラス間クリアランス」は指定したネットクラスとネットクラスの間のクリアランスを設定することがで
きます。
※「クラス間クリアランス」で設定した場合、クラスに設定したクリアランスより優先してチェックが実行
されます。
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詳細設定

実際のクリアランスの設定を行います。設定は複数設定することができ、層を指定しての設定もできます。

 

「詳細設定」の設定

実際の設定を行います。
設定は複数定義しておくことができます。今回は電源用の設定を行う方法をご紹介します。

(1) 「追加」クリック
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(2) 設定名に「Power」を
設定

(3) 「配線」をクリック

(3) 配線の入力画面が表示
されます。

(4) 値を設定して、「OK」
クリック

　 縦一列が同じ値で設定
されます。
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個別で値を設定したい
場合は、テキストボッ
クスに値を入力するこ
ともできます。
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詳細設定タブの各種説明を行います。

層の設定

クリアランスチェックを行う層を定義します。
「ALL」の場合は、全層に適用されます。「ALL」以外の場合は定義されている層、すべてに対しての適用になります
。

 

層の追加方法

層を追加する方法についてご紹介します。

(1) 「追加」をクリック

(2) 追加する層を選択し

(3) 「OK」をクリック

 

層の削除方法

層を削除する方法についてご紹介します。

(1) 削除したい層を選択

(2) 「削除」をクリック
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クリアランス設定

設計時のオブジェクト間クリアランスを指定します。
DRC実行時にはこのクリアランス値にてチェックを行いエラーやワーニングを検出します。
クリアランスの設定は縦軸と横軸の交わるところが適用され、下図ではSMDとパッドのクリアランス値の設定となり
ます。

クリアランス設定例

プリント基板設計 > DRC/MRC設定 > クリアランス(DRC) 349 / 440

http://4cept.com/jp/manual/pcb/2012/03/drc.html


クリアランス設定の内容紹介

項目名 内容

すべて 「すべて」をクリックすると表のすべてのクリアランス値を一括で変更できます。

配線 配線に対するクリアランス値を設定します。

ビア ビアに対するクリアランス値を設定します。

パッド Dipパッドに対するクリアランス値を設定します。

SMD Chipパッドに対するクリアランス値を設定します。

ベタ
静的ベタ、動的ベタなどベタに対するクリアランス値を設定します。
動的ベタは自動的にこの値でクリアランスを自動作成します。

ドリル ビアやパッドに設定されているドリルに対するクリアランス値を設定します。

LVH
LVH（Landless Via Hole)。内層で接続のために設けられたランド（銅箔）がないビアに対するクリアラ
ンス値を設定します。

基板外
形

基板外形（「Other」層の「Board」にあるオブジェクト）に対するクリアランス値を設定します。
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アサインの設定

「アサイン」の設定

「ネットクラス」で設定したネットに、どの「設定」を適用するかを割り当てることができます。

　
「ネットクラス」で設
定したネットクラスが
表示されます。

(1) 設定を選択する

　

ネットクラ
スの「DefaultClass」は
詳細設定
の「DefaultSetting」を
参照し、
ネットクラ
スの「Power」は詳細
設定の「Power」を参
照します。
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クラス間クリアランス

クラス間クリアランスは、ネットクラスとネットクラス間のクリアランス設定になります。
クリアランスがより厳しい設定でチェックを行います。

(1) 「追加」クリック

(2)
「ネットクラス1」
と「ネットクラス2」
を選択し「OK」クリッ
ク

(3) クラス間のクリアラン
スの設定を選択
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Electric層非電気オブジェクトクリアランス

非電気オブジェクトとは「ライン」「矩形」「円」「円弧」「塗り多角形」「塗り矩形」「塗り円」「文字」のオ
ブジェクトです。
これらのオブジェクトはElectric層に配置できますが、「ネット」を保持することができません。
エッチング文字や、銅箔のロゴ、記号などを表記する際に使用できます。
「Electric層非電気オブジェクトクリアランス」は、上記非電気オブジェクトと電気オブジェクトのクリアランスを
確認する機能です。
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同ネットクリアランス

クリアランスのチェックの中でも、同ネットのオブジェクトに対するクリアランス違反に対してオブジェクト毎に設
定ができます。
同ネットの場合でもクリアランスのチェックを行いたい場合はここで設定ください。
同ネットの場合にチェックが必要がない場合は、クリアランス設定に「0」を設定下さい。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。

同ネットクリアランス設定例
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同ネットクリアランスの設定

実際の設定を行う方法をご紹介します。

(1)

値を設定する
縦軸と横軸のオブジェ
クトに対するクリアラ
ンス値の設定になり
ます。

　

上や左側にあるボタン
をクリックすると
「すべて」：すべての
項目が一括で設定でき
ます。
「上」：1列が一括で設
定できます。
「左」：1行が一括で設
定できます。
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層の設定

クリアランスチェックを行う層を定義します。
「ALL」の場合は、全層に適用されます。「ALL」以外の場合は定義されている層、すべてに対しての適用になります
。

層の追加方法

層を追加する方法についてご紹介します。

(1) 「追加」をクリック

(2) 追加する層を選択し

(3) 「OK」をクリック

 

層の削除方法

層を削除する方法についてご紹介します。

(1) 削除したい層を選択

(2) 「削除」をクリック

 

プリント基板設計 > DRC/MRC設定 > 同ネットクリアランス 356 / 440



配線/ビア

配線幅の初期設定値とDRC実行時にチェックする最少線幅、最大線幅を設定します。
また、設計途中に配線幅を変更になった時の配線スムージング形状を指定したり、
配線途中に層を切り替えた時のビア形状を設定することができます。
DRCでは、登録しているビア以外が使用されているかチェックしたり、配線幅違反をチェックします。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。
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配線設定例
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設定方法

まず、設定には「アサイン」「ネットクラス」「詳細設定」の3つのタブがあります。
実際の設定は「設定」タブで行いますが、どのネットにどの設定を割り当てるかを「アサイン」「ネットクラス」タ
ブで設定します。

作業手順について

STEP1:「ネットクラス」タブでネットクラスを作成
STEP2:「詳細設定」タブで設定を行う
STEP3:「アサイン」タブでネットクラスに設定を割り当てる。

各設定タブを下記に紹介します。

各設定タブの紹介

タブ名 内容

アサイン

「ネットクラス」で設定したネットに、どの「設定」を適用するかを割り当てることができます。

例えばネットクラス「電源ネットクラス（GND,VCC）」を作り、設定「電源ネット用の設定」を割
り当てることができます。
ネット毎に設定を分ける必要がない場合は、「DefaultClass」にすべてのネットが適用されるので、
「DefaultSetting」を割り当ててください。
※「DefaultClass」はネットクラスで個別に割り当てられていないネットすべてになります。

ネットク
ラス ネットの組み合わせを設定したネットクラスを定義することができます。

詳細設定
実際の設定を行います。
設定は複数定義しておくことができます。
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ネットクラス設定

「ネットクラス」の設定

ネットの組み合わせを設定したネットクラスを定義することができます。
今回は電源関連のネットを「Power」クラスとして設定します。

　
はじめは「DefaultClass
」にすべてのネット名
が設定されています。

(1) 「追加」クリック

(2) 「F2」キー押下して、
ネットクラス名を入力
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　 ネットクラス名が変更
されます。

(3) ネットを選択

(4) 「←」クリック

　

「Power」のネットク
ラスに「VCC」「GND
」「FG」のネット名が
設定されました。
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詳細設定

配線設定

配線設定例

配線幅

項目 内容

最少
線幅

DRC実行時にチェックを行います。配線幅が指定した値より小さい場合、ルールチェック「配線幅違反
をチェックしますか？」で設定しているエラータイプで
エラーを検出します。

規定
の線
幅

配線引き始めの時に適用される配線幅を設定します。

最大
線幅

DRC実行時にチェックを行います。配線幅が指定した値より大きい場合、ルールチェック「配線幅違反
をチェックしますか？」で設定しているエラータイプで
エラーを検出します。
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配線スムージング

項目 内容

配線スム
ージング

配線スムージングを実行するかのチェックになります。配線スムージングを有効にすると既に作図
している配線やこれから作図する配線すべてに適用されます。

形状

配線スムージング時の形状を指定します。

ライン 　弧　

※「径比率」：配線幅が太い配線に対してのスムージング径比率を指定します。（1.0以下で設定く
ださい。）
 　「長さ比率」：配線が太い線幅に対してのスムージング長さを指定します。
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ビア設定

配線途中に層を切り替えた時に自動的に適用されるビア形状を設定することができます。
複数を登録することもでき、どのビアが適用されているかは配線途中にプロパティウィンドウの「ビア」の項目で確
認できます。
複数登録したビアの中で切り替える場合はプロパティウィンドウの「ビア」の項目で切り替えるか、
右クリックメニュー→【ビアスタック切り替え】から変更することができます。

ビア設定例

既に作図されているビア形状は変更されません。
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ランド設定

項目 内容

Top Top面ランド径を設定します。

Inner Inner層のランド径を設定します。

Bottom Bottom面ランド径を設定します。

 

ドリル設定

項目 内容

穴径 ドリル径を設定します。

許容差 ドリル径の許容差を設定します。NCドリルファイルやNCドリル表印刷時に表示されます。

 

ソルダレジスト設定

項目 内容

Top

Top面のソルダレジスト設定です。
左側のチェックで有効／無効を切り替えます。ビアにソルダレジストを用意する場合は、チェックを入
れてください。
設定は、片側オーバーサイズでの指定になります。正数の場合ランドより大きく、負数の場合ランドよ
り小さくなります。
ランドと同サイズの場合は「0」を設定ください。

Bottom

Bottom面のソルダレジスト設定です。
左側のチェックで有効／無効を切り替えます。ビアにソルダレジストを用意する場合は、チェックを入
れてください。
設定は、片側オーバーサイズでの指定になります。正数の場合ランドより大きく、負数の場合ランドよ
り小さくなります。
ランドと同サイズの場合は「0」を設定ください。
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その他設定

項目 内容

パッド
名

作成したビア形状に任意で名称を付けることができます。設定しなくても問題ありません。
例）MIiniVia　など

開始層 ビアの開始層を設定します。

終了層 ビアの終了層を設定します。

※ビアは開始層から終了層までの貫通となります。インナービアホール（基板の内層の別々の層にある導体を
互いに接続するために貫通させずに必要な層と層の間にだけとどめる非貫通穴）の場合は開始層、終了層を指定くだ
さい。
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層の設定

クリアランスチェックを行う層を定義します。
「ALL」の場合は、全層に適用されます。「ALL」以外の場合は定義されている層、すべてに対しての適用になります
。

 

層の追加方法

層を追加する方法についてご紹介します。

(1) 「追加」をクリック

(2) 追加する層を選択し

(3) 「OK」をクリック

 

層の削除方法

層を削除する方法についてご紹介します。

(1) 削除したい層を選択

(2) 「削除」をクリック
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アサイン設定

「アサイン」の設定

「ネットクラス」で設定したネットに、どの「設定」を適用するかを割り当てることができます。

　
「ネットクラス」タブ
で設定したネットクラ
スが表示されます。

(1) 設定を選択する

プリント基板設計 > DRC/MRC設定 > 配線/ビア 368 / 440



　

ネットクラス
の「DefaultClass」は詳
細設定
の「DefaultSetting」を
参照し、
ネットクラス
の「Power」は詳細設
定の「Power」を参照
します。
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配線長/等長配線

配線の配線長を設定したり、等長配線時の配線許容差を指定することにより、
「配線長チューニング」、「差動ペア配線長チューニング」、「配線の等長化」を行うことができます。
DRCでは、配線長違反、等長配線許容差違反をチェックします。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。
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設定方法

まず、設定には「アサイン」「詳細設定」の2つのタブがあります。
実際の設定は「設定」タブで行いますが、どのネットにどの設定を割り当てるかを「アサイン」タブで設定します。

作業手順について

STEP1:「詳細設定」タブで設定を行う
STEP2:「アサイン」タブでネットクラスに設定を割り当てる。

各設定タブを下記に紹介します。

各設定タブの紹介

タブ名 内容

アサイ
ン

「ネットクラス」で設定したネットに、どの「設定」を適用するかを割り当てることができます。

例えばネットクラス「電源ネットクラス（GND,VCC）」を作り、設定「電源ネット用の設定」を割り
当てることができます。
ネット毎に設定を分ける必要がない場合は、「DefaultClass」にすべてのネットが適用されるので、
「DefaultSetting」を割り当ててください。
※「DefaultClass」はネットクラスで個別に割り当てられていないネットすべてになります。

詳細設
定

実際の設定を行います。
設定は複数定義しておくことができます。
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詳細設定

実際の配線長設定を行います。

詳細設定タブの各種説明を行います。

配線長設定

配線長の設定方法をご紹介します。
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配線長設定の内容紹介

項目名 内容

配線長設定
「配線長設定」にチェック入れると、配線長を「配線長」か「許容差」でチェックを行える
ようになります。

配線長を設定す
る 配線長が基準配線長と許容差内に収まっているかのチェックを行います。

許容差のみ指定
する

複数配線同士が許容差内に収まっているかのチェックを行います。
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アサイン設定

「アサイン」の設定

「ネットクラス」で設定したネットに、どの「設定」を適用するかを割り当てることができます。

　
「ネットクラス」タブ
で設定したネットクラ
スが表示されます。

(1) 設定を選択する

　

ネットクラス
の「DefaultClass」は詳
細設定
の「DefaultSetting」を
参照し、
ネットクラス
の「Power」は詳細設
定の「Power」を参照
します。
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差動ペア

差動ペアの設定を行います。
差動ペア設定を行うと「差動ペア配線」を行うことができ、配線後に「差動ペア配線長チューニング」で配線長を調
整することができます。
DRCでは差動ペアのギャップ/配線長/許容差違反をチェックします。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。
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設定方法

まず、設定には「アサイン」「ネットペア」「詳細設定」の3つのタブがあります。
実際の設定は「詳細設定」タブで行いますが、どのネットにどの設定を割り当てるかを「アサイン」タブで設定し
ます。

作業手順について

STEP1:「ネットペア」タブで設定を行う
STEP2:「詳細設定」タブで設定を行う
STEP3:「アサイン」タブでネットクラスに設定を割り当てる。

各設定タブを下記に紹介します。

各設定タブの紹介

タブ名 内容

アサイ
ン

「ネットクラス」で設定したネットに、どの「設定」を適用するかを割り当てることができます。

例えばネットクラス「電源ネットクラス（GND,VCC）」を作り、設定「電源ネット用の設定」を割り
当てることができます。
ネット毎に設定を分ける必要がない場合は、「DefaultClass」にすべてのネットが適用されるので、
「DefaultSetting」を割り当ててください。
※「DefaultClass」はネットクラスで個別に割り当てられていないネットすべてになります。

ネット
ペア 差動ペアを行いたいネットのペア設定を行います。

詳細設
定

実際の設定を行います。
設定は複数定義しておくことができます。
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ネットペア

ネットペア設定を行います。
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「ネットペア」の設定

差動ペアを行うネットのペア設定を行います。

(1) 「追加」クリック

(2) プルダウンからネット
名を設定
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詳細設定

実際の差動ペア設定を行います。

詳細設定タブの各種説明を行います。
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層の設定

差動ペアを行う層を定義します。
「ALL」の場合は、全層に適用されます。「ALL」以外の場合は定義されている層、すべてに対しての適用になります
。

 

層の追加方法

層を追加する方法についてご紹介します。

(1) 「追加」をクリック

(2) 追加する層を選択し

(3) 「OK」をクリック

 

層の削除方法

層を削除する方法についてご紹介します。

(1) 削除したい層を選択

(2) 「削除」をクリック

 

プリント基板設計 > DRC/MRC設定 > 差動ペア 380 / 440



ギャップ設定

項目名 内容

ギャップ ペア配線間のギャップを設定します。

配線長設定

項目名 内容

配線長設定
「配線長設定」にチェック入れると、配線長を「配線長」か「許容差」でチェックを行えるよう
になります。

配線長を設定 配線長が基準配線長と許容差内に収まっているかのチェックを行います。

許容差のみ指
定

複数配線同士が許容差内に収まっているかのチェックを行います。
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アサイン設定

「アサイン」の設定

「ネットペア」で設定したネットペアに、どの「設定」を適用するかを割り当てることができます。

　
「ネットペア」タブで
設定したネットペアが
表示されます。

(1) 設定を選択する

　

ネットペアの「TxPair
」は詳細設定
の「TxSetting」を参
照し、
ネットペアの「RxPair
」は詳細設定
の「RxSetting」を参照
します。
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ティアドロップ

円弧形状のパターンと接続する際に接続部の角が鋭角にならないように
ランドと配線を接続した時の形状が涙の形状にする機能です。
DRCでは指定したパッドやビアにティアドロップが存在するかをチェックします。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。

ティアドロップ設定例
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設定方法

まず、設定には「アサイン」「ネットクラス」「詳細設定」の3つのタブがあります。
実際の設定は「設定」タブで行いますが、どのネットにどの設定を割り当てるかを「アサイン」「ネットクラス」タ
ブで設定します。

作業手順について

STEP1:「ネットクラス」タブでネットクラスを作成
STEP2:「詳細設定」タブで設定を行う
STEP3:「アサイン」タブでネットクラスに設定を割り当てる。

各設定タブを下記に紹介します。

各設定タブの紹介

タブ名 内容

アサイン

「ネットクラス」で設定したネットに、どの「設定」を適用するかを割り当てることができます。

例えばネットクラス「電源ネットクラス（GND,VCC）」を作り、設定「電源ネット用の設定」を割
り当てることができます。
ネット毎に設定を分ける必要がない場合は、「DefaultClass」にすべてのネットが適用されるので、
「DefaultSetting」を割り当ててください。
※「DefaultClass」はネットクラスで個別に割り当てられていないネットすべてになります。

ネットク
ラス ネットの組み合わせを設定したネットクラスを定義することができます。

詳細設定
実際の設定を行います。
設定は複数定義しておくことができます。
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ネットクラス設定

「ネットクラス」の設定

ネットの組み合わせを設定したネットクラスを定義することができます。
今回は電源関連のネットを「Power」クラスとして設定します。

　
はじめは「DefaultClass
」にすべてのネット名
が設定されています。

(1) 「追加」クリック

(2) 「F2」キー押下して、
ネットクラス名を入力
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　 ネットクラス名が変更
されます。

(3) ネットを選択

(4) 「←」クリック

　

「Power」のネットク
ラスに「VCC」「GND
」「FG」のネット名が
設定されました。
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詳細設定

ティアドロップ設定

オブジェクト設定

ティアドロップ形状を適用するオブジェクトには「パッド」「SMD」「ビア」の3種類あります。

項目 内容

パッド Dipパッドについてのティアドロップ設定を行います。

SMD Chipパッド（ドリルなしパッド）についてのティアドロップ設定を行います。

ビア ビアについてのティアドロップ設定を行います。
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ティアドロップ設定

各オブジェクトランドと配線の接合部にティアドロップ形状を適用するかとその形状の設定を行います。

項目 内容

ティアドロッ
プ

ティアドロップの有効／無効を設定できます。左側のチェックを入れるとティアドロップ有効と
なります。

タイプ

ティアドロップの形状を指定します。

ライン 　弧　

※「径比率」：パッドに対してのティアドロップ径比率を指定します。（1.0以下で設定くだ
さい。）
 　「長さ比率」：パッドに対してのティアドロップ長さを指定します。

ビア ビアについてのティアドロップ設定を行います。

 

プリント基板設計 > DRC/MRC設定 > ティアドロップ 388 / 440



層の設定

クリアランスチェックを行う層を定義します。
「ALL」の場合は、全層に適用されます。「ALL」以外の場合は定義されている層、すべてに対しての適用になります
。

 

層の追加方法

層を追加する方法についてご紹介します。

(1) 「追加」をクリック

(2) 追加する層を選択し

(3) 「OK」をクリック

 

層の削除方法

層を削除する方法についてご紹介します。

(1) 削除したい層を選択

(2) 「削除」をクリック
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アサイン設定

「アサイン」の設定

「ネットクラス」で設定したネットに、どの「設定」を適用するかを割り当てることができます。

　
「ネットクラス」タブ
で設定したネットクラ
スが表示されます。

(1) 設定を選択する

　

ネットクラス
の「DefaultClass」は詳
細設定
の「DefaultSetting」を
参照し、
ネットクラス
の「Power」は詳細設
定の「Power」を参照
します。
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動的ベタ接続

動的ベタを作図すると接続幅、サーマル接続数、クリアランスをネット毎に設定ができ、自動で形状が変化します。
その動的ベタの接続方法を設定することができます。全体を動的ベタ接続から設定できますが、
後からパッド毎に形状を調整することもできます。
動的ベタを使用することによりベタ編集の出戻りを最小限にすることが可能になります。
動的ベタ実行時には浮ベタ削除機能も用意して おります。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。
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動的ベタ接続設定例
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設定方法

まず、設定には「アサイン」「ネットクラス」「詳細設定」の3つのタブがあります。
実際の設定は「設定」タブで行いますが、どのネットにどの設定を割り当てるかを「アサイン」「ネットクラス」タ
ブで設定します。

作業手順について

STEP1:「ネットクラス」タブでネットクラスを作成
STEP2:「詳細設定」タブで設定を行う
STEP3:「アサイン」タブでネットクラスに設定を割り当てる。

各設定タブを下記に紹介します。

各設定タブの紹介

タブ名 内容

アサイン

「ネットクラス」で設定したネットに、どの「設定」を適用するかを割り当てることができます。

例えばネットクラス「電源ネットクラス（GND,VCC）」を作り、設定「電源ネット用の設定」を割
り当てることができます。
ネット毎に設定を分ける必要がない場合は、「DefaultClass」にすべてのネットが適用されるので、
「DefaultSetting」を割り当ててください。
※「DefaultClass」はネットクラスで個別に割り当てられていないネットすべてになります。

ネットク
ラス ネットの組み合わせを設定したネットクラスを定義することができます。

詳細設定
実際の設定を行います。
設定は複数定義しておくことができます。
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ネットクラス設定

「ネットクラス」の設定

ネットの組み合わせを設定したネットクラスを定義することができます。
今回は電源関連のネットを「Power」クラスとして設定します。

　
はじめは「DefaultClass
」にすべてのネット名
が設定されています。

(1) 「追加」クリック

(2) 「F2」キー押下して、
ネットクラス名を入力
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　 ネットクラス名が変更
されます。

(3) ネットを選択

(4) 「←」クリック

　

「Power」のネットク
ラスに「VCC」「GND
」「FG」のネット名が
設定されました。
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詳細設定

接続設定

接続形状を適用するオブジェクトには「パッド」「SMD」「ビア」の3種類あります。

項目 内容

パッド Dipパッドについてのティアドロップ設定を行います。

SMD Chipパッド（ドリルなしパッド）についてのティアドロップ設定を行います。

ビア ビアについてのティアドロップ設定を行います。
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接続方法を形状毎に設定することができます。

Round Square Oblong Rectangle

サーマル ベタ 接続なし

放熱性を向上させるために、切込みを
入れた形状

クリアランスなしで接続す
る形状

クリアランスを保つ
形状
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「サーマル」の設定

項目 内容

接続数 サーマルスポークの数を設定します。

接続角度

「90度」「45度」から選択することによりサーマルスポークの位置を変更できます。

90度 45度

接続幅(A) サーマルスポークの幅を設定します。

ギャップ（B) パッドランドからベタまでのクリアランス幅（ギャップ）を設定します。

 

「接続なし」の設定

項目 内容

クリアランス パッドかランドからベタまでのクリアランス幅を設定します。
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層の設定

クリアランスチェックを行う層を定義します。
「ALL」の場合は、全層に適用されます。「ALL」以外の場合は定義されている層、すべてに対しての適用になります
。

 

層の追加方法

層を追加する方法についてご紹介します。

(1) 「追加」をクリック

(2) 追加する層を選択し

(3) 「OK」をクリック

 

層の削除方法

層を削除する方法についてご紹介します。

(1) 削除したい層を選択

(2) 「削除」をクリック
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アサイン設定

「アサイン」の設定

「ネットクラス」で設定したネットに、どの「設定」を適用するかを割り当てることができます。

　
「ネットクラス」タブ
で設定したネットクラ
スが表示されます。

(1) 設定を選択する
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ネットクラス
の「DefaultClass」は詳
細設定
の「DefaultSetting」を
参照し、
ネットクラス
の「Power」は詳細設
定の「Power」を参照
します。
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ジャンパー

片面基板など、層数の少ない基板で配線パターンが交差する部分にジャンパーを挿入して配線を接続することができ
ます。
Quadceptではジャンパーを定義することにより、DRCで不要なエラーを発生しません。
あらかじめよく使うジャンパーはプリインストールしていますが、独自のジャンパーを使う場合は、フットプリント
を作成し
登録を行ってください。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。

指定したジャンパーは配線途中に右クリック→【ジャンパー】から配置できます。
詳しくはジャンパー配線を参照してください。
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ジャンパーの追加方法

ジャンパーの追加方法

フットプリントで作成したジャンパー形状をジャンパーとして追加する方法をご紹介します。
フットプリント作成方法はフットプリント作成方法を参照してください。

(1) 「追加」ボタンクリ
ック。

(2) フットプリントを選択
して「OK」クリック

 ジャンパーが追加され
ます。
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ジャンパーの削除方法

ジャンパーの削除方法

登録したジャンパーを削除する方法についてご紹介します。

(1) 削除するジャンパーを
選択

(2) 「削除」ボタンをクリ
ック

 削除されます。

削除しても使用可能なジャンパー一覧から登録が解除されるだけで、フットプリントは削除されません。
また、左側のチェックをはずすことで、配線中のリストから解除することもできます。
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テストランド

テストランドは、テストピン、テストポイントなどと呼ばれることもあり
基板の電気的なテストに使用するポイントのことです。
Quadceptではすべてのネットに対して一括でテストランドを配置することができます。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。

テストランドはテストランド自動作成から一括で作成できます。
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テストランドの追加方法

テストランドの追加方法

フットプリントで作成したジャンパー形状をテストランドとして追加する方法をご紹介します。
フットプリント作成方法はフットプリント作成方法を参照してください。

(1) 「追加」ボタンクリ
ック。

(2) フットプリントを選択
して「OK」クリック

 テストランドが追加され
ます。
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テストランドの削除方法

テストランドの削除方法

登録したテストランドを削除する方法についてご紹介します。

(1) 削除するテストランド
を選択

(2) 「削除」ボタンをクリ
ック

 削除されます。

削除しても使用可能なテストランド一覧から登録が解除されるだけで、フットプリントは削除されません。
また、左側のチェックをはずすことで、配線中のリストから解除することもできます。
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PCB設計指示

PCB設計指示の設定を行います。
PCB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。
DRCでは、確認がさｒていないPCB設計指示をチェックします。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。
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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

PCB参考例

ネット色なし（レイヤ色で表示） 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
、設計図内でバルーン
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
→【表示オプション】
→【設計指示部品バル
ーン表示切り替え】
で一括で切り替え可能
です。
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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

プリント基板設計 > DRC/MRC設定 > PCB設計指示 412 / 440



(4)

ネット指示を入力す
ると、配線やベタなど
のネットオブジェクト
に指定したネット色で
表示されます。
⇒ネットオブジェクト
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
。

 

※結線の表示切り替
えは、右クリックから
切り替え可能です。
右クリック
→【表示オプション】
→【ネット色表示切り
替え（配線/ベタ）】
右クリック
→【表示オプション】
→【ネット色表示切り
替え（パッド/ビア）】
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ネット色追加方法（PCBから行う方法）

PCB上で、ネットオブジェクト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
いネットオブジェク
ト（ラッツ、結線、ベ
タなど）選択

(2)

プロパティウィンドウ
の「ネット色」または
、オブジェクトの設定
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設計指示を回路図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)

回路図データへの指示
転送が完了しました。
⇒回路図設計作業中に
リアルタイムで設計指
示が確認できます。

回路図からPCBへの指示転送も可能ですので、指示内容を確認後、PCBに反映することができます。
回路図設定のPCB設計指示を参照してください。
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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】
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その他のDRC設定

その他のDRC設定について設定を行えます。
DRCではサーマルの最低接続本数をチェックします。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてをご覧ください。

設定項目

項目 内容

サーマル最低接続本数 動的ベタに接続するサーマルの最低接続本数を設定できます。
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ルールチェック（MRC)

MRC実行時にチェックを実行するかを選択できます。
MRC実行時に出てくるダイアログと連動しており、設定値を引き継ぐ動作になっています。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。

項目

項目名 内容

確認
MRCのチェックを実行するかを選択できます。チェックが入っている項目のみMRCを実行します
。

エラータイ
プ

MRC実行時のエラータイプを「Error」「Warning」から選択できます。

確認内容 確認内容が記載されています。
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種別と確認内容について

 

種別 確認内容 マー
ク

説明

クリアラン
ス

クリアランス違反をチェック
しますか？

エラー確認種別：クリアランス違反

「クリアランス」で設定している値が保てていない場合
にエラーを検出します。

実測値：違反クリアランス
設定値：クリアランスMRC

部品クリア
ランス

部品領域同士のクリアランス
違反をチェックしますか？

エラー確認種別：部品クリアランス違反

「部品クリアランス」で設定している値が保てていない
場合にエラーを検出します。
エラーの出ている部品を確認し、クリアランスで設定し
ている値以上離して配置してください。

※部品領域はAssembly層に部品領域が存在する場合、部
品領域を対象とします。
存在しない場合は、シルクとパッドの外形（部品領域と
同形状）が対象となります。
（部品領域を確認するには、部品の「部品領域を指定
する」を有効にすると
Assembly層に部品領域が表示されます。）

実測値：違反クリアランス
設定値：クリアランスMRC

Reference
表示

Referenceがすべて表示され
ているかチェックしますか？

エラー確認種別：Referenece表示違反

設計図面内のすべての部品やフットプリントのReference
が表示になっていない場合、エラーを検出します。
Referenceを表示にしてください。

Reference
配置角度

Referenceの配置角度をチェ
ックしますか？

エラー確認種別：Reference配置角度違反

「Reference配置角度」で配置角度許可されている以外の
角度で配置されている場合はエラーを検出します。
Referenceの角度を確認し、許可されている角度で配置し
てください。

実測値：Reference角度
設定値：配置角度MRC

 

エラー確認種別：ソルダレジスト有無違反、ペースト有
無違反
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ソルダレジ
スト/ペー
スト

ソルダレジスト/ペーストが
存在するかチェックしますか
？

 

パッド、ビアにソルダレジストが存在しない場合、
SMDパッドにペーストが存在しない場合にエラーを検出
します。
パッド、ビアを確認し、ソルダレジスト、ペーストを設
定するか、除外部品に追加してください。

パッドオン
ビア

SMD内にビアが存在する
かチェックしますか？

エラー確認種別：パッドオンビア違反

パッド内にビアが重なっている場合にエラーを検出し
ます。
パッドにビアが重ならないように配置するか、除外部品
に追加してください。

 

オプション

項目名 内容

クリアランスのチェックを表示画面内
のみチェックする

現在表示しているエリアのみ、DRCのチェック対象となります。

エラー上限数

MRC実行時のエラー検出の上限数を設定できます。
エラー項目が多くMRC実行に時間がかかる場合などは、制限すること
で確認が容易になります。
※MRC実行時に上限を超えるエラーは表示されないのでご注意くだ
さい。
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クリアランス（MRC)

MRCのチェックの中でも各オブジェクト間のクリアランス（間隔）のチェックを行います。
層やネット毎に「配線」「ビア」「パッド」など各オブジェクト間のクリアランス違反をチェックすることができ
ます。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。

クリアランス設定例
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設定

クリアランスの設定を行います。

クリアランスの設定方法

実際の設定を行います。

　

個別で値を設定したい
場合は、テキストボッ
クスに値を入力するこ
とができます。
クリアランスの設定は
縦軸と横軸の交わると
ころが適用されます。
赤枠の場合、「シルク
」と「ソルダレジスト
」のクリアランス
は「0.2」となります。

 
ボタンを押下すると、縦
一列、横一列、すべてを
一括で設定することがで
きます。

　

「シルク」ボタンを押
下した場合、先頭の項
目の値が一列に設定さ
れます。
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クリアランス設定

設計時のオブジェクト間クリアランスを指定します。
 

クリアランス設定例

クリアランス設定の内容紹介

項目名 内容

すべて 「すべて」をクリックすると表のすべてのクリアランス値を一括で変更できます。

シルク シルクに対するクリアランス値を設定します。

ソルダレジスト ソルダレジストに対するクリアランス値を設定します。

同箔 銅箔文字以外の銅箔に対するクリアランス値を設定します。

ドリル ドリル（パッドやビアの穴部分）に対するクリアランス値を設定します。

基板外形 基板外形に対するクリアランス値を設定します。

同箔文字 銅箔文字に対するクリアランス値を設定します。
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部品クリアランス

部品と部品の部品領域同士のクリアランス違反をチェックします。
部品領域は、フットプリント作成時の部品領域のエリアがチェック対象となります。
フットプリント作成時に部品領域のエリアを作成していない場合は、自動的に部品のシルクやパッド位置などで
矩形の部品領域が自動作成されチェック対象となります。
部品領域は部品の「部品領域を指定する」設定にチェックを入れ、「Assembly」層を表示することで確認できます。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。

プリント基板設計 > DRC/MRC設定 > 部品クリアランス 425 / 440

http://4cept.com/ja/manual/pcb/drcmrc.html


クリアランス設定例

部品クリアランス（Top）、部品クリアランス（Bottom）

部品同士のクリアランスをチェックします。
表面実装部品＝SMDパッドが含まれる部品（フットプリント）
挿入実装部品＝SMDパッドがない部品（フットプリント）

項目 内容

表面実装部品 to 表面実装部品 表面実装部品と表面実装部品のクリアランスをチェックします。

挿入実装部品 to 挿入実装部品 挿入実装部品と挿入実装部品のクリアランスをチェックします。

表面実装部品 to 挿入実装部品 表面実装部品と挿入実装部品のクリアランスをチェックします。
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Reference配置角度

部品やフットプリントのReferenceの配置角度をチェックします。
チェックのない角度で設定されたReferenceをエラーとして検出します。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。

配置角度許可設定例
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ソルダレジスト/ペースト

パッドにソルダレジストやペーストの存在があるかをチェックします。
チェック除外部品を参照名の接頭文字（R,Cなど）や参照名（U1,C1など)で指定しておくことができます。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。
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ソルダレジスト有無の確認

項目 内容

除外部品
の選択

パッドにソルダレジストが含まれるかのチェック対象から除外する部品を参照名の接頭文字（R,C
など）や参照名（U1,C1など)で指定します。

ビア チェックを入れると、ビアに対してソルダレジストが含まるかの確認を行ないます。

パッド チェックを入れると、パッドに対してソルダレジストが含まるかの確認を行ないます。
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ペースト有無の確認

項目 内容

ペースト有無
を確認する

チェックを入れると、SMDパッドにペーストが含まれるか確認します。

除外部品の選
択

SMDパッドにペーストが含まれるかのチェック対象から除外する部品を参照名の接頭文
字（R,Cなど）や参照名（U1,C1など)で指定します。

参照名の接頭文字（R,Cなど）や参照名（U1,C1など)は混在させることはできません。
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除外部品の指定追加方法

ソルダレジスト/ペーストの除外部品の指定を追加する方法をご紹介します。

(1) 「追加」ボタンクリ
ック。

(2)
接頭文字もしくは個別
で部品参照名を指定
して、「OK」をクリッ
ク
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 除外部品が追加されます
。

 

除外部品の指定削除方法

ソルダレジスト/ペーストの除外部品の指定を削除する方法をご紹介します。

(1) 削除したい部品を選択
します。

(2) 「削除」ボタンクリ
ック。
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パッドオンビア

SMD内にビアが存在するかをチェックします。
チェック除外部品を参照名の接頭文字（R,Cなど）や参照名（U1,C1など)で指定しておくことができます。

DRC/MRC設定画面の開き方はDRC/MRC設定についてを参照してください。

プリント基板設計 > DRC/MRC設定 > パッドオンビア 433 / 440

http://4cept.com/ja/manual/pcb/drcmrc.html


パッドオンビア設定

 

項目 内容

貫通ビア チェックを入れると、貫通ビアに対してパッドとの重なりをチェックします。

非貫通ビ
ア

チェックを入れると、非貫通ビアに対してパッドとの重なりをチェックします。

除外部品
の選択

パッドにソルダレジストが含まれるかのチェック対象から除外する部品を参照名の接頭文字（R,C
など）や参照名（U1,C1など)で指定します。

 

参照名の接頭文字（R,Cなど）や参照名（U1,C1など)は混在させることはできません。
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除外部品の指定追加方法

ソルダレジスト/ペーストの除外部品の指定を追加する方法をご紹介します。

(1) 「追加」ボタンクリ
ック。

(2)
接頭文字もしくは個別
で部品参照名を指定
して、「OK」をクリッ
ク
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 除外部品が追加されます
。
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除外部品の指定削除方法

ソルダレジスト/ペーストの除外部品の指定を削除する方法をご紹介します。

(1) 削除したい部品を選択
します。

(2) 「削除」ボタンクリ
ック。
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ガーバーデータを開く

ガーバーデータを閲覧・確認することができます。
ガーバーデータの表示順を変更したり、表示色、表示／非表示を設定することができます。
Quadceptでガーバーデータを出力した場合は自動的にガーバーデータを確認するために開きます。

ガーバーデータを確認する

ガーバーデータを表示して確認することができます。

(1)
【ファイル】
→【開く】
→【ガーバー】
を選択。

(2)
ガーバーデータを選択
し「開く」ボタンを
クリック。

ガーバーを確認する
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 ガーバーが表示されます
。
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ガーバードキュメント時の層ウィンドウの動作

ガーバードキュメントの確認時は、層ウィンドウから表示の設定を行うことができます。

番
号

項目名 説明

1 「開く」 ガーバーデータを開きます。

2 「解除」 選択しているガーバーデータを解除し、表示から削除します。

3 「↑」「↓
」

選択しているガーバーデータの表示優先度を変更します。
選択されているガーバーが最優先となり、その他は上の項目が優先されて表示されます。

4 「DRAW
」

「DRAW」指定のガーバーデータの表示色を設定します。

5 「FLASH
」

「FLASH」指定のガーバーデータの表示色を設定します。一般的にはパッドやビアなど
がFLASHデータとなります。

6 目のアイ
コン

ガーバーデータの表示／非表示を切り替えます。
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