
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　
　 既存のプリ
ント配線板の接続パターンデータと，最新回路接続パターンデータとを比較 前記比
較の過程で得られる最新回路接続パターンと相違するパターンをエラーとし，該エラーの
数を，エラー項目毎にリスト
　
　 リストされるエラー項目から選
択されたエラ－項目のエラーを含む全てのネット
　 リスト

　 リストされるネットから選択されたネッ
トに対応する接続パターンについて，
エラーの表示を付し，且つ編集可能な部分を
　 表示される編集可能な部分に対し，切断又は
，布線指示
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データベースと，プリント配線板改造編集エディタを用いたプリント配線板改造編集方
法であって，

前記プリント配線板改造編集エディタに，
編集及びチェック制御機能手段として，前記データベースに格納されている

させ，

させ，
第 1の表示制御手段として，前記比較の結果としてエラー項目一覧を表示させ，
エラー一覧選択機能手段として，前記エラー項目一覧に

のリストを表示させ，
エラー編集専用制御手段として，前記 表示されたネットから選択された順にネッ

トのエラー状態を編集させ，
さらに，第２の表示選択機能手段として，前記

前記プリント配線板の多層構造の全ての層について
表示させ，更に

前記エラー編集専用制御手段として，前記
の入力に対応する編集を実行し，前記第２の表示選択機能手段に，その結果の

再度の表示を行わす，



　ことを特徴とするプリント配線板改造設計編集方法。
【請求項２】
　請求項 において，
　前記リストされるエラー項目の内，ショートエラ 続不足及び過剰接続の順に選択
されることを特徴とするプリント配線板改造設計編集方法。
【請求項３】
　既存のプリント配線板の接続パターンデータと，最新回路接続パターンデータとを格納
するデータベースと，表示画面を有するプリント配線板改造編集エディタを有し，
　前記プリント配線板改造編集エディタは，
　 既存のプリント配線板の接続パターンデータと，最
新回路接続パターンデータとを比較 前記比較の過程で得られる最新回路接続パターン
と相違するパターンをエラーとし，該エラーの数を，エラー項目毎にリストする

　

　 リストされるエラー項目から選
択されたエラ－項目のエラーを含む全てのネット

　 リスト

　 リストされるネットから選択されたネットに対応する接続パターンについ
て， エラーの表示を付し，且つ編集可
能な部分を

　 表示される編集可能な部分に対し，切断又は，布
線指示
　ことを特徴とするプリント配線板改造設計編集システム。
【請求項４】
　請求項 において，
前記リストされるエラー項目の内，ショートエラー，接続不足及び過剰接続の順に選択さ
れることを特徴とするプリント配線板改造設計編集システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、実装ＣＡＤ（コンピュータ支援設計）の１コンポーネントとしての回路設計の
変更又は、誤設計に対応して、既設計のプリント配線板に配線切断／布線を施すことによ
り最新の回路情報を反映可能とするプリント配線板改造設計編集方法及びシステムに関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
プリント配線板の実装設計を１コンポーネントとして、実装ＣＡＤ（コンピュータ支援設
計）を利用して行うことが普及している。
【０００３】
さらに、既設計のプリント配線板の回路設計の変更や誤設計に対し、実装を変更する必要
が生じる。かかる場合に、実装ＣＡＤを用いて回路設計データの編集更新を行うプリント
配線板改造設計編集方法及びシステムがある。
【０００４】
一方、プリント配線板の高多層化や高密度化、或いは、回路の高速化に対し、既存プリン
ト配線板に対する回路変更における編集作業を容易且つ迅速化を可能とすることが望まれ
る。
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１
ー，接

前記データベースに格納されている
し，

編集及び
チェック制御機能手段と，

前記比較の結果としてエラー項目一覧を前記プリント配線板改造編集エディタの表示画
面に表示する制御を行う第 1の表示制御手段と，

エラー一覧選択機能手段として，前記エラー項目一覧に
のリストを前記プリント配線板改造編集

エディタの表示画面に表示させるエラー一覧選択機能手段と，
エラー編集専用制御手段として，前記 表示されたネットから選択された順にネッ

トのエラー状態を編集するエラー編集専用制御手段と，
さらに，前記

前記プリント配線板の多層構造の全ての層について
前記プリント配線板改造編集エディタの表示画面に表示制御する第２の表示選

択機能手段とを有し，更に
前記エラー編集専用制御手段は，前記

の入力に対応する編集を実行し，その結果を再度表示する制御を行う，

３



【０００５】
図１０は、従来のプリント配線板改造設計編集システムの一構成例である。データベース
１に、プリント配線板を作成した時の回路パターンであるＶＩＡ（ｖｉａ－ｈｏｌｅ：ビ
アホール、以下単にビアという。）等パターン情報、変更部分が織り込まれた１つのプリ
ント配線板の最新の回路情報及び、回路情報の変更を配線切断、布線（ジャンパー）で対
応した時の切断及び布線情報等の改造情報が格納される。
【０００６】
さらに、表示画面を有するプリント配線板改造編集エディタ２を有する。エディタ２内の
制御機能部により、自動改造プログラム３を実行し、編集及びチェック制御４が行われ、
その結果が編集画面として、表示制御機能５により表示画面に表示制御される。
【０００７】
かかる従来のプリント配線板改造設計編集システムにおける、改造設計編集の方法を説明
する。
【０００８】
図１１は、多層プリント配線板の層構造例である。８層Ｌ１～Ｌ８を有し、Ｌ３及びＬ６
層が電源及びアース層であり、全面ベタ層の導電層である。その他の層は、信号層であり
、Ｌ１層が部品搭載面側、Ｌ８層が半田接続面側である。
【０００９】
ここで、配線の切断により回路の変更を行う場合、Ｌ１層の部品搭載面側からＬ１及びＬ
２層が、Ｌ８層の半田接続面側からＬ８及びＬ７が、それぞれレーザの照射により切断可
能である。Ｌ４、Ｌ５層は、ベタ層Ｌ３、Ｌ６を介することになるので、切断不能である
。
【００１０】
今、かかる多層プリント配線板の層構造において、図１２に示す様な、既設計の回路パタ
ーンを想定する。すなわち、図１２の回路パターンは、Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄの接続を有してい
る。そして、Ｖ１，Ｖ２は、プリント配線板のビアである。さらに、図１２において、Ｌ
１、Ｌ２、Ｌ５、Ｌ８は、対応する信号層の接続である。したがって、図１２の回路パタ
ーンは、図１３に示される実装接続構造を有している。
【００１１】
この多層プリント配線板の回路パターンを、最新の接続パターンとしてＡ－Ｂ－Ｄに変更
する。したがって、データベース１に、既存パターン情報として、Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄが、最
新の接続パターン情報としてＡ－Ｂ－Ｄが、格納される。
【００１２】
これらのパターン情報を編集＆チェック制御装置４が比較する。この比較の結果、表示制
御装置５の制御によりエディタ２において、図１２の表示が行われる。なお、図１２の表
示は、マウス等による指示により、その一部が拡大表示される。
【００１３】
図１２において、既設計接続パターンと最新接続パターンは、ビアＶ２とＣ間の接続が異
なる（以下、エラーと言う）。したがって、ビアＶ２とＣ間のエラーが、例えばＬ５の配
線を太線表示（或いは、特定のカラー表示）することにより強調表示される。
【００１４】
設計者は、したがって、エラー強調された区間を目視で判定して、エディタ２において、
切断指示を入力する。この時、設計者は、切断数が少なくて済むように考慮する。
【００１５】
編集＆チェック制御装置４は、編集の複雑さを避けるために、２つの層を同時に編集可能
対象とする。したがって、設計者は、先ず切断数が少なくて済むようにＬ１層及びＬ８層
を編集対象として、エラー表示されている区間に属するＶ２－Ｃ間の切断を考える。しか
し、Ｖ２－Ｃ間は、Ｌ５層に属し、編集不可である。したがって、編集対象をＬ１層及び
Ｌ５層にするが、Ｖ２－Ｃ間の属するＬ５は、先に説明したように切断不能である。
【００１６】
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したがって、編集＆チェック制御装置４は、設計者に対し、切断不可を通知する。このた
め、拡大表示部分を移動して、エラ－強調されていない区間が編集対象とされる。切断区
間ラインを見て、編集層をＬ２，Ｌ８とし、Ｖ２－Ｖ１間の切断を指示する。さらに、Ｖ
２－Ｄ間の切断を指示する。
【００１７】
その後、図示省略するが、Ｖ１－Ｄ間の布線を指示する。これにより、Ａ－Ｂ－Ｄの接続
パターンに変更される。
【００１８】
データベース１には、最新回路パターンに対応して、改造データとして、Ｖ２－Ｖ１間、
Ｖ２－Ｄ間の切断及び、Ｖ１－Ｄ間の布線情報が格納される。
【００１９】
さらに、図１４は、図１０のシステムにおいて、部品の追加、削除若しくは移動により、
回路パターンを改造する場合の、編集を説明する図である。図１４（Ａ）において、既存
プリント配線板に部品Ｉ１０とＩ２０が搭載されている。エディタ２にＳＴＥＰ１の表示
が行われ、設計者は部品Ｉ１０の削除を指示する。
【００２０】
この結果、表示制御装置５の制御により、ＳＴＥＰ２のように、部品Ｉ１０のイメージが
表示されず、ランドのみが表示される。
【００２１】
また、図１４（Ｂ）の場合は、ＳＴＥＰ１のプリント配線板の空きスペースに新たに部品
Ｉ３０を追加する場合の編集である。ＳＴＥＰ２では、部品Ｉ３０をスペースＩの領域に
配置を指示した場合であり、ＳＴＥＰ３では、既搭載の部品Ｒ１０に位置に追加を指示し
た場合である。
【００２２】
かかる場合、図１４（Ｂ）のＳＴＥＰ２の場合、追加を指示した位置にランドがない場合
は、改造できないので、編集＆チェック制御装置４により拒絶される。さらに、図１４（
Ｂ）のＳＴＥＰ３の場合、追加を指示した位置に既搭載の部品Ｒ１０があり、同一のラン
ドに対し、重複して異なる部品が搭載されることになる。この場合も、編集＆チェック制
御装置４により拒絶される。
【００２３】
さらに、図１４（Ｃ）の場合は、部品Ｉ１０を移動を指示した場合、ＳＴＥＰ２において
、移動後は、もとの位置のランドは表示されない。
【００２４】
図１５は、更に、図１０のシステムにおいて、自動布線と、手動改造の区別が付かない問
題を説明する図である。即ち、図１５において、既存プリント配線板の接続パターンがＡ
－Ｂ－Ｃと、Ｘ－Ｙ－Ｚである場合で、Ａ－Ｂ－ＣのみをＡ－Ｂの接続に変更する。この
とき、誤って、Ｘ－Ｙ間の接続を切断すると、編集＆チェック制御装置４は、Ｘ－Ｙ間の
切断を自動で回復すべく布線データを発生する。
【００２５】
【発明が解決しようとする課題】
以上説明したように、図１０の従来のシステムにおけるプリント配線板改造設計編集方法
及びシステムにおいて、図１１乃至図１３に関し、説明したように、回路接続編集作業で
は、設計者は、エラー表示されたパターンを目視でチェックし、エラーの内容を確認し、
どの区間がショートであるかあるいは、接続不足であるかを判断する必要があった。さら
に、同時に編集対象可能とする層を２層に限っていた。したがって、編集の操作性が悪く
、作業効率が低下することが問題であった。
【００２６】
さらに、図１４に関し、説明したように、部品の削除、追加及び、移動の編集では、部品
の削除後元の部品のイメージが無くなる、ランドの存在しない位置及び、既設部品と重な
る位置への部品の追加ができない、更に、移動後に元の位置のランドが表示されない等の

10

20

30

40

50

(4) JP 3933286 B2 2007.6.20



問題があった。
【００２７】
さらにまた、図１５に関し説明したように、誤って切断した区間に自動で布線が発生され
るが、これは、回路変更の対象としていない区間の改造である。したがって、自動改造後
にマニュアルで編集するしか作業手順がなく、作業効率が下がる問題があった。
【００２８】
したがって、本発明の目的は、かかる従来のプリント配線板改造設計編集方法及びシステ
ムにおける問題を解決することにある。
【００２９】
さらに、本発明の目的は、マニュアル編集の効率化による、改造作業における工数削減、
改造データの品質向上、又、作業手順に沿った編集で、且つ実際の改造手順通りの改造を
イメージして、改造データの作成を可能とするプリント配線板改造設計編集方法及びシス
テムを提供することにある。
【００３０】
【課題を解決するための手段】
上記本発明の課題を達成するプリント配線板改造設計編集方法及びシステムの基本機能は
、既存のプリント配線板の接続パターンデータと、最新回路接続パターンデータとを比較
し、この比較により、最新回路接続パターンと相違する接続パターン部分であり、且つ編
集可能な部分を表示し、この表示において表示される編集可能な部分に対し、切断又は、
布線指示を入力する。
【００３１】
より具体的態様として、本発明の課題を達成するプリント配線板改造設計編集方法及びシ
ステムの基本機能は、既存のプリント配線板の接続パターンデータと、最新回路接続パタ
ーンデータとを比較し、この比較において得られる最新回路接続パターンと相違するパタ
ーンをエラーとし、エラーの数を、エラー項目毎にリストし、リストされるエラー項目か
ら選択されたエラ－項目のエラーを含む全てのネットをリストし、リストされるネットか
ら選択されたネットに対応する接続パターンについて、エラーの表示を付し、且つ編集可
能な部分を表示し、この表示において表示される編集可能な部分に対し、切断又は、布線
指を入力する。
【００３２】
さらに、前記表示する行程において表示される編集可能な部分は、前記プリント配線板の
多層構造の全ての層の情報を含むことを特徴とする。
【００３３】
また、一の態様として、前記リストされるエラー項目の内、ショートエラー、接続不足及
び過剰接続の順に選択されることを特徴とする。
【００３４】
さらに、本発明の課題を達成するプリント配線板改造設計編集方法及びシステムにおいて
、部品の追加編集は、既存のプリント配線板の部品搭載位置を示すランド情報と、新たに
搭載される最新部品のランド情報を有し、この最新部品を、前記既存のプリント配線板の
部品搭載位置を示すランド情報で示される位置に搭載を指示し、最新部品のランド情報を
、前記既存のプリント配線板の部品搭載位置を示すランド情報と同じにする。
【００３５】
また、前記既存のプリント配線板に搭載された部品位置を移動指示し、既存のプリント配
線板に搭載された部品位置のランド情報を維持し、且つこの移動指示された部品の配置さ
れるランド情報を前記移動指示された部品の固有のランド情報とする。
【００３６】
更なる発明の課題と特徴は、図面を参照しての以下の実施の形態の説明から明らかとなる
。
【００３７】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明の実施の形態を図面に沿って説明する。なお、図において、同一又は、類似
のものには同一の参照数字又は、参照記号を付して説明する。
【００３８】
図１は、本発明に従うプリント配線板改造設計編集方法を適用したシステムの構成例ブロ
ック図である。
【００３９】
本発明では、図１０の従来構成と比較して、プリント配線板改造編集エディタ２は、さら
にエラー一覧選択機能６及び、エラー編集専用制御機能７及び、第２の表示制御機能８を
有している。他の構成は、図１０において説明した構成と同様である。
【００４０】
図２は、図１のシステム構成により実行される本発明のプリント配線板改造設計編集方法
の基本動作手順を説明する図である。先ず、図１０における従来システムと同様に、プリ
ント配線板改造編集エディタ２により編集＆チェック制御機能４が実行され、既存パター
ン情報と最新回路情報が比較される。この結果は、第１の表示制御５により、図２のエラ
ー項目一覧パネルとして表示される（ステップＳ１）。
【００４１】
エラー項目一覧パネルには、エラー種類毎にエラーの数がリストされる。例えば、第１行
目にＡ：ショートエラーありによる接続エラーとしてエラーが２０箇所有ることが示され
る。
【００４２】
Ａ：ショートエラーあり、Ｂ：接続不足あり、Ｃ：過剰接続ありとすると、作業に沿って
処理するには、Ａ→Ｂ→Ｃの順にエラーを解消すれば良い。そこで、設計者により、先ず
第１行目が選択される。そして、エラー一覧選択機能６により、Ａ：ショートありを含む
全てのネットのリストが編集表示される（ステップＳ２）。
【００４３】
さらに、このＡ：ショートありを含む全てのネットの一覧リストから設計者は、編集対象
として例えば、ネット番号１の行を選択すると、エラー編集専用制御機能７により、エラ
ー状態が編集され、第２の表示制御機能８によりエディタ２に、エラー接続状態図が表示
される（ステップＳ３）。
【００４４】
ここで、本発明により表示される接続のエラー状態図は、ネット番号に対応する接続パタ
ーンである。図２の例では、ステップＳ１で表示されるエラー項目一覧パネルで、Ａ：シ
ョートありのエラーが選択されているので、図２のステップＳ３で表示されるエラー状態
図では、Ｂ：接続不足の部分は表示されない。
【００４５】
さらに、本発明により表示されるエラー状態図は、選択されたエラーを含む、ネットの状
態がプリント配線板の全ての層を対象として構成される。したがって、特定の層を編集対
象とするものではなく、エラー状態図として表示される全ての部分が編集可能である。
【００４６】
したがって、図２のステップＳＳ３の表示において、Ａの区間を初めに拡大表示し、Ａ区
間にエラーが無くなった場合、Ｂ、Ｃの順に、区間を表示し、エラーの解消が可能である
。これにより、作業の手順に則し、且つ効果的にエラ－を修正できる。
【００４７】
ここで、特に従来方法との比較では、従来は、接続の編集は切断区間、布線ポイントは、
設計者に一任である。したがって、データの過剰入力及び、最適入力は工数を要し、効率
的では無かった。
【００４８】
これらを解決するために、本発明では、図３に示すように、切断編集では切断可能区間を
表示し（ステップＳ０１）、布線接続では、接続ランド同士を優先順に表示し（ステップ
Ｓ０２）、入力データにおける最適位置をガイドする。これにより、効率的な入力が可能
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である（ステップＳ３）。なお、ステップＳ０１で、自動的にＢ：接続エラーの解消も行
われる。
【００４９】
又、編集を効率的にするために、編集可能要素を限定し、図３に示すように、編集の対象
となる、接続関係を考慮した要素に限定した画面に自動的に移るようにしている。これに
より、誤った入力の防止、入力作業の効率化が図れる。
【００５０】
ＥＣＬ（高速回路）系の接続に関しても本発明の適用が可能である。図４において、編集
＆チェック制御機能４により、既存パターン情報と最新回路情報の比較により、一覧表示
パネルの７の行にＥＣＬエラーが表示される（ステップＳ１１）。ステップＳ１１におけ
る表示において、ＥＣＬエラー数が１であることが表示される。
【００５１】
したがって、ＥＣＬ（高速回路）系の接続に関して編集する場合、７の行を選択すると、
ＥＣＬネット番号リストが表示される（ステップＳ１２）。ここで、ＥＣＬネットは、接
続順、分岐長、アンテナ長に制限がある。したがって、エラー一覧パネル（ＥＣＬ１：接
続エラ－、ＥＣＬ２：分岐長エラー、ＥＣＬ３：アンテナ長エラー）の記号で分類表示さ
れるエラ－のネットを選択すると、自動的にＥＣＬ１、ＥＣＬ２、ＥＣＬ３の修正が、ガ
イド表示される。
【００５２】
図４では、ＥＣＬ２：分岐長エラーを含むネット番号１を選択すると、エラー編集専用制
御機能７により、分岐エラーが表示される（ステップＳ１３）。したがって、設計者は、
Ｖ２とＢとの間に切断を指示する（ステップＳ１４）。Ｖ２とＢとの間の切断によって、
接続順エラーとなり、Ｖ１とＶ２間にエラーが表示される（ステップＳ１５）。
【００５３】
これにより、設計者は、Ｖ１とＶ２の間に切断を指示し（ステップＳ１６）、Ｖ１とＢと
の間に布線を指示する（ステップＳ１７）。さらに、Ｖ２とＶ３との間に布線を指示する
（ステップＳ１８）。これにより編集が完了する（ステップＳ１９）。
【００５４】
図５は、本発明に従い、標準部品の搭載を編集する方法を説明する図である。既存のプリ
ント配線板情報として、ランドＬ１の情報がある（ステップＳ２１）。これに対し、最新
部品情報として部品Ｉ１０のランドＬ２の情報がある（ステップＳ２２）。
【００５５】
今、部品Ｉ１０をランドＬ１の位置に配置指示すると、部品Ｉ１０のランドＬ２は、既存
プリント配線板のランドＬ１の属性に透過して、ランドＬ１となる（ステップＳ２３）。
さらに、部品Ｉ１０をランドＬ１から分離して、移動すると、部品Ｉ１０のランドは、最
新部品Ｉ１０の元のランドＬ２に戻る。
【００５６】
図６は、本発明に従い部品を重ねて搭載する場合の方法を説明する図である。既存のプリ
ント配線板情報としてランドＳ１がある（ステップＳ３１）。一方、最新部品情報として
、部品Ｃ１，Ｃ２の部品のランドＳ２がある（ステップＳ３２）。
【００５７】
今、最新部品Ｃ１をランドＳ１の位置に配置すると、最新部品Ｃ１のランドは、ランドＳ
１の属性に透過する（ステップＳ３３）。すなわち、最新部品Ｃ１のランドはＳ１となる
。
【００５８】
さらに、部品Ｃ２を同じランドＳ１に重ねて配置する。この時、部品Ｃ２も既存プリント
配線板のランドＳ１の属性となる（ステップＳ３４）。この結果、最新部品Ｃ１、Ｃ２の
接続が可能であり、ランドＳ１に重なって配置される（ステップＳ３５）。
【００５９】
さらに、図１５において、検討した従来の方法において、誤って切断した部分の自動改造
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か、回路変更部分の変更かの区別ができない問題を解決するための、本発明に従う方法が
図７に示される。
【００６０】
今、既存プリント配線板の接続状態が、
Ｉ１０－１、Ｉ２０－１、Ｒ１－１
Ｉ３０－１、Ｉ４０－１、Ｒ２－１、Ｒ３－１　であるとする（ステップＳ４１）。
【００６１】
一方、最新回路の接続が、
Ｉ１０－１、Ｉ２０－１
Ｉ３０－１、Ｉ４０－１、Ｒ２－１、Ｒ３－１　であるとする。
【００６２】
したがって、これらの差分を取ると、変更は、Ｒ１－１の削除であることがわかる。本発
明に従う方法では、自動改造は、この差分に対応する処理のみを行い、Ｉ１２０－１とＲ
１－１の間に切断（Ｃ０）を行う（ステップＳ４２）。
【００６３】
一方、Ｉ３０－１とＩ４０－１の間が誤って切断指示された場合は（ステップＳ４３）、
自動改造処理により、差分に対応する処理のみを行い、Ｉ１２０－１とＲ１－１の間に切
断（Ｃ０）を行う（ステップＳ４４）。誤って、切断された区間の自動布線は行わず、設
計者に警告を発する処理のみを行う。したがって、実装条件としての改造したネットを認
識することが可能である（ステップＳ４５）。
【００６４】
次に上記した本発明の特徴を適用した具体的実施例について、説明する。
図８は、本発明を適用する接続編集の具体例を説明する動作フロー図である。
【００６５】
既存プリント配線板の接続パターンを、
Ｉ１０－１，Ｉ２０－１，Ｉ３０－１，Ｉ４０－１
Ｒ１－１，Ｒ２－１
として、
最新プリント配線板の接続パターンを、
Ｉ１０－１＝Ｉ４０－１・・・・・・・ネット番号１
Ｉ２０－１，Ｒ１－１，Ｒ２－１・・・ネット番号２
Ｉ３０－１，Ｒ１－３・・・・・・・・ネット番号３
であると想定する。
【００６６】
この時の、８層のプリント配線板の状態は、図８（Ａ）のようになる。したがって、編集
＆チェック制御機能４により、最新接続パターンと既接続パターンとの差を編集し、エラ
ー項目毎のエラー数とネット毎の詳細が一覧に表示される（図８（Ｂ））。
【００６７】
次いで、設計者がエラー一覧表示からエラー一覧選択機能６により、ネット番号１を選択
すると、図８（Ｃ）のように、エラー編集専用制御機能７により、Ａ：ショートエラー箇
所を表示する。ここで、先に説明したように、かかる表示は第１層から第８層までを反映
して表示され、且つ編集可能部分のみ表示されている。
【００６８】
したがって、これに対し、設計者は、図８（Ｄ）に示されるように、３カ所の接続を切断
する指示入力が可能である。これにより、エラー編集専用制御機能７は、切断指示の入力
により、未接続が発生したことを検知し、矢印Ｂで接続不足を表示する。設計者は、部品
ピンＩ１０－１とＩ１４０－１間の布線接続を図８（Ｆ）のように指示する。これにより
、ネット番号１に対する編集が完了する。
【００６９】
次いで、ネット番号２の編集のため、図８（Ｂ）において、ネット番号２が選択される。
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これにより、図８（Ｇ）に示すように、ネット番号２のネットにおいて、エラー編集専用
制御機能７により、矢印Ｂで接続不足が表示される。したがって設計者は、図８（Ｈ）に
おいて、Ｉ２０－１とＲ２－１間の布線接続を指示する。
【００７０】
以下ネット番号３以降に対し、エラーが無くなるまで同様に編集が行われる。
【００７１】
さらに、上記の編集過程において、段階的に編集内容を戻す方法が図９に示される。
【００７２】
最新回路接続が、Ｉ１０－１、Ｒ１－１、Ｒ２－１である場合、図９（Ａ）のフェーズ１
において、既存接続のＩ１０－１とＩ２０－１間を切断を指示すると、図９（Ｂ）のフェ
ーズ２に移行する。
【００７３】
Ｒ１－１とＲ２－１に未接続が表示されているので、Ｉ１０－１とＲ１－１間の布線を指
示する。したがって、図９（Ｃ）のフェーズ３に移行する。フェーズ３では、エラーが無
くなり編集完了の状態である。ただし、この時点で、布線を有効にしたままで、フェーズ
１の実行をやり直す場合を想定する。
【００７４】
図９（Ｃ）において、矢印Ｃで示される切断を選択し、マウス等で移動すると、図９（Ｄ
）のフェーズ４に示されるように、切断箇所を移動させることができる。これにより、Ｉ
１０－１とＩ２０－１間の接続を図９（Ａ）のフェーズ１の状態で編集終了させることが
できる。
【００７５】
【発明の効果】
以上実施の形態の形態を図面に従い説明したように、本発明により、マニュアル編集の効
率化による、改造作業における工数削減、改造データの品質向上、又、作業手順に沿った
編集で、且つ実際の改造手順通りの改造をイメージして、改造データの作成を可能とする
プリント配線板改造設計編集方法及びシステムの提供が可能である。
【００７６】
なお、本発明の実施の形態は、上記図面を参照しての説明に限定されない。本発明の概念
を離れずに変形される均等の範囲に有る実施の形態も、本発明の保護の範囲に含まれるも
のである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に従うプリント配線板改造設計編集方法を適用したシステムの構成例ブロ
ック図である。
【図２】図１のシステム構成により実行される本発明のプリント配線板改造設計編集方法
の基本動作手順を説明する図である。
【図３】本発明に従う切断編集の手順を説明する図である。
【図４】本発明に従うＥＣＬ（高速回路）系における接続編集の手順を説明する図である
。
【図５】本発明に従い、標準部品の搭載を編集する方法を説明する図である。
【図６】本発明に従い部品を重ねて搭載する場合の方法を説明する図である。
【図７】自動改造か、回路変更部分の変更かの区別ができない問題を解決するための、本
発明に従う方法を説明する図である。
【図８】本発明を適用する接続編集の具体例を説明する動作フロー図である。
【図９】本発明を適用する接続編集の具体例において、編集作業の復元機能を説明する図
である。
【図１０】従来のシステムにおけるプリント配線板改造設計編集方法及びシステムの一例
ブロック図である。
【図１１】多層プリント配線板の層構造例である。
【図１２】既設計の回路パターンの一例を示す図である。
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【図１３】図１２の回路パターンに対応する、プリント配線板の実装接続構造を示す図で
ある。
【図１４】図１０のシステムにおいて、部品の追加、削除若しくは移動により、回路パタ
ーンを改造する場合の、編集を説明する図である。
【図１５】図１０のシステムにおいて、自動布線と、手動改造の区別が付かない問題を説
明する図である。
【符号の説明】
１　データベース
２　プリント配線板改造編集エディタ
３　自動改造プログラム
４　編集＆チェック制御機能
５　第１の表示機能
６　エラー一覧選択機能
７　エラー編集専用制御
８　第２の表示機能
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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