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プリント配線板同時並行設計CADシステム CADVANCE
CADVANCE CAD System for Concurrent Printed Circuit Board Design

プリント配線板設計のチームデザイン環境を実現する，同時並行プリント配線板設計システム‘CADVANCE

εC3Design（キャドバンス イプシロン・シーキューブ・デザイン）’を開発した。

本製品は，一つのプリント配線板設計データを複数の設計者が同時にアクセスして並行設計することが可能で

あり，設計期間を大幅に短縮することができる。また，ネットワークを介して遠隔地からの同時並行設計を可能

にしている。
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We have developed CADVANCE ε C3Design, a CAD system that facilitates a team design environment

for concurrent printed circuit board (PCB) design. This system enables two or more circuit designers to

simultaneously access the same PCB design data and work on the design concurrently, dramatically

reducing the design time. Simultaneous concurrent design can also be realized from remote places

using a network.

図1　CADVANCEεC3Designの使用状況

1. は じ め に

近年の電子回路設計における小型化・高機能化・高性能

化が進む中で，パソコン，携帯電話，情報デジタル家電等

の製品開発サイクルは短くなってきており，開発期間の

短縮が重要な課題となっている。プリント配線板の設計

においても，設計期間の短縮が最重要課題である。

一人の設計者が一つの配線板の設計を行う期間の短縮

は既に限界に達しており，さらに設計期間の短縮を行う

には，複数の設計者が同時に並行して設計を行うチーム

デザインが最も効果的である。

（株）ワイ・ディ・シーでは，従来からプリント配線板設

計システムCADVANCEを開発・販売してきたが，さら

なる高付加価値機能を提供するため，プリント配線板設

計のチームデザインを実現する同時並行プリント配線板

設計システム‘CADVANCE εC3Design（キャドバンス

イプシロン・シーキューブ・デザイン）’を開発した。本

製品は，一つの設計データを複数の設計者が同時にアク

セス可能とするにより，大幅な設計期間の短縮を実現す

ることができた（図1）。

さらに，既にCADVANCEを所有しているユーザーは，

二重投資をすることなく，クライアント設計端末機とし

てCADVANCEεC3Designを組み込むことで，同時並行

設計を構築することができる。

2. 同時並行設計とは

従来の並行設計方式は，一つの配線板を複数の領域に

分割して切り離し，分担設計が終了した後で合成する領

域分割方式であった。この方式では，作業を短縮できる期

間は配線設計のみで，さらに領域分割・合成にかかる時間

が必要となる。このため，設計者投入による並行設計を

行っても，思ったほど効果が上がらなかった（図2）。

εC3Designの同時並行設計方式は，同一プリント配線

板データに対して，複数の設計者が同時に設計を行う同

一データ編集方式であり，以下に示す利点がある。
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①1つの設計データに対して，複数の設計者が設計端末か

ら同時にアクセスを行うことで，部品配置・配線設計・

シルク図編集・検証チェックなど対しても，同時に設

計操作が行える。

これにより，同時に設計を行う設計者の人数に応じて，

期間を短縮することが可能となる。

②他の設計者が設計途中であっても，設計への出入りが

自由に行える。

③配線板の分割，合成といった作業は，一切不要である。

④設計作業だけではなく，他の設計者の状況を随時把握

でき，作業管理に対しても有効である。

⑤遠隔地間であっても，ネットワークを介して設計デー

タを同時に編集することが可能である。

⑥設計への参加・退場を行うために，特別な作業をする必

要が無い。これにより，並行作業が行え，効果的な納

期短縮が可能となる（図3）。

3. システム構成

同時並行設計を行うためには，最低限プリント配線板

設計システムαⅡAD700 1台と，同時並行設計システム

εC3Design が必要となる（図4）。εC3Designは，サーバー

プログラムであるεC3Design Serverと，同時並行設計時

のみクライアントとして使用可能な編集専用端末

εC3Design Editorから構成される。

まず，αⅡAD700をクライアントとして，サーバーに

存在する設計データを開く。その後は，開いたデータに対

してαⅡAD700またはεC3Design Editorをクライアント

として，並行設計に参加することが可能となる。サーバー

には，最大5クライアントまで接続することが可能である。

サーバープログラムは，クライアントとの間で，設計差

分データ，排他制御情報，UNDO／REDO情報の送受信

を行っており，それぞれの転送データ量を小さくするこ

とにより，2 Mbps以上の通信速度があれば同時並行設計

が可能である。

サーバープログラムは，同時に複数設計データの制御

を行うことが可能である。例えば，A，B2種類の設計デー

タを一つのサーバー上に置き，Aの設計データを2名で同

時並行設計し，さらに，Bのデータを3名で同時並行設計

することが可能である。

アプリケーションプログラムはクライアント端末で動

作しているため，ネットワーク通信およびサーバーの動

作に影響を与えることはなく，プログラム負荷の高い作

業を行った場合でも，他のクライアントの設計操作を妨

げない構造となっている。

構成機器の推奨SPECは，以下の通りである。

（1）εC3Design Server

OS：Windows 2000 Professional

Windows 2000 Server

Windows XP Professional

Windows 2003 Server

Memory： 512 MByte以上

HDD： 300 MByte以上

（2）αⅡAD700 /εC3Design Editor

OS：Windows 2000 Professional

Windows XP Professional

Memory： 512 MByte以上

HDD： 300 MByte以上

4. 設 計 操 作

各クライアント間の設計操作は，サーバープログラム

によって排他制御が行われており，常に整合性が保たれ

ている。

4.1 部品配置

あるクライアントが部品を掴んで移動しようとした場

合，他のクライアントでは該当する部品がロック状態と

なり，掴むことができなくなる。ロック状態となった部品

は表示色が変更されるため，対象となる部品の操作を

行っていないクライアントであっても，ロック状態に

なっていることが容易に判別できる（図5）。

4.2 配線・修正

一つのクライアントで配線作業を行っている場合，他

のクライアントでは配線途中に変更されてはならない最

小限の図形のみがロック状態になる。したがって，同一電

位で接続するネットに属する図形であっても，互いに干

渉しない場所であれば同時に編集することが可能である。

配線パターンはリアルタイムに他のクライアントに反映

図2　同一データ編集方式の位置付け

図3　納期短縮効果
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表示されるため，進捗状況を常に把握しながら作業を進

めることができる。配線パターンに対するルールチェッ

クもリアルタイムに実行され，エラー発生箇所は全ての

クライアントで認識可能となる。また，プリント配線板の

層毎に分担を分け，各クライアントで異なる層の設計を

同時に行うことも可能となる（図6）。

4.3 UNDO／REDO

同時並行設計環境下では，他の端末の操作に影響され

ること無く，自分の端末での設計操作のUNDO（取り消

し）/REDO（やり直し）を実現する必要がある。本システム

では，各クライアントで行われた作業情報を，端末毎に時

系列に管理，保存することでこの問題を解決している。

UNDO／REDO時には，自分の端末用として保持されて

いる作業情報を利用するため，他の端末で行われた操作

内容に拘わらず，自分の端末で行った操作のUNDO ／

REDOが実施される。UNDO／REDO対象図形が編集中

の場合には，データの排他制御処理と協調しながら，デー

タの整合性を損なわないUNDO／REDOを実施する。こ

のシステムにより，同時並行設計中でありながら，単独で

の設計と同様な操作環境を実現した。

5. 遠隔地間同時並行設計

サーバーと端末間の通信プロトコルはTCP/IPを使用

しているので，同一部署内のローカルエリアネットワー

クでの同時並行設計だけではなく，国内および海外の拠

点間などのワイドエリアネットワーク間でも，同時並行

設計が行える。またインターネット経由での，同時並行設

計システムを構築することも可能となる（図7）。

6. 導 入 効 果

6.1 導入効果事例1（設計納期短縮）

8層 IVH（Interstitial via Hole）配線板，ピン数8092ピ

ンの新規配線板の設計を行った場合の効果を示す。従来

手法で設計を行う場合，2名で見積もり設計期間60日で

あったが，本システムを使用して2名で設計を行ったとこ

ろ，40日間で完了し，20日の設計期間短縮を達成した。

図4　εC3Designシステム構成

図6　層別設計の例図5　部品配置設計の例
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6.2 導入効果事例2（遠隔地同時並行設計・設計コスト削減）

日本と中国の設計センター間で同時並行設計を行い，

日本の設計者がリーダとなり中国の設計者を日本から指

導することにより，短期間かつ低コストでプリント配線

板の設計を完了した。

6.3 導入効果事例3（教育）

ベテランの設計者と新人の設計者が組みになって同時

に設計することにより，新人の教育を行い，さらに設計期

間の遅れを生じることなく設計が完了した。

6.4 その他の効果

上記の効果以外にも，以下に示すような効果が期待で

きる。

①プロジェクトリーダが，メンバーの進捗状況を把握す

るためのデータ参照ビューワとして利用可能となる。

②一人の設計者に掛かっていた負担を軽減することが可

能となる。

③設計者が持つスキルを活かした柔軟なローディングが可

能となる。遠隔地間で行えば，さらに柔軟性が高まる。

④②と③は，残業，出張，異動の減少など，人事面にも

大きな波及効果がある（図8）。

7. お わ り に

設計期間の短縮，設計品質の向上，設計コストの削減

は，今後とも設計者に求められ続ける課題である。これら

の課題を解決するため，同時並行設計システムをはじめ

としたさまざまな設計ツールにより，設計工程全体を最

適化する設計手法の提供を行っていく予定である。
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図7　遠隔地設計の例

図8　導入効果


