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テキスト版に画像を挿入した一太郎版です。
基板設計の手順に応じてA-C(設計前、設計中、設計後)まで分類してあります。
Dは3D関連の項目です。

A.基板設計開始前

1a.NET_CHECK_R*.xlsm
支給されたネットリストにてフットプリントFPやコメントCMT欄が欠落している場合
それを自動で修正します。
コメントCMT欄が無い場合はフットプリントFPの内容を転記します。
フットプリントFP欄も無い場合はDesignatorの内容をそのまま転記します。

主に、水魚堂から出力したネットリストを利用する場合に最初に使用しています。
対応フォーマットはAltium(プロテル、Tango)、テレシス形式です。

1b.NET_EDITOR_R*.xlsm
ネットリストを読み込んでフットプリントFPとコメントCMTを編集できます。
Altium、プロテル形式の場合は縦⾧のフォーマットですがEXCELでは変換して3列に横並び
させられるので見やすくなります。

置換テーブルを用意してあるのでチップCRなどのように値で⾧い型番を自社部品名に変換
することが可能です。
接続情報も別のシートで表示でき、編集することも可能です。
コメント欄の有無も選択可能です。

1cのマクロで処理する前にこのマクロで事前に処理することをお勧めします。
簡易BOMも生成できるので顧客由来のものと比較ができます。
入出力対応フォーマットはAltium(プロテル、Tango)形式のみです。
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1c.NETLIST_XREF_R*.xlsm
顧客支給のネットリストから簡易BOMを生成し別の支給BOMと数量などを比較して矛盾が
ないかをチェックします。
その後にコメント欄を元にしてフットプリントを差し替えたネットリストを生成します。
置換テーブルによる自社のフットプリントへの差し替えも可能です。
置換したものは型番を色分けしているのでミスに気が付きやすくなります。
自社の既存のフットプリント名をデータベースとして登録してあるので新規作成が必要な
リストも生成可能です。
(既存のフットプリント名はDelphiスクリプトで常に更新し、結果を貼り付けて使用。)

弊社では一番利用頻度が高いマクロです。
入出力対応フォーマットはAltium(プロテル、Tango)形式のみです。

1d.FIND_LIST_R*.xlsm
ネットリストから簡易部品リストを作成し既存ライブラリーのデータベースと比較
して新規作成しなければならないフットプリントの有無を調べます。
他のマクロから一部分の機能を抜き出したものです。

見積もり時に新規作成部品を素早くリスト化する時に便利な機能です。
入出力対応フォーマットはAltium(プロテル、Tango)形式のみです。
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1e.SPL_BOM_R*.xlsm
「Altium Designer」から出力されたCSV形式のSimple Bomファイルを読み込んで
項目を差し替えるマクロです。
最終Designatorを別の欄に太字で表示するので回路図の欠番をチェックすることが
可能で、回路図でDesignatorを追加する場合にも利用できます。

Designatorのアルファベット部分だけを抽出可能なので、コネクタ類でCNとJが混在
している場合にチェックすることができます。
Altium PCB用というよりはAltium SCH支援の趣が高いマクロです。

1f.ORCAD_BOM_R*.xlsm
Orcadで生成したBomファイルを読み込んで項目を差し替えるマクロです。
LIB検索_R*.xlsm(A4)の一部分の機能を独立させて簡略化したものです。

以前はOrcadで生成したBomファイルを読み込めるプログラムも存在していましたが
それもほぼ無くなったので要望を受けて作成したマクロです。
結果は単純なEXCELでA-D列の表になるだけなので、他で再利用することが目的です。

1g.NET_REF_R*.xlsm
ネットリストから簡易部品リストを作成しREF番号からアルファベットだけを
検出し、STEPファイル配置の見積りなどに貼り付けて利用します。

入出力対応フォーマットはAltium(プロテル、Tango)形式のみです。
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2.NET_NODE_CHG_R*.xlsm
支給されたネットリストのノードを使用部品で差し替えるマクロです。
但し、回路図によっては同じ部品でもページや場所でノード名の付け方が異なる
ものが混在している場合がありますが、それには対応できません。
直したい部品名だけを登録するのでネットリストに修正が入った場合も再編集は簡易です。
変換したDesignatorを右側の列に表示します。

入出力対応フォーマットはAltium(プロテル、Tango)形式のみです。

2a.NET_NODE_CHG2_R*.xlsm
支給されたネットリストのノードをチェックするマクロです。
ネットリストの怪しい部分はDesignator欄部分でハイパーリンクするようにしてあるので
問題があれば、そのネットリストを元回路図と照合する必要があります。
接続情報シートでも文字を赤の太字で表示させています。

入出力対応フォーマットはAltium(プロテル、Tango)形式のみです。

3.BOM_NET_COMP_ALL_R*.xlsm
支給された部品表と支給または生成したネットリストをクロスリファレンスに変換して
比較するものです。
また、「ORCAD」のBOMに対応しています。
左側に支給された部品表を項目に従って貼り付けます。
右側にネットリストを読み込んで整理し、両者を比較します。
フットプリントの置換も可能なので支給された部品表とネットリストを合成した
新しいネットリストも生成可能です。

対応フォーマットはAltium(プロテル、Tango)、テレシス形式です。

※
1-3のマクロを使用することで支給された部品表とネットリストの記載内容の
信頼度を上げてから次の4.のマクロを使用することをお勧めします。

4a.LIB検索_R*.xlsm
BOMからフットプリントとなる型番を拾い、それを事前収集した「Altium Designer」の
部品表のデーターベースと比較し、該当する型番の有無を調べます。
最初のシートでは生データの修正や「ORCAD」のBOMにも対応させています。

顧客の部品表を貼り付けてフットプリント名を差し替えることを目的にしています。
個別の「Altium Designer」のフットプリントのレポートファイルをまとめてデータベース化
する機能も有しいます。
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フットプリント名の差し替えは自動ですがその信頼度を○や◎で表示しています。

これまでで一番複雑なマクロなので使いこなしの難易度も高いものです。

4b.PARTS_FIND_DB_R*.xlsm
フットプリント名(部品)をネットリストからではなく既存部品のデータベースから検索する
マクロでA4aのLIB検索の簡易版です。
見積り作成時に重宝します。

5.PCBLIB_Rep_R*.xlsm
「Altium Designer」で動作する弊社のDelphiスクリプトで生成したCSV形式のレポート
ファイルからPCBLIB内の部品名の重複をチェックできます。
さらに型番検索ができるマクロです。
フットプリント内の高さやDescription欄や収録ライブラリ名も一覧でチェック可能です。
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6.SCh_PCB_PaP_R*.xlsm
「Altium Designer」のPCBにて個々の部品を移動させる前準備のマクロです。
SCHのDesignatorの座標と相関関係のある位置に移動させるための
ピックアンドプレースファイルを生成するマクロです。
「Altium Designer」のPCBにてこのファイルをロードして再配置を実現します。
ページ数が多い場合に威力を発揮します。(24ページまで対応)
パスコンとして利用することが多いチップコンデンサだけは半田面に自動で移動させること
が可能です。

使用方法
1.Altium SCHにてページ(数字)を事前に処理して出力できるようにする。
2.ファイル出力する順序はDesignator、Footprint、Comment、ページ数で出力します。
3.このマクロで読み込むと自動で整理します。
4.別途にネットリストを読み込むことでDesignatorを基準にしてFootprint、Comment
欄を差し替えます。

5.Altium PCBで読み込めば事前に基板外にロードしてある部品が自動で回路図に
準拠した位置に移動してくれます。

PDFの回路図からの利用も他のマクロと併用することで可能になりました。
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6a.SCh_PCB_PaP_N_R*.xlsm
6.に対して半田面にチップCを配置を一切考慮しない場合はPCB側からの
ネットリスト入力が不要なので、それに対応した簡易メニューにしています。

7.PCB_PaP_R*.xlsm
「Altium Designer」のPCBにて個々の部品を10mm間隔に配置するための
ピックアンドプレースファイルを生成するマクロです。
左から右に並びますがREF番号が100などのきりのいい点で折り返しながら整列します。
10mm間隔なので大きな部品は部分的に重複しますが後から取り分けできないほど接近
させていません。
配置動作は部品点数20000点までとしています。
主に、A6のマクロのようにAltium SCHを利用できない場合への対応です。

8.Sch_Pin_Num_R*.xlms
Altium SCHにて出力したCSVファイルから全ピン数を算出するマクロです。

9.Variant_SCH_R*.xlsm
回路図なしでAltium PCB側でバリアントとしてアレンジしたい場合があります。
バリアントに対応する為にダミーのSCHにPCB側のREF番号(Designator)と連動する
ようにWAS-ISファイルを生成するマクロです。

10.Parts_URL_R*.xkms
支給された部品表の資料をインターネットで探すためのマクロです。
複数のサイトのURLにリンクします。
どれでも駄目な場合は一番右の「Google」で検索してください。

調べたい型番リストをA列に貼り付けると自動で事前登録してある5つの検索サイトに
ハイパーリンクさせます。
後半にある括弧やカンマやスペースを無視して検索できます。
ハイパーリンクした項目をクリックすればブラウザが起動して検索サイトにその型番を
入力した結果が表示されます。
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11.Rats_DRC_R*.xlsm
ラッツネストをガーバーデータ化するマクロです。
DRCの未配線レポートに記載されている座標を元に線分を作成します。
Camtasticなどのガーバーデータと合成して印刷してください。

1.Altium PCBにて未結線時にDRCレポートを生成します。
2.未配線レポート部分をDRCシートに貼り付けます。
3.２つのパッドの座標をXYシートに生成し、それをガーバーデータ化します。
4.設計基準点を移動した場合はその座標を入力すればオフセットが掛かります。
5.生成したガーバーデータはAltium PCBでメカニカルレイヤにインポートするか
Camtasticで読み込んで合成して印刷します。
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B.基板設計中

1.BOARD_IDF_R*.xlsm
単純な基板外形の場合に使用する。左下起点にカスタムも用意しました。
複雑な外形の場合は、2度目のインポート時にパッド情報を反映しないで外形を別の
レイヤで目印とする為にトレースするなどすれば対応可能です。
IDFに精通された方に向けたマクロです。

2.NET_NET_COMP_R*.xlsm
支給されたネットリストと基板設計CADから出力されたネットリストを比較し
型番などをチェックをします。
一見、複雑な表に見えますが設計者自身が確認する分には問題はないでしょう。
レイアウト開始前後に利用すると型番の致命的な間違いを回避できます。
また、回路図から出力されたネットリストとその回路図を修正したネットリストも
このマクロで比較すると変更した部品の違いを比較することが可能です。
ネットリストコンバータでの比較や「AltiumDesigner」のECO機能に頼る前にこの
マクロを実行することにより事前に違いを設計者が把握でき安心感が持てます。
異なる部分の行だけを表示させたり、異なる部分を色分けしています。
最終的にAltium PCBから生成したファイルと元回路図とを比較することでエラーを見つ
ける最後の砦となります。

対応フォーマットはAltium(プロテル、Tango)、テレシス形式です。
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2a.OLD_NEW_NET_COMP_R*.xlsm
新旧二つのネットリストを比較することでREF番号の違いをチェックしセルを
色分けします。
(改版を想定した部分修正的な回路図の描き方の場合の比較)
初歩的な違いしか判別できませんが改版時に部品の増減がわかりやすくなります。
回路図の修正や見積もり時に便利な機能です。

対応フォーマットはAltium(プロテル、Tango)形式のみです。

3.BOM_NET_COMP_DES_R*.xlsm
支給された部品の項目(Designator)と、基板設計途中で「AltiumDesigner」から
生成したネットリストを比較します。
これにより、誤って削除するなどした部品のDesignatorを調べることが可能です。
設計中にDRCを掛けると多くのエラーがでて埋もれるので、このマクロは有利です。
大規模な機種では設計途中で、その時点で基板から生成したネットリストを複数回
読み込んでチェックすると安心できるでしょう。

対応フォーマットはAltium(プロテル、Tango)形式のみです。

4.WIRE_F_DEG_R*.xlsm
線路⾧と使用周波数により遅延角度を算出するマクロです。
From-To Editorから出力されたレポートファイルでWireによる遅延に関係ある
ネット名と線路⾧(mm)、つまりA,B列をコピーし、それと基板材質による定数と
使用周波数から遅延角度を算出します。
最小、最大値を自動で調べてその差から計算します。

結果は回路設計者と相談し調整が必要です。

5.PP_BOM_R*.xlsm
Copy Specialによって面付した図面のチェックをするマクロです。
部品点数が面付け枚数の倍数になることでチェックします。
「AltiumDesigner」のBOMでは基本となる部分しか出力されないので利用できません。
そこでPick and Placeのファイルから部品の個数を数えてエラーがないかを判断します。

6.PIK_ROUND_R*.xlsm
CSV形式のピックアンドプレースファイルを読み込んで座標を小数第3位で丸めます。
部品の回転角度Rotationが360度の場合は0度にします。
処理したファイルは同じパス内に*_RND.PIKで別名保存します。
「Altium Designer」のPCBにてこのファイルをロードして部品をその座標に微調整
できます。



- 11 -

ピックアンドプレースファイルがカスタマイズできるようになったバージョンには対応
していません。
このマクロではなく、Altium PCB側で動作するDelphiスクリプトで座標の丸めと回転角を
根本的に修正する手もあります。

6b.PIK_TB_R*.xlsm
CSV形式のピックアンドプレースファイルを読み込んで、LayerがTopとBotの2つに
分けて同じパス内に*.PIKで別名保存します。

併せて以下の処理をすることも可能です。
座標を小数第3位で丸めます。
部品の回転角度Rotationが360度の場合は0度にします。
AD16までとAD17以降とはフォーマットが異なりますがそれを同じフォーマットに
修正します。
BOT側の情報をBOT面視し、基板右などのX側のオフセット値で処理します。
(左右反転したような座標データとなります。ただし、回転角度Rotationは
未処理で、AD16以下ではこの反転処理には未対応です。）

7.NET_PIK_R*.xlsm
外部データからの改版またはPIKファイル作成をするためにネットリストから空の
PIKファイルを生成します。
支給されたPIKファイルからxy座標や向きや実装面を事前に手動で修正します。
このPIKファイルを利用して新たなPIKファイルを作成します。
Altium PCBにてここで生成したPIKファイルを読み込めば部品が移動します。
但し、「Altium Designer」は3種類のxy座標があるので大物部品などは矛盾がでる
場合もあります。
その場合は個々に事前に移動させておいて部品移動しないようにロックしておいて
ください。
現状では利用頻度が低いマクロとなっています。

8.COPY_PIK_A_TO_B_R*.xlsm
手動で作成したタブ区切りのWASISファイル(断片)から、旧PIKファイルと同じ配置に
する新PIKファイルを作成するマクロです。
WASISファイルファイルにないREF番号の行は削除するので他の部品には影響が
でません。
その為、この作業は断片的に何度か繰り返し部分修正をすることが可能です。

現状では利用頻度が低いマクロとなっています。
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C.基板設計終了後

1.NCD_DH_CHK_R*.xlsm
NCデータにてドリルのダブルヒットを検出するマクロです。
ダブルヒットした箇所がある場合はその座標を赤く表示します。
Altium PCB側でもエラーチェックが可能なので利用頻度が低いマクロとなってしまい
ました。

2.NET_DOUBLE_R*.xlsm
「Altium Designer」で基板設計後のパターンから出力したネットリストでノードに
重複がある場合に使用するマクロです。

重複したノードがあるとネットリストをチェックする場合にエラーとなります。
多く存在するその部分を削除することでネットリストのチェックがスムーズになります。

3.NET_Node_Comp_R*.xlsm
二つのネットリストから接続ネット名を無視して構成パッド(REF番号+ノード)だけを
一列にリスト化しそれを比較することで増減を調べるマクロです。

改版時にREF番号を考慮した(REF番号の再割り振りをしないで処理)回路図のネットリスト
同士を比較すれば部品の増減がパッドレベルで判定可能です。

B2aの「OLD_NEW_NET_COMP_R*.xlsm」のREF番号の比較と併用すれば回路図の変更
箇所などが理解しやすくなります。
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D.IDF関連マクロ(3D)

1.IDF_RP_R*.xlsm
IDFにてCommentに対応する項目が無い箇所をFootPrintに差し替えて3DCADでの
エラーを回避します。
Ver.3規格にて部品の高さ関連の項目にオフセットがある場合は0mmに修正します。
IDFの*.PROファイルよりBOMを作成します。
CADのBOMに似ていますが相手先からBOM情報がもらえない場合に有効です。
他のIDF関連マクロで検索する場合にもこの項目を使用できます。

2.IDF_DB_R*.xlsm
「SolidWorks」にて3D部品を新規作成することになりますが型番で既存の3D部品を
検索し存在の有無を調べます。

「CircuitWorks」に「SolidWorks」で作成した3D部品を手動で登録するのはかなりの
手間が掛かるものです。
「CircuitWorks」に登録済の情報を一旦CSV形式にてエクスポートし、それにファイル
のフォルダー情報とBOMを参考にして追記します。
その更新されたCSVファイルを「CircuitWorks」にインポートすることで3D登録部品の
データベースの更新をします。

3.IDF_STEP_R*.xlsm
STEPファイルがPC内にあるかどうかをIDFから生成したBOMから検索し収集します。
検索したSTEPファイルを1つのフォルダにコピーする機能があります。
一つのフォルダに移動したSTEPファイルをPCBLIBにスクリプトで貼り付けることが
可能です。

見積り機能を追加しました。
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Appendix

A.PDF_OnLine
0.機能
回路図のPDFをアップロードしてその中からDesignatorなどの文字列を抽出したものを
加工するマクロです。
これを更に別のマクロで加工することでAltium SCHから出力したリストと同じように
回路図内でのDesignatorの座標を利用するものです。

1.使用方法
＜ オンラインサイトでの手順 ＞
マクロ内でハイパーリンクしてあるサイトにアクセスします。
上段にPC内のPDF出力された回路図をアップロードします。
PDFは単体でも複数ページのどちらにも対応しています。
PDFファイルを指定し終わったら「Load PDF」ボタンを押します。
アップロードが完了すると中段の四角枠が黒から赤に変わります。

中段にて、複数ページの場合はページを指定します。(単体の場合はそのまま)
「Apply」ボタンを押します。

テキスト抽出が終わると下段の四角形が黒から赤に変わります。
CTRL+Aにて、すべてを選択後にこのEXCLEマクロにコピーします。
できれば、テキストエディタでファイルとして保存し管理した方がいいでしょう。

＜ マクロ自体での手順 ＞
そのテキストを「DATA」シートにA列から順に貼り付けてください。
複数ページの場合はA列が1ページでB列が2ページ目のように順次に判断します。
「MENU」シートのテキストの「加工と集計」ボタンを押します。
(貼り付けたテキストの先頭にページ数を割り付けるので再度ボタンを押すと処理済
ということで禁止にしてあります。その場合は、再度の貼り付けが必要です。)
「集計」シートに複数ページの場合は結合してA-D列としてテキスト加工されます。

これを別のマクロに読み込んでPIKファイルを作成します。
余計な文字列はそのマクロ内で利用するネットリストのDesignatorだけを利用するの
問題ありません。

Altium PCBで既に部品を基板外にロードして配置されてものに、そのPIKファイルを
ロードすることで部品を移動します。
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B.Orcad_PIK
0.機能
Orcad回路図の中から出力されたREF番号(Designetor)のXY座標*.EXPファイルを加工
するマクロです。
Altium SCHから出力したリストと同じように回路図内のREF番号(Designetor)の座標を
利用するものです。

1.使用方法
出力された*.EXPファイルを指定すれば自動でテキストを加工します。
REF番号(Designetor)のXY座標は左下基準では無くて左上基準なので変換することで
他のものと併せています。

これを別のマクロに貼り付けてPIKファイルを作成します。
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修正履歴
Rev. 2.9 テキスト版を一太郎に移植
Rev. 3.0 Appendix項目を追加
Rev. 3.1 画像を追加
Rev. 3.2 C3の機能を追加(一太郎版になって最初の項目の追加)
Rev. 3.3 表示画像を追加


