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はじめに
PADS ユーザーコミュニティの皆様には、Mentor Ideas ウェブサイトにおいて数多くの製品
改善のご提案をしていただいています。PADS9.3 の機能強化の一部はこれらのご提案から
採用させていただいています。アイディアの投稿や提案されたアイディアへの投票をしてくだ
さった皆様、コメントやアドバイスを投稿して他のユーザーを手助けしてくださった皆様、あり
がとうございました。皆様のフィードバックのおかげで PADS チームはお客様にとって何が
重要かを把握することができました。

新規機能
本リリースでは以下の新規機能が追加されました。


LP ウィザード
コートヤードは、「丸め位置」値が 0.1 ミリ（単位がミリまたはミクロンの場合）または
4 ミル（単位がミルまたはインチの場合）より大きい場合を除き、「丸め位置」の値で
丸めるよう修正されました。



ECAD/MCAD コラボレーター
電気 CAD とメカ CAD 間で XML データを共有することにより、コラボレーションが
非常に簡単になりました。また ECAD および MCAD ユーザーはそれぞれのツール
環境でデータを表示することが可能です。いずれかのシステム上でエンジニアが
提案した変更を両方のシステムで表示でき、承認または却下できます。
ECAD/MCAD コラボレーターを使用すると、情報共有が非常に簡単になるだけでは
なく、より正確なコミュニケーションと製品開発のスピードアップを図ることができます。
ECAD/MCAD コラボレーターでは新たな ProSTEP 標準を使用しており、メカ CAD
と電気 CAD グループ間での新たなレベルのコラボレーションが可能になりました。
現在、ProEngineer もこの標準をサポートしています。
ECAD/MCAD コラボレーターは追加オプションです。詳細は弊社の営業担当にお問
い合わせください。



3D Viewer の機能向上
3D Viewer で ECAD/MCAD コラボレーターをサポートしました。実装部品に対する
操作は PADS Layout およびコラボレーターの両方で動的に表示されます。静的
モードで詳細（配線、ビア、ベタ）を表示することもできます。
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差動ペアの円弧作成
対話型配線中に差動ペアに円弧を追加する機能が PADS Router で追加されました。
差動ペアが「ジョイン」モードで、「個別に配線」で配線された場合にサポートされます。
動作は、シングルネットの対話型配線の「円弧追加」機能と同様のものになります。



Expedition データベースの PADS Layout へのインポート
PADS Layout のデータ入力機能で、Expedition PCB データベースをサポートしまし
た。



LP ウィザードおよび関連ライブラリの PADS インストールへの追加

PADS インストールメディアに LP ウィザードが追加されました(ライセンスは別途必要です)。
また、LP ウィザードで作成された 11,500 以上もの部品形状が PADS フォーマットで使用
できます。
注意： LP ウィザードが正しく動作するには、.NET 2.0 のインストールが必要です。LP ウィザ
ードをインストールしても正しく起動しない場合は、 Microsoft のウェブサイトから.NET 2.0
フレームワークをインストールしてください：
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8eddaab15c5e04f5&displaylang=en

EE 7.9.1 Update 1 のコンポーネント（DxDesigner など）は PADS 9.3 リリースに含まれて
います。
新規機能の詳細なリストについては、SupportNet のダウンロードページで PADS 9.3
Release Notes をご覧下さい。

オーソライゼーションコード
本リリースではオーソライゼーションコード(ライセンスファイル)の変更の必要はありません。
ただし、Exact Access（エグサクト・アクセス）の日付は 2010.12 に更新されています。Exact
Access (エグザクト・アクセス)の日付の詳細については、以下の SupportNet ページをご覧
ください。
http://supportnet.mentor.com/about_jp/other-info/exact_access.cfm

下記の SupportNet ページから最新のオーソライゼーションコードのコピーをダウンロードで
きます。
http://supportnet.mentor.com/myaccount_jp/index.cfm?fa=user.authCodeForm
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オーソライゼーションコードは、SupportNet で「その他の情報」からご確認いただけます。
http://supportnet.mentor.com/japan/index.cfm

ライセンスに関する追加情報は、Licensing Mentor Graphics Software マニュアルをご覧
ください。
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インストールに関する情報
PADS 9.3 は旧 PADS リリースとは別のインストールとなり、より簡単にインストールが行え
るよう、新たなインストール方法を採用しています。Layout および Router 設計用のデータベ
ースと ASCII フォーマットは変更されています。PADS ライブラリフォーマットは変更ありませ
ん。PADS Logic ASCII およびデータベースは PADS 9.x と変更ありません。PADS9.3 用
のインストールパスは今までと同様に C:\MentorGraphics ですが、既存のインストールの上
書きを防ぐために新規フォルダが使われます。PADS9.3 は固有の
C:\MentorGraphics\9.3PADS フォルダにインストールされ、旧 PADS インストールは上書
きされませんが、PADS9.3 をインストールする前に既存の PADS インストール、設計、ライ
ブラリをバックアップする必要があります。PADS 9.3 ベータプログラムをご使用の場合、ベ
ータ版ソフトウェアをアンインストールしてから、リリース版の PADS9.3 をインストールしてく
ださい。
インストールに関する追加情報は、以下をご覧ください：


PADS Installation Instructions (PADS_9.3_install.pdf) ：インストーラーの Readme
ファイルから、または DVD の最上階層からご覧いただけます。



Managing Mentor Graphics PCB Systems Software (manage_sw_pads.pdf)
マニュアル：インストーラーの Readme ファイルから、または DVD の最上階層からご覧
いただけます。



インストールソフト内のヘルプ

サポート情報
本リリースに関するご質問がありましたら、SupportNet にログインしてください。下記サイト
にて、技術的ソリューションの検索やドキュメントの閲覧、オンラインでのお問い合わせが
可能です。
http://supportnet.mentor.com/japan/

現在、保守契約を結んでおり、まだ SupportNet アカウントをお持ちでない場合は、申し込み
フォームにご入力いただくだけで、簡単にご登録いただけます。
https://supportnet.mentor.com/user_jp/register.cfm

カスタマーサポート窓口は、下記弊社ウェブサイトに記載しています：
http://http://supportnet.mentor.com/contacts_jp/
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