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部品データ管理の基礎

Clive “Max” Maxfield による部品データ管理の基礎
部 品 デ ー タ 管 理 （ CDM: Component Data
Management）の本質や重要性がよく分からない電⼦
設計エンジニアの⽅は、ぜひ、この⽂書を読んでくだ
さい。
まず、CDM とは何かを正確に定義する必要がありま
す。前提として、プリント回路基板の設計と組み⽴て
という⽂脈での CDM を対象としていきます。
回路基板は、⼤⼩に関わりなく、抵抗、コンデンサ、
コイルなど、多数の部品を搭載します。後述のとおり、
CDM とは、ごく簡単に⾔えば、基板の開発プロセス全
体を通して、PCB で使⽤する部品を管理するプロセス
のことです。まず、元となる部品を設計エンジニアが
選択し、基板レイアウト、検証、部品調達、製造設計
と続き、最後に基板への実装と組み⽴てを⾏います。
CDM の重要性
回路基板の設計者は、必ず何らかの形で CDM を⾏い
ます。最悪の場合、⼿元にあるのは部品の名前、数、
パッケージの種類、販売代理店が記載された紙の⼀覧
だけで、しかも古くてすり減った鉛筆で書き込んであ
ることも考えられます。もちろん、これは想定できる
最悪のケースです。ミスが発⽣する可能性が⾼く、エ
ンジニアチーム内でデータベースを共有することも
できません。しかも、その紙をなくしてしまったら、
どうすることもできません。
改善の次のステップは、コンピュータで読み取り可能
な形式の⽂書（スプレッドシートなど）に変更するこ
とです。基板設計/実装チームの全メンバーが簡単に
共有しアクセスできるようになります。
しかし、それでもまだ誤りの可能性はゼロにはなりま
せん。誰かがスプレッドシートの変更報告を怠たり、メ
ンバーによって複数のコピーや異なるバージョンを使
⽤していることが考えられます。

「後述のとおり、CDM とは、ごく簡単
に⾔えば、基板の開発プロセス全体を通
して、PCB で使⽤する部品を管理する
プロセスのことです。」
- Clive “Max” Maxfield
（クライブ・マックスフィールド）

「よくあること」として⽚付けられているケースも多
いでしょう。⼀⾜⾶びに進むと、最先端の⼿法は、基板
設計と開発フローのあらゆる側⾯をカバーする本格的
な CDM システムを採⽤することです。このシステム
では、必要な部品関連情報のすべてにアクセスでき、
情報を必要とする全員にすべての適切な部品データ
へのアクセスを提供し、変更が⾏われた場合は全員に
通知します。
CDM のメリット
最先端の CDM システムを採⽤すると、どのようなメ
リットがあるかについて説明します。
第⼀に、基板設計と実装フローの全体で効率性と⽣産性
が向上します。その要因の 1 つは、複数のメンバーが同
じデータを何度も⼊⼒する必要がなくなることです。
もう 1 つは、そもそも避けられたはずの部品の問題を解
決するために、同じメンバーが繰り返し作業する必要が
なくなることです。
第⼆に、コストを⼤幅に削減できます。既に述べた点に
よって、コスト削減が可能になることは明らかです。
これ以外に、設計エンジニアが低価格の部品を探して
選択できることも、コスト削減に寄与します。同様に調
達チームも、コストや部品の⼊⼿に関するすべてのデ
ータにアクセスできます。
類似の部品（例えば、同⼀のシリコンチップだがメーカー
が違う 2 つのバージョン）を複数の基板で使う場合は、
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部品データ管理システムにより、すべての基板で同じ部
品を使うようにできます。しかも、⼤量に購⼊すること
で調達チームの交渉⼒が⾼まり、いずれもコスト削減と
利益率の改善を可能にします。
もう 1 つの利点は、最終製品の信頼性の向上です。最
新の CDM システムを使えば、全員が正しいデータを
利⽤し作業ができます。例えば、誰かが許容誤差が異
なる別の部品に交換した場合、関係者全員に通知され
ます。この通知は、検証チームに新しい部品の許容誤
差を考慮した基板の再検証を促します。これにより、
計画どおりに基板が動作し、最終的に市場に投⼊した
際も不運なエラーが避けられます。上記の点すべてが、
プロジェクトに関係するリスクやエラー発⽣の低減に
寄与します。最後に⼤切な点ですが、最新の CDM シ
ステムを使うことで、予期しない部品交換や基板全体
のリスピンによるコスト増⼤や遅延を招かずに、計画
どおりに基板を製造し組み⽴てることができます。
その結果、市場投⼊までの時間だけでなく、利益を上
げる時間も短縮できます。これは重要なことです。
理想的な CDM 配置
理想的な形で CDM を配置するには、データベースが重
要です。データベースはクラウド、つまり、世界中の協
⼒企業も含めて回路基板の開発チームのメンバー全員
がアクセスできる保護されたクラウドサーバーにある
のが理想です。
次に、選定した各部品をメーカーの部品番号、コス
ト、許容誤差、動作温度範囲など、部品に関連する
パラメータ情報とともにデータベースに格納します。
このデータには基本的に、エンジニアが作業中の基
板に適切な部品を決めるのに必要なすべての情報を
含めます。
次のステップは、既存のすべての回路図シンボルをデ
ータベースにインポートすることです。それから、す
べてのレイアウトのフットプリントをインポートし、
適切な回路図シンボルに関連付けます。同様に、すべ
てのアナログ/デジタル・シミュレーション・モデル、
RF シミュレーション・モデル、シグナル・インテグ
リティ・モデルなどをインポートします。
⼈員配置
細かい話に進む前に、重要な役割を果たす 2 つの役
職（⼤規模な組織の場合はチーム）を紹介します。
まず、ライブラリ管理者です。ライブラリ管理者は、
レイアウトのフットプリントと対応する回路図シン
ボルなど、あらゆる⾯ですべての部品を確実に同期
する業務を⾏います。さまざまな属性、パラメータ、
シミュレーション・モデルなども同期します。
次は、部品エンジニアです。部品エンジニアの仕事
は、必要な部品を評価したり、必要に応じて代替品
を選定することです。

さらに、部品エンジニアは、レイアウトのフットプリン
トやシミュレーション・モデルなど、部品に関する必要
なデータをすべて⼊⼿し、ライブラリ管理者と協⼒し
て部品をデータベースに統合します。

OrCAD Component Information Portal（CIP）の例

ダイナミックな部品データ
ここで重要なのは、データベースに格納したすべての部
品データは、⽐較的変更が少ない「スタティック」デー
タとして分類されることです。理論的には、スタティッ
クな部品データの上に、もう 1 つのレベルのダイナミッ
クなデータを重ねることも考えられます。
ここで想定しているのは、部品の現在の⼊⼿可能性、⼿
持ち在庫の数量、購⼊可能な数量などの問題を扱うこ
とです。また、部品の現在の価格や安価な代替品の有無、
部品がすでに⼊⼿不可であったり、近いうちに製造中
⽌になる予定がある場合の代替品の有無も考えなけれ
ばなりません。
ほとんどの場合、このようなダイナミックなデータは、企
業レベルの製品ライフサイクル管理システムや販売店の
データベースなど、別のソースにあります。⼤切なのは、
部品に関するスタティックなデータとダイナミックなデ
ータの両⽅を利⽤できるようにすることで、設計エンジニ
アが設計に最適な部品を選択し、調達チームが仕⼊れを⾏
い、製造部⾨が製造ラインの準備を開始できるようにする
ことです。
もう 1 つの側⾯として、複数の設計ツールと管理ツール
を CDM システムに統合することが考えられます。例え
ば、設計エンジニアが部品を探す場合、回路図キャプチ
ャ・システムのローカルなデータベースを検索するので
はなく、部品に関連付けられたすべてのスタティック/
ダイナミックなデータにアクセスして、⽬標達成に必要
な最善の選定を可能にすることです。
サンプル・シナリオ
部品データ管理システムを導⼊した場合のいくつかの
運⽤シナリオについて考えてみましょう。最初は設計
エンジニアです。前述したとおり、設計エンジニアは、
回路図をキャプチャする際に、作業中の設計に最適な
部品を選択するためにすべてのスタティック/ダイナミ
ック情報にアクセスできる必要があります。
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必要な部品がすべてデータベースに登録されている状
態が望ましいですが、実際はそれほど簡単ではありま
せん。適切な部品が⾒つからず、新しい部品をリクエス
トして、データベースで利⽤できるのを待っている間、
プロジェクトが⽌まってしまった、というシナリオが
考えられます。
エンジニア⾃⾝がウェブで適切な部品を検索し、部品に関
連するパラメータデータや回路図シンボルを⾃動的にイ
ンポートできれば、このシナリオの改善になります。部品
を⾃動的にインポートする機能は、⼿動⼊⼒による転記ミ
スを排除できます。インポートした部品には、データベー
スで「正式な承認待ち」のフラグが付けられます。設計エ
ンジニアは、部品エンジニアやライブラリ管理者による承
認や代替品への置き換えを待ちながらも、作業を続⾏
できます。回路図がレイアウト設計者と検証エンジニ
アに渡されると、CDM システムは、各グループが直ち
に必要なデータにアクセスでき、また正しいデータと
古いコピーを区別できるようにします。
調達チームのメンバーは、全プロセスを通して状況を監視
することで、すべての必要な部品が適切なタイミングで⼊
⼿可能であるように⼿配でき、複数の設計プロジェクトで
共通の部品を使う場合は、スケールメリットによるコス
ト削減を最⼤限に発揮できます。

まとめ
現在さまざまな CDM ソリューションが⼊⼿可能です
が、世界中の数百のお客様に導⼊していただいている
OrCAD の CDM ソリューションには、他社の CDM ソ
リューションと⽐べて多くの独⾃の優位な点がありま
す。集中管理型データベースへのアクセスにより、部品
データを適切に管理できます。また、最初から 5,000
部品を含むライブラリが搭載されており、データベー
スにゼロからデータを登録する作業が不要です。導⼊
後すぐに、同時に 6 つの⼤⼿部品販売代理店で要件を満
たす部品を検索し、コストや数量などの在庫情報を含むパ
ラメータデータをデータベースに直接ダウンロードでき
ます。⼿動で⼊⼒する必要はありません。
OrCAD Component Data Management™（CIP）は、
OrCAD® Capture CIS のユーザーが即座に利⽤可能
な包括的な部品データ管理環境を提供します。CIP は、
効率的な部品管理プロセスの導⼊に対する壁を取り
除き、設計チームが共有部品データベースの利点を、
簡単にかつ⾼いコストパフォーマンスで最⼤限活⽤
することを可能にします。

重要なポイントは、本⼈の作業に関係ないデータを不要な
ユーザーに渡さず、デフォルトでは各作業に適切な情報だ
けを利⽤できるようにすることです。
設計エンジニアが代替部品を選択するなど、誰かが部
品の変更を⾏うと、⾃動的に関係者全員に通知され、検
討と確認が⾏われます。
最後に、基板の製造と組み⽴ての段階に⼊ります。部品
データ管理を利⽤しないシナリオとは異なり、最新の
CDM システムを利⽤すれば、この段階で問題は発⽣し
ません。⼀⽅、製造チームが許容誤差、フォームファク
ター、その他の特性が少しでも異なる代替部品への交換
が必要と決定した場合、CDM システムはこの決定を会社
全体に通知し、協議を促します。これにより、最善の決定
が⾏われ、⾼品質の基板を低コストかつタイムリーな⽅法
で製造できます。

図は、OrCADComponent Information Portal（CIP）
における部品情報へのアクセスの⽅向を⽰しています。
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