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プリント基板製作
超入門フルセットDVD
2018 年度の定番ツールと音声入り操作ムービを厳選収録！
付録

最新 KiCad 5.0 収録！ 2018年度版 別冊 安全・確実につなぐ！
DVD - ROM プリント基板開発DVD 付録 あなたの知らないコネクタのお話
① KiCad Version 5
［最新版］

回路シミュレーション，
Eagle インポート，
3D CAD 連携ほか

② お手本ムービ全20 本

プリント基板データ作りA to Zほか

③ 回路/ 熱/ 電磁界シミュレータ，
3D CAD
ほか

・図解！車載用コネクタの
構造
・医療用コネクタとケーブル
の性能
・安全に欠かせない航空機用
のコネクタ
・コネクタの基礎知識

・端子の材質と構造のお話
・断面写真で見る！
プロの圧着技

・脱着可能と安定接続を両立する
コネクション・テクノロジ

読者プレゼント 1名様 1ケタ上の性能を狙う！ プリント基板開発セミナ
マイコンやパソコンを使わないスタンドアロン型

パターン・センサ付き！
1〜 8m/s の微風速 LEDレベル・メータ
ほかにもあります

詳細はp.109，p.141，p.207 へ
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（1） 実習・KiCad を利用した
回路設計から始める電子基板開発
講師：藤野 裕之 7 月1日

（2）RLC の基本からはじめる
高精度プリント基板設計技法
講師：石井 聡 11月予定

詳細▶http://seminar.cqpub.co.jp/
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特集 プリント基板製作 超入門フルセットDVD
第 1 部 プリント基板製作 初めの一歩
イントロダクション① ①最新 KiCad ver.5

②トコトン解説ムービ 20 本

③実践教科書

36

いい道具といい教科書でロケット・スタート！ プリント基板超入門

編集部
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付録 DVD−ROMのコンテンツ＆使い方

編集部

38

これが作れたら一人前！ 先輩のプリント基板拝見

漆谷 正義

40

回路図入力から！ プリント基板ができるまで

山田 一夫

42

はじめませんか？プリント基板ネット通販生活

善養寺 薫

44

末永くお付き合い！ 基板開発ソフトウェアKiCad Version 5 誕生

常田 裕士

イントロダクション②

Appendix 1 電流の大きさや部品実装のしやすさを考えた工夫がいっぱい

Appendix 2

Appendix 3 でき立てホヤホヤ自宅にお届け！

Appendix 4 電子回路シミュレーションから 3D ケースまでワンストップ設計

第 2 部 プリント基板マスタへの道 秘伝15 技
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其の9

オームの法則「V ＝IR 」で基板を読み解け

73

激白！ プリント基板はコンデンサなのだ

78

其の10
其の11

石井 聡

離れていても空中でつながる！「寄生相互インダクタ」をやっつけろ
性能に大差！ 電子回路のお財布「パスコン」はすぐに取り出せる所に置け

電子回路のパフォーマンス・キラー「寄生コンデンサ」 87

アナログ回路様に行きと帰りの電流専用通路をご提供

電子回路の足を引っ張る「寄生コンデンサ」をやっつけろ

92

プリント・パターンはRLC 回路網！ 電子回路シミュレータで解読せよ

激白！ プリント基板はインダクタなのだ

96

電流に立ちはだかる「寄生インダクタ」をやっつけろ

98

アクロバット空中結合！「寄生相互インダクタ」を探し出せ

102

基板は磁束まみれ！ プリント・パターン製ループ・アンテナの実験

其の12
其の13
其の14
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たった1cmが命取り！ マイクロ・ボルト高精度アンプのGNDパターン
ゴミ箱じゃない！ ベタ・グラウンドに流し込む電流を分別せよ
高抵抗パターンは超繊細！ 専用ガードマンをつけて守ってあげる
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