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Altium Designer ～ 次世代の統一設計環境 ～

Altium Designer は、 組込みソフト開発・ FPGA 論理設計・基板回路図設計・ 
PCB レイアウトといったエレクトロニクス製品の開発工程全体を統一環境下で 
実現できるアプリケーションです。 従来の境界を越えて、 単一で統合された環境内で 
柔軟に製品開発を行なう事で、 作業を効率化し設計期間の短縮につながります。

創立当時から変わらないポリシーを

貫き、 “使いやすさ” を重要視した

Windows ベースのオープンプラット

フォームを採用しています。

組込み 
ソフト

FPGA 
論理

基板回路
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データベースの一元化
Altium Designer では、 全ての設計工程を 「プロジェクト」 とし

て管理しています。 各設計データの同期をとり、 差分管理を

行なっています。 これまでの手動で行なっていた異なる設計

環境間のデータ移動を、 Altium Designer が自動で行います。

ファイル管理
ファイル単位でのバージョン管理機能が標準で装備されていま

す。 上書き保存するたびに、 日時の記録とバージョンを追加

します。 単にバージョンを追加していくだけではなく、 バイナリ

単位で差分を比較する事で、 変更点の確認を行なう事ができ

ます。 ファイル毎に手動で管理する作業工程を削減し、 効率

的なデータ管理に役立ちます。

ドキュメント作成
プロジェクトに関連する全てのドキュメント出力を容易に制御で

きます。 製造工程に必要なファイルや管理に必要なデータな

ど、 PDF 化はもちろん印刷指定など、 直感的な画面で操作で

きます。 また、 ファイルに設定情報を保存する事で、 ファイル

化や印刷処理の手間をかけずに一括実行できます。

統一設計環境

基板回路

組込み 
ソフト

FPGA 
論理

PCB



4

Altium Designer の回路図エディタは、 部品配置から回路図編集、 
データ出力まで、 容易に基板回路図の設計作業を行なえるツールとなっています。 
また、 関連する FPGA データや PCB データとシームレスなリンクをとっています。

• 基板回路図設計機能を標準サポート

• 統合ライブラリによるライブラリの一元管理

• 容易な回路図設計

• 設計資産の流用機能を充実

• 回路図検証機能の充実

• FPGA / PCB データとのシームレスな連携

• 他社 CAD との連携

統合ライブラリによるライブラリの一元管理
Altium Designer には、 約 8 万点の部品ライブラリが標準装備され、 
基板設計に必要な情報をパラメータやモデルとして回路図シンボルにリンクされています。

基板回路図

基板回路図設計機能を標準サポート

シンボル入力 回路図設計

デザインルール シミュレーション

検図 部品表
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容易な回路図設計

• パネルを使用して簡単に編集可能

ライブラリの作成では、 SCHLib パネル上でコピー & ペーストに

よるシンボルの簡単作成ができます。 Inspector パネルを使用

する事で複数オブジェクトの一括編集も可能です。

• 異なる信号線を束ねるシグナルハーネス

異なる信号線を一つのシグナルハーネスとして表現する事で、

配線の時間を大幅に減少できます。

回路図検証機能の充実

• オンライン デザイン ルールチェック機能をサポート

接続などオンラインでデザインルールチェックが実行され、エラー

箇所は回路図上に示されます。 回路図を作成しながらエラー

箇所を瞬時に確認することで設計ミスを防ぐことができます。

• ネットのファンアウト先を容易に確認できるマーカ機能

ファンアウト先を同じ色で表示します。 検索機能を使用せずに

簡単にネット検索ができます。

• ポートの接続先シートをリスト表示する接続インサイト

カーソルをネット上に移動するだけで関連する接続先の回路図

シートをリスト表示し、 回路図を開かなくても接続先シートを確

認できます。

• SPICE モデルを使用した回路シミュレーション

デジタルアナログ混在シミュレーションの実現が可能です。

• 回路図レベルの伝送線路解析

IBIS モデルを使用した伝送線路解析が可能です。 PCB データ

が無くても、 伝送線路上の反射確認ができます。

複数の信号線を 
1 つのラインとして 
束ねる

配線作業が 
大幅に軽減
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設計資産の流用機能を充実

• 回路図ブロックを簡単流用できるスニペット

使用頻度の高い回路図ブロックをスニペットとして登録し、 ライ

ブラリ感覚で使用できます。

• 回路図シートを簡単流用できるデバイスシート

登録したディレクトリに回路図シートを保存するだけでデバイス

シートとして使用できます。 流用先で編集不可に設定する事も

可能で、 編集内容はリアルタイムに流用先に反映されます。

FPGA/PCB データとのシームレスな連携

• 基板回路図と PCB データ間のクロスプローブ機能

部品の配置や配線状況を確認できます。

• ルール指定が可能な PCB レイアウトディレクティブ

PCB のレイアウト時に必要なデザインルールを回路図上に配置

が可能です。 回路図上にデザインルールを配置することで設

計指示書の枚数を減らせます。

基板回路図
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PCB

基板設計 ( ボードレイアウト ) 機能は、 Altium Designer Summer 08 拡張セット 
（Extended features set) のメイン機能です。 デザインルールに遵守した環境で 
設計作業が進められます。 また、 FPGA データや基板回路図データとシームレスな 
連携をとっています。 更に、 メカ CAD とのインターフェースが可能です。

• ボードレイアウト機能を標準サポート

• 充実した編集機能

• 高速信号にも対応した PCB デザインルール

• 操作性を重視した配線機能

• 伝送線路解析機能の標準サポート

• FPGA / 基板回路図データとのシームレスな連携

• 他社 CAD との連携

• 豊富な種類のデータ出力をサポート

• メカ CAD との連携

充実した編集機能

• パネルを使用した簡単編集

インスペクタパネルやリストパネルを使

用する事で複数オブジェクトの一括編

集が簡単にできます。

• TrueType フォントのサポートにより日本語使用可能

PCB データに日本語文字の貼り付けが

可能です。

• コンポーネント外形による 3D データのリンクや 
 割付が可能

STEP モデルの使用は

もちろん、 STEP モデル

がない部品には簡単

に外形を指定する事

ができます。 立方体だ

けではなく球体や円筒

形の指定もできます。

• 半田フィレットを考慮した IPC フットプリントウィザード

IPC フットプリントウィザードでは、 部品のデータシートに記載さ

れている数値のみを入力することで半田フィレットを考慮した

パッドを自動生成できます。

ボードレイアウト機能を標準サポート

レイヤ構成 基板外形入力

3次元データ 配置

配線 伝送線路解析

実装用データ出力 CAMデータ
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高速信号にも対応した PCB デザインルール

• クエリを使った詳細設定

クエリを使用することでネットやレイヤなどルールを指定する範

囲を設定できます。

• 高速信号用のデザインルール

インピーダンス指定はもちろん、 差動ペアの配線長差の許容

値の指定やスタブ長など指定ができます。

伝送線路解析の標準サポート

• レイアウト情報を含んだ伝送線路解析

基板の層構成、 板厚、 比誘電率、 配線幅などレイアウト情報

を含んだ伝送線路解析ができます。 信号の反射だけではなく

クロストークの解析も可能です。

豊富な種類のデータ出力をサポート

• 製造や実装に必要な様々なタイプのファイルをサポート

 プリントプレビュー / スマート pdf

　　  製造用データ出力　　　　 

   - ガーバー

　　　　 - NC ドリルデータ

　　　　 - ODB++

　　　　 - その他

　　  実装用データ出力

　　　　  - 部品位置情報ファイル

　　　　  - その他

操作性を重視した配線機能

• インタラクティブ配線

障害物を押しのける押しのけ配線やワンクリックで配線を行なえ

る自動配線機能のサポートにより配線時間を軽減できます。 ま

た、 複数トラックを一度に配線できる束配線、 差動ペア配線も

標準でサポートしています。 また、 配線後に配線長を調整する

インタラクティブ配線長チューニング機能も用意しています。

PCB
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• BGA のファンアウト配線

BGA パッケージの外形まで配線を自動

的に引き出すファンアウト機能をサポー

トしています。 ファンアウト機能を使う事

で配線だけではなく基板層数の見積もり

にも活用できます。

• レイアウトを考慮したピンスワップ / パートスワップ機能

ネットが最短になりクロスしないようにピン配置を最適化するピン

スワップ機能や部品配置後にピンの配置を交換する事でパート

の変更が可能なパートスワップ機能をサポートしています。

FPGA / 基板回路図データとの 
シームレスな連携

• 基板回路図とのクロスプローブ

クロスプローブ機能を使用することで、 部品の配置や配線箇所

の確認が用意になります。

• FPGA に関係するデータの差分を管理できる 
 FPGA ワークスペースマップ

FPGA ワークスペースマップでは、 PCB・基板回路図シンボル・

FPGA の制約情報に含まれる　ピン番号や IO タイプの差分管

理が行なわれ、 矛盾点のアラーム表示はもちろん、　矛盾点

の相互更新作業を行なえます。 データ上書きのミスや連絡ミ

スを防ぐことで　より効率的な設計ができます。

メカ CAD との連携

• STEP モデルのリンク

    筐体のモデルを STEP モデルで取り込み、 部品の高さな

どクリアランスのチェックができます。
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マルチベンダサポート

• マルチベンダサポート

Actel®、Altera®、 Lattice®、Xilinx® 社の FPGA/CPLD をサポー

トしています。

• FPGA ベンダに依存しない FPGA 論理設計用の 
 ライブラリ

論理設計時には FPGA ベンダやデバイスを気にすることなく、

設計をはじめる事ができます。

マルチアーキテクトをサポート

• 様々なプロセッサアーキテクトをサポート

CoreMP7、 MicroBlaze ™、 Nios® II、 MIPS　R3000 の 32 ビッ

トプロセッサコアをはじめ、 Z80、 PIC などの 8 ビット系マイコンも

標準装備しています。

• 統一バス規格の採用

互換性を持たせる為に用意されたプロセッサコアは全て、 統一

規格でありオープン規格でもある Wishbone バスを採用していま

す。周辺回路の変更なく、プロセッサコアを気軽に変更できます。

容易なデザイン入力

• 無償提供のペリフェラル IP
CAN、 I2C、 DAC、 Ethernet MAC、 USB Controller、 VGA 
Controllerなど多数のペリフェラルを IPとして標準装備しています。

• OpenBus システム

マスタとスレーブの関係を示すだけで簡単に FPGA の論理設

計ができます。

FPGAと組込みソフト

Altium Designer は、 FPGA / CPLD の論理設計はもちろん、 FPGA に搭載する 
組込みソフトの開発も行なえます。 FPGA を動作させる為に必須のプラットフォームとなる 
基板 ( 基板回路図と PCB データ ) とシームレスなリンクをとっています。

• FPGA/CPLD の論理設計 / 組込みソフト開発を標準サポート

• マルチベンダサポート

• マルチアーキテクトをサポート

• 容易なデザイン入力

• ソフトウェア / ハードウェア実機協調デバッグ

• C-to-Hardware コンパイラ

• 基板回路図 / PCB データとのシームレスな連携

FPGA論理設計 組込みソフト開発

デザイン コーディング

論理合成 コンパイル

配置配線 アセンブル

書き込み リンク

デバッグ デバッグ

協調デバッグ

※配置配線用に FPGA ベンダの配置配線ツールを別途ご用意下さい。

※  CoreMP7、 MicroBlaze、 Nios II をご使用の場合は、 別途
CoreConsole、 EDK、 Nios II を FPGA メーカよりご購入等していただ
く必要があります。
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C-to-Hardware コンパイラ

• ASP ブロック

選択した C ソース内のグローバル変数や関数を自動的に RTL
化します。 ハード処理する事でシステムクロックを抑える事がで

きるだけではなく全体のシステム処理速度の向上も図れます。

• C コードシンボルの論理化

C言語でかかれた関数を FPGAの論理ブロックとして扱う事が

できます。 CソースコードをHDLで書き直す手間を省くことがで

きます。

ソフトウェア / ハードウェア実機協調 
デバッグ

• FPGA 論理検証機能用仮想測定器

FPGA の論理検証機能が充実しています。

　　　- クロックジェネレータ

　　　- 周波数カウンタ

　　　- デジタル IO

　　　- クロスポイントスイッチ

　　　- ターミナル

　　　- ロジックアナライザ

　　　- カスタム測定器

• デバッガ

デバッガが標準装備されています。 ステップ実行やブレークポ

イントの設定などソフトウェアのデバッグに必要な機能が標準装

備されています。

基板回路図 /PCB データとの 
シームレスな連携

• FPGA ワークスペースマップ

関連するプロジェクト間の差分チェックを行っています。 矛盾点

が発生した場合はアラーム表示され、 設計データに戻らずに

変更点の更新を行う事が出来ます。
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Desktop NanoBoard

Desktop NanoBoard は、 FPGA を含んだシステム検証を簡単に 
行う事ができる評価ボードです。 様々なアプリケーションに 
対応できるように再構築可能なプラットフォームになっています。

• 豊富なインターフェース

• 選択可能な FPGA デバイス

• 選択可能なペリフェラル

• 公開された基板情報
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選択可能な FPGA デバイス

• 脱着可能な FPGA ドータボード

プロジェクトにあわせて最適な FPGA デバイスを使用できます。

 - Altera　Cyclone® II (EP2C35F672C8)

 - Lattice　LatticeECP ™ (LFECP33E-3FN672C)

　　 - Xilinx　Spartan®-3 (XC3S1500-4FG676C)

 ＜リリース予定＞

 - Actel　ProASIC®3E

 - Altera　Arria ™ GX、 Cyclone III

 - Lattice　LatticeECP2 ™、 LatticeSC ™

 - Xilinx　Spartan-3AN、 Spartan-3A-DSP、

  Virtex®-4 (LX、 SX)、 Virtex-5

公開された基板情報

• 参考データとして公開

Altium Designer インストールディレクトリにリファレンスデザイン

として公開しています。

豊富なインターフェース

• 様々なアプリケーションに対応するコネクタを搭載

 - RS232

　 - CAN

　　 - USB

　　 - PS2　

• 搭載部品

 - TFT タッチパネル

　　 - I2S ベース高性能スピーカ

選択可能なペリフェラルボード

• アプリケーションにあわせて選択可能な 
 ペリフェラルボード

 Audio-Video ペリフェラルボード

　 - S-VIDEO

　　 - Composite Video

　　 - VGA 24 ビット RGB

 Compact Flash / ATA / SD カード ペリフェラルボード

 USB / IrDA / Ethernet ペリフェラルボード

 ＜リリース予定＞

 - Wireless　802.11 / Bluetooth / 

  ZigBee ペリフェラルボード

 - GSM モジュール / GPS ペリフェラルボード

 - 12 チャンネル パワーコントロール ペリフェラルボード

 - 6 チャンネル パワーコントロール ペリフェラルボード

 - Audio-Video ( シングルサイズ ) ペリフェラルボード 




