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エレクトロニクス製品の開発プロセスは、

今や革命的ともいえる変革期にあります。

20数年前、低価格のマイクロプロセッサが

登場した時と同じ潮流の変化が

起きようとしています。

システム、 ハードウェア、 ソフトウェアを、

低価格で大容量のプログラマブル･デバイス

（FPGA） に組み込めるという、

画期的な設計工程の変革の到来を

告げています。 一方で、 この変革により

生ずる課題に取り組む必要があることも

事実です。

Altium は、 最良の設計テクノロジを

すべてのエンジニアの手に提供します。

この信念こそが、 20 年前に Altium を

創立した理由であり、 現在も製品開発への

原動力となっています。 Altium は、

今日の設計ニーズに応えるだけでなく、

エレクトロニクス業界の基本的な変動にも

対応できるシステムを提供することに

邁進しています。

作業している組織の規模にかかわらず、

今後ますます 「ソフト」 なデザイン環境へ

移行したとしても、 Altium は、 皆様方の

エレクトロニクス製品の開発の成功と、

将来に向かって確固たる地位が築けるよう、

お手伝いをいたします。

「

Altium Limited 創立者 &CEO　

ニック ・ マーチン

「

Altiumの
ビジョン
従来、 最先端の設計ツールは非常に高価で、

利用できるのは一部のエンジニアに限られてきました。

Altium のビジョンは、 設立以来不変です。 それは

最先端の技術革新を常に身近なものとするために、

価格による導入障壁を排除し、 現在提供できる

最良の設計ソリューション、 すわわち統一された

エレクトロニクス設計システムをすべてのエンジニアと

システム設計者に惜しみなく提供することです。

これこそが会社設立の原動力であり、 現在、 そして

将来にわたる Altium の戦略を決定しています。
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エレクトロニクス製品開発

今日の典型的なエレクトロニクス製品では、 製品の 「インテ

リジェンス」 の多くはマイクロプロセッサで実行される組み込

みソフトウェアと、 基板上で接続されている大規模なディスク

リート ・コンポーネントの機能で実現されています。 ソフトウェ

アの更新は容易ですが、 物理的なプラットフォームを決定し

た後は、 プリント基板上にハードに結線されたディスクリート ・

デバイスの更新は難しくなります。

多くのデザインの難問を、 柔軟に書き換えることのできるソフ

トウェアの領域へ移動できることで、マイクロプロセッサはエレ

クトロニクスの製品開発に革命をもたらしました。 「ソフト」 な

領域へ機能を移動させることは、 デザインのプロセスに多大

な利点をもたらします。 デザインの重要な決定を 終段階

まで遅らせることで、 製品の市場への早期投入と機能の向

上、 さらに製造原価を増やすことなく機能をソフトウェアに追

加することが可能になります。

FPGA などの低価格で大容量プログラマブル・デバイスの出

現により、 ソフトウェアとハードウェアの境界を見直すことが可

能になり、 設計者がインテリジェンスを製品に付加する自由

度が増しました。 これらのデバイスにより、 デザインのインテ

リジェンスな部分が従来のソフトウェアだけではなく、 FPGA

内部に実装するハードウェアのソフトな配線ブロックに対して

も拡張されます。

製品機能の多くがプログラマブルな領域へ移動するにつれ、

プリント基板設計、 プログラマブル・ ロジック設計、そして組

み込みソフトウェア開発の 3 段階の主な設計工程が相互に

関連するようになります。

設計工程が統合されるにつれ、 技術者が製品を開発する

ために用いる設計システムもまた、 将来に向けて効率的な

設計を維持するために統合が必要になってきます。

エレクトロニクス製品開発は、

その目的を達成するために

さまざまなプロセス間の

バランスを取りながら

行われています。 プロジェクトは、

限られた期間と予算内で

成功させなくてはなりません。

エレクトロニクス製品が

より高性能なものになるにつれて、

設計者は、目的を達成させるため

より高い技術が要求されます。
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エレクトロニクス製品の物理的プラットフォームの構築は、

ディスクリート ・コンポーネントの選択、 回路図レベルのディ

スクリート ・コンポーネントの配線、そしてプリント回路基板

のレイアウトと配線を実行するための接続情報とコンポーネ

ント情報を供給するための回路の処理から構成されていま

す。 プリント基板設計は、 基板の製造と実装に必要なデー

タの生成、 設計ドキュメントの供給、 そして製品筐体など

機構部品の機械的なデザインとのリンクに使用されます。

FPGA などのプログラマブル・デバイスの使用が広まること

により、 ボード設計者は、 ボードレベルにおいてこれらのデ

バイスを効率的に統合するという課題に取り組んでいます。

ディスクリート ・コンポーネントとは異なり、 プログラマブル・

デバイスのピンは、 機能が固定されていません。 実際の

FPGA の特長として、 デバイスの物理的なピンを、 豊富な

I/O 特性から選んで柔軟に割り当てることができます。

同期の維持

この柔軟に対応できる機能により、 設計の自由度が大幅

に増します。 たとえば、 FPGA のピンの自由な割り付けは、

ボード配線を 適化できます。 しかし、 このことが問題を

生じることもあります、 プリント基板と FPGA 設計における

I/O の頻繁な変更は、 設計者にとって悩みの種となり、 開

発スケジュールに大きな影響を与えることもあります。

FPGA のピン数が増加するにつれ、 使用しているプログラマ

ブル・デバイスとボードとの同期を維持する問題が、 これら

のデバイスを用いる設計に障害をきたします。

いま主流のデザインでは、 プログラマブル・デバイスの導入

を無視することはできません。 この改革を達成するために

は、 ボードレベルの設計システムが統合され、 これらのデ

バイスの持つ潜在的な能力を 大限に活用できるように、

プログラマブル・ ロジック・デザインとの間の同期が必要に

なります。

物理的エレクトロニクス・プラットフォーム

1 – エレクトロニクス製品開発環境のイメージ図
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従来の組み込み設計は、 デザインに高度な機能と 「イン

テリジェンス」 を提供しているディスクリート ・プロセッサ上で

実行するコードに依存しています。 ソフトウェアは開発途中

における変更や更新が簡単で、ターゲットになる実行プラッ

トフォーム上で対話的にデバッグを行うことも可能です。マイ

クロコントローラは、 ディスクリート ・コンポーネントと同様に、

設計者がソフトウェア用のシステム・プラットフォームを作成

するために使用する各種内蔵ペリフェラル ・ デバイスを提

供します。

このアプローチの難点は、 ソフトウェア開発が完了する前に、

実機プラットフォームの設計と試作を完了しておく必要がある

ことです。 また、ハードウェアとソフトウェアの機能の分担とディ

スクリート ・ペリフェラルの選択といったターゲットとなるマイク

ロコントローラも、 製品開発の初期段階において決定しておく

必要があります。 設計の終了間際にこれらの物理的な特性

を変更することは、 多大な修正作業が必要になります。

FPGA の役割の変化

かつてプログラマブル・ ロジック・デバイスは、 完全なシステ

ムを構成するために、 プロセッサとペリフェラル・デバイス間

のインターフェースとしてグルー・ロジックの置き換えコンポー

ネントでした。 比較的低価格で入手が可能になった大容量

FPGA の出現により、 プログラマブル・ハードウェアに対する

利用方法の変化と、 ハードウェアとソフトウェアとの境界を見

直せる可能性がでてきました。 これらのデバイスは、プロセッ

サ・システムが必要とする各種ペリフェラル機能の実装と、

プログラマブル・ハードウェアにプロセッサそのものを組み込

んだシステム・プラットフォームを効率的に作成するために使

用できます。

これにより、 開発中にソフトウェアの実行プラットフォームの

変更や更新が、 ソフトウェアと同じくらい容易に行うことがで

き、 製品の機能を、 ソフトウェアとハードウェア間で役割分

担を移動することが可能になります。 システム設定は、 自

由にペリフェラル･デバイスをコア・プロセッサへ追加したり削

除することも可能になります。

ソフトウェアを実行するプラットフォームと組み込みソフトウェア

の開発は、 この潜在的な能力を活用するために真の統合が

求められています。 設計システムは、 ペリフェラルやプロセッ

サ自体をプログラマブルな領域への移行をサポートし、 FPGA

設計とソフトウェア開発がリンクできるフレキシブルなハードウェ

アとソフトウェアとの協調設計環境が必要になります。「 Altium Designer は、

豊富な機能を直感的で

判りやすいユーザ・

インターフェースで実現した

デザイン・ソリューションです。

そのため ANCA 社の製品に、

先端のテクノロジを

統合することができ、

CNC ツールとカッター・

グラインダー市場において

世界のリーダとなることが

できました。

オーストラリア ANCA 社
エレクトロニクス・エンジニア
イアン・ リース

「
プログラマブルなデザイン

4

Our customers
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エレクトロニクス製品開発工程　　　　　　　　　　　　　　　　
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エレクトロニクス・デザインの統一

エレクトロニクス製品開発には、 大きく分けて 2 つの設計段階があります。 まずプリント基板に既

存のコンポーネントを実装するための物理的なプラットフォームの構築、そして製品の製造中や出

荷後の物理的デザインへロードするためのプログラマブルな部分の開発です。

これらのプログラマブルな要素は、 デザイン内で実行プラットフォームの処理を行う組み込みソフト

ウェアと、 FPGA などのデバイスに実装されている設定可能なハードウェアで構成されています。

より多くの機能がディスクリートデバイスからプログラマブルな領域へと移行すれば、それらに関連

した各設計工程は必然的に集約されます。 そして、 エレクトロニクス製品開発を将来にわたって

効率的に行なうためには、 ボード設計、 FPGA 設計とソフトウェア開発、それらの設計管理工程

すべてを設計環境として一体化することが必要になってきます。  

は、 設計の構想段階からの製品完成までを、

統一された設計環境内で実現する統合エレクトロニクス製品開発システムです。

物理的プラットフォームの

構築 － プリント基板設計

(12 ページ )

物理的デザインと

プログラマブル・

デバイスの統合

(24 ページ )

コンポーネントと

ライブラリの管理

(30 ページ )

デザインを製造へ

(36 ページ )

プログラマブル・

デバイスの利用

(42 ページ )

開発プロセス全体の

管理

(54 ページ )



エレクトロニクス製品開発は、 急速な変化を伴う環境にあり

ます。 大容量で低価格なプログラマブル・デバイスの入手

が可能になると、 設計に対する新しい考え方を導入するよ

うになり、 短い開発期間でより高機能で低価格な製品の開

発が可能になりました。 従来までは、 ボードレベル設計、

FPGA 設計、そしてソフトウェア開発は、それぞれ異なる設

計環境で行われていました。 このような単機能のツールに

よるアプローチでは、 エレクトロニクス製品開発を将来にわ

たって効率的に行っていくことは難しくなるでしょう。

Altiumでは、 すべてのエンジニア、 設計者、そして開発者

がこれらの利点を活用できる環境を提供するために、 エレ

クトロニクス製品の開発に必要なすべての機能を提供する

統合された独自のシステムを開発しました。

Altium Designer は、 エレクトロニクス製品の開発に必要な

テクノロジと機能をすべて搭載した、統一環境のアプリケーショ

ンです。 Altium Designer は、 ボードレベル設計、 FPGA シ

ステム設計、 FPGA ベースプロセッサ向け組込みソフトウェア

開発、 PCB レイアウトをすべて統合し、 同一設計環境内で

編集から製造データの作成までを行うことができます。

新の設計データ管理機能までも装備した Altium Designer

は、 エレクトロニクス製品開発のための完全なソリューション

を提供します。 現在だけではなく将来に渡る設計開発ニー

ズを満たす唯一の選択肢です。

ボードレベル設計

Altium Designer で証明されたボードレベルでのシステム・

デザインに対する優れた能力は、 FPGA 環境のプログラマ

ブル・デザインをサポートしたプラットフォーム・レベルをも統

合しました。 これは、 エレクトロニクス製品設計に必要なす

べての工程を、 完全に統合されたシステムで利用できること

を意味します。

Altium Designer のボードレベル設計における性能は他を

圧倒しており、 設計内の物理的な要素をすべて定義し配置

することができます。 そのシステムは、 階層的な複数チャネ

ル・  デザイン・キャプチャ、 デジアナ混合回路シミュレーショ

ン、 レイアウト前後の伝送線路解析、 ルールドリブンによる

ボードのレイアウトと編集、 対話的な新世代 Situs トポロジカ

ル自動配線、 CAM 編集機能、そして豊富なコンポーネン

ト統合ライブラリを特長としています。

1 – エレクトロニクス製品開発環境のイメージ図
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Altium Designer は、 エレクトロニクス製品の開発に必要な

PCB プラットフォームの設計、 プログラマブル・システム・ハードウェアと

組み込みソフトウェアの開発が、 すべて単一で統合された設計環境内で

実現できます。

Altium Designer – エレクトロニクス・デザインの統一



プログラマブル・デバイスによるデザイン

Altium Designer は、 エレクトロニクス製品開発に関する

考え方を変え、今日の大規模プログラマブル・デバイスの

潜在能力を 大限に活用する点で類がありません。 FPGA

設計とソフトウェア開発を統合し、 システム・プラットフォーム

として FPGA のプログラマブルな構造を使用することで、 ソ

フトウェアとハードウェア両方を容易に変更でき、 書き換え

が可能なソフトな領域で作業を行うことが可能になります。

Altium Designer は、今のハードウェアとソフトウェアの設計

スキルを活かしながら、 効率的な設計と柔軟性の利点を活

用することを可能にしました。

Altium Designer は、 FPGA に実装するシステム設計を回

路図レベルでキャプチャでき、そのための各種プロセッサや

ペリフェラルなどを含んだ広範囲な FPGA ベースのコンポー

ネントをライブラリとして付属しています。 これらのコンポーネ

ントを使用し、 搭載されている組込みソフトウェアの開発機能

やAltium Designer の統一設計環境を活用することで、 シ

ステムの機能をボードからプログラマブルデバイスへと効率的

に移行でき、 再設定も可能なシステムプラットフォームとして、

これらのデバイスの能力を 大限活用することができます。

さらに Altium Designer は、 ターゲット ・デバイスを限定し

ません。 システムは、 FPGA ベンダを特定していないので、

FPGA ベンダ各社のプログラマブル・デバイスを自由に使用

できます。 このため、各アプリケーションに 適なデバイスを

自由に選択でき、 異なる FPGA デバイス間へのデザイン移

行も容易に実現しています。                                       >>

8

Our customers
Altium Designer は、

ハイエンド ・オーディオ機器の

設計に 適な機能が

多く装備されています。

また、 ツールは常に

進化し続けているので、

先端の設計環境で

作業を行えます。

アキュフェーズ社では、

マニュアルを製作する

サービス部門でも

Altium Designer を使用し、

設計部から提出される

回路図や基板の資料を

そのままサービス・マニュアルに

活用することもでき、

検索の必要もないので、

非常に効率的です。

アキュフェーズ株式会社 
技術部長　鈴木 雅臣 氏

「

「



統一されたエレクトロニクス

製品開発プロセス

よりインテリジェンスなエレクトロニクス製品の開発には、 異

なるデザイン・プロセスの統合が求められます。 かつてハー

ド的に結線された素子は、今後、 ますますプログラマブル・

デバイス内のソフト的に配線される領域へと移行しています。

ハードウェア・プラットフォーム、 ソフトウェア、そしてソフトウェ

ア実行プラットフォームの設計は、 必要に応じてより密接に

関わってきます。 Altium Designer は、 より生産的なエレ

クトロニクス製品開発システムを実現するために、 これらの

設計工程をすべて統一しています。

Altium Designer では、 開発工程全体を単一で統合され

た環境内で作業を行うことが可能です。PCBレイアウトとキャ

プチャした回路図を容易に同期化し、 使用している FPGA

設計と基板との I/O ピンの同期化も維持され、 デザインの

ハードウェアとソフトウェア要素間のメモリやペリフェラル設定

を自動的に認識し整合性を保ちます。

これにより、 プロジェクト内のドキュメントのどんな設計工程段

階でも、 設計の変更を制約なく行うことが可能になります。

Altium Designer は、 プロジェクトに関連するすべての設計

ドキュメントの変更を反映し、完全な設計統合を確約します。

ぜひ、 Altium Designer によりデザインを統合してみて

ください。

大規模なプログラマブル・デバイスを採用しやすくなったことで、 ハードに結線された

プラットフォームから ｢ソフト ｣ な環境へデザインの多くの領域を移行できるようになりました。

これは、 設計期間の短縮、 基板設計の簡略化、そして 終的な製造費を抑えることを

実現します。

1 – エレクトロニクス製品開発環境のイメージ図
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百聞は一見に如かず !
Altium Designer のすぐれた機能を読むだけではなく、

ご自身の目でお確かめください。 Altium のウェブサイトにある

DEMOcenter、www.altium.co.jp/Evaluate/DemoCenterより、

実際に Altium Designer を紹介するオン・デマンドによる

デモ・ビデオをご覧ください。

｢百聞は一見に如かず｣ です！

Altium Designer – エレクトロニクス・デザインの統一



Altiumでは、すべてのエンジニア、

設計者、そして開発者が

これらの利点を活用できる

環境を提供するために、

エレクトロニクス製品の開発に

必要なすべての機能を提供する

統合された独自のシステムを

開発しました。



2 – 物理的なプラットフォームの構築 – プリント基板設計



統合されたデザイン・キャプチャ、

レイアウトと検証 

Altium Designer は、 設計データの入力、 回路機能の検

証、 PCB 設計といったボード設計の各工程を、 統一の実現

しています。 すべての設計データは、 Altium Designer 内

の PCB プロジェクトで管理され、データの整合性を確実に行

い、 手作業による再入力や異なるアプリケーション間での設

計データのやり取りが不要になります。

Altium Designer は、 基板および FPGA のデザイン・プロ

セスを統一することで、 実際のプラットフォームへのプログ

ラマブル・デバイスの統合化を完全にサポートしています。

Altium Designer では、 I/O ピンの自動シンクロナイズ機能

により、FPGAデバイスにとっても 適なボード配線ソリューショ

ンです。 これにより、 設計に要する時間が節約でき、 エラー

を 小限にできることで潜在的な製造コストを抑えます。

エレクトロニクス製品の機能は増大していますが、その一方で

開発期間はますます厳しくなっています。 このような状況で 1 

つのプロジェクトを成し遂げるには、関連性の弱いポイントツー

ルの適用では困難を極めます。Altium Designerであれば、

設計のコンセプト段階から完成に至るまで、 設計ツールに制

約されない統一された設計環境で設計を進めることができ

ます。 Altium Designer は、 現在、 そして将来に渡り、 実

際の設計を行うために必要とされる統一環境を提供します。  

プリント配線基板では、 物理的な

プラットフォームを構成するために、

ディスクリートのコンポーネント、

コネクタ、その他のハードウェアを

実装し接続しています。

実装密度の増加、 高速化する

信号伝達、そしてより厳しい

製造面での要求を考慮しながら

基板設計を成功させるためには、

デザインの定義と物理的な

レイアウトを統一した

設計システムが不可欠です。
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PCB の設計は、 様々な要求のぶつかり合うまさに地雷原の

ようです。 ハイスピード ・ ロジック、 高密度実装技術、 そし

て大規模プログラマブル・デバイスは、 PCB 設計者に過酷

な要求をします。 トラックのクリアランス、 配線長・幅などの

物理的な制約は、 基板設計を成功させるために注意深く

チェックしコントロールしなければなりません。

Altium Designer の強力なルールドリブンによる設計、 レイ

アウト、そして編集環境により、 回路を物理的な基板にする

際の物理的な制約を完全にコントロールできます。 このシス

テムは、 正確な設計による基板設計を補助し、そして設計

データ入力から基板製造に至るまでのすべての制約を守っ

た、 完全な設計であることを保証します。

Altium Designer では、 設計工程の重要な部分を知的

に自動化することに焦点を置きました。 Altium Designer

は、 設計の煩雑さを排除し、 簡単に設計データをナビゲー

トし取り扱うことを可能にしました。 また、 統合ツールである

Altium Designer は、 基板設計と他の設計工程をシーム

レスに統合します。

フル ・コンストレイント ・ドリブン設計

設計の生産性を高めるためには、基板レイアウトの物理的な

制約を効果的に定義することが重要です。Altium Designer

は、 基板設計のすべての工程を扱うためのデザインルール

を数多く装備しています。 電気的な配線制約からシグナル・

インテグリティに至るまで、Altium Designerの階層的なルー

ル・システムは、 重要なデザイン・パラメータを完全にコント

ロールする能力と柔軟性を提供します。

ルールの設定と管理が集約されたことで、 迅速かつ効率

的にすべての制約を定義することが可能になります。 また、

個別のルールを選択的に有効または無効にすることがで

き、 定義済みのルールをエクスポート、 またはインポートが

可能なためプロジェクト間のルール定義を拡大し、 設定時

間を短縮します。 ルールは、 回路図入力中にも定義でき、

ボード ・レイアウトへは自動的に転送されます。

Altium Designer は、 配線を行うときのトラック幅とクリア

ランスなどの設計の重要なルールを常時モニタし、 ルール

違反を積極的に防止します。 このため、 配線作業に集中

して行うことが可能になり、 Altium Designer によりルール

の整合性をとることで、 エラーのないボードを完成させるこ

とができます。

正確な設計による基板の開発 

2 – 物理的なプラットフォームの構築 – プリント基板設計
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Altium Designer の階層的なルール・システムとクエリによる検索で、

デザインの物理的制約を素早く、 そして正確に定義することが可能になります。



厳密なデザインルール適用範囲

既定の範囲だけではなく、 Altium Designer はルールを

適用するオブジェクトを特定できる強力なクエリを装備して

います。 このクエリはルールの適用範囲を細かくコントロー

ルでき、 設計中の対象に素早く的確に制約を与える手順

を作成できます。

階層的な制約設定により、 オブジェクトの異なるセットをター

ゲットとする、 同じタイプのルールを複数適用することができ

ます。 たとえば、 トップレイヤにはある配線幅を指定し、 他

のレイヤには異なる配線幅を指定したり、 ボトムレイヤのビア

にはハンダレジストを覆うルールを設定することができます。

Altium Designer では、 ルールの適用範囲が問題になるこ

とはありません。 適用範囲を確認するには、そのルールをナ

ビゲートし、適用範囲内のオブジェクトを Altium Designer は

ハイライト表示します。 また、 オブジェクトを右クリックするだけ

で、どのルールが適用されているかを確認することもできます。

ソース回路図を正確に反映

PCB の再製作は、時間と予算を浪費します。そのため、設計ミ

スを早期に発見することが非常に重要です。 Altium Designer

では、 プロジェクト内のソースファイルとの完全な一致を保持

するため、 設計の入力中のプロジェクトをコンパイルするとい

う概念を導入しました。

回路図プロジェクトは、 どの時点でもコンパイルでき、 製品

の階層や接続性が変わった場合には再構築と検証が行わ

れ、 プロジェクトは電気的あるいは図面的エラーがチェック

されます。 また、 次の重要な工程に移る際には、 対話的

なプロジェクト･ナビゲーション、 または PCB レイアウトによる

回路図の同期化などのコンパイルが自動的に実行されます。

この手法により、 システムは設計中のエラーと潜在的な問

題点の警告を報告します。

Altium Designer は、 重複したコンポーネント ・デジグネー

タなどの問題点を、 作業中の回路図に即座にハイライト表

示します。 これにより、 作業工程に障害をきたすことなくエ

ラーを修正することができます。

Altium Designer を使用することで、 作業中のプロジェクト

が正確な設計となり、入力したソースファイルの正しさがデザ

イン・プロセスを通じて維持されます。            　　         >>
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Our customers

「 私たちは、 Protel を

15 年以上使用しています。

高い信頼性と高度な統合による

Altium 製品の成長を

今日まで見守ってきました。

Altium Designer の対話的な

配線機能は、ベタパターンの

自動発生と内層分割機能により

効率的なボード･レイアウトが

実現でき、 私たちの設計工程を

合理化してくれました。

オーストラリア 
デジタル・デバイス開発グループ
ブライアン・サラ

「



デザインの完全な同期

デザインは、 単純な流れ作業ではありません。 変更や更新

が設計工程全体をとおして行われ、せっかく決定したボード･

レイアウトが回路図変更によりやり直しになることもあります。

これは、 設計ドキュメントの不注意なエラー、 さらには製造

データのミスを引き起こす可能性があります。

Altium Designer の統合された環境では、 ボード・プロジェ

クト全体の同期をすべて自動で行うことができ、 PCB とソー

ス回路図間の変更を効率的に管理することができます。 同

期はどちらの方向からでも実行できるため、 回路図側から、

あるいは PCB 側からの変更でも簡単な操作で管理すること

ができます。 変更を波及方向によらず完全に管理すること

ができ、 さらに同期の際には ECO レポートが自動的に作成

されます。

この機能により、 開発中のどの段階であってもデザインの更

新が可能になり、 プロジェクト内すべての統合性が、 キャプ

チャから製造段階まで確実に維持されます。

設計データのナビゲーション

Altium Designer は、 設計データのフィルタ、 表示、 編集

での革命的な手段により、設計データの的確なナビゲーショ

ンをもたらします。

回路図または PCB にある部品、 ネット、 ルール違反箇所

をインタラクティブにブラウズでき、 ハイライト表示されたオブ

ジェクトに関連したプリミティブを、 各階層を移動しながら調

査することも簡単にできます。 ブラウズ中は、 編集中のオ

ブジェクトとは無関係なオブジェクトの彩度を落としたり、 自

動的にズームするなど画像表示を動的に変化させることで、

細かな編集作業が容易になります。

Altium Designer のカーソルは、 インタラクティブなデータ

確認ツールになります。 PCB 設計中にオブジェクトの上に

カーソルを移動すると、 オブジェクトの重要な情報が表示さ

れます。 カーソル下に複数のオブジェクトが重なっている場

合、 Board Insight では画像でリストを表示し、 オブジェクト

の指定、 プロパティや編集を容易にします。

回路図と PCB エディタの同期化は、 設計データの一覧を

スプレッドシート状にリスト表示して完全に実行されます。 こ

れにより、 別の編集画面が表示され、 デザイン内のすべて

のオブジェクトをソートし、 フィルタをかけることが可能です。

画像と一覧画面は、 設計データの別画面を表示するため

に動的に関連しています。

正確な設計による基板の開発 

2 – 物理的なプラットフォームの構築 – プリント基板設計
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Altium Designer は、

複雑なデザインを

容易にナビゲートする

拡張機能を備えています。



設計する製品が複雑になるにつれ、 効果的な設計の入力

ができるように、 管理の簡単な設計単位に分割する必要が

あります。 Altium Designer の回路図エディタは、 階層構

造によるアプローチにより、 設計の複雑さに左右されず容

易に入力でき、 回路図をトップダウンからでもボトムアップか

らでも容易に見渡すことができ、 また回路を機能別に簡単

に分割することができます。 プロジェクトに含むことのできる

回路図シートの数や階層の深さには制限がありません。

Altium Designer は、 回路図オブジェクト中の階層構造

を、 容易に見渡すことができるようになっています。 たとえ

ば、 サブシートの存在する回路図のシートシンボル中の接

続ポートとの同期を自動的にとるこができます。 また、 階層

間を自由に往来したり、 １つの接続を回路図全体にわたっ

てトレースすることもできます。

Altium Designer の階層による環境と強力なデザイン・ナ

ビゲーション機能により、 回路図入力を構造化することが可

能になります。

繰り返しのある回路図ブロック

多くの回路図では、 同じ回路図ブロックを繰り返して使用す

ることがよくあります。 回路図の部分をカット & ペーストして

作成することはできますが、繰り返し部分に変更が生じると、

チャネルの数だけ同じ変更をしなくてはなりません。

Altium Designer を使用すると、 繰り返し部分を回路図の

階層の中で簡単に取り扱うことができます。 リピート・パラメー

タを含む１つのサブシートを基準とし、 何回も参照することが

できます。 プロジェクトをコンパイルすると、Altium Designer

は、 繰り返されたブロックやチャネルを自動的に展開します。

この階層構造は常に維持され、 元の回路図をいつでも編

集でき、 プロジェクトを再度コンパイルすると、 全ての変更が

反映されます。

基板設計では、 Altium Designer は自動的にチャネル

を PCB のレイアウトに反映します。 １つのチャネルだけを完

成させ、 これをコピーして他のチャネルを完成させることが

できます。

Altium Designer のマルチチャネル機能では、 階層構造の

維持やデザイン・プロセスにわたる不必要な編集作業とメン

テナンスに追われることなく、 プロジェクトの中で繰り返される

ブロックを効果的に構築する作業に集中することができます。
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デザイン・プロセスを構造化する

キャプチャに階層的なアプローチを用いると、

複雑な設計であっても構造化することが

可能になります。 Altium Designer では、

多数のシートと階層の深いデザインの作成が

可能になり、 複数のチャネルと繰り返された

回路ブロックのサポートを行います。



Altium Designer は、 回路作成から基板のレイアウトと配

線作業へ移行する際にプロジェクトの階層構造の伝達を

サポートします。 システムでは、 デザインの機能的な分割を

PCB へ移行する際にも保持し、それをレイアウトと配線のプ

ロセスにおける物理的な制限の適用範囲にすることが容易

にできます。

回路図シートの階層構造に基づくコンポーネントクラス、ネッ

トクラスが自動的に作成され、PCB エディタ内でデザインルー

ルの対象を作成する際に利用できます。 回路図の構造は、

コンポーネント配置ルームの作成にも利用でき、 ソースファ

イル内で定義された論理的な構造を保持します。

Altium Designer における回路図キャプチャと PCB デザイ

ン間の高度な統合により、 ボードデザインの観念的な段階

から実際の段階へ移行する際にも、 デザインの意図を保持

し伝達することができます。 このキャプチャからレイアウトへ

のスムーズな移行は、 真の統合デザイン環境によって実現

されています。

最高レベルの対話型ルータ

基板設計の大部分は、 配線作業に費やされます。 基板の

サイズが小さくなり、 コンポーネントのピン密度が高くなってき

たことで、 配線作業はますます厳しくなっています。 これに

より、 配線可能なスペースのあらゆる場所から配線を引き

出す必要が求められます。

Altium Designer には、 ルールに基づく、多彩な配線モー

ドや予測配線、 ダイナミックな接続の 適化機能を持つ、

完成された対話型配線ソリューションが装備され、 あらゆる

配線の場面に対応することができます。

接続順序により制約されることなく、どの開始点からでもネッ

ト配線を開始します。Altium Designer は、そのネット用の特

別な設計ルールに従って、トラックの幅を自動的に設定しま

す。配線角度を 90 度・45度、または自由な角度に設定した

り、曲線的な配線をも可能にするオプションを自由に選択す

ることができます。配線がほぼ終了すると、Altium Designer

は自動的にルールの整合性をとります。

PCB のレイアウトと配線

2 – 物理的なプラットフォームの構築 – プリント基板設計
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多彩な配線モード

配線スペースが十分にない場所では、 既存の配線を簡単

に押し詰めることができます。 Altium Designer では、 定

義したクリアランス制限を守り、 ルール違反の発生を防ぎま

す。 また、モードを切り換えることで、 デザインルールを守

りながら既存の配線を押し退け、 空きスペースを確保しま

す。 配線経路の修正は、 新しい経路で配線するだけです。

Altium Designer は、余分な配線部分を自動的に削除し、

デザインの修正を早く効率的に行います。 また、 自動ルー

プ移動は個別のネットレベルにおいて制御が可能で、 特定

の接続機能をオフにすることができます。

Altium Designer では、 多ピン BGA デバイスの配線をサ

ポートするための自動の BGA エスケープ配線機能が用意さ

れています。 この機能では、 周囲のコンポーネントとの接続

が可能になるように配線経路を確保するため、 デバイスに

使用されているすべてのピンからファンアウトとスタブ配線が

実行されます。 これにより、 高集積 BGA コンポーネントの

手作業による配線のための時間を必要以上に費やす必要

がなくなりました。

Altium Designer が供給している完全で統一されたイ

ンタラクティブ配線環境により、 あらゆる基板の配線作

業を効率的に行えます。配線のどの段階でも設計ルー

ルを遵守することは、 制約された設計工程をサポート

し、 正確な設計による基板開発を可能にします。

自動配線のサポート

Altium Designer には、 PCB エディタに統合された Altium 

の Situs トポロジカル・オートルータエンジンが装備されてい

ます。 Situs エンジンは、 基板スペースをマッピングするた

めにトポロジカル解析を使用します。 トポロジカルマッピング

は、 配線パスを決定するための柔軟性が高く、 45°配線

経路をより効率的に利用できます。

自動配線は PCB エディタの統合された一部であるため、そ

れをボード全体の配線、 単一ネットまたはコンポーネント、 も

しくはその他の部品間を配線することができます。 これにより、

自動配線エンジンの機能操作を容易に行うことができます。

Altium Designer では、 また SPECCTRA オートルータ

を双方向でサポートします。 エクスポートの際、 自動的に

既存の配線を保存し、 Altium Designer のビアルール

を SPECCTRA パッドスタックにマッピングし、 ネットクラスを

SPECCTRA に伝達し、 効率的にクラスに基づく配線制約を

生成できます。
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Our customers
「 Altium Designer は、

エレクトロニクス製品開発に

大変価値のあるツールです。

複雑な領域にあるシステムを

設計する際、 設計ソフトウェアが

タスクを必要としていることを

確認する必要があります。

Altium Designerと

NanoBoard は、宇宙空間で

エレクトロニクス製品が

さらされる厳しい環境下でも

対応可能な FPGA 内に

ソフト ・プロセッサを即時に

搭載することができます。

オムニス インスツルメンツ社
エンジニア
マティス・エリクソン

「



クロック・スピードと高速シリアル伝送の増加により、ハイスピー

ド ・デザインを考慮することが、 ボード開発の重要な課題と

なりつつあります。 高速信号の伝送には、 実際の設計に特

別な配慮を必要とします。  Altium Designer では、 特定

のデザインルールやシステムレベルでの差動信号の管理、

およびシグナル・ インテグリティ解析により、 ハイ・スピード

設計をサポートします。

Altium Designer の広範囲に渡るルール・ システムでは、

ハイスピード ・デザインと差動信号に関する制約が作成でき

ます。 たとえば、 パターン 大長の指定やネット単位のビア

使用数の制限、 アコーディオン形状のパターンを自動的に

追加し指定したネット長に一致させる設定ができます。また、

ネット間のクロストーク防止のため、 平行線長の 大値指

定など、 基板上の差動信号ペアの物理的なレイアウトを完

全にコントロールすることができます。

差動信号を使った作業

特にプログラマブル・デバイスが使用されている基板設計

において、 差動信号が扱われることが多くなっています。

FPGA ベンダは、 反射ノイズ抑制のためだけでなく、 電磁

波障害 （EMI） や消費電力も考慮し、 低価格デバイスに

おいても LVDS 機能を備えています。 Altium Designer で

は、 システムで幅広く差動信号をサポートし、 近の FPGA

が提供する LVDS 機能を有効に活用できます。

Altium Designer では、 回路図や PCB レベルで差動信号

ペアの定義が可能で、 プロジェクトを介して情報の伝達と同

期が行えます。 Altium Designer は、 リンクした FPGA と

PCB プロジェクト間で、 FPGA プロジェクトで定義された差動

信号ペアを、 実デザイン側へ自動的にマッピングします。

Altium Designer の PCB エディタは、 インタラクティブな配

線機能で差動信号をサポートし、すべてのデザインルールを

遵守して、ペアのネットを２本同時に配線することができます。

これにより、 差動信号を FPGAデザインから PCB レイアウト

へと統合化されたシステムで幅広くサポートします。

2 – 物理的なプラットフォームの構築 – プリント基板設計
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高速信号に対応する回路設計

Altium Designer は、

FPGA プロジェクトから

物理的デザインをとおして

LVDS I/O をマッピング、

もしくは基板回路または

PCB レイアウトにおける

差動ペアの定義を

可能にするなど、

差動信号をシステム

全体でサポートしています。

また、 デザインルールに

基づき、 同時に

ネット ・ペアを対話的に

配線することも可能です。



シグナル・インテグリティの問題を管理

新のロジック・ファミリでは信号が高速化され、 実デザイ

ンのプロセスで、 シグナル・ インテグリティ解析が注目を浴

びています。 特に FPGA は重要な問題を提示しています。

これらのデバイスは、 幅広いレンジを持ったプログラマブル

I/O 特性が利用可能で、 過度の反射を防ぐためには信号

ラインに正しい終端を設ける必要があります。

Altium Designer では、 シグナル・ インテグリティ解析が、

基板レイアウト時と同様に回路作成の段階で行えます。 こ

れによって PCB レイアウトへ移行する前に、 潜在的な問題

箇所を特定し、 適切な終端を決定し、 必要なコンポーネン

トをデザインに追加することができます。

プログラマブル・デバイスを用いると、 デバイスのプログラミ

ングされた I/O 特性により自動的に解析が実行されます。

これによりスルー・ レートが回路性能に含まれるなど、 変

更パラメータの作用を容易に決定することができます。

そして統合した終端アドバイザにより、 直接回路を変更する

ことなくシグナル・インテグリティに異なる終端ネットワークの

作用を確認することができます。 また、 各接続ノードの

適なソリューションを決定する終端コンポーネント価値をス

イープすることも可能になります。

インピーダンス、 信号の反射、 クロストーク解析では、 レイア

ウト終了後に実際の特性をチェックします。Altium Designer

のデザイン・ルール・システムでは、シグナル・インティグリティ・

スクリーニングが内蔵され、 通常の基板の DRC プロセスの

一部として、 潜在的なシグナル・ インテグリティに関する問

題点をチェックします。
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Altium Designer のシグナル・インテグリティ・シミュレータは、

変更終端のオプションの比較とシグナルの品質を 適化します。

Our customers

「 Altium Designer は、

競合他社のソフトウェアより

容易に使用できることから、

Altium と同様のサポートを

提供してくれる会社を

他に思いつくことはできません。

Altium Designer に

含まれている活発な

ユーザ・コミュニティと

Altium の技術者によるモニタ

またはフォーラムでの対応が

とてもすばらしいです。

Altium のツールは、

FPGA 設計へ移行する

PCB の設計者にとって

完全なソリューションであります。

ベイ エンタープライズ社
社長
ダン・ベイ

「



機能的な回路シミュレーションは、 開発の段階で、 回路の

特性が検証できる便利なツールです。Altium Designerは、

設計作業中に、 シミュレーションを使用するために、 別の

環境へ移動する必要はありません。デジアナ混在回路シミュ

レーションは、 回路作成のプロセスの一部であり、 回路図

編集環境と、 完全に統合化されています。

Altium Designer のシミュレーション・エンジンは、 標準の

SPICE 3f5/XSPICE と、 PSpice モデルの両方に対応してお

り、 コンポーネントのシミュレーション・オプションの選択範

囲が広がります。

Altium Designer には、 温度スイープ、 パラメータスイープ、

コンポーネントの誤差を考慮したモンテカルロ解析、 ポール

ゼロ解析、 ノイズ解析など高度なシミュレーション解析機能

が用意されています。

シミュレーション結果は、 解析を行うために、 統合化された

波形ビューワに表示することができ、 回路の詳細な動作結

果が得られます。 シミュレーション結果は、 数学的な後加工

や波形の重ね合わせ、 異なるシミュレーションタイプを1つの

グラフに表示、波形データをエクスポートするなどが可能です。

デジアナ混在回路シミュレーションの実行

2 – 物理的なプラットフォームの構築 – プリント基板設計
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Altium Designer は、 デジアナ混在回路シミュレーションを

回路設計環境へ統合し、 生成したシミュレーションデータを

解析するための波形ビューワを装備しています。

百聞は一見に如かず

このブローシャをご覧になれば、

いかに Altium Designer が

設計チームの生産性を

向上するかがご理解できるかと思います。 ぜひこれを機会に

ご一読ください！そして Altium Designer を実際にご自身の

目でご確認してみてください。 Altium Designer の機能を

ご紹介しているオン･デマンドによるデモ･ビデオを

ご覧いただくには、 Altium のウェブサイトの DEMOcenter、

www.altium.co.jp/Evaluate/DEMOcenter へ

アクセスしてください。

｢百聞は一見に如かず｣ です！



Altium Designer なら、

設計のコンセプト段階から

完成に至るまで、 統一された

制約の無い設計環境で

作業できます。 Altium Designer は、

現在、 あるいは将来に渡り、

実際の設計を進めるのに必要とされる

統一環境を提供します。



3 – プログラマブル・デバイスを実際のデザインへ統合



FPGA とボードレベル・デザインのリンク

システム設計に FPGA が幅広く採用されている理由はいくつ

かあります。 その一例としてチップ開発サイクルの短縮化で

す。 しかし、 FPGA 回路の開発期間が短縮されても、 終

的な製品が市場に投入される時期がそれに応じて早まると

は限りません。

FPGA の機能のひとつに、 デバイスのピン属性が設定できる

点があげられます。 各ピンの機能設定と同様に、 広範囲な

電気的 I/O 特性から選択することができます。 これはデザ

インに大幅な自由度を与えます、 しかし同時に PCB へこれ

らのデバイスを搭載する場合には工程が複雑性を増してし

まいます。 これでは FPGA 開発で節約した貴重な時間が無

駄になるでしょう。

Altium Designer は、 プログラマブル・デバイスを搭載する

基板の設計において、 FPGA デザイン・プロジェクトとのシー

ムレスなリンクを実現することで、 大容量プログラマブル・デ

バイスを使用する際の問題を解消しています。 これによりプ

ログラマブル・デバイスが持つすべての機能を活用すること

が可能になり、 エレクトロニクス製品開発に新たな道を切り

開いたのです。

大規模なプログラマブル・

デバイスは、その利用法が

確立され、 電子開発の

メインストリームになっています。

複雑な機能をハード的に

結線されたデバイスから

プログラム可能な領域に

移行したことは、デザイン・

プロセスに大きなメリットを

もたらしました。今日、

デザインの生産性において、

これらのデバイスがシームレスに

実際のデザイン・プロセスと

統合できることは非常に重要です。
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Altium Designer は、 プログラマブル・デバイスの内部構

成と、それらのデバイスが搭載される PCB プラットフォーム

の設計の双方を、 単一の設計環境内で行うことが可能で

す。この機能は、FPGA と PCBデザインの協調と FPGAベー

スのアプリケーション開発の短期化を実現します。

このプロジェクト間はデザインのレベルでリンクされているた

め、 FPGA が開発中の段階であってもデフォルトの FPGA

コンフィギュレーションを使って物理的な設計工程を開始す

ることができます。 FPGA の開発が進行すれば、 更新され

たピンと I/O の設定が PCB プロジェクトへと転送されます。

FPGAデバイスの実際の回路図表示では、 接続を保ったま

ま 新の I/O設定を反映するために自動的に更新されます。

その後、 これらの変更は、 PCB にも反映されます。

Altium Designer は、 FPGA デザインから FPGA の配置、

配線プロセスを実行するために使用される物理的制約を抽

出します。 これにより、 ひとつの FPGA プロジェクト内に複数

の FPGA 設定を同時に持つことが可能になりました。 たと

えば、 FPGA 開発用の環境とは別に量産製造用基板をター

ゲットとするコンフィギュレーションが持て、 FPGA による開発

と製造間および FPGA と同時進行が可能な物理的プラット

フォーム設計間をシームレスな移動を可能にします。

FPGA と PCB デザインの協調

3 – プログラマブル ・ デバイスを実際のデザインへ統合
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Our customers

Altium Designer は、 FPGA と

PCB デザイン・プロジェクトを

構造的にリンクします。

この機能により、

FPGA ロジックとその FPGA が

搭載されている基板を同時に

設計することができます。

そして Altium Designer は、

自動的に各プロジェクト間の

同期を取ります。

「 20 世紀フォックス・ポスト ・

プロダクション・サービスでは、

エンジニアリング・プロジェクトの

進行が頻繁に妨げられます。

Altium Designer は、

いずれの設計段階でも中断でき、

そして中断したところからすぐに

設計を再開することが

出来るようになったことから、

作業を継続的に見直していた

時間を節約することが

できるようになりました。

この機能と自動配線の

迅速さにより、手のかかる

マニュアル配線の必要なく、

即材にプロトタイプ PCB を

入手できるようになりました。

20th Century Fox, 
Post Production Services 社
サウンド ・エンジニア
ポール・パベルカ

「



I/O 同期化の管理

FPGA などのプログラマブル・デバイスは、 プリント基板の設

計工程に新たな課題をもたらします。 一般的に、 これらの

デバイスは I/O 特性と機能が固定されておらず、 アプリケー

ションがプログラムされることで決定されます。 また、 重要

な I/O ピンは、 必要な時に未使用のピンから自由に割り当

てができる FPGA の配置・配線ツールを使い FPGA 設計

者により決定されます。

ボードレベルでのこの決定は、 通常、 PCB の配線にとって

適でないピン設定です。 また伝送線路解析などのプロ

セスにとっても I/O 特性を広げたタスクが時間を費やし、 エ

ラーを引き起こす傾向があります。 Altium Designer は、

FPGA と PCB の設計工程を統一することにより、 PCB と

FPGA プロジェクト間での I/O 同期化を完全にサポートしま

す。 これにより、 ピン割り当ての変更をどちらの側からでも実

行可能になり、 伝送線路シミュレーションと差動ペア管理に

対応した I/O 特性が自動的に反映されます。

FPGA 向けの配線最適化を実現

PCB レイアウト内に FPGA を配置すると、 ボードレベルで置

換できるピンを設定することができます。 PCB 設計側から、

手動でのピンスワップ、 または Altium Designer の自動

適化により基板配線のコネクション・ ラインを単純化して配

線の効率を改善することが可能です。マウスを数回クリック

するだけで、 FPGA プロジェクトへピンの変更内容を戻し、

新しい制約に基づいた FPGA の配置・配線プロセスを再実

行することができます。 これにより、 PCB と FPGA の配線

オプションのすばやい変更が可能になり、 適なシステムレ

ベルの設計ソリューションを実現します。

Altium Designer によるエレクトロニクス製品のプログラマ

ブル領域と物理的要素間の統合は、 大容量 FPGA の優

れた利点を 大限に活用します。 Altium Designer は、

ボード設計レベルに FPGA を導入する際の複雑さを効果

的に管理し、 現在主流の設計に幅広く採用する際の障害

を取り除きます。
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Altium Designer は、 ボードレベルから FPGA デバイスの接続を 適化し

PCB の配線を簡略化できます。 そのピンの変更は基板回路図と

FPGA プロジェクトへ自動的に反映されます。 これは、 配線の長さや交差を

大幅に減少できることで、 基板のスペース効率の向上、 製造費の削減、

さらには設計期間の短縮をもたらします。



今日の多くの大規模 FPGAデバイスは、BGA （ボール・グリッ

ド・アレイ） のようなグリッド・パッケージで供給されています。

システム開発中に、 これらのデバイスピンを物理的にプロー

ブし信号のステータスを確認することは、 非常に困難です。

このため、 実レベルで回路をデバッグすることが大きな課題

となります。

Altium Designer は、 物理的なピンへのアクセスではなく、

デバイスの各ピンのステータスをダイナミックに検証できる、

FPGA の JTAG 機能を 大限に活用しています。 JTAG バ

ウンダリ ・スキャンは、 デバイスの信号の状態を確実にモニ

タリングできます。 Altium Designer のシステムが、 Altium

のデバイスを限定しない NanoBoard のような適切な開発

ボードか、 あるいは JTAG を搭載する試作・量産基板へ接

続されると、 ビルトインされたリアルタイム JTAG ビューワによ

り、 JTAG に対応したコンポーネントなら、 すべてのピン状態

を容易に確認できます。 この機能は、 Altium Designer の

インタラクティブな FPGA 開発手法、 LiveDesign により実

現します。

JTAG ビューワは、 ターゲット ・デバイスの表示をフットプリント

と回路シンボルで示します。 デバイスピンのステータスを手動

である瞬間だけ取り込むことも、 動作している回路を動的に

表示させることもできます。 また、 未使用のピンを非表示に

することができ、 注目したいデザイン内のネットを、 1つまた

はグループ単位で指定することもできます。 これにより、 確

認したいピンだけの状態をモニタすることができます。

さらにこのピンの状態を、 プロジェクト内のソース回路図と

PCB レイアウトにも同時に反映させ表示することも可能です。

これによりデザイン全体で、 信号の様子を容易に調べるこ

とができます。

Altium Designer は、 回路変更の作業を行いながら、 同

時にリアルタイムで重要なラインの状態を確認し、 複雑なシ

グナル・ラインに関する問題点を即座に発見します。 そして、

FPGA またはシステムが対応している JTAG デバイスの物理

的なピン状態を容易に表示できるこの機能により、 FPGA

などの超多ピン JTAG 対応デバイスを使用しているときでも、

実レベルでのデバッグを実現します。

JTAG デバイスを実機でデバッグ

3 – プログラマブル ・ デバイスを実際のデザインへ統合

27

Altium Designer の拡張機能である JTAG ビューワは、 回路を動作させながら

FPGA などの JTAG デバイスのピンの状態をリアルタイムで表示し、

デバイスのピンに触れることなくシステム・ハードウェアのデバッグが可能です。



Altium Designer は、

プログラマブル･デバイスを

搭載する基板の設計において、

FPGAデザイン・プロジェクトとの

シームレスなリンクを実現することで、

大容量プログラマブル・デバイスを

使用する際の問題を解消しています。



4 – コンポーネントとライブラリの管理



コンポーネント情報の管理

製造上のトラブルを防ぐためには、 指定した部品が入手可

能か、 プロジェクトのコストに適応しているか、 よく利用する

取引先から入手できるかなど、 デザイン・プロセスのすべて

のレベルでコンポーネント ・データを管理する能力を持つこと

です。  Altium Designer では、 広範囲におよぶコンポーネ

ント ・データの管理と情報リソースによって、 組織の規模に

関係なく、 適切な部品管理を維持することができます。

Altium Designer には、 データベース・ ドリブンのコンポー

ネント情報システムが装備されています。 このオプションを使

用することで、コンポーネント・データの供給が集中管理でき、

社内の MRP または ERP システムと統合することができます。

コンポーネント情報システムの機能を使用する必要がない場

合は、個別に統合ライブラリを用意し、コンポーネントのセキュ

リティとポータビリティを確保することができます。 これにより

柔軟性が得られ、 特定のデザイン・プロセスや社内の構造

に応じた 適な方法で Altium Designer が活用できます。

保守品種や在庫切れの

部品を選んでしまうと、

製造の遅れや予算を

超過してしまう恐れがあります。

このような問題は、

設計段階での予測が困難で、

プロジェクトが製造段階に至るまで

発見できない可能性があります。

そしてこれは、 製品の総合的な

成功に大きな悪影響を与えます。
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Altium Designer は、 データベース・ライブラリから直接コ

ンポーネントを配置できる機能を備えています。 データは、

Microsoft Access のデータベース、 Excel スプレッドシー

ト、 そして多くのエンジニアリング管理システムなどの ODBC

に対応するデータ・ソースからアクセスすることができます。

また、 直接 OrCAD® CIS のデータベースへ接続することも

可能です。 これは、 Altium Designer が企業内で部品の

調達と在庫システムの統合を実現し、 設計内のコンポーネ

ントの選択や準備をすべて管理できるようにしました。

また、 コンポーネントを配置すると同時に、 すべての関連コ

ンポーネント ・パラメータを基板設計へ移行するシステムを

構成することができます。 これにより、 部品の供給状況や

価格など、 重要な部品の属性を設計中でも確認することが

できます。 また、 資材担当者が許可している部品のみを設

計に使用しているかも確認することができます。 ライブラリの

管理者は、 設計チームが使用したコンポーネント ・ モデル

を確認することができ、 プロジェクト全体を通して効率的に

設計データとの整合性をとることが可能になります。

Altium Designer は、 回路図デザインで使用した部品と

データベース・ライブラリ内の情報を完全に同期できます。

これは、 設計工程のどの段階においても、 設計に使用して

いるすべての部品の供給状況、 価格そして供給元が確認

でき、 正確な部品表の生成ができます。 その部品情報は、

設計ファイルとコンポーネント ・データベースの両方のソース

との同期をとり、 部品表を生成します。 これにより、 新の

部品価格や部品調達情報を部品表に取り込むことが可能

になります。

Altium Designer のデータベース・ライブラリ機能は、 コン

ポーネント ・データ全体の管理を完全に行います。 これに

より、 在庫切れの部品による製品開発の遅れを 小限に

おさえることができます。 コンポーネントの選択を指定供給

元に限定することで、 部品コストをプロジェクトの予算内で納

めることも可能になります。  そして、 部品調達、 在庫管理、

また製造工程と、 設計の工程を同調させることができます。

データベースによるコンポーネント情報システムを実現

4 – コンポーネントとライブラリの管理
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Altium Designer は、 集約化されたデータベース・ライブラリから直接部品の配置が可能です。

また、 正確な 新情報を確保するため、 パーツリスト （BOM） を生成中にデータベースと同期した

設計ファイルの情報が資材と製造管理部門へ引き継ぐことができます。

データベースによるコンポーネント情報システム



Altium Designer は、 フットプリントとシミュレーション用サ

ブサーキットなど、 １つのライブラリ内に、 各コンポーネントに

関連するすべてのモデルを集約した統合ライブラリによる、

スタンドアロン設計に対応しています。 これは、 ライブラリの

移動が完全に可能で、 ご自身のライブラリをコンパイルし、

それを安全に配布することができます。

直接、 回路図と PCB ライブラリのソースを編集できると同時

に、それらを統合ライブラリへとコンパイルすることで、 必要

なすべてのコンポーネント情報を１つにまとめたソースを作成

することができます。 コンポーネントの 3 次元モデルと同様

に、 シミュレーションやシグナル・ インテグリティ・ モデルも

格納することができます。  統合ライブラリのコンパイルが完

了すると、すべてのモデルはソースから抽出され、 単一の移

動が可能な形式になります。 これにより、 設計完了で使用

する統合ライブラリを配布することができます。 統合ライブラ

リを使用すると、 ソース・ライブラリとの整合性が保たれると

同時に、 設計者から、 すべての必要なコンポーネント情報

への完全なアクセスが可能になります。

統合ライブラリに格納されたコンポーネントには、 データベー

スとリンクするパラメータも含まれます。 これは、データベース・

ライブラリを使用していない場合でも、コンポーネント管理シス

テムと統合ライブラリを即座にリンクさせることを可能にします。

設計が完了すると、 Altium Designer は、 プロジェクトから

プロジェクト専用の統合ライブラリへ、 すべてのコンポーネン

ト情報を自動的に抽出できます。 これにより、 プロジェクト内

のファイル保管と共に、 完成したコンポーネント ・ データを

保存し、 将来、 設計の修正が必要になった場合でも、 コ

ンポーネント情報のオリジナルへアクセスすることが可能に

なります。

Altium Designer の統合ライブラリ形式により得られる多

様性と安全性は、 独立したコンポーネント ・ソースの配布を

管理し、大がかりな CISデータベースを使わなくてもコンポー

ネント ・データの管理を実現します。

統合ライブラリを使ったデザイン
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Our customers Altium Designer は、 完全な回路図シンボルと、 PCB フットプリントの作成と

編集機能をもち、 独自のライブラリ ・コンポーネントの作成が可能です。

「 Protel 99SE を使用していた

5 年間は、 密接に統合された

環境により、 設計ツール間の

移動が容易でした。

Altium Designer への移行も、

大変簡単に行うことができ、

その新しく拡張された機能も

使用するのが頼もしいくらいです。

私たちのチームの生産性を

大幅に向上してくれた

主な機能の躍進と、

高度な技術による統合に

感謝しています。

米国アリート アソシエイツ社 
エレクトリカル ・エンジニア・チーフ 
デーブ・ミラー

「



目的のコンポーネントをすばやく検索することは、 効率的な設

計において重要です。そこで Altium Designer は、 スタンドア

ロンでのライブラリや、コンポーネント情報システムのデータベー

ス内にあるコンポーネントを特定するための多様な検索オプ

ション機能を提供し、 検索に要する時間を 小限にします。

インストール済みのライブラリは、 Altium Designer のライブラ

リ・パネルより簡単にブラウズし選択ができます。 このパネル

では、 ブラウズする際にコンポーネントをすぐに発見できるよう

に、回路シンボル、フットプリント、3D モデルが表示されます。  

システムにインストール済みまたはプロジェクト内のライブラリ検

索、もしくは指定された検索パス内にあるすべてのライブラリを

検索することができます。  Altium Designer は、 複雑なクエリ

を使った、すべてのコンポーネント ・パラメータの検索をサポー

トしています。そのため目的のコンポーネントを関連した条件に

基づき検索することができます。 クエリの結果は、 シンボルや

フットプリントをコンポーネントの一覧に表示させながら個別ライ

ブラリと同じ要領でブラウズすることができます。

Altium Designer の統合されフレキシブルなライブラリ検索

機能は、データベースの大きさを問わず、ローカルまたはデー

タベース内の部品収納庫から、 コンポーネントを素早く探し

出すことができます。

部品がすべて正しく基準を満たしていることを保証するため

に、 システム内の多様なライブラリやコンポーネントの情報

を常に 新に保つことは重要です。  Altium Designer は、

特定のライブラリ内にあるすべてのコンポーネントの詳細を、

総括的なレポートによりすばやく容易に生成します。

レポートは、 Microsoft® Word ドキュメントまたは HTML

形式で生成され、 総合的なコンポーメント ・パラメータ、 ピ

ンとモデル情報、そして回路図シンボルのプレビュー・イメー

ジ、 PCB フットプリントと 3D モデルを含んでいます。 HTML

形式のレポートでは、 ライブラリ内の全コンポーネントのハイ

パーリンクの一覧を作成します。

Altium Designer のライブラリ ・ レポート機能では、 データ

ベース・ ドリブンをサポートする形式と統合スタンド･アローンの

ライブラリ形式を同時に対応することにより、すべての重要な

コンポーネント ・データの管理と効率的なコントロールと、 組

織全体へのライブラリ情報の配布などを可能にします。

容易なコンポーネントの検索

4 – コンポーネントとライブラリの管理
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ライブラリ・

ドキュメンテーションの生成

Altium Designer では、

ローカルに保存したライブラリや、

コンポーネント情報システムの

データベース内の

コンポーネントを容易に

見つけ出すことができます。

また検索結果をブラウズすると、

シンボル、 フットプリント、

そしてその他のモデル情報を

対話的に表示することも

可能です。



Altium Designer は、

組織の規模やその要求内容によらず、

総合的なコンポーネントのデータと

情報リソースを管理し、 部品の使用を

コントロールすることができます。



5 – 設計から製造へ



設計と製造のリンク

Altium Designer は、 デザインと製造工程を結び付け、 製

造出力ファイルを製造工程に引き継ぐ前の編集と検証を行

う機能を備えています。 これは、 基板の製造や実装への移

行を積極的に管理できるようになり、 デザインを無事に製造

できることを保証します。

Altium Designer は、製造ファイルの検証と編集を設計環境

内で統合し、 システムにより生成されたすべての製造データを

再度読み込んで検査できます。 これにより、 製造工程に入る

前にサーマルの欠損やハンダブリッジの危険性など、 製造の

段階で問題になりがちな点の確認と自動修正を行います。 さ

らに基板の面付けやルーターパスの設定が可能になります。

デザインと製造を結びつけたことで、 Altium Designer は、

開発時間の短期化と費用がかかる設計ミスを 小限おさえ

ます。 これにより、 製造用ファイルの不良を防止でき、 製造

と実装工程へ移る準備が確実になることで、 製造パートナと

の作業が効率的に進められます。

デザイン工程を製造へと

スムーズに移行させることは、

エレクトロニクス製品の

成功において極めて

重要な事項です。

部品調達の遅れやメーカーとの

コミュニケーション不足は、

生産を遅らせ、

予算超過に繋がります。

Altium Designer では、

デザインと製造の間にある

障壁を排除でき、

すべての製造用データの

生成と検証を管理できます。
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エレクトロニクス製品の製造工程には、 多数の出力ファイル

が生成されます。 これらの出力ファイルには、 ハンドブック

用の印刷回路図、 実装図、 製造用データ、 ドリルファイル、

配置座標ファイル、 テスト ・ポイント情報、そして部品表など

があります。

Altium Designer は、 このような数多くの出力ファイルを管

理するために、出力ファイルの生成を集約管理する出力ジョ

ブ・ ドキュメント （OutJob） をプロジェクトへ追加しました。  

これにより、 何種類もの出力ファイルを出力ドキュメント内で

設定することが可能になり、 複数の出力ジョブが１つのバッ

チプロセスとしてプロジェクトに追加されます。

出力ジョブは、 プロジェクト内で保存されるため、 必要な時

は即座に出力ファイルを再度生成することがきます。 また、

複数のプロジェクトでの作業を、 プロジェクトごとに出力設定と

ファイル・セットを変更することなく、 同時に作業を行うことが

できます。 プロジェクトに保存した出力設定を、他にも応用す

ることができることから、 さまざまな製造業者に対応する複

数の設定を行い、 各製造または組み立て工場向けに正しく

設定されたファイル・セットを作成することも可能になります。

一般的には、 1つのプロジェクト内であっても、 さまざまな製

造工場と共に、 仕事を行わなくてはならないでしょう。 試作

段階と 終の製品では、 まったく異なる設備の工場で生産

されるかもしれません。 そして、 プロジェクトごとに、 異なる

生産技術に指示することが、 毎回の課題となるでしょう。 複

数の製造業者と効率的に仕事をするためには、 製造と実

装用ファイル形式を適合させることが必要です。

Altium Designerは、すべての製造の要求条件を満たすファ

イルを生成するために、 数多くの種類の出力ファイルを生成

できます。 これは、 生成レイヤの完全なコントロールと、 手

動のリストまたは自動の埋め込みアパーチャ情報による、 す

べてのガーバー・フォーマットのサポートを含んでいます。

Altium Designer はまた、 新しい ODB++ の製造用ファイル

形式にも対応しています。  ODB++ は、今日使用されている

形式の中で、 もっともインテリジェントな形式であり、すべての

CAD/EDAデータベースの取り込み、 実装と PCB 製造に関

する認識を、 単一の統合されたデータベースに保存します。

NC ドリルとルーター・ファイル、 自動部品マウント用ファイル、

そして製造に関係するすべてのファイルは、Altium Designer

内で生成、 確認そして編集でき、 設計から製造までのデー

タ移行の多様性と安全性を提供します。 Altium Designer

では、 部品表 (BOM) の形式や内容が設定でき、 さまざま

なファイル形式で BOM リストを生成できます。

出力ファイル生成の

集約化

5 – 設計から製造へ
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幅広い製造用・

実装用データの出力

Altium Designer の
OutJob ファイルは、

プロジェクト内すべての

実装用、 製造用、そして

ドキュメンテーション出力を

集約し、 出力ファイルの

生成や管理を

簡易化します。



プロジェクトにおいて、 部品表を正確に作成することは、 効率

的な部品の調達と基板の製造にとって大変重要なことです。  

Altium Designer は、 部品表 (BOM) の情報や形式が完全

に設定できるため、 さまざまな形式で部品表を生成します。

Altium Designer が生成する部品表には、データベース内

の部品ライブラリからの情報を含んだ設計データから、 部

品データを動的に抽出します。 このため、 部品表の情報は

常に正確なものとなり、 製造元へ 新の情報を配布するこ

とができます。

部品表は、 製造システムが対応できるさまざまな形式で作

成することも可能です。 XML のスプレッドシート、 作成済み

のテンプレートを基とするExcelワークシート、またはCSVファ

イル形式で部品表が生成できます。 さらにウェブ配信用に、

HTML 形式で生成することも可能です。

すべての形式において、 フィールドに含まれたデータのソー

トを、 完全にコントロールできます。 部品表の生成はまた、

実装内容が異なる仕向け地別の部品表にも対応しているた

め、 部品表の値を、 手動で編集する必要がありません。

各種印刷形式に対応した、 回路図と PCB レイアウトの優れ

たドキュメンテーションは、 製造からテスト工程までを円滑に

行うために必要となります。  Altium Designer は、 印刷工

程を完全に管理し、すべての設計ドキュメントの正確な表示

を生成します。

Altium Designer では、 印刷したい PCB レイヤの層を定

義し、 縮尺と印刷方向を設定して、 印刷前にそのページを

確認することができます。 これにより、 製造指示図、 メカニ

カル出力、 ドキュメンテーション、 そして部品実装に対応す

る印刷を、 製造工場別に印刷することができます。  各印

刷出力では、 印刷するレイヤとオプションを選択することが

できます。 そして、 印刷する PCB レイヤごとに、 オブジェク

ト ・ タイプ別に印刷モードを設定することができます。 また、

Windows Enhanced MetaFile (EMF) 形式で画像を保存

し、それらをレポート、マニュアル、 またはドキュメンテーショ

ン用として外部ツールに取り込むことも可能です。

さらに、 コンポーネント ・ クロス・ リファレンスとプロジェクト階

層などの情報を含み、 設定が広範囲に可能なプロジェクト ・

レポート出力やシミュレーションとシグナル・インテグリティの

波形図を設計ドキュメント内に取り込むことも可能です。

正確な部品表の作成
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デザインの

ドキュメンテーション 

Our customers
Altium Designer は、 デザインを完全にドキュメント化できる

包括的な印刷出力をサポートしています。 すべての印刷出力は、

正確な出力生成をプレビューで確認できます。「 ユーザに大変親しく、

すばらしいカスタマ・サービスで

知られている会社から

ソフトウェアを購入することは、

とても大事なことです。 実際、

ひとつの会社から 4 つの分野、

すなわち高いレベルの品質、

価格、 購入後のサービス、

そして使い易さ、 これらすべてを

求めることは困難です。

しかし、 Altium Designer は、

これらすべてを備えているため、

今までにない満足感を

与えてくれます。

Sanden Vendo America 社 
デザイン・エンジニア 
ヨゼフ・パテル

「



機械系 CAD ツールとのデータ転送機能は、 電子回路に

おいて製品開発を行う上で大変重要です。 今日のデザイン

には、 基板上にソケット、 スイッチ、 ディスプレイ・ モジュー

ルやキーパッドなどの多くの機構部品が実装されており、 筐

体や機構との相関関係を考慮する必要があります。 Altium 

Designer では、 幅広く機械系 CAD ツールとの、 拡張され

たインターフェースに対応しています。

Altium Designer では、 回路図と PCB エディタから直接

DXF と AutoCAD® DWG データをインポート / エクスポー

トすることができます。 また Altium Designer は、 IDF ファ

イルでの双方向に対応する入出力機能により、 基板の形状

定義を簡単に取り込め、 部品実装済み PCB のデータを外

部へ転送できます。

VRML と IGES 双方の形式は、 機械系 3 次元 CAD に広く

対応しています。  Altium Designer は、 コンポーネント実外

形の自動成形、そして VRML または IGESモデルをコンポー

ネントの 3 次元情報として登録しておくことができます。 また、

Altium Designer の PCB 3D ビューワを使用することで、 基

板全体の実装済みのイメージを、 正確な 3D モデルとして

表示することができ、

さらに IGES ファイルと

してエクスポートするこ

ともできます。

設計から製造に至るまで、 直接設計の工程に関係する関

係者と多くの設計データを共有することが要求されます。 こ

のような関係者には、テスト技術者、技術管理部門、ドキュ

メント管理者、 製造業者やクライアントが含まれています。

ナビゲートが難しいイメージや印刷物、 そして設計のソース

ファイルの提出は、それを受けとる側が、 これらのデータを

開くためのアプリケーション持っている場合にのみ有効です。

ここではセキュリティの問題は考慮しません。

Altium Designer は、 パワフルなスマート PDF ウィザードで

作成することで、 移動とナビゲートが可能な回路図と PCB

データの PDF 図面を生成でき、すべての関係者と安全な共

同作業に対応しています。 スマート PDF では、 指定した設計

ファイルを PDF 化して配布できます。 Adobe® Reader® が

インストールされている PC ならどこでも表示が可能になりま

す。 スマート PDF には、 回路図シートと PCB レイアウト双方

の、 コンポーネントやネットをブラウズしハイライト表示するため

に PDF 内に 「しおり」 を自動で付加する機能を備えています。

Altium Designer は、 より高いレベルのコミュニケーショ

ンを実現するために、 社外の関係者が Altium Designer

のソース・ ドキュメントを開き、 必要なデータを検索して

取り出す方法として、 無償の Viewer Edition をライセン

ス化しました。 この Viewer Edition のライセンスにより、

Altium Designerファイルへのリード・オンリーなアクセスと、

Altium Designer 環境によるナビゲーション、 クエリとレポー

ト出力機能などにアクセスが可能になります。

スマート PDF の生成と Altium Designer Viewer Edition

は、設計プロジェクトの完成を目的とするすべての関係者が、

柔軟でパワフルに協調していくための手段を提供します。

機械系 CAD との

インターフェース

5 – 設計から製造へ
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デザインデータの共有による

共同作業

Altium Designer の
スマート PDF ウィザードは、

どのシステムでも開くことができ、

「しおり」 によるナビゲートが

可能な PDF ドキュメントを

生成します。 この PDF は、

コンポーネントとネットレベルまで

ナビゲートが可能です。



Altium Designer は、

設計と製造をリンクさせることで、

段取りによる時間の浪費と設計ミスを

無くし、 設計コストをコントロールします。

そして製造用ファイルに問題が

無いことを保証することで、

製造と実装データを効率的に

製造部門へ受け渡すことができます。



6 – プログラマブル・デバイス能力の活用



組込みインテリジェンスの躍進

FPGA などのプログラム可能なデバイスは、 低価格化がす

すみ、その能力と容量は急速に増加を続けています。今日

では、 組み込みソフトウェアだけでなく、 ソフトウェアとプログ

ラム可能なハードウェア双方による真の 「組み込みインテリ

ジェンス」 を製品に取り入れることができます。

ボードから機能をプログラム可能なハードウェアへ移行させ

ることで、 製造コストを増加させることなく、 機能を拡大する

と同時に設計期間短縮できます。 ソフトウェアやプロセッサ、

周辺機器などのハードウェアの多くは FPGA 内部へ移動で

きます。 多くのシステムが 「ソフト」 な領域に移動すると、 簡

単に変更できるようになります。 この手法では、 設計期間の

後まで、 そのデザインにとって重大な決定を固定する必

要はなく、 製品の機能を出荷、 あるいは出荷後であっても、

簡単に更新することができます。

この本質は、 新しい手法でデザインを 「ソフト」 な領域へと

移行させ、 エレクトロニクス設計を制約から解き放つことで、

機能の実現における柔軟性を与え、 より短時間かつより低

い生産コストで、 さらに高い機能を持つ製品を製造する可能

性を引き出します。

プリント配線基板では、

物理的なプラットフォームを

構成するために、ディスクリートの

コンポーネント、 コネクタ、

その他のハードウェアを実装し

接続しています。実装密度の増加、

高速化する信号伝達、そして

より厳しい製造面での

要求を考慮しながら

基板設計を成功させるためには、

デザインの定義と

物理的なレイアウトを統一した

設計システムが不可欠です。
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回路内の機能を、基板上から FPGA などのプログラマブル・

デバイス内へ移行させることは、 ハードウェアの設計プロセ

スに大きな自由度もたらします。 FPGA 内のロジックは、 設

計プロセス中のどの段階であっても変更と再構築が可能で、

ボードレベルでハード的に接続されたコンポーネントを扱うよ

うな制限から解放されます。

従来の FPGA ツールでは、 豊富な HDLデザインの経験と

ターゲットのプログラマブル・デバイスのアーキテクチャに対

する知識が必要でした。 また、 大規模な機能 IP ブロック

を取り込み使用することは、 既成のコンポーネントを使用し

PCB 上で結線するというデザイン・フローとは大きく異なり挑

戦でもありました。

Altium Designer では、 使い慣れたボードレベルと同じ手

法を用いて、 簡単にプログラマブル・デバイスの開発がで

きます。 Altium Designer では、 あらかじめ用意された

FPGA ベースのコンポーネントを、 回路図エディタを使用し

ブロック・ レベルで配線するだけで回路デザインが作成でき

ます。 これによって FPGA へ実装するシステムの機能を素

早く作成することができます。

多様な FPGA コンポーネント ・ライブラリ

Altium Designer には、 FPGAデザインに対してこのグラフィ

カルなアプローチを容易にするための、 すぐに使用可能な

FPGA 用コンポーネントが収録されたライブラリが多数用意さ

れています。 コンポーネントは、カウンタ、マルチプレクサや様々

なロジック・ゲートなどの一般的な機能ロジックから 32-bit プ

ロセッサ、 高度なペリフェラルなど、 デザインのシステム機能

の作成に必要なものが幅広く用意されています。

FPGA コンポーネントは、 システムが対応しているすべての

FPGA に対して 適化され、 プリ ・シンセサイズされた検証

済みのモデルを回路図シンボルにリンクしたセットとして供給

しています。 供給されているコンポーネントはロイヤリティの必

要がなく、 FPGA ベースの IP を外部から調達する困難さか

ら開放され、 デザイン作成という本来の作業に集中すること

ができます。

Altium Designer では、 ライブラリからコンポーネントをドラッ

グし、 ワイヤで接続するだけで FPGAデザインが簡単に作成

できます。 これは、 プログラマブル・デバイスでの作業が高

いレベルで抽象化できることを意味しています。すぐ入手でき、

使用可能なコンポーネントで利便性を損なうことなく、 プログ

ラマブル・デバイスの可能性を利用することができます。

ソフトワイヤード・コンポーネントを使ったデザイン

6 – プログラマブル ・ デバイス能力の活用
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Altium Designer は、 ターゲットを限定しない FPGA コンポーネント ・

ライブラリを備え、 ブロック ・ レベルで FPGA システムを素早く完成させます。



幅広い FPGA への対応

Altium Designer は、 FPGA ベンダを限定しないデザイン

環境を提供します。 付属するコンポーネントを使用するだけ

でシステムの機能が構築でき、 しかもそのデザインは、 ター

ゲット ・デバイスを Actel 社、 Altera 社、 Lattice 社、 そし

て Xilinx 社など、 複数 FPGA ベンダの各種 FPGA を自由

に選べます。

さらに Altium Designer では、デザイン開始前にターゲット・

デバイスを特定しておく必要はありません。 デザインの開発

中いつでも、 システムが対応している FPGA から 適なもの

を指定し、 即座にターゲットを変更することができます。

デザインの処理中に、 システムはターゲットに応じて回路図

ソースファイル内で使われた FPGA コンポーネントに適した

モデルを自動的に抽出します。 これらの論理合成済みの

モデルは、 各 FPGA デバイス用に 適化されており、 ター

ゲット ・デバイスを変更してもソースファイルを変更する必要

がありません。

プログラマブル・デバイスが変わってもデザインを容易に移

行できるので、 ある FPGAでシステム開発し製造工程に移

行する段階で、 デザインを変更しなくても他のデバイスへと

ターゲットを変更することが可能です。 さらなる利点として、

異なるデバイスや違う FPGA ベンダのデバイス上で実行する

システムの性能比較が簡単に行えます。

ここで重要なポイントは、 Altium Designer では特定の

FPGAベンダやデバイスファミリに縛られることがない点です。

新しいデバイスのリリース、 デバイスの入手性、 コスト低下へ

の期待を判断して、 デザインを即座に移行することでき、 潜

在的なリスクを避けることができます。            　　 　　　 >>
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Our customers

「 Altium Designerと

NanoBoard の組み合わせで、

私たちの設計チームは、市場への

製品投入時期を早めながら、

も信頼できる技術を用いて、

完全に統合された開発環境内で

作業を行うことを可能にしました。

コストとタイム・ トゥ ・マーケットを

考慮すれば、Altium Designerを

適用することで、より難易度の高い

シングルチップ・ソリューションに

設計リソースを集中することも

可能となるでしょう。

Ushio America 社
テクニカル・プロダクト ・ディビジョン
マックス・ミラー

「



HDL と回路図の混在

>> Altium Designer が供給している広範囲の FPGA コン

ポーネントで、 必要なシステム機能の大部分を作成できま

す。 しかし、 ご自身でカスタム IP ブロックや、 特別な機能を

持つロジックをハードウェア記述言語で作成したい場合もあ

るでしょう。 Altium Designer は、 論理デザインを記述する

ために VHDL と Verilog の両方をサポートし、 システムの回

路図内のどこでも簡単に HDL ソースファイルを組み込むこと

ができます。

HDL ソース・コードは、 HDLで記述されたロジック・エンティ

ティから自動的に生成されるグラフィカルな表示のシートシ

ンボルを使用して、 デザイン内の回路図どこでも配置できま

す。これらのシートシンボルは、回路図エディタ内で定義でき、

システムとの接続は、 他のシートシンボルや FPGA コンポー

ネントへのグラフィカルな結線で行われます。

またこれらのソースファイルから独自の FPGA コンポーネント

を作成することも可能です。 システムは、 定義したロジック・

ブロックを、 Altium Designer の FPGAライブラリに含まれ

ている FPGA コンポーネントに統合し処理できる豊富なツー

ルを装備しています。 これは、 FPGA コンポーネント ・ ライ

ブラリの機能を簡単に拡大でき、 他のデザインやチームで

そのまま使用できる機能ロジックの作成を実現します。

Altium Designer は、 装備している VHDL/Verilog 対応

の論理合成以外にも、 XST、 Altera、 Synplicity などの外

部の論理合成エンジンをシームレスに使用できます。 また

同様に、 内蔵する VHDL の機能シミュレーション・エンジン

以外に、 ModelSim と Active-HDL との透過性の高いイン

ターフェースにも対応しています。

Altium Designer では、 デザインを記述する際に、 必要に

応じて HDL を使用できます。 全体のシステムを定義するた

めに、 回路図ベースの FPGA コンポーネントと VHDL およ

び Verilog ソースを自由に混在させることができます。 これ

により、 設計プロセスの各ステップで も適切な記述方法

が選べます。

ソフトワイヤード・コンポーネントを使ったデザイン 

6 – プログラマブル ・ デバイス能力の活用
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Altium Designer では、

回路図と HDL ソースファイルを

混在させて FPGA ベースの

デザインを記述することが

できます。 それは、

ロジック ・ブロックの定義を

HDL による記述に

柔軟に対応させることで、

ブロック ・ レベルで

システム構成を記述する

デザインのさらなる活用を

実現します。



FPGA ベースの仮想測定器を

使ったテスト

Altium Designer のユニークな利点は、 コンポーネント ・レ

ベルで FPGA のプログラマブル領域にデザインが可能であ

ることです。 FPGA コンポーネントはあらかじめ論理合成さ

れ検証済みのブロックとして付属し直接ライブラリから配置

して使用できます。 これらのブロックの機能性を検証する必

要はありませんが、 これらのコンポーネントによって構成され

たシステム全体の機能テストが行えます。

これらのテスト用に Altium Designer では、 ボードレベルで

のアナログ式なベンチ･テストと同様な FPGA ベースの仮想

計測器類が装備されています。 これにより、プログラマブル・

デバイス内で実行しているシステムの操作や検証が行えま

す。 この仮想計測器は、 デザイン内に回路図レベルで配置

され目的の各ネットへ接続されています。

デザインが処理され、 プログラマブル・デバイスにダウンロー

ドされると、 Altium Designer のシステムは、 第 2 の JTAG

チェーンを介して、 FPGA 内に設置した測定器と通信を行

います。 ソフト上のフロント ・パネルから、 回路に対してインタ

ラクティブに入力や確認をすることで、 問題点のデバッグや

回路性能を検証できます。 修正したデザインはその後、 再

度処理しテストすることができます。

Altium は、 この対話的な開発プロセスを LiveDesign と名

付けました。LiveDesignは、システムレベルでのシミュレーショ

ンへの依存を 小限にし、 FPGA ベースのシステム・デザイ

ンを迅速にデバッグできます。 システムの動作を確認するた

めにシミュレーションを行うのではなく、 実機上でソフトウェア

を実行させながらシステムの動作をテストできます。

幅広い用途の仮想測定器とインタラクティブなテスト環境に

より、 Altium Designer は、 ボードレベル・デバッグの利便

性とスピードを FPGA 設計のプロセスにもたらし、 システム開

発において FPGA コンポーネントとインタラクティブな作業が

行えます。
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マイクロプロセッサの出現により、 機能がハードウェアから、

柔軟に書き換えることのできるソフトウェアの領域へと移動で

きることで、 エレクトロニクス設計に改革が起こりました。 こ

のことにより、 製品の 「知能」 とハードウェアを分離すること

が可能になり、 より多くの機能をハードウェアのコスト、 部品

点数、 基板面積を増加させることなく実現できる開発手法

が実現しました。

近の大容量かつ低価格になってきた FPGA などのプロ

グラム可能なハードウェアでは、 ソフトウェアと同様に実行プ

ラットフォームも容易に変更が可能なため、 デザイン・プロ

セスに対する考え方も変化しています。 プロセッサの機能を

FPGA 内に取り込むことで、 ボードのデザインがシンプルで

小規模になり、 システム設計に要する期間も短縮できます。

また、 ソフトウェアとハードウェアの実行プラットフォームを設

計工程のどの段階でも変更できるようになりました。 たとえ

製品の出荷後であっても、 実ハードウェアを変更することな

く、 大規模な修正や機能アップを行うことができます。

FPGA を限定しないソフト･プロセッサ

Altium Designer では、 多くのソフト ・プロセッサやハイブ

リッド ・ハードプロセッサ /FPGA デバイスが使用でき、 多くの

プロセッサ・プラットフォームから幅広い選択ができます。 こ

れは、 特定のアプリケーションに 適な実行プラットフォー

ムを選択できるということを意味します。

Altium Designer には、 多機能な 32 ビット RISC プロセッ

サである TSK3000 や多くの 8 ビット汎用ソフト ・プロセッサ

が準備されています。 これらのプロセッサはターゲットを限

定せず、サイズが適切であればシステムが対応しているどの

FPGAでも使用できます。 他の Altium Designer の FPGA

コンポーネントと同様に、 広範囲のターゲット ・ デバイス向

けに論理合成済みの部品として供給されます。

Altium Designer の TSK3000 は、 内部的にハーバード ・

アーキテクチャを採用し、 シンプルなメモリ構造と洗練され

た割り込み処理により、 非常にシンプルにプログラミングでき

ます。 このプロセッサは、 FPGAで動作する 32 ビット ・シス

テムのシンプルな開発を目指して特別に開発されました。 も

ちろん、 既存の 8 – 32 ビットのシステムからの移植も比較

的簡単にできます。TSK3000はWishboneマイクロプロセッ

サ・バスに対応しているので、 ペリフェラル・デバイスとの接

続も簡単にできます。

6 – プログラマブル ・ デバイス能力の活用
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プロセッサと組込みソフトウェアの作業 

Altium Designer は、 ターゲットを限定しないプロセッサ、 FPGA ベンダ特有の

ソフト ・プロセッサ、 FPGA 内にあるハイブリット ・ハード ・プロセッサ、そして

FPGA に接続されたスタンドアロンなプロセッサなど、 幅広いプロセッサを

ターゲットとすることができます。



サードパーティ製プロセッサのサポート

Altium Designer は、 主要な FPGAデバイス・ベンダの供

給するソフト ・プロセッサをサポートしています。 これらのプロ

セッサは、 特定の FPGA 向けに 適化されているため、 パ

フォーマンスは高いのですが使用可能な FPGA が限定さ

れます。 Altium Designer は、 デザイン環境の内部から

Xilinx の MicroBlazeTM など FPGA ベンダ特有のソフト ・プロ

セッサに直接アクセス可能な回路図ベースのコンポーネント

が付属しています。そのため、Altium Designerの他のソフト・

プロセッサと同様に、 単にライブラリから配置するだけでシス

テムが構築できます。

同様の手法で、 ハイブリッド ・プロセッサや FPGA デバイス

内部のハード・プロセッサ、 さらに FPGA 外部に接続したディ

スクリート・プロセッサも使用できます。Altium Designer は、

FPGA 内部に配置したラッパー・コア・コンポーネントを介し

てハード ・プロセッサに接続することができます。 この機能

により、 ユーザは Altium Designer の環境からこれらの各

種プロセッサにアクセスできます。

簡単な実行プラットフォームの

修正と変更

従来までのボードレベルの開発手法では、 ハードウェアの実

行プラットフォームを設計工程の初期に確定させておく必要

がありました。プロジェクトの 初にプロセッサやペリフェラル・

デバイス、 ハードウェアとソフトウェアの機能分担が決定され

てから、 試作のハードウェアの作成が開始されソフトウェアの

開発がスタートできます。 開発の開始後に、 ハードウェアに

機能追加が必要であると判明した場合、 試作のハードウェ

アの再作成が必要になり、 開発スケジュールの大幅な遅れ

と混乱を招くことになります。

Altium Designer は、 これらの障害を排除し、 開発工程

のどの段階であってもソフトウェアと、それを実行するプラット

フォーム両方の自由な変更を可能にします。それは、プロセッ

サ、 ペリフェラル・デバイス、 グルー・ ロジックなどを大規模

なプログラマブル・デバイス内部に配置することで、 即座に

変更や再構築のできるソフト ・ ワイヤードによる実行プラット

フォームを実現します。                                              >>
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Our customers

「 近のプロジェクトでは、 設計の

回路図キャプチャ、 組み込み

ファームウェアの設計、そして

13" x 8"サイズの 8 層基板と、

さらに小型な PCB レイアウトの

配線が必要でした。 私たちは、

動作可能なセットを 5 セット

作成し、 ボードのテストを

行わなくてはなりませんでした。

私たちの顧客は、

そのプロジェクトの完了を

1年間と予測しましたが、

私たちは、 Altium Designer を

採用することで、 なんと

110 日間でプロジェクトを

完了することができました !
Effi cient Computer Systems 社 
オーナ    ハーブ・ ウィンターズ

「



>>  たとえば、 Altium Designer でデバイスを限定しない

32 ビット ・ソフト ・プロセッサとソフト ・ペリフェラル・コンポー

ネントを用いて開発をとりあえず開始し、その後システム性能

の改良が必要になった場合、 特定の機能をプロセッサから

ソフトに配線されたハードウェア領域へと移行させることも可

能です。 あるいは、 より 適化された FPGA ベンダが供給

するソフト ・プロセッサへの変更や、 ハード ・プロセッサ・コ

アを内蔵したハイブリッド FPGA への移行も可能です。

Altium Designer は、 プロセッサ間におけるハードウェアと

ソフトウェア・レベルの互換性を常に維持でき、 ターゲットに

よらず作業を進めることができるので、 アプリケーションに

適な処理プラットフォームを自由に選択することができます。

もし必要なら、 システムの 小限の改変だけで、 プロセッサ

をいつでも変更することもできます。

プロセッサとペリフェラル間の接続

Altium Designer はオープンソース規格である Wishbone

バスを幅広く使用しているので、チップ内部のプロセッサ / ペ

リフェラル・デバイス間を簡単に接続できます。

Altium Designer の FPGA コンポーネント ・ライブラリには、

回路図レベルでペリフェラル・デバイスやメモリをプロセッサ・

コアに接続できる各種設定も可能な Wishbone のコンポー

ネントが含まれています。 回路図シートにこれらのデバイス

を配置し、 必要に応じてデバイスの追加や設定が可能で

す。 回路図のシンボルは、設定した接続の状態を反映し自

動的に更新されます。 FPGA コンポーネント ・ライブラリから

Wishbone 互換のペリフェラルやメモリ ・コントローラ・デバ

イスを指定し配置するだけで、 プロセッサ・システムを完成

させることができます。

Wishbone Open バスは単純で使いやすいため、 開発の

どの段階であっても短時間でシステム機能を再定義でき、

実行プラットフォームのハードウェア機能を変更または追加

することができます。

6 – プログラマブル ・ デバイス能力の活用

プロセッサと組込みソフトウェアの作業 
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Altium Designer は、 Wishbone Open バス相互接続規格に幅広く

対応させることでプロセッサ・ペリフェラルとメモリを容易に接続できます。

接続のためのコンポーネントはシート上から設定でき、

ペリフェラル ・コンポーネントを迅速かつ容易に追加できます。



組込みソフトウェアの開発・デバッグ

Altium Designer の統合された開発プロセスは、 FPGA 内

で実行されるプロセッサに必要な組み込みソフトウェアの作

成にもおよびます。 Altium Designer の開発環境の中で、

ソース・コードの編集、コンパイル、シミュレート、さらにターゲッ

ト上で完全なソースレベル・デバックまで行うことができます。

Altium Designer は、 対応しているプロセッサ用の完全

なツールチェーンを装備しています。 これらのコンパイラは

Altium の 新 Viper コンパイラ・フレームワークをベースに

しており、 各ターゲット ・プロセッサのアーキテクチャ用に高

度に 適化されたコードを生成します。 この Viper テクノロ

ジでは全てのプロセッサ間での C 言語レベル互換性を提供

しているので、 アプリケーション・コードを他のプロセッサに

簡単に移植できます。 これにより、 ハードウェア・ レベルで

のプロセッサ互換性を確保し、 異なる実行プラットフォーム

間の移行が簡単にできます。

全てのAltium Designerのプロセッサは、オン・チップ・デバッ

グ機能を備えています。 プログラムが完成して、 Altium 製

の NanoBoard などの FPGA 開発ボードにダウンロードを

完了すれば、 Altium Designer は FPGA のもうひとつの

JTAG チェーンを介してプロセッサと交信が可能になります。

これで、 組み込みソフトウェアのソース・コードや逆アセンブ

ルリストを確認しながら、 プロセッサを完全に制御すること

ができます。Altium Designerは、マルチ・プロセッサのデバッ

グでもそれぞれ独立したデバッグ・セッションを同時にサポー

トしています。

実プラットフォーム上で実行しているデザインと組み込みソフ

トウェア開発を統合することで、 Altium Designer は、 エ

レクトロニクス製品開発に新しいアプローチをもたらしました。

開発プロセスの 終段階までデザインの重要な決定を遅

らせることができ、 開発サイクルのどの段階でもデザインの

重要な構成を変更でき、そしてソフトウェアとハードウェア間

の機能分担の移行も実現します。 Altium Designer では、

デザインを特定の組み込みアプリケーションに限定すること

なく実装できます。
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プログラムマブル・デバイスを使用してデザインする際の大き

な課題は、 デバイス内で起きていることを確認することが困

難な点です。 デバイスのピンは確認できますが、 内部の回

路はデザインから切り離され、 内部の動作までは物理的に

アクセスできません。

Altium Designer のユニークな面は、 デザイン内のプログ

ラム可能な領域に 「live」 に接続し、 開発過程でシステム

とインタラクティブに交信することが可能な点です。 Altium 

のターゲットを限定しない NanoBoard などの LiveDesign

に対応した 開発用ボードを追加すると、 FPGA にデザイン

をダウンロードした後、 プロセッサや Altium Designer の仮

想測定器を使って、 動作中のデバイスとダイナミックかつリア

ルタイムに検証することができます。 この方法は、 従来のシ

ミュレーションの使用を 小限にし、 FPGA 内のシステム・

デザインへ、 インタラクティブに何度でも繰り返し検証するこ

とが可能になります。 Altium はこの手法を LiveDesign と

名づけました。

LiveDesign プロセスを管理するために、 Altium Designer

はプロジェクトを集中的に統合し処理できるインターフェース

を提供しています。 ユーザが意識することなく、 ターゲット ・

デバイスに必要な FPGA ベンダ・ツールを起動し、 デバイス

固有のマップと配線処理を実行後、 ハードウェアとソフトウェ

ア・プログラムの両方をダウンロードします。

プログラムが完了すると、 インターフェースを介して動作中の

デバイスと相互に交信できます。 仮想測定器の 「ソフト」 な

コントロール・パネルを使って、 FPGA ベースのシステム内の

信号を観測やセットができます。 またシステム内で実行され

ているすべてのプロセッサに対する、ソフトウェア・デバッグ・セッ

ションも開始できます。 ソフトウェアやハードウェアを更新した

場合は、 即座にダウンロードし変更の影響が確認できます。

ピン・レベルでは、 プログラム可能なターゲット・デバイスの I/O

ステータスをモニタでき、 FPGA プロジェクトのソース回路図に

この状態をダイナミックに表示もできます。 Altium Designer

ではさらに、 PCB エディタ内からも FPGA ピンの状態を確認

することも実現しています。

試作または製造した基板に、 適切なコネクタが用意されて

いれば、NanoBoard を介してシステムに接続し、ターゲット・

ハードウェアでも LiveDesign プロセスを継続できます。

LiveDesign プロセスのインタラクティブな特性は、 開発プ

ロセス全体を活性化し、 FPGA ベースのシステムを素早く開

発しデバッグすることが可能です。 Altium Designer は、デ

ザインのプログラム可能な領域へのコントロールを可能にし、

開発中のシステムを 「live」 にします。

6 – プログラマブル ・ デバイス能力の活用
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デザインへのインタラクティブなダウンロード



「ソフト」 な設計パラダイムへ

移行させることで、

エレクトロニクス製品設計に

新たなアプローチが

獲得されたのです。

この手法は、 機能の実装に

柔軟性を与えると同時に、

開発・製造期間を短縮し

製造費を抑えつつ

よりインテリジェンスな製品を

開発するための

新たな扉を開きました。



7 – 開発プロセス全体を管理



デザイン・プロセスを統一

エレクトロニクス製品開発は、 アプリケーション作成、 実装、

そしてテストを限られた期間内で行いながら、 より高機能な

インテリジェンスを設計へ組み込むことが求められています。

この集約する設計をとりまく環境に対処するために、 従来の

設計ツールの境界を超えて、 プロジェクトやデータを効率的

に管理する必要があります。

製品開発を、 連携があまりなされていない個別のツール環

境で作業することは、 設計効率の障害、 データ移行時や

同期化に問題をもたらします。 ツール間の表面的な統合で

さえ、１つの製品を開発するためには、複数の設計とプロジェ

クト管理環境への対応が必要となります。

Altium Designer は、すべての設計工程をプラットフォーム・

レベルで統合することで、 効率的で高度な生産性をエレクト

ロニクス製品開発にもたらし、 かつて分散していた設計領域

の集約をサポートし、 プロジェクトとドキュメントの管理を統合

します。 また Altium Designer は、 システムを構成するディ

スクリート ・ハードウェア、 プログラマブル・ハードウェアそして

ソフトウェアを統合し、 設計の構想段階から製品完成まで

の期間を、今まで以上に短縮することも実現しました。

実際のプラットフォームの

設計機能を実装した

プログラマブル・デバイス

および組込みソフトウェアの

開発は、もう独立した

プロセスではありません。

成功を導くには、 これらを１つの

デザイン・フローとして効率的に

管理する必要があります。

Altium Designer の統合化され

一体化したデザイン環境では、

開発を様々な視点から

管理することで、 設計プロセス

全体を統一します。
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Altium Designer は、 エレクトロニクス製品開発を構成する

ための各種プロジェクトの作成や管理を、 すべて統合された

環境下で実現します。 さらに、 Altium Designer では、 デ

ザインのすべての構造を定義しているこれらのプロジェクトへ

のリンクも可能です。

異なるプロジェクト・タイプは、独立して作業することも、あるプ

ロジェクトと共存させることもできる論理的な方法でリンクされ

ています。たとえば、PCB プロジェクトは、使用されているプロ

グラマブル・ ロジック・デバイス用の FPGA プロジェクトにリン

クされています。組み込みソフトウェアのプロジェクトは、それを

実行するためのプラットフォームを定義した FPGA プロジェクト

内に含まれたプロセッサへリンクしています。Altium Designer

は、プロジェクト間の構造的なリンクを認識しているため、

自動的にプロジェクト間のデータの流れを管理することが

できます。

たとえば、 ボードレベルで FPGA のピンの設定を変更した場

合、 Altium Designer は、 このデータが PCB のソース回路

図、 または、 FPGA の配置・配線ツールを実行するために

必要な FPGA プロジェクト内の制約と同期化する必要がある

と理解しています。 このため、 異なる設計環境間のデータを

手動で移行させる必要はありません。

同様に、FPGA プロジェクト内にあるプロセッサに、メモリやペ

リフェラル・ハードウェアを追加した場合、Altium Designer

は、 ソフトウェアのプロジェクト内のハードウェアに対応させる

ために必要な Cヘッダ・ファイルを自動的に生成できます。

Altium Designer では、 単一の環境下で、 必要なプロジェ

クトをすべてリンクもしくは作成できることで、 終のプロダク

ト ・デザインをこれまでのポイントツールでは、 得られなかっ

た効率で実現します。 この効果は、 設計チーム全体での設

計サイクルの短縮と生産性の向上へと導きます。

統一された環境内で全プロジェクトを管理

7 – 開発プロセス全体を管理
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1つのエレクトロニクス製品の開発プロジェクトでも、 それに

関連するドキュメントの数は膨大です。 しかも各ドキュメント

は、 開発過程において多くの改訂が加えられます。 デザイ

ンが複雑になれば、 系統的なデザイン・ ドキュメントの追跡

と改版の管理が必要となります。 これらの作業を管理する

ために、 ドキュメントのバージョン・コントロール・システムを

導入する企業が増えています。

Altium Designer は、 デザイン・ドキュメントの履歴を、 ロー

カルに追跡する機能と外部のバージョン・コントロール・シ

ステムにリンクすることで、 包括的で用途の広い対応をして

います。 Altium Designer では、 Source Code Control 

Interface(SCCI)、 Concurrent Version System(CVS)、

Subversion(SVN) のそれぞれの規格に対応し、 サード

パーティ製の各種バージョン・ コントロール・ システムに

接続することができます。 これにはマイクロソフトの Visual 

SourceSafe や主要なオープン・ソース・バージョン・コントロー

ル・アプリケーションが含まれています。

Altium Designer 側から、 バージョン・コントロール・システ

ムのリポジトリにデザイン・ ドキュメントを追加することができ、

ドキュメントのチェックインやバージョンのラベル付けなど、 す

べての一般的なバージョン・コントロールの作業も実行する

ことができます。 これにより Altium Designer の環境から

離れてもドキュメントを管理することができます。

バージョン・コントロール・システムを使用していない場合で

も、 Altium Designer は、 ローカル・ レベルで、 プロジェ

クト内のドキュメント履歴を簡単に追跡することができます。

Altium Designer は、ファイルの保存時に毎回、オリジナル・

ファイルのコピーを自動的に保存し、 ドキュメントの変更点の

完全な履歴を残します。 重要なバージョンのドキュメントにラ

ベルを付けたり、 ヒストリ ・ファイルにドキュメント変更のコメン

トを追加することができます。

Altium Designer では、 外部のドキュメント ・バージョン・コ

ントロールとローカルなドキュメント ・ ヒストリ管理機能の組み

合わせにより、 重要なデザイン・ ドキュメントの取り扱いに柔

軟さとセキュリティの向上が得られます。

すべての設計ドキュメントを管理
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Our customers

Altium Designer のストレージ・マネージャ・パネルは、 プロジェクトに関連する

すべてのデザイン・ ドキュメントの物理的な保管状況の表示と管理を行い、

バージョン ・コントロール・システムともシームレスに連携しています。

「 コントラクタとして、 他社製品を

使用することがありますが、

どれだけAltium Designer が

進んでいるかを他の人たちに

彼らの使用しているツールと

比較しながら紹介しています。

Altium Designer は、

非常に価値があるもので、

エレクトロニクス設計

コミュニティを新しいシステム

開発レベルで統合しています。

そして Altium は、 FPGA の

ベンダを限定しないため、

各社のデバイスを実際に

比較できるようになりました。

さらに、 Altium のサポートは、

どこよりも優れています。

Encore Electronics 社 
オーナ
トニー ・カラビダス

「



ドキュメントの更新履歴の管理は面倒です。 しかしドキュメン

トのバージョン間で何が変化したのかを即座に確認できるこ

とは、 開発中のドキュメントを効率的に管理するために重要

となります。

ほとんどのバージョン・コントロール・システムでは、 テキスト・

ベースのファイルなら簡単に相互の相違点が確認できます。

しかし回路図や PCB レイアウト ・ファイルなどの画像を主体

としたドキュメントでは、 難しい挑戦です。  特にその変化が

接続性に影響しない部分では、 これらの種類のドキュメント

の相違点を正確に指摘するのは困難です。 たとえば、 PCB

レイアウトで、 シグナル・ インテグリティの問題を改善するた

めに、 ある接続を別ルートで配線し直したとします。 複雑な

基板では、 この変更前後のドキュメントの違いを目視で見つ

け出すことはほぼ不可能でしょう。

Altium Designer に装備されている、 強力なグラフィカル

差分エンジンは、 接続レベルでの比較と同様に、 ファイル

の履歴を視覚的に比較することができます。 これにより、

回路図と PCB ドキュメントのバージョン間の微妙なグラフィカ

ルの違いも即座に特定することができます。

このコンペア機能は、 Altium Designer のストレージ管理

およびバージョン管理と統合され、 現在のドキュメントとロー

カル・ヒストリ内のバージョン、 あるいはバージョン・コントロー

ルのリポジトリに保存されているバージョンと簡単に比較する

ことができます。 また、 以前の 2 種のバージョンのドキュメ

ント同士を比較することもできます。

グラフィカルな比較機能は、 Altium Designer の包括的な

バージョン・コントロールのサポートと一体化し、 すべての設

計ドキュメントを管理するために必要な機能を提供しており、

デザイン・プロセスおよび設計チーム全体で、 デザイン・ファ

イルの整合性を維持します。

PCB と回路図ドキュメントのグラフィカルなコンペア

7 – 開発プロセス全体を管理
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Altium Designer では、 画像主体のドキュメントにおける各バージョン間の

些細な変化でも容易に探しだします。



Altium Designer は、

すべての設計プロセスを

プラットフォーム・レベルで

統合することにより、

エレクトロニクス製品開発に

効率性とより一層の生産性を

もたらし、 プロジェクトの統合と

ドキュメント管理の基盤を

提供することで、 旧来分離していた

設計手法の統合をサポートします。



8 – 自信を持って Altium Designer をご提供します



お客様の成功が私たちの成功 

Altium は、 お客様の成功が私たちの成功であると信じてい

ます。 設計システムに対する Altium の 優先課題は、 こ

の設計システムを皆様がいち早く使いこなせるように、十分

なサポートを行うことと、 皆様の開発製品が、 限られた時

間と予算内に市場に投入するためのお手伝いをすることで

す。 すべてのユーザは、 ライセンスの一部としてこれらのサ

ポートを利用できます。 特別なサポートを実施するために、

メンテナンスを別途契約することもできます。

Altium Designer を導入すると、 たとえデザインやエレクトロ

ニクス・テクノロジが進歩しても、 開発を混乱することなく継続

できるデザイン・ソリューションを運用している安心感が得ら

れます。 Altium Designer は、 将来への架け橋となり、 高

まる要求に応えられるソリューションです。 も重要なことは、

それがエレクトロニクス設計業界において、 20 年以上にわた

る豊富な経験に基づくソリューションであることです。

Altium Designer を

導入することは、

生産的な設計システムを

入手したことだけにどとまりません。

Altium が提供するナレッジの

入手が約束されることで、

あらゆるレベルでの成功を

確実なものにします。
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Altium の基本的な理念は、すべてのエンジニア、 設計者、

そして開発者は、 高のデザインツールを利用すべきであ

る、 というものです。 このことが製品を継続的に開発する原

動力であり、 このデザイン・ソリューションのために、 常に新

機能と革新的な能力が追加されてきました。

他のデザイン・ソフトウェア・ベンダとは異なり、 Altium 製

品のアップデートや機能改良で、 毎回費用が請求されること

はありません。 Altium Designer のライセンスを購入すると、

定期的にリリースされる サービスパックが無償で入手でき、

購入費用以上の効果が得られます。 これらのサービスパッ

クで、 新しいテクノロジやサポートするデバイスの追加、 機能

拡張が Altium Designer のシステムにもたらされます。 新

のデザイン・テクノロジによって、 お使いの Altium Designer

を常に 新の状態に保つことができます。

Altium のライブラリ開発センタでは、 ISO9000 の認証を

受けた品質保証プログラムのもとに、 継続的に新規ライブ

ラリの開発と更新を行っています。 これらのライブラリは、す

べての Altium Designer ユーザが無償で利用でき、 新

のエレクトロニクス・コンポーネント、 パッケージ・テクノロジ、

デバイス・モデルがアクセス制限無しで、 使用できることを

お約束します。

Altium のウェブサイトでは、 Altium 製品のユーザが自

由に参加できるコミュニティを開催しています。 その１つが、

Altium が主催するフォーラムです。 Altium の製品開発者、

アプリケーション・エンジニア、サポート ・スタッフだけでなく、

一般のユーザも参加することができます。

フォーラムの内容は多彩で、 親しみやすいサポート ・ネット

ワークとなっています。 Altium Designer コミュニティから、

貴重な情報を得る、 あるいは逆に提供するために、 この

フォーラムにお気軽に参加してください。

このフォーラムでは、 Altium 製品の知識と情報が集約さ

れます。 また、 このコミュニティのサイトから、 プログラムの

ダウンロードや更新、 追加のサンプルやデザイン・ リファレン

ス、更新されたドキュメントやチュートリアル、プログラマブル・

デバイスの情報、サードパーティ製の開発用ボードに関して

情報を入手することができます。

Altium 大のリソースは、Altium のソフトウェアを利用されて

いるユーザの皆様です。すべてのユーザが、これらのリソース

から有益な情報が得られるように、活発な Altium Designer

コミュニティを運営しています。

パッケージの中身以上に

8 – 自信を持って Altium Designer をご提供します
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活発なデザインコミュニティと

ウェブリソース 



Altiumでは、 Altium Designer を使って、 プロジェクトを時

間と予算以内に確実に完了させることに真剣に取り組んでい

ます。組織内でAltium Designerを使用する初期段階では、

生産性の継続を確保するため、 エンジニアができる限り速く

ソフトウェアを使いこなせるようになる必要があります。 そのた

め、 Altium Designer ライセンスには３ヶ月間無料の電話お

よびメールによるサポートを提供しております。

Altium のグローバル・ネットワークであるセールス＆サポート・

オフィスと代理店では、 先端の技術と技能を持ったサポー

ト・エンジニア・チームが各地域に待機しており、 即座に連絡

をとることができます。これらのエンジニアはAltium Designer

とエレクトロニクス製品開発プロセスの両方に豊富な経験を

有し、 Altium Designer システムを使用中のあらゆる問題

の解決を支援いたします。

第一線のサポート ・エンジニアは、 Altium 本社のグローバ

ル・カスタマ・ケア・チームによって強力にバックアップされ

ています。 このチームが、 社内の R&D チームと直接連絡

をとり、 トップレベルのサポートを提供します。 グローバル・

カスタマ・ケア・ チームは積極的にサポートの重要課題を

モニタし、 効率的に素早く問題を解決しています。 また、

オンラインの Altium フォーラムに現地レベルから発信され

たすべての情報は、Altium の広範囲におよぶウェブをベー

スにしたナレッジ ・ベースに入力されます。 ナレッジ ・ベー

スは、 Altium Designer のユーザに貴重なリソースを継続

的に提供するものです。

この多重構造のサポート・システムは、特別に Altium Designer

でエレクトロニクス製品を開発する際に起こり得る障害を乗り

越えるために構築されました。 このサポート ・システムより、 シ

ステムのデサイン能力の完全なアドバンテージを獲得し、可能

な限り効果的な方法で製品開発を行なうことを可能にします。

グローバル・カスタマ・ケア
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Our customers

「 私たちがカスタマ向けに

開発するボードは、

複雑で 10 層構成から成り、

2 種類のレーザ・ ドリル、

ドッグ・ボーン配線、

そしてマイクロスプリットと

差動ペアのレイヤごとの

インピーダンス・マッチングが

必要です。 Altium Designer の

PCB レイアウト機能は、

各層にあるトラックの幅を、

絶縁体の特性を考慮して

統合しているため、 PCB 上で

直接確認することができ、

開発日数の短縮と

ボード配線によるエラーのリスクを

排除することができました。

Multi Video Designs 社 
デザイン & プロダクション コーディネータ
フレデリック ・マイレス

「



Altium では、 Altium Designer システムを 大限に活用

できるように、 すべてを分野カバーしたトレーニング・ リソー

スを提供しています。 これらのリソースは、できるだけ短期

間で Altium Designer を習得し、 製品開発に取り入れら

れるように考慮されています。

ソフトウェアをインストールと同時に、 トレーニングを開始で

きます。 ソフトウェアに装備されているオンラインのナレッジ・

センタを呼び出すと、 ダイナミックに更新されるパネル内に、

作業内容に合ったインタラクティブなシステムの操作ガイドが

表示されます。 オンラインのナレッジ・センタは、 実行して

いる操作をモニタし、 現在の作業についてのヘルプを提供

します。 また、 システムの特徴と概念についてのより詳しい

情報を得るには、 Altium Designer ドキュメンテーション・

ライブラリにアクセスください。

また、 Altium Designer にはシステムの機能を紹介するサ

ンプルが数多くインストールされています。サンプルは、 特定

の機能を強調するために、 簡単な回路で設計されているも

のから、 開発のプロセス全体をカバーする、 完全なリファレ

ンス・デザインまで用意されています。

ソフトウェア内の学習リソースを補足するには、Altium のウェ

ブサイトをご利用ください。 ここには無償でダウンロードでき

る、 豊富なトレーニング教材が用意され、 費用をかけずに

操作方法を習得することができます。

さらに、 Altium Designer のスキル向上をご希望の方には、

定期的に開催しているトレーニングへの参加をお勧めしま

す。 このトレーニングは、 Altium Designer を使ったエレク

トロニクス製品開発プロセスを様々な方向からカバーし、 初

心者から熟練者まで、 すべてのレベルの方に満足して頂け

ます。 このトレーニングは、 費用面で効率的に、 設計者の

技能を高めることができます。

一度に多くのエンジニアがトレーニングに参加できない場合

は、オン・サイトのトレーニングも用意しています。Altium セー

ルス & サポート ・センター では、 ご希望の場所でのトレー

ニング・コースを設定し、 移動に要する無駄な時間などを

低限に抑えることができます。

必要としているトレーニングのレベルにかかわらず、 ご希望の

日程と予算に応じたソリューションをご用意していますので、

お客様にとって も価値の高い資産である、 スタッフの設計

生産性を向上させることができます。

豊富なトレーニング・リソース

8 – 自信を持って Altium Designer をご提供します
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設計者により、 仕事を行う好みの環境が異なります。

Altium Designer は、 皆様の仕事のやり方に完全に合わ

せられるように、 アプリケーション・ インタフェースと画面を

自由にカスタマイズすることができます。

Altium Designer は、メニュー、ツールバー、ショートカット・

キーをそれぞれカスタマイズでき、 Altium Designer のデス

クトップ全体をも再構成することができます。ワークスペース・

パネルは、 画面の一箇所に格納したり、 独立のウィンドウに

したり、 さまざまな方法で積み重ねたり、 また使用しないと

きは折りたたむことができます。 さらに、 仕事の内容に合っ

た複数のデスクトップレイアウトを保存し、 必要なときに元に

戻すこともできます。

すべてのウィンドウの置き場所は自由なので、マルチ・モニ

タを有効に使うことができます。現実的には、追加されたウィ

ンドウが占める面積と情報量から、 高の設計効率を得る

には追加のモニタが必須となります。

Altium Designer インターフェース固有の柔軟性とカスタマ

イズ性により、 設計者は個人の仕事のやり方に合った環境

を作り、 設計の効率を上げることができます。

Altium Designer は、 単純なマクロや完全なフォーム・ ドリ

ブンなアドオン・アプリケーションを作成することにより、 すべ

てのシステムリソースへのアクセスと、 Altium Designer のカ

スタマイズが可能な、 ビルドイン・スクリプト ・システムを備え

ています。 このスクリプト ・ システムは VBS や JavaScript な

どの、 複数のスクリプト言語をサポートし、 システム内のすべ

ての機能にアクセスしたり、 お客様の会社の管理システムと

のインターフェースを構築したりすることができます。

スクリクプト ・ システムにより、 お客様は Altium Designer

のすべてのプロセスとデザインシステムにアクセスできるプ

ラットフォームを保有していることになります。 このシステムに

は完全なスクリプトの開発・デバッグ環境と広範なドキュメン

トとプログラマ向けのサンプルが付属しています。

ビルトイン・スクリプトは、 Altium Designer の柔軟性を格段に

高め、 システムの能力を拡張・強化でき、 Altium Designer

を会社のビジネス・システムに組み入れることができます。

柔軟性をさらに高めるものとして、 Altium Designer 専用の

Software Development Kit (SDK) が用意されています。  

SDK は、 Altium Designer のアドオン・アプリケーションを

外部の Windows® ソフトウェア開発システムを使用して開

発するための豊富なドキュメントとコード ・ テンプレートを提

供しています。  

スクリプティング・システムと SDKのもたらす柔軟性と拡張性

により、 お客様の会社のフレームワークに Altium Designer

を容易に取り込み、 お客様のニーズにあわせてシステムをカ

スタマイズすることができます。

カスタマイズ可能な

デザイン環境
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フルカスタム・アドオン・

アプリケーションの開発

Our customers

「 Altium Designer の

直感的な設計環境と

高密度な多層基板、

そして高速な基板が

簡単に設計できる

豊富な機能に

感謝しています。

Altium Designer は、

私たちが開発し

大量生産している

家庭電化製品の

急速な進歩にも

確実に対応してくれます。

NEOTION 社  France
レイアウト ・デザイナ
ハミッド ・ベライド

「



エレクトロニクス製品開発は、 アプリケーション作成、 実装、

そしてテストを限られた期間内で行いながら、 より高機能な

インテリジェンスをデザインへ取り入れることが求められてい

ます。 エレクトロニクス発展の歴史は、 複雑な機能の増加

に対応していくために、 設計を高度なレベルで抽象化する

傾向にあります。 これは、 エレクトロニクス・システムの各部

分が、 お互いに関連し合う必要に迫られ、 設計手法の統

合が加速されます。

Altium Designer は、 すべての設計工程を効率的に管理

できる統合化アプローチをエレクトロニクス製品開発に導入

しました。 この手法により、 従来の個々に異なっていた設計

手法を統合し、 設計ツールの境界を取り払った統一設計

環境を提供します。

Altium Designer は、 エレクトロニクス製品の設計、 新

テクノロジによる可能性の活用、 そして設計パラダイムに必

要なすべての工程を１つに統合する能力を備えています。

Altium Designer ですべてのデザイン工程を統合できます。

ライセンスの取得

Altium Designer は、 フレキシブルなライセンスオプションを

提供することで、 個人ユーザから小規模の設計チーム、そ

して大企業が必要とする適切な機能を、 皆様のデスクトップ

に装備していただくことが可能になります。  設計者がエレクト

ロニクス製品開発に関わるすべての工程で Altium Designer 

は生産性を向上させ、 設計に費やす時間を大幅に短縮でき

る統一設計ソリューションを簡単に実現できます。

Altium Designer のライセンス・オプションでは、 開発のフ

ロンド ・エンドから、 ボードレベルのシステム設計そしてプログ

ラマブル・ ロジック・デバイスとプロセッサ・プラットフォーム

による組み込みインテリジェンスを取り入れた統合開発まで

も提供します。 これにより、 デザイン・チームの規模や設計

工程での役割にかかわらず、組織全体に Altium Designer

を効果的に運用することができます。

無償の Altium Designer Viewer Edition ライセンスは、

すべてのデザイン・ ドキュメントに直接アクセスするために必

要な機能を備えており、 設計チーム以外の関係者にドキュ

メントが配布可能になります。

Altium Designer は、デザイン・チーム全体を一体化します。

将来への万全な準備 － それは Altium Designer の導入

8 – 自信を持って Altium Designer をご提供します
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プログラマブル・デバイスの使用

マイクロプロセッサとデジタル・デザインの登場により、 設計

における難問の一部を流動的で書き換え可能な 「ソフト」

な領域へと移行が可能になりました。 これにより、 設計プロ

セスの全体をとおして、柔軟で容易な変更が可能である 「ソ

フト」 な環境内で複雑な部分を処理することができます。

FPGA などの大容量かつ高機能なプログラマブル・デバイ

スが低価格になってきたことで活用方法も変化し、 プロセッ

サとそのペリフェラル・コンポーネント、そしてロジック・ブロッ

クなどの以前は固定していたデザイン要素もソフトな領域へ

と移行させることが可能になっています。

今後ますます増加するソフトな領域への移行に対応するた

めには、 デザインシステムが FPGA がもたらす新しいテクノロ

ジの利点を十分に活用できることが必要です。

Altium Designer はプロセッサを用いた FPGA 設計に、 システ

ムレベルで完全に対応しています。さらにAltium Designerは、

これらのコンポーネントを物理的に実装するレベルにも対応し、

プログラマブル・エレメントのデザインを統合しています。 これに

より、 プログラマブルな環境内で設計を行う際に利用できるポ

テンシャルを 大限に活用し、より短期間で 「インテリジェンス」

な製品開発が行える新しいアプローチを可能にします。

Altium Designer 独自の LiveDesign 機能により、プログラ

マブル・エレメント内へアクセスし、 ハードウェアとソフトウェア

を同時にインタラクティブにデバッグすることが可能です。 ま

た、 FPGA 内の信号に対し ｢live｣ に作用させ、 同時にデバ

イスのピンのステータスをリアル･タイムにモニタリングすること

も可能です。 さらに、 FPGA デバイス内や FPGA から接続

したプロセッサを、 実行中にソースレベルでデバッグすること

も可能です。

Altium Designer は、物理的なデザインとプログラマブルな

デザインを完全に統合している唯一のシステムであり、 エレク

トロニクス製品の開発を、 統一アプリケーション環境内で実

現します。

プログラマブルな領域と物理的なデザインとを

Altium Designer は統合します。

百聞は一見に如かず！

ここでご紹介した卓越した機能を、

Altium Designer は皆様の

設計チームへもたらします。 ぜひ、 このシステムを

実際にご自身でお確かめください。

Altium Designer は、 オン・デマンドによる

デモ・ビデオにて Altium のウェブサイトの DEMOcenter、

www.altium.co.jp/Evaluate/DEMOcenter から

ご覧ください。

これにより、 すべてが信じられます！

Our customers

「 Altium のソフトウェアを

使用しているこの 11年間、

毎回のリリースごとに

ソフトウェアはより良く

直感的なものになり、

より容易に素早く

設計できるようになってきました。

プログラムを取り替える

機会がありましたが、

熟練な設計者として、

Altium Designer は、

価格の面でも

適な製品だと思います。また、

Altium のチームは、今まで

巡り合ってきた中で も親身に

対応してくれるため、

頼りがいがあります。

Altium Designer を

使っていると、 自分が設計した

製品が思い通りに完成できる

自信を持てます。

General Dynamics-OTS 社  USA
上級エレクトロニクス PCB デザイナ
セリング・ ウィッパー

「



Altium では、 すべてのエンジニアの皆様にこのような未来

が訪れると確信しています。 この信念こそが、 将来を見越し

た独自のエレクトロニクス製品開発用統合システムを開発す

るための原動力となっています。

Altium Designer は、 物理的なデザインと製造用出力ファ

イルの生成から、 デザインに組み込まれるプログラマブル・

エレメントの開発にいたるまで、 エレクトロニクス製品開発に

必要な機能をすべて統合します。 これは、 単一で統合され

た設計環境内で設計の構想段階から製品完成までを行う

ことで、 従来の設計ツールでは実現し得なかった設計の効

率化を図ります。

エレクトロニクス業界は、 ダイナミックにそして急速に変化す

る業界です。 新しい技術の追求は、 エレクトロニクス製品開

発の能力を引き出すために継続的に行われています。 企

業が成功するためには、 これらの新技術をいち早く活用し、

ユーザの要求に対応し続けることができる製品開発の準備

が必要となります。

Altium の使命は、その潮流の 先端を進むために必要な

先端デザイン・テクノロジを装備したツールをお客様にお届け

することです。 このため Altium は、絶えずAltium Designer

の開発を続け更新して行きます。 そして開発完了と同時に

お客様のお手元に新しい機能とテクノロジをお届けします。

Altium Designer を用いることで、 設計者はエレクトロニク

ス設計テクノロジの 先端で作業を行う際に必要なすべて

を手にできます。 エレクトロニクス・テクノロジは未来へと前

進します、その未来への備えは万全でしょうか？

将来に対する万全の備え － 

それは Altium Designer の導入

企業の将来を約束します

8 – 自信を持って Altium Designer をご提供します
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Altium は、 統合によるアプローチを

エレクトロニクス製品開発に取り入れ、

将来と正面から向き合うことができる

システムを提供しています。

Altium Designer は、今日そして

明日のエレクトロニクス製品開発への

挑戦に必要となるすべての機能を

装備しているのです。
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アルティウム ジャパン株式会社

〒 141-0031
東京都品川区西五反田 1-23-9
りそな五反田ビル ７F 
Tel: +81 3 5436 2501
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Altium Inc
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Fax: +49 (0) 721 8244 320
Email: info.de@altium.com
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Email: info.au@altium.com 
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Email: info.ch@altium.com 

China
Altium Information Technology 
(Shanghai) Co., Ltd.

Suite A&J, Floor 9, Hua Du Mansion
828-838 Zhang Yang Road
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Ph:  +86 21 6876 4016
Fax: +86 21 6876 4015
Email: info.cn@altium.com
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