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Altium Designer を使用するメリット

 効率的な設計手法の実現

設計工程間の連携を取る事で設計工数やチェックの軽減、 
ツール代などの削減が可能

開発期間の大幅短縮

Altium Designer の特長

   制約のない設計環境

• データの共有

• 設計工程間の連携

最大 50% 短縮

* ピンスワップ使用時の例

最大 25% トータルコスト削減

トータルコストの削減
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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・基板回路設計・プリント基板設計といった 
エレクトロニクス製品の開発工程を統一環境下で実現するアプリケーションです。 デザインプロセスを 
統合することで設計期間の短縮につながります。

組込みソフト開発

FPGA論理設計

基板回路設計

回路シミュレーション

プリント基板設計

伝送線路解析

CAM編集

基本セット 
(Core feature set)

拡張セット 
(Extended feature set)

組込みソフト開発

プリント基板設計

伝送線路解析

FPGA 論理設計

基板回路設計

回路シミュレーション

Altium Designer
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ライセンスタイプ

   選択可能なライセンスオプション

• スタンドアロン

• フローティング

ライセンス期間

   選択可能なライセンス期間

• 永久ライセンス

• １年間ライセンス

無償版ライセンス

   購入予定のお客様限定ライセンス

• 評価ライセンス　(30 日期間限定フル機能 )

• Viewer ライセンス　( データ参照機能のみ )
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プリント 
基板設計

基板回路 
設計

FPGA 
論理設計

組込み 
ソフト開発

プリント 
基板設計

基板回路 
設計

FPGA 
論理設計

プリント 
基板設計

基板回路 
設計

FPGA 
論理設計

組込み 
ソフト開発

ウォーターフォール型の設計イメージ

設計変更が発生すると関連する工程で作業のやり直しが発生します。

作業は倍になり、 全体の設計期間も倍近くかかります。

データ変更時の設計期間イメージ

リソースとコスト

設計工程毎の設計ツールと設計工程毎の専門家が必要になり、 代替がききません。
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エレクトロニクス製品の国際競争力向上のためには、 より効率的で生産性の高い開発システムが 
必要になってきます。 Altium Designer は、 従来の設計手法 ( ポイントツールの組み合わせ ) では 
限界が見えてしまった、 設計全体の最適化を実現します。

従来の設計

ウォーターフォール型の設計

前設計工程の情報やデータが確定後、 設計を開始します。 
データに変更が発生すると、 変更点のリストなどを元に手動で修正を行います。

Altium Designer ～ 次世代の設計手法 ～



組込み 
ソフト開発

組込み 
ソフト開発

そのまま 
量産設計へ

FPGA 
論理設計

FPGA 
論理設計

基板回路 
設計

基板回路 
設計

プリント 
基板設計

プリント 
基板設計

S/W と H/W の

切り分け

部品決定

トータル設計期間の短縮

次世代の設計フロー
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次世代の設計

柔軟な構想設計 ( 仕様設計 )

従来のポイントツールを使用した設計手法では、 仕様決定後、 それぞれの設計が開始されますが、 Altium Designer は、 
設計工程間の連携を柔軟に取る事が出来る為、 仕様設計を進めながら最適な実現方法を決定する事ができます。

従来の設計フロー

ソースとコスト

同じオペレーションツールを使う事で一人の設計範囲を広げる事ができます。 
Altium Designer はエレクトロニクス設計に必要な設計機能を全て網羅している為、 
ライセンスタイプを組み合わせることで、 ツールにかかるコストを大幅に抑える事ができます。

S/W と H/W の

切り分け

部品決定
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Altium Designer ～ 設計全体の最適化 ～

開発 ・設計ツールの進化に伴い、 各設計工程は最適化され、 設計期間の短縮につながっています。 
しかし、 世の中の要求は高くなるばかりで、 従来の最適化では限界があります。 従来の設計手法が 
常識になり、 見えていなかった作業を自動化し、 全体の最適化を行なうことができます。

管理項目の自動化

設計データ

• 生データによる設計工程間の連携

  同一アプリケーションのため、 ネットリストなどの標準フォーマットなどを生成する必要はありません。 
データから必要な情報を直接更新します。

• 異なる設計データ間の差分チェック

 　  基板回路図と PCB データといった異なる設計データ同士の差分チェックを行なう事ができます。 
その為、 設計変更が入った場合に、 データの差分チェックを行なうだけで、 相違点はリスト表示され、 
連絡ミスなどのケアレスミスも防止できます。

 　  

ネットリスト作成作業 マニュアルデータ比較 マニュアル修正 修正チェック設計作業

部品、ネットなど

ピン情報

メモリマップ

組込みソフト開発 FPGA 論理設計

プリント基板設計

基板回路設計
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ファイル ( 仕掛り ) 管理 ( ストレージマネージャ )

設計データを変更し、 上書き保存を押すたびに自動的にファイルのバージョンを追加していきます。 
また、 指定されたディレクトリに古いバージョンのファイルを圧縮して保存していきます。 
バージョン間の比較もバイナリ単位で行なう事ができ、 変更箇所を実データで比較できます。 
また、 古いバージョンのデータに戻す作業も簡単です。

版 ( 出図 ) 管理　( リリースマネージャ )

設計が完了し、 出図したデータを全てリビジョン管理できます。 リビジョン番号の指定はもちろん、 
保存したファイルの編集不可制限を付ける事もできます。

出力ファイル　( アウトプットジョブ )

製造に必要なファイルの印刷や pdf 化を直感的に一括処理できます。

　　　-  設計データ　( 回路図、 PCB データなど )

　　　-  製造用データ　( ガーバー、 ドリルデータなど )

　　　-  部品表
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FPGAと組込みソフト

マルチベンダサポート

4 社の FPGA/CPLD の設計が可能です。 
Actel®、 Altera®、 Lattice®、 Xilinx®

複数のソフトプロセッサコアをサポート

最適なプロセッサコアを選択できるように、 全てのプロセッサコアはオープン規格の Wishbone バスを採用しています。

　　 -   8 ビットマイコン   
  8051/8052、 PIC、 Z80

  ディスコンになった 8 ビットマイコンを FPGA で代替可能

 -   32 ビット RISC CPU    
  CoreMP7、 MicroBlazeTM、 Nios® II、 MIPS R3000

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開発も行なえます。

特長

        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

• 複数のソフトプロセッサコアをサポート

• 様々なデザイン入力をサポート

• 容易なデザイン入力

• 豊富な回路図ライブラリ

• 無償リファレンス IP

• インテグレート可能な合成エンジン

• 豊富な実機検証機能

• 基板回路との連携

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

実機検証 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。



様々なデザイン入力をサポート

混在設計サポート

　　 -   回路図　( ※最上位階層のみ回路図 )

　　 -   Verilog-HDL/VHDL

　　 -   EDIF/VQM

　　 -   OpenBus システム

　　 -   C コード
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容易なデザイン入力 (2 クリック操作 )
• 論理入力　(OpenBus システム )

 パレットから論理シンボルを配置し、 マスタ / スレーブ間を 1 本のラインで接続するだけで FPGA 論理入力ができます。 
 HDL の文法などを習得する必要がなく、 誰でも簡単に論理設計ができる入力方法の一つです。

• 結線　( シグナルハーネス )

 今までの常識を覆し、 異なる信号を 1 本の束にまとめる事ができます。 
 複数信号をまとめることにより、 結線作業の本数が減ります。

    USB の 4 本の信号を１つのケーブルにまとめるイメージに類似。

    USB ケーブルイメージ

.c .OpenBus .v / .vhd  .edf/.vqm

 .SchDoc

 .SchDoc

配置 選択

D+/D-、 
 VUSB、 

 GND



豊富な回路図ライブラリ

 FPGA ベンダに依存しない FPGA 論理用ライブラリを使用して回路図入力ができます。

　　 -   FPGA Generic 
  GATE、 FIFO、 カウンタ、 乗算器など標準ロジック

　　 -   FPGA Memories 
  RAM、 ROM

　　 -  FPGA Processors 
  ソフトプロセッサコア

　　 -  FPGA Peripherals 
  無料リファレンス IP

　　 -  FPGA Instruments 
  仮想測定器

無償リファレンス IP
 Altium 自社製の無償リファンレス IP が標準装備されています。 
プロセッサコアに対応し、 オープン規格 Wishbone バスを採用しているものが多数あります。

BT656、 CAN*、 I2C*、 EMAC、 PS/2、 USB、 VGA、 JPEG Decoder、 
IDE Controller、 UART、 Memory Controller (SDRAM/SRAM/Parallel Flash) 
(* 別途ロイヤリティが必要です。 )

 Wishbone バス対応の IP を無償で掲載している団体もあります。 
『OPENCORES』 http//www.opencores.org

インテグレート可能な合成エンジン

 Altium Designer ではなく、 3rd ベンダの論理合成ツールをインテグレートさせることもできます。

　　 -   Altium Synthesizer

　　 -   Altera Quartus® II

　　 -   Synplicity

　　 -   Xilinx ISE®
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FPGAと組込みソフト

基本 
プリミティブ

ペリフェラル

プロセッサ 
コア

メモリ 仮想測定器



豊富な実機検証機能

 FPGA を動作させた状態で FPGA 内部バスをモニタ / 操作できます。 
ユーザロジックと共に FPGA へ書き込み、 GUI で操作します。

　　 -   クロック分周期　(CLKGEN)

　　 -   周波数カウンタ　(FRQCNT2)

　　 -   バスセレクタ　　(CROSSPOINT_SWITCH)

　　 -   ロジックアナライザ　(LAX)

　　 -   ターミナル　(TERMINAL)

ソフトウェアデバッガでプロセッサ内部のレジスタやメモリをモニタできます。 
また、 ステップ実行やブレークポイント指定によるプログラム実行も可能です。

* 仮想測定器やデバッガと通信する為に 4 本のピンをユーザ I/O にご用意下さい。

C から HDL 化

• 関数と変数を選択　(ASP)

　　   コンパイル実行後、 プログラム内の関数や変数のリストが表示されます。 
関数群の中からボトルネックとなっている処理を選択する事でハードウェア化し、 
処理全体を効率化させます。

• C ソースを論理関数として配置　(C コードシンボル )

　　C ソース自体を FPGA 論理ブロックとして、 回路図上に配置する事ができます。 　
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FPGA

.src .src

.obj .obj
.lsl

.c

.elf .elf

.v / .vhd

Cコンパイラ CHCコンパイラ

 アセンブラ ハードウェアアセンブラ

リンカ CHCリンカ
  

デバッガ

ソフトコア

HDLジェネレータ

論理合成、配置配線

 
FPGA デザイン

.SchDoc

C フロー

C-to-Hardware コンパイラのフロー

HDL 化フロー



基板回路との連携

•  FPGA 論理データから基板回路図を自動生成 (FPGA=>PCB プロジェクトウィザード )

　　 FPGA 論理データのピン情報と制約ファイルの情報を使い、 
 回路シンボルと組み合わせ、 PCB プロジェクトを自動生成します。

•  FPGA プロジェクトと PCB プロジェクトのステータス表示 (FPGA ワークスペースマップ )

　　 関連するプロジェクトを GUI 上で表示し、 データに差分がある場合は、 アラーム表示を行なう事はもちろん、 
 差分リスト表示より、 相互に更新を実行できます。
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FPGAと組込みソフト



応用の運用フロー

 FPGA ベンダのツールと連携

FPGA 論理設計は FPGA ベンダツールを使用し、 
基板 CAD として Altium Designer を使用する運用方法もあります。

FPGA ベンダツールで用意されている 
オリジナル論理ライブラリを使用し 
Altium Designer に取り込む運用方法もあります。

* ベンダもしくはデバイスファミリは固定になります。

使い慣れたベンダライブラリを使用し、 
論理設計が可能
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メリット

•  FPGA シンボルの回路図シート自動生成 
( ピンタイプ、 ネット名付 )

• ピンスワップによる柔軟な変更機能の活用

• FPGA ワークスペースマップによる差分管理

ベンダツール

ライブラリ

Altium Designer
回路図ライブラリ

デザイン入力

 論理合成

配置配線

実機検証

書き込み

 HDL 
 ファイル

基板設計 FPGA設計

基板回路図自動生成 
(FPGAシンボル込)

ピン情報のみの論理回路 

基板回路設計

ベンダツール

インポート

 

ピンファイル

MegaWizard® Plug-In  
Manager CORE 
Generator ™ など



Altium Designer は、 基板回路設計に必要な工程を全て標準サポートしています。

特長

基板回路設計機能を標準サポート

• 統合ライブラリによるデータの一元管理

• 容易な回路図入力

• 設計資産の流用機能

• 回路検証機能

• 検図機能

• FPGA/PCB データとの連携

• 他社 CAD との連携

統合ライブラリによるデータの一元管理

 • 統合ライブラリ

  約 8 万点の部品ライブラリが予め用意されています。 
基板設計に必要なデータ ・情報を回路図シンボルに 
リンクすることで関連付けされています。

シンボル入力

回路設計

回路シミュレーション

エレクトリカルルール設定

検図機能

部品表生成
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基板回路

プロパティ

コンポーネント

シンボル
形状

SPICE
モデル

IBIS
モデル

3D
モデル

 
フットプリント

形状

• 外部データベースと連携　( データベースリンク )

　　 ODBC 準拠 (Access、 Excel、 Oracle、 SQL) のデータをインポートし 
 部品表へ情報を反映する事ができます。

プロパティ

コンポーネント ODBC 準拠
外部 DB

シンボル
形状

SPICE
モデル

IBIS
モデル

3D
モデル

 
フットプリント

形状



• 電子部品サプライヤへライブリンク ( サプライヤデータベースリンク )

  Digi-Key 社の検索ページに直接リンクすることができ、 最新の部品情報や 
価格 ・在庫状況を確認しながらライブラリの作成が可能です。
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プロパティ

コンポーネント サプライヤ
データベース

シンボル
形状

SPICE
モデル

IBIS
モデル

3D
モデル

 
フットプリント

形状

部品表に反映

容易な回路図入力

• 一括貼り付け　( スマートペースト / ペーストアレイ )

  コピーした情報の形式を選択した貼り付けや同種類の

コンポーネントを複数個一括貼り付けにより 
ライブラリや回路図の入力時間を短縮できます。

形式の選択

貼り付け
個数の指定



• 一括編集　(Inspector パネル )

  同じ情報を持つ部品やネットを選択し、 一括で変更可能です。

• 結線の簡略化　( 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結線の簡略化ができます。

類似オブジェクトの検索により一致する 
オブジェクトを選択

Inspector パネルにて 
一括変更

異なる信号線を一つのシグナルハーネスとして束ねる
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基板回路

設計資産の流用

回路ブロックの流用　( スニペット )

使用頻度の高い回路ブロックを登録し、 ライブラリ感覚で使用できます。



入力フローティングによる 
エラー

デジグネータ重複による 
エラー

エラールールチェック　( コンパイル )

 プロジェクト単位やファイル単位でエレクトリカルルールチェックをかける事ができます。 
階層の認識や接続チェックなどを行ないます。 また、 エラーレポートの表示レベルについては、 
プロジェクト毎に設定が可能です。
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回路図シートの流用　( デバイスシート )

完成した回路図シートを登録したディレクトリに保存するだけでマスターデータとして扱う事ができます。 
流用先では、 編集不可制限をかける事が出来る為、 データ管理も容易に行なえます。 
マスターデータを変更した場合、 流用先では自動的に変更が反映されます。

回路検証機能

エラールールチェック　( オンライン ERC)

接続やデジグネータ重複などオンライン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。

ケアレスミスを防ぎながら回路図入力が可能です。

読み取り専用



回路シミュレーション　(SPICE 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が実行できます。 
過渡解析、 周波数解析、 AC 小信号解析、 DC スイープ解析、

モンテカルロ解析など多数の解析オプションを用意しています。

回路図レベルの伝送線路解析　(Signal Integrity)

IBIS モデルを使用した伝送線路解析が可能です。 PCB データがなくても、 仮想的に 
信号のスクリーニングチェックや反射による信号への影響を波形でモニタできます。

信号のスクリーニングチェック

信号の波形表示
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基板回路

検図機能

• ファンアウト先の表示　( マーカー )

  ファンアウト先を同色で表示するマーカー機能は、 
同一回路図シート内のファンアウト先を容易に検索できます。



しおり機能を活用した検索

PCB データとの連携

 • 回路図と PCB データの相互検索　 
 ( クロスプローブ )

  基板回路図と PCB データ間で部品や 
ネットの相互検索が可能です。

　　 部品やネットをクリックするだけで、 関係する

箇所をセレクト ・ マスク表示できます。

19

• 接続先のファイル表示　( 接続インサイト )

  ポートやネットのファンアウト先がシートをまたがって

いる場合、 カーソルをあてるだけでリンク先の 
ファイル名とファイル概要が表示されます。 
リスト表示されたファイルを選択する事でリンク先へ

ジャンプができます。

データの PDF 化　( スマート PDF)

回路図、 PCB データ、 部品表を PDF 化するだけではなく、 部品 ・ ネット ・ ポートをしおりに自動挿入します。 
しおり機能を活用することで検索時間を大幅に減らす事ができます。

ファイルの
サムネイル表示

リンク先の
ファイルリスト



• PCB デザインルールの配置　(PCB ディレクティブ )

  PCB レイアウト時に必要な配置 ・配線などの制約条件を回路図上に配置する事ができます。 
部品やネット情報と共にデザインルールを PCB へ更新できます。
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基板回路

他社 CAD との連携

• 他社 CAD データの取り込み　( インポートウィザード )

  他社 CAD の回路図や回路図ライブラリを直接取り込みができます。

　　  -   CircuitMaker 2000

　　　 -   DxDesigner

　　　 -   OrCAD (V7、 V9)

　　　 -   PADS (V5.0、 V5.2)

　　　 -   P-CAD (V16、 V17)

• ネットリスト出力

 他社 CAD へのインターフェース用にネットリスト出力が可能です。

　　  -   OrCAD

　　  -   PCAD

　　  -   Protel

　　  -   ango

　　  -   Telesis

  など



プリント基板設計 ( ボードレイアウト ) 機能は、 拡張セットのメイン機能です。 
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。

特長

プリント基板設計機能を標準サポート

• 対話形式による簡単作成

• 高速信号に対応した PCB デザインルール

• 製造面を考慮した PCB デザインルール

• 容易な配線機能

• 等長配線機能

• 伝送線路解析

• 豊富な製造用データ出力

• CAM 編集機

• 基板回路図との連携

• メカ CAD との連携

• 他社 CAD との連携

対話形式による簡単作成

• フットプリント作成　(IPC フットプリントウィザード )

  部品のデータシートに記載されている値を入力するだけで、 フットプリントを簡単生成できます。 
フットプリントを作成する際、 IPC の規格に基づいて半田フィレットを考慮したパッドを自動生成します。 
フットプリントの生成だけでなく、 検図工数も大幅に削減できます。

層構成指定

基板外形入力

配置

配線

伝送線路解析

製造用データ出力

CAMデータ

3次元データ

規格値を入力する事で鉛フリー、 RoHS 指令
に対応したフットプリントの生成も可能
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プリント基板

• 基板外形入力　(PCB ボードウィザード )

　　 定型外形の場合は、 ウィザードで簡単に基板外形を作成できます。 
 ウィザード内で層構成やトラック幅やビア径などの設定も行なう事ができます。



• BGA ファンアウト

  BGA パッケージの部品外形まで自動で 
エスケープ配線ができます。 オプションにより、 
ファンアウトも可能です。

容易な配線機能

• インタラクティブ配線

 差動ペア配線や束配線でも実現可能です。

　　 -   配線の自動迂回

　　 -   配線の押しのけ

　　 -   既存パターンに沿った配線

　　 -   インテリジェントな自動配線
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PCB デザインルール

• 高速信号に対応した PCB デザインルール

　　 インピーダンス配線や差動ペアの配線長差の許容値、 スタブ長などの 
 デザインルール指定が可能です。 クエリを使用することで、 指定する範囲を詳細に設定できます。

• 製造面を考慮した PCB デザインルール

　　  銅箔幅や鋭角配線、 ホール間やシルク間のクリアランスのチェックに 
関するデザインルールの設定が可能です。 製造面を考慮した 
PCB デザインルールにより製造上の歩留まりが向上します。

プリント基板



• 未配線時のピンの最適化　( ピンスワップ / パートスワップ )

  配線前に FPGA やピン配置変更可能な部品のピンの最適化を 
行う事ができます。 部品間の配置を見ながら配線を考慮したピンの 
最適化を実行できます。 また、 ピンスワップでは、 変更可能な範囲を

詳細に設定する事も可能です。

• 配線中のダイナミックなピンスワップ

        配線の最中にピンの最適化を行なう事もできます。 異なるネットを 
強制的に接続する事でピン配置が変更されます。 接続後、 一時的に 
サブネットジャンパ扱いになり、 編集が容易です。

トポロジの 
自動抽出
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等長配線機能

• インタラクティブ配線長チューニング

　　  配線後、 他のネットの配線長にあわせてチューニングができます。 
差動ペア配線にも対応しており、 ゲージを見ながらアコーディオン配線を

追加して調整します。

信号品質の解析

• レイアウト後の伝送線路解析 （Signal Integrity)

　　  基板の層構成、 板厚、 比誘電率、 配線幅やトポロジは全て PCB データの情報を使用します。 
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。 基板回路図と連携している為、 
スイープ解析後、 回路図上に終端抵抗を自動挿入する機能も装備されています。



• リアルな 3D ビジュアライゼーション

  正射投影法やテクスチャマッピングの機能により、 
実物に近い表示を 3D で行なう事が出来ます。

• 容易な 3D モデルの生成

  部品間や筐体との干渉チェックのために必要な 3D データを 
簡単に生成する事ができます。 スタンドオフと高さの指定は 
もちろん円筒形や球体といった複雑な形状も作成できます。

メカ CAD との連携

• 3D ビジュアライゼーション

  STEP フォーマットの筐体データを取り込む事ができます。 
取り込んだ筐体データと PCB データ間でデザインルールチェックを 
かける事ができ、 基板とパッケージデータの高さや 
クリアランスチェックを Altium Designer 上で行なう事ができます。 
また、 干渉チェックだけではなく、 STEP ファイルから基板外形の 
生成もできます。

正射投影法

クリアランスエラーの表示

テクスチャマッピング
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豊富な製造用データ出力

製造用データ出力

製造に必要なデータを選択し、 出力できます。

　　 -   ガーバー ( 拡張、 標準 )

　　 -   NC ドリルデータ

　　 -   ODB++

　　     など

CAM 編集機

CAMtastic

CAMtastic により、 生成したガーバーなどの製造用データをその場で 
表示 ・編集ができます。

プリント基板



基板回路図との連携

統合ライブラリにより直接連携

  部品やネット、 PCB デザインルールを 
直接生データで連携をとっています。 
その為、 ネットリストなどの生成の必要がなく、 
データに変更が発生した場合には、 
変更情報のみ相互に更新を行なう事ができます。

基板回路図と PCB データの 
相違点の比較

一括取り込み

ネットリストを取り込みネット名を抽出
PCB データへエクスポート

PCB データと回路図の双方向で更新が可能

相違点のリスト表示から更新の実行
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他社 CAD との連携

他社 CAD データの取り込み　( インポートウィザード )

他社 CAD の PCB データやライブラリを直接取り込む事ができます。

　　 -   Allegro (V15.2、 V16)

　　 -   CADSTAR

　　 -   OrCAD (V7)

　　 -   PADS (V16)

　　 -   P-CAD (V15、 V16、 V17)

　　      * 他社 CAD の回路図データがない場合は、 ネットリストを別途ご用意下さい。

ガーバーファイルの取り込み

　　  他社 CAD で生成したガーバーデータを取り込む事ができます。 
ガーバーデータから Altium Designer の PCB データへエクスポートし編集する事もできます。



Desktop NanoBoard

Desktop NanoBoard では、 FPGA の動作検証を容易に行なう事ができます。

搭載部品

搭載メモリ

　　　SRAM　:　256K × 32bit　(1Mbyte)

　　　SDRAM　:　16M × 32bit　(64MByte)

　　　Flash　:　16M × 16bit　(32MByte)

コネクタ

　　　AD/DA

　　　I2C

　　　RS232

　　　CAN

　　　PS/2

音声 / 画像

　　　3.5” 240 × 320 TFT

　　　24bit Stereo Audio Codec (I2S 互換 )

　　　Analog audio input /　output

　　　Digital audio data

　　　Composite video Input / output

　　　S-Video input / output

　　　24bit RGB VGA output

メモリインターフェースコネクタ

　　　SD memory card reader

　　　CF memory card reader

　　　Parallel ATA (IDE) Interface

通信系インターフェース

　　　10/100 Fast Ethernet

　　　USB 2.0 High-Speed

　　　IrDA ( 最大 4Mbps)
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関連製品 



FPGA ドータボード

　　 -   Xilinx Virtex-4 (XC4VLX25-10FF668C)

　　 -   Xilinx Virtex-4 (XC4VSX35-10FF668C)

　　 -   Xilinx Virtex-5 

　　 -   Actel ProASIC3E

　　 -   Altera ArriaGX

　　 -   Altera Cyclone III (EP3C40F780C8N)

　　 -   Lattice LatticeECP2

　　 -   Lattice LatticeSC

　　　- Xilinx Spartan-3AN (XC3S1400AN-4FG676C)

　　 -   Xilinx Spartan-3A DSP (XC3SD1800A-4FG676C)

無料リファレンス IP
• リファレンス IP

　　  Altium Designer は Desktop Nanoboard の仕様に 
あわせたリファンレス IP を標準で装備されているため、 
簡単に Desktop NanoBoard で検証できます。

• サンプルデザイン

　　  Desktop NanoBoard で即実機動作確認可能な 
サンプルデザインが多数用意されています。 
アプリケーション別に用意されているため、 サンプルデザインを 
流用し、 設計を進める事もできます。
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標準セット

Desktop NanoBoard 本体 タッチパネル付 (TFT パネル付 )

ケーブル類

　　 -   電源ケーブル

　　 -   USB ケーブル

　　 -   JTAG リボンケーブル

　　 -   フライングリードケーブル

　　 -   オーディオループバックケーブル

　　など

ペリフェラルボード 3 枚

　　 -   Audio-Video PB01

　　 -   Compact Flash / ATA / SD カード PB02

　　 -   USB / IrDA / イーサネット PB03

FPGA ドータボード 1 枚　( 下記 3 種類から１つ選択 )

　　 -   Altera Cyclone II (EP2C35F672C8)

　　 -   Lattice LatticeECP (LFECP33E-FN672C)

　　 -   Xilinx Spartan-3 (XC3S1500-4FG676C)

リリース予定のオプションボード

ペリフェラルボード

　　 -   Wireless 802.11 / Bluetooth / ZigBee

　　 -   GSM / GPS

　　 -   12-Channel Power Control

　　 -   6-Channel Power Control

　　 -   Audio / Video (Single Size)



基板データを公開

基板回路図、 PCB データを公開中

　　  Desktop NanoBoard 本体は勿論、 FPGA ドータボード、 更には、 
ペリフェラルボードの基板回路図と PCB データを公開しています。 
カスタムボードに Desktop NanoBoard の一部をそのまま流用し、 
基板設計が可能です。 Desktop NanoBoard の一部を 
流用する事で、 無償リファレンス IP を使った場合の 
ドライバもそのまま流用できます。

ドライバの自動生成

リドライバを自動生成　 
( プラグ & プレイ ソフトウェアプラットフォームビルダ )

無料リファレンス IP を使用し、 設計した FPGA 論理データからソフト

開発に必要なデータを自動生成します。

　　 -   Wrapper ファイル

　　 -   ドライバ

　　 -   コンテキスト

Desktop NanoBoard を使用した設計フロー

Altium DesignerでFPGA論理設計

仮想測定器やデバッガを挿入

Desktop NanoBoardで動作検証

仮想測定器やデバッガを使用

最適なデバイスや実現方法を決定

Desktop NanoBoardの基板データを

元にカスタムボードを設計

カスタムボードにあわせてピン配置を

変更し、FPGA論理データを流用
仮想測定器を削除

28

関連製品 



ユニバーサル JTAG アダプタ

ユニバーサル JTAG アダプタを使用することでお手持ちのボードで 
NanoBoard と同様に仮想測定器やデバッガを使用する事ができます。

機能

•  JTAG バウンダリスキャン IEEE 1149.1、 USB (Universal 
Serial Bus) 2.0 標準規格を活用 ( ハード JTAG)

  JTAG チェーンを使用し、 FPGA/CPLD へ直接データを 
書き込みます。

• Nexus5001 標準規格を活用　( ソフト JTAG)

　　  仮想測定器やデバッガと通信します。

システム用件

Altium Designer ver6.8 以降の USB ドライバに対応

付属品

　　 -   ユニバーサル JTAG アダプタ

　　 -   パラレルケーブル

　　 -   USB ケーブル

　　 -   リボンケーブル

　　 -   フライングリードケーブル

カスタマボードの接続

•  ハード JTAG  
(HARD_TCK、 HARD_TMS、 HARD_TDI、 HARD_TDO)

 FPGA/CPLD に予め用意されている JT AG ピンに割り付けて下さい。

•  ソフト JTAG  
(SOFT_TCK、 SOFT_TMS、 SOFT_TDI、 SOFT_TDO)

 ユーザ I/O に割り付けて下さい。

 *Altium Designer Summer 08 以前 (S08 を含む ) では、 デザイン上に 
 NEXUS_JTAG_PORT と NEXUS_JTAG_CONNECTOR を配置する必要があります。
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ドキュメント

• ビデオデモ  www.altium.com/Evaluate/DEMOcenter/#

• 資料

 Learning Guide ( 英語資料 )  www.altium.com/Community/Learningguides/# 
 Altium Wiki　( 日本語資料有 )  wiki.altium.com/display/PUB/Altium+Wiki 
 Altium Designer ヘルプ　( 日本語資料有 )

• FAQ

 SUPPORTcenter 内 Solution　( 日本語有 )  www.altium.com/SUPPORTcenter/ 
 *ID と Password が必要です。

サービスパック

• Altium Designer メニュー

 DXP ＞ アップデートの確認

• SUPPORTcenter

 www.altium.com/SUPPORTcenter/

トレーニング

Altium Designer の基礎トレーニングを毎月開催中  www.altium.co.jp/training/Course.html

• 基本操作と回路設計 
 対象　:　Altium Designer を使用し、 基板回路設計の基本操作について学びたい方

• PCB 
 対象　:　Altium Designer を使用し、 プリント基板設計の基本操作について学びたい方

• FPGA 
 対象　:　Altium Designer を使用し、 FPGA 設計の基本操作について学びたい方

お問い合わせ先

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 
TEL: 03-5436-2501  FAX: 03-5436-2505  Email: sales.jp@altium.com 
www.altium.co.jp
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サポート 
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