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主な利点 高性能を簡単に

簡単

まとまりのある使いやすいインターフェースを活用すれば、 
すぐに生産性を向上させることができます。

Altium Designerは最も広く使用されているPCB設計ソリューションです。統合されたエンドツーエンドの 
環境で、一貫した使いやすいアップグレードを単一価格のライセンスで全て提供する唯一の製品として、電子
回路設計の専門家が生産性のために必要なサポートと機器を常に提供します。

Altium Designerの統合データモデルと、同期されたルール主導の方法を使用し、新しい電子製品を迅速 
かつ効率的に設計できます。すべてのエディター（シンボル、フットプリント、回路図、PCB、ドキュメント
など）でユーザーインターフェースが合理的に統合されているため、設計プロセスの生産性が高くなるほか、
ツールによる手動設計の同期が引き起こす従来の障害や誤りも除外できます。

Altium Designerは、30年以上に及ぶEDAソフトウェア開発の経験を活かし、PCB設計用の革新的な技術を 
提供しています。Altium拡張機能プラットフォームを使用し、他の製品を追加して機能を拡張できます。 
拡張機能は携帯電話のアプリと同じようなもので、DCパワーインテグリティー解析やPDN Analyzerなど 
特定用途向けの機能を提供します。

自動化により、業務の面倒な部分を最小限に抑えることができます。また、効果的なNATIVE 3D™ MCADの 
統合により、最終製品と同様に現実的、かつ正確にデジタル設計を確認できます。Altium DesignerはPCB設計
に重点を置いているため、プロセスへの懸念に対応する時間を減らし、その分の時間を設計に振り分けること
ができます。

より効果的

大規模で複雑な設計を素早く正確に完成するため必要な機能が搭載
されています。

最新

今後も革新が継続される最新の設計ツールを使用できます。
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回路設計

すべてのPCB設計には、正確な回路図が必要です。設計をゼロから開始する場合も、既存
の設計を基に新たな設計を行う場合も、最新のユーザーインターフェイスを使用して、 
迅速、かつ直感的に回路設計を行えます。PCB設計パッケージからデザインをインポー
トすると、その既存のデザインを使用してすぐに作業を開始できます。Altium Designer
は、回路図とPCBとを双方向に接続して、設計プロセス全体を通して統一されたインター
フェイスを提供し、生産性の向上、および回路図とPCBレイアウトとの相互参照を可能に
します。

デザインのインポート

自動インポーターにより、P-CAD®、EAGLE®、OrCAD®、PADS®、Xpedition® 
xDX Designer、Xpedition® Enterprise、CADSTAR®、Allegro®からプロジェクト 
ファイルをインポートできるため、従来のデザインを活用して、回路図、基板レイアウ
ト、および関連する設計データを再作成する時間を短縮できます。

設計をゼロからやり直す必要がないため、切り替えが促進され、使い慣れたプロジェク
トでAltium Designerについて学ぶことができます。また、プロジェクトのどの段階でも
Altium Designerに切り替えることができます。

統一された回路図とPCBのレイアウト

クロスプローブと統一データセットにより、回路図でオブジェクトを選択すると、PCBで
も同じオブジェクトが選択され、PCBでオブジェクトを選択しても同様の動作が行われま
す。クロスプローブにより、PCBの全てのネット、ピン、コンポーネントが自動的に相互
参照されるため、回路図の実装を明確に見通すことができます。

関連する回路を迅速に配置でき、配置についての決定をより的確に行えるため、最初の 
試みで正しいレイアウトを簡単に作成できます。さらに、デザインの全ての詳細が専用の
パネルに表示されるため、デザインの特定の要素も簡単に見つけられます。

1Xpedition®、およびPADS®は、Mentor Graphics Corporationの登録商標です。

Altiumが、それらの権利を主張するものではありません。

2EAGLE®はAutodesk Incの登録商標であり、Altiumがこの製品に対する権利を主張

することはありません。

3OrCAD®とAllegro®はCadence Design Systems, Incの登録商標であり、Altium

がこれらの製品に対する権利を主張することはありません。

4CADSTAR®は株式会社 図研の登録商標であり、Altiumがこの製品に対する権利を 

主張することはありません。

回路図からPCBレイアウトへのクロスプローブ
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回路図のデザインルール

デザインルールの「ディレクティブ」を回路図（ネット、ワイヤ、バス、ハーネス、任意
の部品、シート、ドキュメントのパラメーター）に追加できます。これらを使用して 
ルールの自動化を行うことで、PCBを正しくレイアウトして、基板設計を最初から正しく
行うために役立ちます。

例として、差動ペアの定義や、DDRメモリ配線用の等長配線ルールなどが挙げられます。
作成されたデザインルールにより配線やレイアウトが行われ、時間を節約でき、回路図 
からデザインルールの指定もできます。エラーの減少や、筺体との衝突など既存のエラー
の特定などの恩恵を受けることができます。エラーが減少し、設計を迅速に行えるため、
製造と再設計のコストも削減できます。

エレクトリカル ルールチェック

回路図でのエレクトリカル ルールチェック（ERC）により、設計の問題点が通知されま
す。デザインルール チェック（DRC）は基板を正しくレイアウトし、製造の要件を満た
すため役立つのに対して、エレクトリカル ルールチェックは技術レベルでの設計ミスを
防止するため役立ちます。

例えば、2つの出力駆動ソースを互いに接続するとルール違反となり、該当のエラー 
メッセージが出力されるため、最終的に実装された回路に電気的な接続ミスが発生しない
ようにできます。電気的なエラーが減少し、エラーが発生しても迅速に見つけられるよう
になります。また、ERCによりデザインを、製造後に正しく動作するよう強化できます。

階層とマルチチャンネル設計

電子機器は一般に、システムの中にさらに複雑なシステムが含まれています。このため、
設計を「分割統治」する目的で、ブロックやモジュールなどに分割することが望まれま
す。また、特定の回路ブロックを別のデザインや、同じデザインの中でも複数のチャンネ

ルで再利用することも多くの場合に要求されます。Altium Designerには階層設計環境が
あり、ブロック図のトップレベルで設計を作成でき、設計プロジェクトを管理しやすい論
理的単位（電源、アナログ フロントエンド、プロセッサー、IO、センサーなど）に分割で
きます。また、同じ回路で構成される複数のチャンネルが必要な場合（オーディオと映像
の混在機器など）、階層設計により同じブロックのコピーを複数作成できます。

同じ回路について回路レイアウトと配線を自動的に複製できるため、PCB側で時間を節約
できます。変更を加えるときは、ベースとなる論理単位を変更でき、変更結果はデザイン
の全体に伝搬されます。ブロックの再利用により、作業量と再作業の可能性が最小限に 
抑えられ、デザインの整合性も向上します。

デジグネータのアノテーション

アノテーションとは、作業について詳述し、デザインの各部分を常に同期させるために 
必要な所定のタスクであり、詳細を明確にすることを目的に、重要なまたは説明となる 
注記を加えることです。最も重要な形式のアノテーションは、それぞれのコンポーネント
を固有に識別するための体系的かつ系統的なプロセスです。アノテーションは、コンポー
ネントのデジグネータに基づいて各コンポーネントを参照する第一の手段です。

また、アノテーションによってすべての回路図コンポーネントと物理的なPCBの実装との
関連付けを維持できるようになります。PCBレイアウトを変更することで、デジグネータ
の再割り当てやリアノテーションが必要な場合があります。これらの変更は、回路図に戻
す必要があります。

Altium Designerでは、アノテーションの処理、追跡、検証が自動化され、設計データが
常に同期されます。回路図とPCBレベルとの間でデジグネータが同期されるため、デザイ
ンの整合性が向上し、エラーが減少します。
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コンポーネント管理

プロジェクトの最終段階で部品の供給の問題が発生すると、設計のスケジュール遅延や
コストの高騰を招きます。コンポーネント管理では、コンポーネント選択プロセス全体
のコントロール機能を活用して、基板を製造するときの遅延を防止します。統合された
サプライチェーン情報と、指定された代替部品を部品表（BOM）に直接、組み入れるこ
とにより、供給の問題が発生する可能性を最小限に抑えます。

統合コンポーネント モデル

Altium Designerでは、さまざまな種類のライブラリ（回路図、PCB、データベースな
ど）を使用して、コンポーネント ライブラリで統一されるコンポーネント（シンボル、
フットプリントなど）の要素が定義されます。統一されたコンポーネント モデルでは、
全ての定義情報が1つの配置可能な設計部品にひも付けられます。ライブラリは設計環境
と同じエコシステムで維持されるため、回路図やPCBレイアウト レベルで直接、配置を
行うことができます。

製造業者の部品検索とコンポーネントの配置

個人用の部品供給元と、100社を超えるAltium認定済みの供給元から、部品の価格と 
入手可能性のデータをリアルタイムで確認できます。価格、入手可能性、ライフサイク
ルの状態、リアルタイムの供給元情報を活用して、設計の目標を満たすことができま
す。これらの情報を使用することで、コストの削減とともに、コンポーネントのサプラ
イチェーンの問題から最終段階でコストが増加する可能性を減らすことができます。 
さらに、製造の計画により製品の開発期間を短縮し、同時に予期しないコストや設計 
変更を最小限に抑えることができます。

製造業者の部品検索を使用すると、どの部品がどれだけのコストで入手可能かを、設計
の時点ですぐに確認できます。また、部品を使用するたびに作成する必要もありませ
ん。シンボルとフットプリント モデルがAltiumのコンテンツ エコシステムに含まれてい
れば、Part Searchパネルから自分用のライブラリに取り込んでカスタマイズしたり、 

部品検索の合理化

デザインに直接、配置したりできます。

ライブラリ、データ管理サーバー、クラウドなど、どこからでも簡単な操作で部品をデザイ
ンに配置できます。単一の統一された [Components] パネルで、全ての部品と迅速なパラ
メーター検索、およびフィルター処理を使用して、必要な部品を配置するときに見つけるこ
とができます。

Altium Designer 19では、自分のengineering desktopから、Altiumの新しいクラウド 
ベースの共同作業、およびデータ管理ソリューションであるAltium 365に接続し、コンポ
ーネントを常時、整理した状態に維持して、使用状況の統計を収集でき、クリック操作1つ
でコンポーネントを最新のレビジョンに更新できます。
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リアルタイムのBOM管理

部品表（BOM）は、設計に使用されており、製造に必要な部品の一覧です。

ActiveBOMでは、部品について選択済みサプライヤーからの入手可能性や価格などの情報
が自動的に供給されます。

Altium Designerでは、ピン互換のバックアップ部品を部品表（BOM）で直接、指定で
き、これを代替部品選択と呼びます。ピン互換のバックアップ部品を選択しておくと、 
製造においてサプライチェーンの問題が発生するリスクはほぼ消滅します。さらに、製造
で問題が発生する可能性まで考慮して設計を行えるため、製品の開発期間を短縮し、予期
しないコストや設計変更を最小限に抑えられるようになります。

IPC準拠のフットプリント ウィザード

BGAのパッドをコピーアンドペーストしたり、コンポーネントの3Dモデルを探し回った
りするために時間を費やす必要はありません。また、高価なサードパーティー製のソフト
ウェア ウィザードを購入しなくても、IPC-7351準拠のフットプリントを構築できます。
これらの機能は全てAltium Designerに内蔵されており、リリースごとに新しいフット 
プリントのタイプと更新が追加されます。必要な部品は、自社のライブラリ標準に合わせ
て迅速、かつ正確に構築でき、IPC-7351、SM-782、JEDEC（スルーホール）に規定さ
れている製造、および実装品質と、レイアウトを満たすことができます。さらに、Excel
シートやCSVファイルを使用して、フットプリントのファミリー全体を一括生成すること
も可能です。

デジアナ混在シミュレーション

Altium Designerを使用すると、複数のシミュレーション プロファイルを簡単に作成、 
および管理できます。別々のプロファイルを使って、設計者は異なるシミュレーション 
エンジン（Mixed Sim、SIMetrix、SIMPLIS）で異なるタイプの解析を実行できます。 
また、異なるパラメーターやオプション（異なる周波数範囲など）を使用して、同じシミ
ュレーションタイプ（AC解析など）を複数実行することもできます。アクティブなプロ 
ファイルは、ネットリストを簡単に追加、削除、編集、実行、生成できます。プロファイ
ル マネージャーは、プロファイルを体系化し、プローブ、またはアクティブなネットを使
用して、表示する波形を選択します。

シミュレーション結果は全て、他の製造用出力とともに保存され、製造業者に引き継ぐ 
ことができます。製造業者に設計の意図を明確に伝えられるため、エラーも最小限になり
ます。
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基板レイアウト

基板レイアウトで、障害を押しのけたり回避したり、他のオブジェクトやパッドに合わせ
て整列したりするコンポーネントの配置、およびドラッグ機能により、効率的に基板レイ
アウトを設計できます。これらの機能により、高密度基板のレイアウトが非常に容易にな
り、デザインルールの遵守を維持できます。穴の許容差、およびバックドリル機能により
全てのドリル穴を綿密にコントロールすることで、高速PCBに関するシグナルインテグリ
ティーの問題を低減できます。

視覚的なレイヤー構成管理

レイヤー構成管理では、基板の材料構成や特定領域を定義できます。フレキシブル回路、
リジッドフレキシブル、および埋め込み技術を使用するPCBの設計では、リジッドと
フレキシブルの部分も全て含んだスタックアップ全体を、曲げ角度や個々のレイヤーの
定義も含めてコントロールできます。メインのレイヤー構成で使用されている材料のサブ
セットを使用して、レイヤー構成を視覚化できます。各レイヤーには別々の定義と、材料
ライブラリからの対応するパラメーター データが存在します。

基板作成を容易にするため、複数のスタックアップを持つ複雑な基板を並べて定義できま
す。全てのレイヤースタックアップを1か所で定義、管理して、その詳細を追跡できるた
め、レイヤー詳細の伝達ミスやエラーを最小限にすることが可能です。

レイヤー構成マネージャー
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材料ライブラリ

材料ライブラリには、レイヤー構成の構築において指定可能なすべての材料について、
システム全体で使用されるパラメーター データが含まれています。さまざまな厚さや
ガラス織りの絶縁体コアやプリプレグから、電気溶着され巻かれた銅、接着剤、伝導性
インク、フィルムまで、全てが用意されています。さらに、必要なら任意の新しい材料を
作成でき、既に用意されている一般的な材料を使用することもできます。材料ライブラリ
は、保存してXMLに読み込みできるため、チーム全体で共有できます。

Fearless HDI™

Fearless HDI（高密度接続）は、レーザー穴開け、およびマイクロビア、積層マイクロビ
ア、スキップビアなどを含むHDI構造の正確な設計と視覚化を可能にするための、弊社の
技術です。

専用の [Layer Stack Manager] タブで、マイクロビア、ブラインド/ベリードビア、その
他のビア構造のうちどれをプロジェクトで使用できるかを定義し、レイヤー構成の対称性
をコントロールできます。

基板の配線を行うとき、HDIのビア構造をインタラクティブに選択したり、表面レイヤー
の部品をファンアウトするために使用することもできます。レイヤーの変更は、レイヤー
構成マネージャーの定義に従って自動的にスタックされます。

インピーダンス プロファイル

今日の設計では、信号の整合性を維持するため、配線のインピーダンス（シングル、
および差動ペア）のコントロールがますます重要になってきています。USB 3.0、Type 
C、DDR4/5、RF/µwaveの設計は全て、基板全体で伝送線路の正しいインピーダンスを
維持するため、配線の幅、ギャップ、レイヤー構成の正確な計画を必要とします。

レイヤー構成マネージャーのインピーダンス プロファイルは、高速で正確な2Dフィール
ドソルバーを使用して、配線の幅からインピーダンスを、インピーダンスから配線の幅と
間隔を計算します。シングルエンド、および差動のマイクロストリップ、またはストリッ
プラインは、非対称のプレーンも含めて、プレーン層、または信号層を使用して、参照用
に指定できます。

その後で、デザインルールでインピーダンス プロファイルを使用し、インタラクティブ
配線のときに正しい配線、またはペア特性を自動化でき、インピーダンスが目的の許容
範囲内であるかどうかをテストできます。ハードウェア設計者は、どちらの方法でも正確
な結果を得ることができます。

面付け

面付けは、いくつかのデザインを単一の基板に配置して製造するプロセスです。基板を
分割して別々に使用できます。このプロセスは一般に、小さくてそれほど複雑でない
デザインに使用され、パネルには同じデザインでも、異なるデザインでも含めることが
できます。
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ルール主導の設計

デザインルールとルールの優先度を簡単に階層的に定義できます。デザインルールを遵守
することで、作成したレイアウトが製造可能なことが保証され、部品のパラメーターを 
使用して設計の意図を製造業者に伝えることができます。デザインルールにより、設計時
に問題点のチェックが行われるため、問題を早期に解決できます。カスタマイズ可能な 
デザインルール システムに固有の製造ガイドラインとして、基板の外形、ソルダーマスク
の拡張、ドリル穴の配置などの仕様があり、高度なクエリーエディターを使用して標準 
以外のルールを作成することもできます。

デザインルールにより、最初から正しい設計を完成できます。配線とレイアウトが、作成さ
れたデザインルールに従って行われるため、時間を節約でき、同時にPCB設計者向けの 
ガイドともなります。エラーの可能性が減少し、既存のエラー、例えば筺体との衝突エラー
などを特定するために役立ちます。エラーが減少し、早期に見つけられるようになるため、
製品の開発期間が短縮され、製造と再設計のコストを削減でき、デザインの整合性も向上 
します。

銅箔の管理

リジョンは、PCB内での接続に使用します。一般に、パワープレーンと信号プレーンから
コンポーネントへの接続に使用され、放熱のためにも使用できます。スタンドオフ領域
は、接続間での相互干渉を防止するために、リジョン間での距離が必要です。トラック、
パッド、スタンドオフ領域以外の領域を塗りつぶすには、一般にリジョンを使用します。
配置（塗りつぶし）順序をコントロールでき、基礎となるPCBレイアウトを確認しやすく
するため、一時的にリジョンを無効（保留）にできます。

Altium Designerでは、銅箔の領域はフィル、リジョン、ポリゴンの3種類のオブジェクト
を使用して定義できます。ポリゴンの利点は、デザインルールに基づいて、別のネットに
属する銅箔オブジェクトにスタンドオフ領域を自動的に作成できることです。リジョンの
配置の自動化によりデザインの整合性と生産性が向上し、デザインのエラーが最少化され
ます。

オブジェクトの正確な配置

基板には、設計が実現可能なことを保証するため特別な考慮やルールを必要とする領域が
常に存在します。Altium Designerでは、設計時に役立つルーム、キープアウト、ポリゴ
ンが組み込まれています。ルームとは、指定した領域内にコンポーネントをグループ化
し、コンポーネントの配置を支援するための領域です。一方、キープアウト リジョンは、
全体的なクリアランス ルールで指定されているように、他の銅箔オブジェクトがその領
域を横切らないようにする「干渉」オブジェクトとして機能します。最後にポリゴンは、
基板で許容される銅箔塗りつぶし領域を決定し、銅箔の塗りつぶし順序を定義できます。

正確な配置でPCBレイアウトを定義し、配線が行いやすくなり、物理的な衝突が避けられ
ます。エラーを最小限に抑え、設計を短期間で完成し、製品を早期に市場投入可能になり
ます。正確な部品の配置により、再設計のリスクが最小化され、最大限に製造を最初から
正しく行えるという利点もあります。

高度なスナップポイントとグリッド

グリッドは、基板全体での間隔を定義
します。スナップポイントは3D空間に
定義された場所で、3Dの物体（基板の
筐体や取り付け穴）を揃えやすくする
ものです。カスタマイズ可能なグリッ
ド、定義可能なスナップポイント、3D
オブジェクト/パッドの位置揃えを組み
合わせることで、デザインのあらゆる
要素を正確に配置できます。

正確な配置は、PCBレイアウトを定義
し、配線を行いやすくして、物理的な衝突を回避します。エラーを最少化し、設計を短期
間で完成し、製品を早期に市場投入可能になります。正確な部品の配置により、再設計の
リスクが最小化され、最大限に製造を最初から正しく行えるという利点もあります。
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リジッドフレキシブルとマルチボード

Altium Designerでは、基板の形状を簡単に定義および修正できます。

NATIVE3D™により、実際に製造された基板がどのような外観になるかを現実的に表示で
きます。デザインを表示、回転、変換できるため、あらゆるクリアランスを視覚的に
チェックできます。

Layer Stack Regionsでは、材質、柔軟性、厚さが異なる複数の部分から単一の基板を
構成できるため、リジッドフレキシブル基板アセンブリの設計が可能です。

折り曲げ角度のあるリジッドフレキシブル領域

NATIVE 3Dでのカスタム カバーレイ（bikini coverlay）、およびクリアランス チェック
は、リジッドフレキシブルの部分にも対応できます。基板のすべての移動は、リジッド
フレキシブル領域の角度、半径、折り曲げインデックスによりコントロールします。最も
重要な機能の1つは、基板の3Dスナップショットからフルモーション ビデオクリップを
作成して、設計の意図を製造業者に伝えられることです。

複数の折り曲げを使用して小さな容積に収納する設計や、フレキシブル回路の移動を許可
している設計では、この点は極めて重要です。物理的な試作の時間やコストをかけないで
基板が筐体に適合することを確認して、フレキシブル、およびリジッドフレキシブル基板
の信頼性を高めることができます。試作のコストが減少することで、製品の開発期間も
短縮され、製造や再設計のコストも削減できます。

相互接続されたマルチボード アセンブリ

マルチボード設計とは、単一の電子的なシステムに複数の基板が含まれている、または
いくつかのモジュールが一緒に格納されており、何かの形式で電気的に相互接続されて
いるものを意味し、モジュール設計とも呼ばれます。

モジュール設計は実質的に、マルチボード システム内の各基板を、機能ユニットとして
設計することを意味します。各モジュールは、より大きなシステムの中で、個別に再利用
可能なオブジェクト（論理的、および物理的）を形成します。例として、サーバーや
デスクトップPCに搭載されるDDR4 SDRAMメモリモジュールが挙げられます。

Altium Designerを使用すると、マルチボードPCBベースの電子システムの開発が効率化
され、設計のエラーが減少します。自動化は、基板が相互接続する方法と、それらの間を
行き来する信号を定義するために役立ちます。エラーの低減、製品の開発期間短縮、デザ
インの整合性向上を実現できます。

マルチボード、およびリジッドフレキシブル設計
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MCAD共同作業

設計プロセスの成功には、共同作業が不可欠です。Altium Designerを使用すると、強力
なMCAD共同作業機能や、管理されたライブラリ管理システムにより、PCBの設計ワーク
フローがエンジニアリング エコシステムと接続されます。基板がコネクターと干渉するこ
とが試作段階で発見されると、大きなコスト増大を招きます。NATIVE 3Dのクリアランス 
チェック機能を使用すれば、基板が筐体に正しく適合することを最初から保証できます。

筐体との適合

筐体への適合を保証するための主な機能として、NATIVE 3Dでは明確な3Dモデルを作成
でき、クリアランスをリアルタイムでチェックできます。一般的な機構的モデルを設計 
環境で直接、使用できるため、ECAD/機構CADの共同作業を簡単に行えます。

マルチボード、およびリジッドフレキシブル設計

3Dモデルと筐体をMCADシステムからインポートし、最も現実的で正確な、豊富なデータ
を持つ3Dモデルを作成して、物理的な基板を正確に表現できるため、コストがかかる試作
を行う必要はありません。IPC準拠のPCBコンポーネント ウィザードが、カスタム コンポ
ーネントを作成するプロセスをガイドし、3Dモデルに対する他の要求を全て処理します。
試作のコストが削減されることで、結果的に製品の開発期間が短縮され、製造/再設計の 
コストも削減されます。

機構的なモデルのインポート

Altium Designerライブラリ、PCBドキュメント、マルチボード アセンブリは全て、 
STEPを使用して3Dソリッドモデルのインポートと作成を行えます。また、オプションの
MCAD CollaborationプラグインによりParasolidも対応しています。

さらに、STEP、DXF/DWG、IDF、IDXベースラインにより、機構的なCAD（MCAD） 
モデルから3D PCB形状をインポートすることもできます。IDF、およびIDXはボード 
シェープの変更に使用するだけでなく、コンポーネントの位置の移動や、再度、位置揃え
を行うためにも使用できるため、機構的な配置とPCBレイアウトとの間で双方向の同期が
可能になります。

MCADからAltium Designerにインポートを行うことで、PCBを作成前に明確に視覚化 
できますが、利点はそれだけではありません。これによって、PCBのデザインルール  
エンジンは、アセンブリの3D空間におけるコンポーネント本体の衝突やクリアランス違反
について、ただちに通知できるようになります。

MCADから筐体モデルをインポートすることで、PCB設計者は3D筐体や他の機構オブジェ
クトを目安に位置揃えを行ったり、投影された表面から基板形状を作成できます。
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インタラクティブ配線

シングル、および差動ペア配線のためのpush and shove、hug、walk around、インタ
ラクティブ配線長チューニング モードを含む高度な配線エンジンにより、最高品質のPCB
レイアウトを短時間で作成できます。また、Altium Designerのシングル、および差動ペ
ア配線機能では、xSignals™を使用して終端間や複雑なトポロジーにおける位相、および
遅延の調整も行えます。ActiveRoute®では、ネット接続レベルのどこで、どの程度の 
配線支援を自動的に行うかを、デザイン全体のレベルまで自由にコントロールできます。
基板上の配線やコンポーネント間の視覚的なクリアランス境界により、デザインルールを
視覚化でき、同時にレイアウトを一目で把握できます。

シングル、および複数の配線長の調整

Altium Designerのインタラクティブ配線モードを使用すると、基板レイアウトの 
構成やフローを正確にコントロールしながら、レイアウト作業を素早く行うことができ
ます。autoroute、walk around、push、hug and push、ignore obstacle、push & 
shove、差動ペアなどの配線オプションにより、インタラクティブに基板配線を行えま
す。配線経路の長さも自動的に調整されるため、インタラクティブ配線長チューニングで
個々のネットを手動で調整する必要はありません。

自動配線を利用して配線をすばやく正確に行えるため、反復的な作業を減らすことができ
ます。これにより、設計に多くの時間を費やすことができ、インタラクティブ配線の 
デザインルールを活用しながら作業速度を上げることが可能になります。また、デザイン
ルールやデザイン オブジェクト（ルーム、キープアウトなど）と組み合わせることで、エ
ラーを削減し、製造を最初から正しく行うことができ、製品の開発期間を短縮できます。

高速トポロジーのための自動化された高速信号

高速設計には、多大な時間が必要となることがあります。xSignalsウィザードを使用する
と、最新技術に適した高速信号経路を定義することで、高速設計を簡単に計画、および 
制約できます。PCB全体で正確な信号長を伝送する、構成可能な差動ペア配線により、高

速設計の配線を行うことができます。DDR3/4、およびUSB3.0の信号は、全ての信号の 
同期を維持するためのルールを作成するウィザードによって自動的に識別され、適切な 
長さに調整されます。

信号のタイミングエラーを最小化できます。信号がグループ化されており、体系化と追跡
可能性が保証されると同時に、エラー修正と正確な配線長チューニングが容易になりま
す。再設計のリスクは最小限に抑えられ、設計した製品を早期に市場投入可能になりま
す。

NATIVE 3Dテクノロジーを使ったPCB設計
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高速設計向けのガイド付き経路と調整機能を備えたActiveRoute

高速で高品質な配線

ActiveRouteでは、選択したネットのどこをどれだけ自動化するかを指定できます。
ユーザー ガイダンスを備えるActiveRouteのテクノロジーにより、高品質のレイアウト
を数秒で作成できます。ActiveRouteでは、場所を指定して配線する（例えば、レイヤ
ーを選択する、ガイドを描画する）ことができるため、大規模なファインピッチBGAを
ブレークアウトして配線できます。他のインタラクティブな配線テクノロジーとは異な
り、ActiveRouteでは、全てのデザインルールを使用しながら複数のレイヤーに対して
同時に動作します。

複数のレイヤーを同時に配線することで、より高速に配線でき、トレースが均等に分散さ
れて、配線を完成させる能力が大幅に向上します。エラーは最小限に抑えられ、製品化
までの時間が短縮され、製造を最初から正しく行える可能性が高まります。

クリアランス境界の表示

配線中、トレースとコンポーネント間のクリアランス境界を表示できます。設計プロセス
において、配線決定の影響をリアルタイムに把握することで、不明瞭な障害物のストレス
を軽減できます。

トレースが必要な場所に確実に収まるように高密度な領域に配線できます。配線による
レイアウトの変更によってその後の配線にどのような影響が及ぶのかに対して、即座に
フィードバックを得られます。エラーは最小限に抑えられ、製品化までの時間が短縮さ
れ、製造を最初から正しく行える可能性が高まります。

密集領域への配線
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製造用ドキュメント

完成したデザインを製造担当に引き渡す際には、明確なコミュニケーションが不可欠で
す。出力ジョブは、必要な全てのデザイン出力のための、体系化された再利用可能な
コンテナとして機能します。Altium Designerに組み込まれたリリース管理、および自動
ドキュメント ツールにより、製造担当に設計の意図を明確に伝えることが容易にできま
す。

自動化されたドキュメントの出力とプロジェクトのリリース

Altium Designerを使用すると、合理化されたProject Releaserにより、検証済みプロジ
ェクトのスナップショットや必要に応じたフォルダー構成を自分のワークスペースに追加
できます。製造用、および実装用出力を最新のデザインソースファイルにリンクする
バリアント用に、カスタマイズされたプロジェクト出力を動的に作成できます。

体系化されたリリース プロセスにより、古い設計ファイルを使用しないようにしなが
ら、出力生成の一貫性と精度を確保します。その結果、製造する委託業者に完成した設計
の意図を明確に伝達できます。最初から製造性が確保されているため、製品化までの時間
が短縮され、デザインの整合性も向上します。 Draftsmanで生成された製造用ドキュメント
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視覚的な製造用の出力

Altium DesignerのCAMエディター（CAMtastic!®）ではさまざまなツールが用意されて
いますが、最も基本的なものはCAMデータの表示と編集の機能です。画像ファイルや 
ドリルファイルがインポートされると、物理的接続のネットリストが抽出され、元のPCB
設計ソフトウェアで生成されたIPCのネットリストと比較できます。これらのネット 
リストは、スルーホール コンポーネントだけでなく、ブラインドビアやベリードビア
にも対処します。CAMエディターには、製造用のデザインルール チェック、copper 
thieving、面付け、NC配線（および、ミリング）ツールも用意されています。

デザインの製造出力データを表示し、製造業者に送るデータの内容を詳細に確認すること
もできます。これにより、問題がある場合は修正することが可能です。また、基本的な 
リバースエンジニアリング機能を使って、製造用ファイルからPCBの骨組みを作成するこ
ともできます。そのため、デザインの整合性の向上、設計の意図の伝達、初期段階での 
製造性への対応が可能です。

統一された専門性の高いドキュメント プロセス

Draftsman®では、ソースデザインに直接、リンクされる実装と製造用のドキュメントを
作成し、1つのボタンをクリックするだけでドキュメント全体を更新できます。また、 
デザイン全体で最小限のカスタマイズしか必要にならないドキュメントについてはテンプ
レートを作成できます。PCBの寸法、測定値、注記、重要なポイント（データ）と設計 
オブジェクト間のコールアウトを追加し、ドキュメントのワークフローをカスタマイズす
ることも可能です。

Altium Designerに組み込まれている効果的で使いやすい一連の機能では、ドキュメント
が自動的に作成されるため一貫性を確保できます。ドキュメント、および統一された 
ワークフローへ確実に更新できる機能を利用してください。特にデータ不整合の可能性が
抑えられます。設計を、古い2D描画ツールに対応したDXF/DWGやその他のファイル形式
にエクスポートする必要はありません。製品化までの時間の短縮、デザインの整合性の 
向上、設計の意図の伝達、初期段階での製造性への対応が可能です。

データ管理

設計データを追跡することは、何が「正しい」かについて様々な意見が出てくる複雑な 
プロセスです。そこで重要なのが、メンテナンスの負担を軽減したり、設計全体での 
一貫性の確保に向けて、チーム全体で同じ手法を使うことです。Altium Designerは、 
バージョンコントロールという一般的なソフトウェア設計手法や再利用可能なデザインを
使ってチームの同期を行い、ユーザーが正しい進路をとれるようにします。
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バージョンコントロール

バージョンコントロールを活用すれば、ファイルのレビジョンを整理された構造で保存し
て維持できます。Altium Designerでは、2つの重要なバージョンコントロールシステム
（Gitとサブバージョン（SVN））が統合されており、デザインの追跡、権限の変更、
共同作業の追跡を行うことができます。また、チェックインとチェックアウトの機能が
用意されているほか、コンポーネント、回路図ドキュメント、PCBプロジェクトの
レビジョン間の相違点を表示して比較できます。

バージョンコントロールはプロジェクトでの共同作業に役立つほか、ファイルのレビジョ
ン全体で変更を視覚的に追跡でき、エラーの識別にかかる時間を削減し、デザインの整合
性を向上させることができます。

デザインの再利用

統一されたデザインユニットをテンプレートで作成すると、デザインの情報を整理して
おくことができます。デザインユニットは、パッドのように小さなものからプロジェクト
タイプまで多岐に及び、全ての新しい設計材料に関する共通の基準として機能します。

スニペットは、回路図やPCBレベルで回路を保存し、全てのデザインで共通の回路として
活用できます。

デバイスシートを使用すると、デザイン全体で再利用するための既知の回路ブロックを
作成できます。これらは、スニペットと違ってさらに複雑で、デザインの他の部分との
接続が事前に定義されています。例えば、別のデザインの回路に、5Vの電力を供給する
電源システムなどがこれにあたります。

回路のレイアウトと配線を再利用することで、回路図とPCB側で時間を節約できます。
変更は基礎となる論理的な領域に加えることが可能で、その結果がデザイン全体に反映さ
れます。ブロックを再利用しながら、製品化までの時間を短縮してエラーを最小化するこ
とで、全体的なやり直しの可能性やその他の作業を最小限に抑え、デザインの整合性を
向上させることができます。

コンポーネントのバージョン比較
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リリース管理

形式的な管理プロセスを使用している場合も1人で作業している場合も、ハードウェア
開発者が不足なく試作や製造に進むためのパッケージを生成する際、Altium Designerの
リリース管理が役に立ちます。

さらに、リリースプロセスは繰り返すことができます。テンプレートを作成し、出力
ジョブを事前に設定できます。これにより、毎回、同じフォーマットでCAM（製造）、
ドキュメンテーション、検証、実装用データを出力できます。

Project Releaserは、エレクトリカル ルール/デザインルールのチェック、およびBOM
生成と併せて、ユーザーがあらかじめ定義した製造出力を処理し、一貫した結果を得られ
るようにします。製造用デザインのスナップショットを時間通りにアーカイブし、いつで
も製造の復元ポイントに戻り、変更を確認できます。Altium Designerのリリース管理に
より、設計者は信頼性を得ることができます。

基板のバリアント

オブジェクトやその他のデザイン要素に変更を加え、同じベースデザインから独自の
デザインを作成することで、複数バージョンの基板を設計できます（iPodや、より大容量
のハードディスクを搭載したさまざまな携帯電話のベースデザインが同じであることを
考えてみてください）。各バリアントは、異なるコンポーネント、バージョン固有のデザ
イン要素、および製造担当に送るための固有の出力を含む新たなデザインになります。

バリアントの作成のためにデザインを複製する時間を短縮しながら、ベースデザインに
対する変更を複製する必要もなくなります。同じベースデザインを共有することで、同じ
ファイルで複数の製品を設計し、全てのドキュメントを一度に作成することができます。
つまり、一貫性、組織化、追跡可能性を向上させながら、製品化までの時間や再設計に
かかるコストを最小限に抑えられます。

Bluetooth回路が省略されたデザインのバリアントの例
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アルティウムについて
Altium LLC（ASX: ALU）は、本社が米国カリフォルニア州サンディエゴにある、3D PCB設計や組み込みシステム開発に関するエレクトロニクス設計システムに特化した、多国籍ソフトウェア会社です。アルティウムの製品は、世界中でエレクト
ロニクス設計チームが連携できる環境を提供します。

アルティウムは、さまざまな独自の技術を提供することで、組織や設計コミュニティが納期と予算を守りながら接続製品を開発、革新し、連携を進めることを支援しています。提供している製品は下記の通りです:ACTIVEBOM®、 
ActiveRoute®、Altium Designer®、Altium 365®、Altium Vault®、Altium NEXUS™、Autotrax®、Camtastic®、Ciiva™、CIIVA SMARTPARTS®、CircuitMaker®、CircuitStudio®、Codemaker™、Common Parts Library™
、Draftsman®、DXP™、Easytrax®、EE Concierge™、NanoBoard®、NATIVE 3D™、OCTOMYZE®、Octopart®、P-CAD®、PCBWORKS®、PDN Analyzer™、Protel®、Situs®、SmartParts™、TASKING® さまざまな組み込みソフト
ウェアコンパイラ、Upverter™

1985年設立。アルティウムは、米国: サンディエゴ、ボストン、ニューヨーク、欧州: カールスルーエ、アメルスフォールト、キエフ、ミュンヘン、マルケロー、ツーク、アジア太平洋: 上海、東京、シドニーの他、世界各地にオフィスがあります。詳細
は、www.altium.com/jpをご覧ください。また、Facebook、Twitter、 LinkedIn、YouTubeでもアルティウムについてご参照いただけます。   
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