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ALTIUM VAULTについて
設計のプロセスで面倒な作業はデータ管理ですが、これをおろそかにすることは、混乱や設計エラーの発生につながり、それまでの苦労が無駄にな
ってしまいます。エンジニアは設計における建設的な要素を重視する傾向があり、最高の製品を作りたいと考えるばかりに、些細でありながらも重
要なことを忘れがちです。新しい設計を一から始めたいと考える設計者はいません。それが実績のあるコンポーネントとなればなおのことでしょう。エン
ジニアの目的は、これまでになかった問題に対処し、新しい領域で技術を利用することです。とはいえ、実績を活用できる方法がなければ、どうすれ
ばよいでしょうか？既存のコンポーネントの定義、テンプレート、サプライチェーンに関する情報を1か所で確認できたとすればどうでしょう？

Altium-Vault®では、データ管理を合理化するためのシンプルなシステムが提供され、既存の設計に費やした労力を将来の設計に活用できま
す。すべてのECADデータを対象とする一元化されたメンテナンスシステムでは、ローカルでのコピーに気を揉んだり、誤ったリビジョンを使用したりす
ることなく、チームメンバーの全員が必要な情報にアクセスできます。これまでと同じワークフローで自動検証と組織的なシステムが活用できるため、
手動による作業に時間を費やす必要はありません。また、自動化された厳格なデータ管理システムによって設計とリリースのプロセスが自動化さ
れ、ECADデータへに簡単にアクセスできます。

4つのステップで理解
Altium Vaultを評価して頂くため、この文書では、サンプルデータを使ったAltium Vaultの活用方法の詳細をご紹介します。提供されるAltium 
Vaultの評価インスタンスをデフォルトのデータ構造と推奨設定で使用しながら、4つの主な使用原則の理解にお役立てください。

免責事項: デフォルトでは、SVNプロトコルを使って [Work-In-Progress] の設計ソースがVault-Serverにコミットされます。ポート9785の
VaultデータベースのログインとセッションはHTTPSで保護されるものの、SVNのコミットは保護されません。そのため、評価インスタンスを使って知的
財産や設計に関わる機密データをコミットしないことをおすすめします。

ブラウザインターフェースからログインする

Altium-Vaultのユーザーとロールの基本的な設定は、ブラウザインターフェースで行います。通常、この設定はユーザーのデータベースを管理し
ているIT部門によって実施され、インストールの一環として特定のユーザーにアクセス権が付与されます。この設定はウェブインターフェースで実行で
きるため、Altium Vaultにアクセスするだけですべてを完了できます。

1.  アドレス「ServerName:9785」をウェブブラウザに入力します。

2.  評価開始のEメールに記載されているユーザー名とパスワードを使ってログインします。

ログインすると、インタフェースの上部にあるメニューを確認できます。ここに表示される項目はユーザーの権限によって異なり、各ユーザーは自分が
許可されている機能にしかアクセスできません。

ユーザーを設定する

Eメールのデフォルトの認証情報を使ってブラウザインターフェースにログインし、ユーザーメニューでデフォルトの管理者をプログラムの管理者（任
意）に変更します。このメニューには、通常の方法で変更できるユーザーのシンプルな一覧が表示されます。ログインは、ユーザープロファイルを使っ
て必ず1か所で行うようにしてください。そうでない場合は、ライセンスの問題が発生して適切に使用できなくなります。ユーザーの認証情報は、新し
いユーザーのプロファイルを作成して追加できます。

検索 適用 リリース 修正
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1.  ブラウザインターフェースの [Users] タブをクリックします。

2.  [Users] タブを選択します。

3.  [Add User] をクリックします。

4.  ユーザーの姓と名を入力します。

5.  認証の種類は [Built In] を選択します。

ユーザーのダイアログを追加

ビルトインの認証

6. ユーザー名とパスワードを入力して、プロセスを完了させます。

7. 技術者とライブラリ作成者に新しい役割を設定します。

8. [Save] をクリックします。

認証の種類をWindowsにすると、パソコンの認証情報とドメイン情報をAltium-Vaultにリンクできますが、これについてはこのガイドで解説され
ていません。
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ALTIUM VAULTとALTIUM DESIGNERを接続する

1. Altium Designerを開きます。

2.  [DXP] >> [Sign into Altium Vault] の順にクリックします。

Altium Vaultへのログイン

3.  サーバーアドレス、ユーザー名、パスワードを入力します。

注: Altium Vaultのログイン情報がWindowsのログイン情報とリンクされている場合は、[Use Windows Session credentials]
のチェックボックスにチェックを入れてください。

4.  [Login] をクリックします。

必要な部品を検索する

系統的にデータを閲覧する

一元化された系統的な構造を確保することで、既存のECADデータや新しいデータが保存される場所を関係者全員が把握できるようになります。
すべてのフォルダには、必ずフォルダ名、フォルダの種類、命名規則を含める必要があります。この3つの基本属性を作成することで、すべてのユー
ザーがフォルダの目的とECADデータを追加する際のルールについて理解できます。サンプルのデータフォルダの構造については、以下でご確認いた
だけます。なお、ボリュームの大きなコンポーネントやECADデータには、3レベルの構造が推奨されますが、大半のECADデータには2レベルの構造
で十分に対応できます。

1.  [DXP] >> [Vault Explorer] の順にクリックします。

2.  [Vault Explorer] で表示するフォルダをクリックします。

注: フォルダの展開には+キーを使用します。項目がサブフォルダにある一部のディレクトリでは、何も表示されません。
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管理されたコンテンツ

管理された回路図シート

テンプレート

BOMのテンプレート

 [Component Templates] タブ

Draftsmanのテンプレート

レイヤースタック

出力ジョブのテンプレート

コンデンサ

コネクタ

クリスタルおよびオシレーター

ダイオード

ヒューズ

コイル

集積回路

LED

機構系

光エレクトロニクス

ラジオおよびRF

リレー

プロジェクトのテンプレート

回路図のテンプレート

プロジェクト

BC0001

ゴミ箱

その他

統合コンポーネント

コンポーネント

音声

抵抗

センサー

スイッチ

変圧器

トランジスタ

汎用コンポーネント

コンデンサ

抵抗

モデル

[Footprints] タブ

シンボル

コンポーネントの検索

クエリを保存したり、検索結果をフィルタリングしたりできる包括的な検索機能を使って、必要なコンポーネントをすばやく検索できます。ここでは、フ
ットプリントや製造業者の部品番号などのパラメーターを検索することが可能です。リファレンスデザイン「BC0001」に含まれる特定の部品を検索し
てみましょう。

コンポーネントを検索する

1.  [DXP] >> [Vault Explorer] の順にクリックし、 [Vault Explorer] を開きます。

2.  [Vault Explorer] の下部にある [Search] タブをクリックします。

3.  [Saved Searches] で [Generic Search] を選択します。

4.  検索バーに「Type Micro Board Stacker」と入力し、Enterを押します。

5.  「CMP-002-00046-1」を右クリックし、 [Navigate to] を選択します。

http://www.altium.com
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コンポーネントをコピーする

既存のコンポーネントをわずかに変更したバリアントが必要になることもあるでしょう。そのような場合には、コンポーネントのコピーを作成します。コピ
ーしたコンポーネントには、元のコンポーネントのパラメーター、リンク、テンプレートが継承されます。ここでは、関連データを変更することで、既存の
コンポーネントのバリアントにすることができます。これで、ユーザによる入力の必要なく、正しい命名規則を持つコンポーネントが作成されます。ただ
し、コピーしたコンポーネントで特定の命名規則を使用する場合は、以下の例に示されるように、コンポーネントIDの命名を変更することもできま
す。

6.  「CMP-002-00046-1」を右クリックし、 [Operations] >> [Clone CMP-002-00046-1] の順にクリックします。

注:この手順は前のセクションの続きです。修正については、Altium DesignerでCmpLibが開きます。リリースに向けて部品を整理する方法につ
いては、以下の手順で説明します。

7.  Altium Designerの作業領域では、コピーしたコンポーネントに必要なモデル/パラメーターを変更できます。

8.  [Vault Explorer] を閉じます。

CmpLibで必要なモデル/パラメーター

9.  [Model Links] のセクションで、リンク済みのシンボルとフットプリントを変更できます。

CmpLibのモデルリンク
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10. 左下にある [Projects] タブをクリックします。

注: [Projects]タブが表示されない場合は、右下にある [System] >> [Projects] をクリックしてパネルを開きます。

11. [Projects] パネルのCopy of CMP-002-00046-1]を右クリックし、 [Save] をクリックします

12. [Copy of CMP-002-00046-1] を右クリックし、 [Release to Vault…] を選択します。

13. コンポーネントのアイテムIDを「CMP-002-10000」に変更します。

注:-コンポーネントの名前には、命名規則に従って適切な番号が自動的に指定されます。このガイドでは後で使用するために、手動の名前変更
で既出のコンポーネント名を使用しますが、通常の操作では使用しないでください。

14. [Create Item] ウインドウで [OK] をクリックします。

CmpLibのモデルリンク

http://www.altium.com


www.altium.com

ALTIUM VAULT評価ガイド

9

コンポーネントデータを使用する

候補となるコンポーネントを見つけたら、その詳細をさらに確認することが重要です。 [Vault Explorer] の下半分には、選択したアイテムに応じ
て異なるビューが表示されます。次のセクションでは、コンポーネントの [Summary] 、 [Preview] 、 [Datasheet] 、 [Supply Chain] 
の各ビューについて見ていきます。

1.  [DXP] をクリックし、 [Vault Explorer] を開きます。

2.  コピーしたコンポーネント「CMP-002-10000」を選択します。

注: デフォルトでは、右下のウインドウに [Summary] ビューが表示されます。ここでは、他のデータビューへのリンクや詳細情報を確認できます。

3.  情報セクションの右上（赤い四角形が表示された解説内のハイライト箇所）にある黒い三角形をクリックし、 [Preview] を選択しま
す。

注: [Preview] ビューには、コンポーネントにリンク済みのモデルアイテム、パラメーター、3Dモデル、シンボルが表示されます。

Altium Vaultのコンポーネントの概要

http://www.altium.com
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Altium Vaultのコンポーネントのプレビューウインドウ

4.  右上の黒い三角形をクリックし、 [Datasheet] を選択します。

注: [Datasheet] ビューには、コンポーネントに添付されたデータシートファイルが表示され、コンポーネントの仕様に直接アクセスできます。間違っ
たデータシートが誤って転送されることのないよう、コピーされたコンポーネントでは元のデータシートがコピーされません。

5.  情報のセクションの右上にある黒い三角形をクリックし、 [Supply Chain] を選択します。

注: [Supply Chain] ビューには、動的なサプライヤーリンクとともに、コンポーネントの価格、在庫、製造業者、サプライヤー、部品番号が表
示されます。ただし、新規のコンポーネントやコピーされたコンポーネントのサプライチェーンに関する情報は空白のままです。この項目には所定のサプ
ライヤーを追加する必要があります。

必要な部品を適用する
コンポーネントについての理解が深まったところで、今度は実際に設計で使用する方法を見ていきましょう。前のセクションでコピーしたコンポーネント
にはサプライチェーンの情報がないため、追加する必要があります。部品の在庫に問題がある場合にも、同じ手順を使用します。別のサプライヤー
を見つけてサプライチェーンのデータをリンクするのには、1分もかかりません。

サプライチェーンのソリューションをリンクする

注: この手順は前のセクションの続きです。

1.  この-[Supply-Chain]--ビューで、[Solutions]--ヘッダーの黒い下向き矢印（図を参照）をクリックし、-[Create-Part-Choice 
List...] をクリックします。

2.  [Keywords] 検索バーに、製造業者の部品番号「MW-10-03-G-D-245-065-P」が入力されているかどうかを確認します。

http://www.altium.com
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Altium Vaultのコンポーネントのサプライチェーン

注: [Keywords] 検索バーには、各アイテムのコメントセクションの内容が自動的に追加されます。

3.  図に示されるように、検索で見つかった部品を1つ以上選択して [>>] をクリックし、 [Manufacturer Part Choices] リストに追加しま
す。

4.  [OK] をクリックします。

Altium Vaultのコンポーネントの製造業者の部品の選択

http://www.altium.com
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この手順では、製造業者の部品番号がAltium-Vaultのアイテムにリンクされます。サプライチェーンビューでその部品番号（複数の場合もあり）
が特定され、Altiumの認定サプライヤーとユーザーが選択したサプライヤーの在庫状況が表示されます。

設計にコンポーネントを追加する

関連情報が追加されたコンポーネントは設計で使用できます。Altium-Vaultに含まれるのコンポーネントは、回路図にドラッグ＆ドロップすること
が可能です。 [Vault Explorer] パネルを [Altium Designer] の希望する領域にドラッグしてドッキングします。マイクロコントローラーの
ATMEGA16U2など、コンポーネントをわずか数秒で見つけてすぐに回路図で使用できます。

1.  [File] >> [New] >> [Project…] の順にクリックし、新しいプロジェクトを作成します。

2.  [Project Type] には、 [PCB Project] を選択します。

3.  [Project Template] では、デフォルトを選択してください。

新しいプロジェクトのダイアログ

4.  プロジェクト名には「サンプルプロジェクト」と入力します。

5.  場所は一般的なものに設定します。例：C:\Users\Public\Documents\Altium\Projects.

6.  [Project Kind] を [Regular] に設定します。

注: [Project Kind] は、管理されたプロジェクトを作成するように変更できます。

7.  [OK] をクリックします。

8.  [Projects Panel] にあるプロジェクトを右クリックし、 [Project Kind] ] >> [Schematic]の順にクリックして回路図のドキュ
メントを作成します。次に、Altium Vaultでテンプレート「SCHDOT-0000-1」を選択して [OK] をクリックし、回路図を作成します。

http://www.altium.com
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回路図のテンプレートを選択

9.  Vault Explorer Searchで、「ATMEGA16U2」の
最新のリビジョンを検索して選択します。

 10. 最新のリビジョンをクリックし、開いているドキュメントにド
ラッグします。

11. コンポーネントを配置する場所にリリースします。

リンク済みのデータを回路図で開く

配置されたコンポーネントのソースは簡単に見つけられます。

1. 前のセクションで配置したコンポーネントをダブルクリック
し、コンポーネントのプロパティを開きます。

2. [Show In Explorer] ボタンをクリックします。

3. [OK] をクリックし、コンポーネントのプロパティを閉じます。

コンポーネントのプロパティ

4.  これで、コンポーネントがVault Explorerに表示されるようになります。

http://www.altium.com
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再利用ブロックで設計

回路のロジックは必ず検証されるため、新しいデザインで再利用できれば言うことはありません。このニーズを満たすのが管理されたシートです。この
シートでは、デザインブロックを管理して再利用できます。管理されたシートを開き、検証済みの回路ロジックを回路図シートに取り込みます。適切
に作成した管理されたシートには、最新のリビジョンに簡単に更新できるVaultのコンポーネントへのリンクが含まれています。このリンクによって、新し
い設計で古いコンポーネントが使用される恐れがなくなります。

1.  前のセクションで作成したサンプルプロジェクトの回路図シートを開きます。

2.  Vault Explorerを開きます。

3.   [Managed Content] をクリックし、 [Managed Schematics Sheets] フォルダを選択します。

4.  「SCH-0001」を右クリックし、 [Place SCH-0001] を選択します。

5.  回路図ドキュメントに「SCH-0001」を配置します。

管理されたシート

ECADデータをリリースする
ECADデータは、コンポーネントのデータシートから出力ファイルまで、設計に含まれるすべてのデータで構成されています。そのため、コンポーネントか
ら出力ジョブのリリースまでの一連のプロセスを、一から開始する方法を理解しておくことが重要です。

コンポーネントを一から作成する

Altium Vaultに含まれていないコンポーネントが必要になったとしましょう。この場合は部品のリクエストで必要なコンポーネントを作成できます。

部品のリクエスト

部品の検索で希望するものが見つからない場合は、 [Vault Explorer] パネルから部品リクエストを作成して維持できます。 [Search] 
タブの [Add Request] からリクエストを作成してみましょう。

1.  Vault Explorerを開きます。

2.  「ATmega32U2」を検索します。すると、「見つかりません」という結果が返されます。

http://www.altium.com
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3.  [Add Request] ボタンをクリックします。

4.  サプライヤー検索を選択します

5.  [Keywords:] セクションに「ATmega32U2」と入力し、 
[Search] をクリックします。

6.  [Unit Price] 列ヘッダーをダブルクリックしてフィルタリングを
実行します。

7.  [Supplier] を選択します。

8.  [OK] をクリックします。

注: [New Part Request] のダイアログでは、オプションやコント
ロールを使って、必要な部品に関する情報をできる限り入力します。
こうした情報は2～3秒で追加されます。

9.  アカウントに [Set Assign To] を指定します。

10. [Processor] に [Component Type] を指定します。

11. [OK] をクリックすると、リクエストが作成されます。

サプライヤーリンクのダイアログを追加する

新しい部品リクエストのダイアログ

ライブラリ作成者に関連付けられた役割が割り当てられているユーザー（Librarian）と部品リクエストを作成したユーザー（Requester）
は、[Vault Explorer] パネルから専用の [Part Requests] フォルダを使用してリクエストを確認できます。[Part Requests] フォルダ名の横に
表示される数字は、リクエストの件数を示します。設計者とエンジニアのフォルダには、自分がリクエストした部品のみが表示されます。ライブラリ作成
者は、自分に割り当てられたリクエストとどのライブラリ作成者にもまだ割り当てられていないリクエストを両方とも確認できます。

http://www.altium.com
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コンポーネントを作成してリリースする

Altium Designerでは、コンポーネントライブラリまたはCmpLibを使って統合コンポーネントを作成できます。「ATmega16U2」に使用され
ている既存のシンボルとフットプリントを使って、「ATmega32U2」を作成してみましょう。

1.  Vault Explorerを開きます。

2.  [Parts Request] フォルダを選択します。

注: [Parts Request] フォルダが表示されない場合は、更新キー       をクリックします。それでもフォルダが表示されない場合は、ユーザーの権
限にエンジニアとライブラリ作成者が含まれているかどうか確認してください。

3.  作成された部品リクエストを右クリックして、 [Operations] >> [Create Components…] の順にクリックします。

注: コンポーネントの作成を開始する際にはCmpLibが開きます。

CmpLibのモデルリンク

4.  [Add…] >> [SCHLIB] の順にクリックします。

5.  「SYM-00014」を見つけて選択し、 [OK] をクリックします。

6.  [Add…] >> [PCBLIB] の順にクリックします。

7.  「PCC-00045」を見つけて選択し、 [OK] をクリックします。

8.  [Add…] >> [PCBLIB] の順にクリックし、「PCC-00046」を選択して [OK] をクリックします。

9.  [Add…] >> [PCBLIB] の順にクリックし、「PCC-00047」を選択して [OK] をクリックします。

CmpLibのモデルリンク

CmpLibでのコンポーネントのパラメーター

10. [...] ボタンをクリックして [Unified Components] >> [Components] >> [Integrated Circuits] >> [Processors] 
へと進み、該当するコンポーネントの [FolderPath] 列ヘッダーの下にある最初のセルを選択します。

11. [PCBLIB] 列ヘッダーの下にある最初のセルを選択し、「PCC-00045-1」をリンクします。

12. [SCHLIB] 列ヘッダーの下にある最初のセルを選択し、「SYM-00014-1」をリンクします。

13. CMPLIBを保存します。

http://www.altium.com
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14. [File] >> [Release to Altium Vault...] へと進みます。 

15. [Release Item] をクリックします。

16. [OK] をクリックします。

17. [Close] をクリックします。

リファレンスプロジェクトにアクセスする

ここからは、Altium-Vaultに他のECADデータをリリースする方法を見ていきます。Altium-Vaultに含まれるリリース済みのリファレンスプロジェ
クト「BC0001」を使って、Altium-Vaultにリリースするリファレンスプロジェクトの作成と設計の見直しを行ってみましょう。プロジェクトを開くと、
詳細が表示されます。

1.  Vault Explorerを開きます。

2.  プロジェクトフォルダを展開します。で

3.  プロジェクト「BC0001」を選択します。

4.  [Open] ボタンをクリックします。

CmpLibの列ヘッダー

http://www.altium.com
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リリースに向けてデザインを見直す

リリースプロセスの大きな利点の1つは、設計チェックが自動化されることです。リリースでは検証が必ず行われるため、設計の整合性が確保されま
す。ここでは、出力ジョブファイルを使用して、製造と実装に必要なすべての出力ファイルを生成します。以下は、推奨される基本的な出力ジョブの
構造です。製造に必要なすべての出力ファイルが含まれていることを、製造業者に伝えることも重要です。

実装出力ジョブファイル
Draftsman
[Assembly Drawing] タブ
pick and placeファイルの生成
テストポイント レポート
IPC-D-356ネットリスト
部品表
部品表のコピー

ドキュメント出力ジョブファイル
回路図の印刷
デザインルールチェック
差分レポート
エレクトリカル ルールチェック

製造出力ジョブファイル
Draftsman
製造図
ガーバーファイル
NCドリルファイル
ODB++ファイル
テストポイント レポート

設計プロジェクトをリリースする

1.  [Projects Panel] で「BC0001」を右クリックし、 [Project Releaser] を選択します。

CmpLibの列ヘッダー

http://www.altium.com
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2.  [Options] をクリックします。

注: プロジェクトリリースのオプションでは、出力ジョブファイルを選択して異なる出力データタイプにリンクさせることができます。

3.  プロジェクトリリースのオプションを以下の画像と照合します。

プロジェクトリリースのオプション

4.  [OK]をクリックします。

5.  [Prepare] をクリックします。

6.  [Create items] をクリックします。

注: このプロセスにはしばらく時間がかかります。出力が生成されない場合は、セクションの [Details] ボタンをクリックし、生成されたファイルにア
クセスします。ファイルをダブルクリックして開き、エラーを表示します。Altium Designerの [Messages] パネルを開くと、エラーの詳細を確認
できます。

http://www.altium.com
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7.  [Release] をクリックします。

8.  [Release Note:] で [Reference Project Release!] を指定します。

9.  [OK]をクリックします。

10. [Fabrication] リンクをクリックすると、Altium Vaultでプロジェクトが表示されます。

設計エラーを訂正する
古い部品と設計エラーに対処する

コンポーネントのチェック中—または、関連する他の段階で—エラーが検出された場合はどうすればよいでしょう？ここで考慮すべきなのは、エラーの
本質によって、管理されたシート、シートのテンプレート、場合によってはプロジェクト全体など、コンポーネントの親アイテムにもエラーが発生している
可能性があることです。こうした親アイテムについては、Vault Explorerの [Where-used] ビューで確認する必要があります。

Where-usedビューで使用中のアイテムを確認する

[Where-used] ビューでは、選択したアイテムが使用されているすべての場所を確認できます。この例では、コンポーネントが使用されているプロ
ジェクトもコンポーネントとともに表示されます。このビューでは、シンボル、フットプリント、テンプレート、管理されたシートなど、どんな種類のアイテムも
確認できます。

1.  [DXP] >> [Vault Explorer] へと移動します。

2.  「CMP-001-00000」を検索します。

3.  「CMP-001-00000」の最新のリビジョンを選択します。この例では「CMP-001-00000-2」が最新です。

4.  情報セクションの右上にある黒い三角形をクリックし、 [Where-used view] ビューを選択します。

コンポーネントのwhere-used機能

http://www.altium.com
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アイテムのリビジョンを作成する

「CMP-002-00046-1」のフットプリントで1エラーが発生したとしましょう。この場合は、フットプリントとコンポーネントのリビジョンを作成することで
問題を解決できます。

フットプリントのリビジョン

1.  [DXP] >> [Vault Explorer] へと移動します。

2.  「CMP-002-00046-1」を検索します。

3.  「CMP-002-00046-1」を選択します。

4.  [Preview] ビューに切り替えます。

5.  フットプリントの「PCC-00468」を右クリックし、 [Edit PCC-00468-1] を選択します。

注: 修正を開始するにあたって、Altium DesignerでPCBライブラリが開きます。

6.  右クリックして文字列を表示し、 [Place] と [String] を選択します。

7.  [Tab] キーをクリックし、プロパティを表示します。

8.  [Height] を15 mil、 [Width] を5 milに設定します。

9.  [Properties] で、テキストを [Footprint Revision Test] に設定します。

文字列のダイアログ

10. [OK] をクリックします。

11. 配置する場所をクリックして、フットプリントの下に文字列を配置します。

http://www.altium.com
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2DビューでのPCBフットプリント

12. Ctrlキーを押しながらSキーを押して、「PCC-00468-1」を保存します。

13. Ctrlキーを押しながらAltキーとSキー を押して、Vaultにリリースします。

注: プロジェクトパネルの該当するアイテムを右クリックして、Vaultへのリリースと保存を行うこともできます。

14. 表示される [Create Revision] ダイアログで [OK] をクリックします。

コンポーネントのリビジョンのダイアログを作成

http://www.altium.com
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15. Ctrlキーを押しながらSキーを押して、「CMP-002-00046-1」を保存します。

注: PCC-00468-1はリンク済みのため、このフットプリントを変更するとCmpLibが開き、CMP-002-00046とCMP-002-10000でのリビジョン
が作成されます。これは、CMP-002-00046とCMP-002-10000のどちらにもフットプリントが使用されているからです。

16. [File] >> [Release to Vault…] の順にクリックします。

17. [Release Items] をクリックし、表示される[Confirm Release]ダイアログで[OK]をクリックします。

18. [Release Manager] を閉じます。

アイテムのライフサイクルを変更する

更新またはリリースしたコンポーネントには、デフォルトのステータスが適用されます。デフォルトのステータスはドラフトですが、これをプロトタイプに
更新してみましょう。

1.  Vault Explorerを開きます。

2.  「CMP-002-00046-2」を検索します。

3.  「CMP-002-00046-2」を右クリックし、 [Operations] >> [Change states…] の順にクリックします。

注: 各列には、アイテムに関する情報と現在のライフサイクルのステータスが表示されます。

4.  [Next State ] 列ヘッダーで、 [Promote to Prototype] を選択します。

5.  [Process]をクリックします。

6.  [Note:] のセクションに、「図案から試作に変更」と入力します。

7.  [Yes] をクリックします。

Item Managerを使って最新のリビジョンに更新する

Item-Managerを使って、設計エラーの修正やコンポーネントの更新を行うことができます。コンポーネントが使用されている場所を特定する方
法を理解したところで、今度はコンポーネントに変更が加えられた際にプロジェクトで更新する必要がある内容について見ていきましょう。コンポーネ
ントを個々に更新するのにはかなりの時間がかかるため、どんなに小規模な基板の設計であっても、すべてのコンポーネントを更新する場合、この方
法はおすすめできません。Item-Managerでは、高度なパラメーターの照合（自動一致）と一括更新のアプローチによって、このプロセスの簡
素化と自動化が行われます。通常は、ライブラリ作成者からAltium Vaultに移行されている管理されたコンポーネントを使うことを目的として、
既存の基板設計を更新する場合にItem Managerが使用されます。

アイテムのライフサイクル変更のダイアログ

http://www.altium.com
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1.  Vault Explorerで [Projects] >> [BC0001] の順にクリックし、リファレンスプロジェクトに進みます。

2.  [Open] をクリックします。.

注: [Open] ボタンが表示されない場合は、        [View] >> [Project View] の順にクリックします。

3.  回路図ドキュメント「BC0001_Devices.SchDoc」を開きます。

4.  アクティブな回路図ドキュメントから [Tools] メニューに移動し、 [Tools] » [Item Manager] の順にクリックします。

5.  下の [Components] タブを選択し、現在のデザインにコンポーネントのリストを追加します。

注: ダイアログの左側のセクションには、アクティブなプロジェクトのコンポーネントの設定（現在の設定）が表示され、右側のセクションにはAltium 
Vaultの管理されたコンポーネントが適切に割り当てられた際の設定の変更（新しい設定）が一覧化されます。

6.  すべてのコンポーネントを選択します。

7.  ウインドウを右クリックし、 [Update to latest revision] を選択します。

8.  [ECO...] ボタンのメニューで [Apply ECO] のオプションを選択します。

9.  ECOの適用が完了したら、 [Close] をクリックします。

10.  回路図ドキュメント「BC0001_Devices.SchDoc」を保存します。

ECOプロセスを実行するとプロジェクトのコンポーネントも更新され、その時点で最新の管理されたコンポーネントとして、Item Managerのダイア
ログに一覧化されます。Schematic Editorでは、更新されたコンポーネントがAltium-Vault内の一致する管理されたコンポーネントにリンク
されます。–ここではアクティブなリンク情報によって、管理されたコンポーネントの更新時にリビジョンのステータスの変更が検出されます。サンプル
プロジェクトをもう一度リリースし、ECADデータを同期して整理することをおすすめします。

コンポーネントのリビジョンを比較する

2つのリビジョンを比較することで、アイテムの差分や変更を確認できます。この比較は、たとえばパラ―メーターの異なる類似したコンポーネントな
ど、同じ種類の2つのアイテムを使って実施します。先ほど「CMP-002-00046」に加えた変更を見直してみましょう。

1.  Vault Explorerを開きます。

2.  「CMP-002-00046」を検索します。

3.  [Show only latest]        をクリックして選択を解除し、すべてのリビジョンを表示します。

4.  「CMP-002-00046-1」と「CMP-002-00046-2」を選択します。

5.  「CMP-002-00046-1」を右クリックし、 [Operations] >> [Compare…] の順にクリックします。

注: 同じパラメーターは緑、異なるパラメーターは赤で表示されます。

http://www.altium.com
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コンポーネントのリビジョンの比較

6.  フットプリントの [Compare] のリンクをクリックすると、差分に関する詳細が表示されます。

7.  詳細を確認したら画面を閉じます。

コンポーネントのフットプリントの比較

http://www.altium.com
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注: 比較システムでは、上部の選択済みセルの密度に基づいて、差分の原因となっているコンポーネントのプリミティブが左側に表示されます。

設計の変更を比較する

バージョンコントロールは、ソフトウェア設計の領域で数十年にわたって使用されているものの、ハードウェア設計の領域では使用レベルには到達
していません。バージョンコントロールでは設計ドキュメントの比較が可能なため、設計の決定事項を追跡して確認し、その有効性について判断す
るのに役立ちます。また、設計エラーが発生したタイミングの特定も容易になります。リファレンスプロジェクトに変更を加えてバージョンコントロールに
コミットし、比較を行ってみましょう。

1.  Altium Vaultでリファレンスプロジェクト「BC0001」を開きます。

2.  回路図ドキュメント「BC0001_Devices.SchDoc」を開きます。.

3.  Vault Explorerで「CMP-002-00046-2」を検索します。

4.  回路図ドキュメントの任意の場所に「CMP-002-00046-2」を追加します。

5.  回路図ドキュメントを保存します。

6.  プロジェクトパネルの回路図ドキュメントを右クリックし、 [Version Control] >> [Commit…] の順にクリックします。

7.  [Comment] セクションに「バージョンコントロールのテスト」と入力します。

8.  [OK] をクリックします。

9.  回路図ドキュメント「BC0001_Devices.SchDoc」を右クリックし、 [Local History] >> [Storage Manager] の順にクリッ
クします。

10. 最新の2つのリビジョンを選択します。

11. 最新のリビジョンを右クリックし、[Compare]を選択します。

12. [Differences] パネルでデザインの差分を確認します。

注: [Differences] パネルは、下部のメニュー[Design Compiler] >> [Differences]から開きます

まとめ
このAltium-Vault評価ガイドはAltium-Vaultの重要なコンセプトを紹介する入門編であり、日常的な処理業務でのAltium-Vaultの使用に
焦点が置かれています。Altium-Vault実装ガイドでは、Altium-Vaultのインストールと初期設定に必要なすべての詳細情報が提供されていま
す。既存のECADデータをAltium-Vaultに移行する方法についての詳細は、Altium-Vaultの設計とライブラリの移行ガイドをご参照ください。ま
た、Altiumのすべてのソリューションについての詳細は、Altium.com/documentationをご覧ください。
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