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この「Altium Designer Sch ガイドブック」はSchematic部分だけを対象にしています。
メニューや機能などはオリジナルの英語名を基準に説明してあります。
またその内容や項目などはAltium社のサイト内のドキュメントに準拠させています。

バージョンとしてはSummer09(2009にリリースされたバージョン)を基準とし、機能が追加
されたバージョンも説明します。
ライブラリに関しては新規作成および後半ではOrcad Captureからの移行に関して説明します。

A.Summer09の基本機能と初期設定
01.画面のズームイン、ズームアウト

海外系のソフトウェアなので＋、－で操作します。
Page up、Page downで動作します。
設定されていない場合はカスタムで設定します。

設計中にはそれでは時間が掛かるのでプリファレンスでホイールの回転方向で
操作できるようにプリファレンスの該当部分を修正した方が有利です。

02.プロジェクトファイル
SCHでも細かい作業や複数のページがある場合はプロジェクトファイルを作成してツリー
内にドラッグする必要があります。
Orcadのようなページの概念はないのでプロジェクト内にドラッグされたファイル名の
順序でツリー表示されます。
ページで管理したい場合はプロパティで設定します。

03.DRC
プロジェクトファイルがあればデザインルールチェックが可能となりますが、エラーが無け
ればメッセージは表示されません。

04.基本単位
ミリ系で使用したくなりますが海外系CADなのでインチ系の方が便利で他社からの図面
との互換性の面でも有利です。
デフォルトではDXP Default でインチ系なのですが1/10の縮尺が掛かっています。

05.設計グリッド
ラフ配置は100milで回路設計は50milで細かい部分だけ10milにするのがベストです。
10milで編集した場合はすぐに50mil以上に戻すことが重要です。
その切り替え機能をGキーなどに割り付けるといいでしょう。

06.ライブラリの作成
作成する前に型番とPCB側のフットプリントとの関係をどうするかが重要です。
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例えば74HC04で部品作成した場合はディスクリートなのかSOPなのか不明です。
会社によっては配置した後でそれをTC74HC04APと手動で書き換える場合もあるでしょう。
また、デバイスのメーカー名も正確に部品表に反映されるように作成するかも重要です。

パラメータの記載
コメント欄ではパラメータを利用して合成することが可能です。
そのためには事前に複数のパラメータをジャンル分けしておく必要があります。

その具体的な例を下記に示します。
(CAD内では適当に追加設定してもアルファベット順にならび代わります。)

Maker 製造メーカー
Value 値(抵抗値とコンデンサの容量を併用)
Voltage 使用電圧(AC、DCは併用)
Wattage 使用電力(主に抵抗で使用する項目)
Tolerance 許容値(Z以外はプラスマイナスは省略)
Size チップサイズかディスクリートタイプ

(SMD/THDをTypeとすることも可能ですが項目が増えてしまいます。)
Height 厚みや高さ(Sizeに含めることも可能でしょう。)
Temp. coef. 温度係数(コンデンサでは重要です。)
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コメント欄にコンデンサなどの詳細情報をどう記載するかも重要です。
以下、複数のパラメータを合成した例です。

コメント欄 = "Value" + ' ' + "Wattage"
コメント欄 = 10Ω 1/4W
という表示になります。

コメント欄 = "Value" + '/' + "Voltage"
コメント欄 = 10uF/10V
という表示になります

07.スペースキーでの回転
配置した部品はスペースキーで回転しますが、日本語入力はオフにしておく必要があり
ます。
ワイヤを引いているモードでスペースキーを押すことで45度やフリーモードになるので
一点アースなどの時だけはこの機能が有利です。

08.Place Wire
線の配置は回路設計では一番重要です。
ネットリストに出力されないラインの配置と区別するように色を替えておいた方が
いいでしょう。
重要な電源ラインや大電流が流れる部分では線幅を広くすることで対応できます。
その場合はジャンクションも1ランク大きめのものにしないと線に埋もれて見えにくく
なります。

09.Break Wire
配置済みの線の間に部品を配置したい場合が多々あります。
その場合は線の削除よりは「Break Wire」の方がスマートです。
下記のコマンドで事前に設定したエリアを削除できます。
水平ラインか垂直ラインかは自動で認識して処理してくれます。
Edit > Break Wire

10.部品挿入
すでに配線されたものの上に新規部品をドラッグすると勝手にWireがカットされて
部品挿入されたように接続されます。
一度、単独で仮配置された部品はドラッグしても挿入されないようですが
コピペすれば動作します。
図では上段のR?を下段のWire上にドラッグすると自動で挿入できます。
こういう機能がなければ抵抗の両端にジャンクションができてショートしてしまいます。
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11.VCC/GND
これらはOrcad Captureなどと違ってカスタマイズできません。
利用できるタイプの中で小さいものを上手く使い回すしか手がなさそうです。

12.日本語入力時のフォント
どのようなフォントを利用するかを統一しておいた方が印刷の絵柄を考慮すると
重要です。
好みもありますが、弊社ではメイリオを使用しています。
その文字サイズも3種類ぐらいに限定して使用しましょう。

13.タイトル枠
最初のうちはデフォルトのタイトル枠(ボーダーを含む)で問題ないでしょう。
そのタイトル枠の外側にラインなどを引いて対応しきれなくなった時点でオリジナルの
タイトル枠を作成した方がレイアウト変更を何度もしなくて済みます。
タイトル枠は専用の拡張子で管理して初期設定することになります。

14.回路図更新
部品を配置した後で、部品ライブラリを修正した場合にそれを回路図に反映する更新
作業が必要です。
部品ライブラリ側から更新されるとそれを利用している箇所のREF番号やコメントの位置
までもリセットされてしまいます。
それを避けるには回路図側から特定の部品を更新するために下記の手順で処理します。
Tools > Update From Libraries
比較的複雑な手順を取るので初めて処理する場合はバックアップを取ってから行って
ください。

15.スクリプトの併用
弊社ではPlace Wireは単純なショートカットキー登録で対応しています。
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ラインや図形は下記ような(メニュー)フォームとなっています。
色もプリセットされたものから選択可能にしてあります。

VCC/GNDの配置に関してもスクリプトで対応しています。
具体的には下記のような(メニュー)フォームとなっています。
VCCではマイナス値入力では自動で180度回転した状態がデフォルトになるので便利です。
一度、回路図のどこかで処理してそれをコピーして使用する手もありますがスマートな
やり方ではないでしょう。

SOP/QFPはスクリプトで規則的に作成できるようにしています。
この方がピンの⾧さなどが統一できます。
ピン数の多いQFPなどでは時間の大幅な節約になります。
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B.AD14.3
このバージョンでは若干、動作が軽くなりました。
機能は殆ど変化がないのでデータの互換性がありますが、ピンの部分をカスタマイズして
細かくしている場合などはSummer09や古いビューアではデフォルトに戻った状態で見えて
しまいます。
※
これ以降でAD18未満のバージョンは日本語などでバグがあったので、弊社では極力使用し
ないようにしています。

C.AD18以降
A2以上のサイズで、動作が軽くなりました。
このファイル形式をいきなりSummer09で閲覧することは止めて一度、AD14.3で読ませた後で
再出力したものをSummer09で読ませた方がベストです。

D.部品作成ツール
部品作成に必要なツールを説明しますが、搭載されているバージョンについてはご自身でお調べ
ください。

「Smart Grid Tool」機能
これは事前にEXCELで作成したデータを貼り付けて処理するものです。
https://www.altium.com/files/pdfs/smartgridtools_jp.pdf

「Symbol Wizard」機能
上記のものより現実的ではありますが慣れが必要です。
ピンの細かい設定をしたい場合は有用です。
https://techdocs.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=53937863
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E.フットプリントマネージャ
PCB上で使用したいフットプリント名を指定します。
使用しない場合は未処理でも問題ありません。
複数のフットプリント名を定義でき場合によって選ぶことが可能です。

F.欠番の処理
回路図作成後に削除などでREF番号の欠番が起こります。
時間が経った後で回路図修正する場合にはその欠番を探すのに時間が掛かります。
弊社ではEXCELマクロでネットリストを読み込ませて欠番がすぐにわかるように
してあります。
PCB側だけでの利用時(改版を含む)にもこれは重宝します。
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Appendix

01.Orcadファイルからの変換
ファイル形式をワイルドカードで指定して読み込めば自動で変換されます。
元ファイルのすぐ下にできる新しいフォルダ内にあります。
ページの概念がないのでプロジェクトファイル内に平置きされている筈です。
部品の右下にドットが表示される場合があります。
これはプリファレンス内の設定を変えます。
Graphical Editing の右側にある Mark Manual Parameters のチェックを外してください。

02.Orcad Capture9ライブラリの変換
「Altium Designator」のライブラリの扱い方は「Orcad Capture」とは違うので説明が
ないと移行しにくいでしょう。
その部分の変換処理とその後の使用法を説明します。

筆者自身は回路図は「Orcad Capture9」から移行し、今も併用しています。
また、基板設計CADは「P-CAD2002」から「Altium Designator」に移行してきました。

File Open で手動で選択するファイルを*.*にすればOrcad Captureライブラリ*.OLBの
インポートウィザードが起動して変換してくれます。
但し、新しいフォルダ「Imported Orcad Libraries.PRJPCB」内に「＊_Library.SchLib」
という拡張子で生成されています。
同様に複数のライブラリを変換します。
それらを別の箇所に一括で移動して使用することになるでしょう。

Altiumではプロジェクトファイルも共に使用することがあるので戸惑います。
内部に使用するパスなどが設定されていますが、移動するとリンクが切れるだけで回路図では
特に問題とはなりません。
Altium Schでは複数のライブラリの中から使用するものを事前にインストールする作業が
必要です。
複数のライブラリをインストールして利用します。

03.PCBとの連携
回路図上のREF番号の座標を加工してPCB側のラフレイアウトに利用する。
AD16までは回路図上のREF番号の座標がレポート出力可能でした。
それをファイルにして、EXCELマクロなどで加工してPCBのピックアンドプレースファイル
にしてネットリストをロードしたばかりでバラバラなPCB上の部品を回路図と相似した位置
関係に整列させることができます。
ただ、複数のページの場合は事前にページ番号をを振っておく必要があります。
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弊社では「Orcad Capture」からも似たようなファイル出力をして加工しています。
このAltium Designer Schの説明とは離れますが、PDF化された回路図でも文字列から
その位置情報を得て同様の工程(ピックアンドプレースファイルのロード)で整列させています。



- 10 -

改版履歴
1.0 Feb.17 2021
1.1 Mar.31 2021


