
プリント基板設計ガイドブック
〜 Altium Designerを使⽤したプリント基板設計への⼊⾨ 〜

Rev.2.５



- 1 -

このプリント基板設計ガイドは回路設計者および基板設計初⼼者を対象にしています。
CAD設計に共通する基本的な基板設計の仕⽅についてAltium Designerを基本にして説明します。
また、Tipsや有⽤な他社のソフトウェアなども併せて紹介していきます。

01.作業⼿順
回路設計以降の基板設計⼿順を簡単に説明していきます。

■設計データの検討と整理
回路図と部品表があっているとはかぎらないのでそれをチェックします。
ネットリストを⾃社のフットプリント名に差し替える作業も含みます。

■基板外形とレイヤ設定
Mechanicalレイヤに基板外形を割り振り外形を作図し、その線分を掴んで基板外形に定義する
のがベストです。基板の層数に合せて電気的なレイヤ設定(内層など)を⾏います。

■新規フットプリントの作成
フットプリントを作成する前にどれが新規部品なのかを判断する必要があります。

■ネットリストのロード
Altium Designerではプロジェクトファイルにネットリストをドラッグして両者を⽐較する
ことで処理します。(⼿動で部品を発⾏して接続情報だけをロードすることも可能。)

■部品の配置
部品を⼿動でレイアウトしますが、その時にラッツネストが役⽴ちます。

■設計ルール設定
設計基準などに基づいてクエリーでクリアランスなどを設定します。

■配線処理
⼤部分はここに時間を要し、マニュアル配線が主になります。
最後にべたアース処理をします。

■配線チェック
DRCを掛けてネットリストに反していないか、クリアランスなどが⼗分かをチェック
します。DRCだけに頼らず⽬視も必要です。

■CAM出⼒とチェック
基板製造などのCAMデータを出⼒し、できればCAMでチェックする⽅がベストです。
部品実装データを作成して完了です。
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■データ整理と基準化
これらの基板設計⼿順を何度も繰り返すことによって設計の基準化をしていきます。
また、これらをクエリーにも反映し、顧客またはジャンルによってクエリーを使い分けます。
ライブラリーなども複雑になっていくので重複しないように整理することが必要になります。
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02.基本設定および設計環境
CAD作業ではどのようなサイズでも設計が可能ですが現実に即したサイズがあります。
詳しくは社内またはインターネットなどで⼊⼿可能な他社の設計基準を参考にしてください。

下記に⼀例を⽰します。

最⼩パターン幅とパターンギャップ
通常は最⼩パターン幅とパターンギャップは共に0.15mmであれば製造可能です。
パターンギャップとはパターンやVIAなどすべての銅箔同⼠のクリアランスのことです。
0.15mm以下にしたい場合は製造⼯場と事前の打ち合わせと別料⾦が発⽣することを考慮して
パターン設計に⼊ります。

0.3mm

PAD

PAD

VIA

VIA

VIA
0.15mm

0.15mm

0.3mm

0.2mm

0.2mm

POLYGON

0.18mm

0.3mm
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VIAとPADの違いについて
⾒た⽬は⼀緒のように⾒えますがPADは部品を配置したり挿したりするために使⽤しVIAは
TOP/BOTなどを電気的に接続するためだけに使⽤します。
またVIAはレジストを全部かぶせる場合があるなどCAD内部での扱いもPADとは異なるので
区別しています。

VIA
⽳径(mm)ランド外径(mm)
0.25 0.5 (微⼩ビア)

別料⾦なることが多く、製造できない基板製造メーカーもあります。

0.3 0.6 (⼀般的な最⼩値)
⽇本、韓国、台湾の量産メーカーの最⼩値で別料⾦になることはないでしょう。
この値で処理すると後から狭める場所がなくなった時に逃げ道がなくなります。

0.35 0.7 (標準) ランド外径
0.5 1.0 (電源ライン1) ⽳径
0.7 1.3 (インチ系)
0.8 1.5(1.4) (標準的なPADと同サイズ)
1.0 2.0(1.6) (電源ライン2)

PAD
⽳径(mm)ランド外径(mm)
0.6 1.2
0.8 1.5(1.4) (標準的な部品に使⽤)
1.0 2.0(1.6)
1.5 3.0(2.5)
2.0 4.0(3.5)
2.8 5.6 (2.6mmネジ⽤)
3.2 6.4 (3mmネジ⽤1)
3.5 7.0 (3mmネジ⽤2)

1mm以上の⽳の場合は⽳径の2倍をランドの外径としています。
括弧内は製造上、⼀般的に許容される最⼩値です。
ディスクリート部品の場合は余裕をみたランドの外径とし、場合によって括弧内の値まで下げ
た⽅がいいでしょう。
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⽳径の決定
リード線の直径に⽚側0.1mm⾜したものを⽳径とすればいいでしょう。
表⾯実装部品の位置決めの⽳は⽚側0.05mm増加させるのがベストです。

ディスクリート基板がメインの場合と表⾯実装がメインの場合で使⽤する各項⽬のデフォルト値を
まとめて変えた⽅がいい場合もあります。
VIAやPADを配置するスクリプトをDelphiにて作成し⽤意してあります。

アニュラリング
ランドのドーナツ部分のことですが、製造上のずれを考慮して0.15mm以上が必要です。

アニュラリング

レジスト
ディスクリートの場合は丸ランドの場合は⽚側(半径)を0.1mm広げたものが⼀般的です。
表⾯実装部品の場合は丸ランドの⽚側(半径)を0.05mmだけ広げます。
⾼密度の場合はランドと同じサイズにします。
敢えてレジストを無くしたい場合はマイナス値を⼊⼒します。

レジスト逃げ増加分

メタルマスク
表⾯実装ランドと同サイズにしますが、特に指定しない限り内部処理でそうなります。
敢えてメタルマスクを無くしたい場合はマイナス値を⼊⼒します。
基板製造会社とは別の会社で製造する場合も考慮し、メタルマスクの情報以外に基板外形の
ガーバーデータもファイルに同梱しておいた⽅がベストです。
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認識マーク
「基板認識マーク」と「部品認識マーク」の2つの使⽤⽅法があります。
その形状も丸と四⾓の⼆種類があります。

「基板認識マーク」のサイズ
どちらも直径または⼀辺が1mmのパッドでレジストの増加分が1mmなので全体的には
直径3mmまたは⼀辺が3mmの四⾓形となります。

3ｍｍ 3mm

「部品認識マーク」のサイズ
QFPなどの部品に対⾓に配置する場合はこれより⼩さいものを配置します。
パッドの⼀辺は0.5ｍｍでレジストの増加分を0.5mmとすることで全体は1.5ｍｍの
コンパクトなものになります。

1.5ｍｍ 1.5ｍｍ

この2種類の認識マークを配置するスクリプトもDelphiにて作成し⽤意してあります。
この4種類をスクリプト内のFORMからラジオボタンで
選択するだけで配置できるようにしています。

筆者は「基板認識マーク」は四⾓のタイプを「部品認識マーク」は丸いタイプとサイズ以外に
形状も区別しています。丸いタイプは部品の近くで配置場所の確保が楽ということもあります。

シルクの形状
直線および円弧および⽂字
⾼さ(mm) 幅(mm)
0.8 0.15 最⼩値(QFPのピン番号表記など)
1.0 0.2 標準値
2.0 0.5(0.4) ⼯番、型番など

Radio Button2

Radio Button１
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⾼さ

幅

フォントに関して
デフォルトのフォントは情報量が少なくて済みますがSuns Serifの⽅が⾒栄えがいいでしょう。
TＴFの場合は⽂字幅が狭くなる場合があるので注意が必要です。

ネットリストの種類
Telesisが⼀番有名で、他に編集しやすいものとしてPADS形式があります。
Altium形式はTANGO、PROTELとほぼ同じフォーマットです。
但し、ORCADからTANGO形式で出⼒するとハイフンの部分がカンマになるので
テキストエディタで置換しないとエラーになるソフトウェアがあります。

基板設計の原点および基準点
基板設計の左下の原点(X,Y)は50mm,50mmまたは100mm,100mmとして設計をするのが
⼀般的です。
インチ系で処理したい場合は76.2mm,76.2mm(3000mil,3000mil)という場合もあります。
基板サイズを後から広くする場合もあるのでこのような原点にしておく必要があります。
特殊な位置の場合は仕様書に原点を記載しておくと製造時の不具合が減ります。

テンプレートの再利⽤
新規設計する場合に毎回設定するのは⼿間なのでテンプレートとなる図⾯を作成し、それを別名
コピーして処理するのがベストです。

基板設計のデフォルト
DXP > Preferences > PCB Editor > Defaults にて
使⽤するすべてのアイテムのサイズなどを事前に設定しておく必要があります。
設定して置かないとインチ系のデフォルトとなり使いづらくなります。
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標準的なパソコンのスペック
CPU： Core-i7の第1世代以降
OS： Windows7/64bit
メモリー： 8Gbyte以上を推奨

⼤きなSTEPファイルを貼り付けて扱う場合の実例
CPU： Core-i7の第3世代以降
OS： Windows7/64bit
メモリー： 16Gbyte以上を推奨
SSD： 500Gbyte以上

ビデオカードについては記載していませんがミッドレンジ以上でビデオメモリーを多く搭載した
ものをお勧めします。Open-GLカードを使⽤してもさほど早くはならないようです。
ディスプレイはデュアルヘッドなどのマルチディスプレイでの運⽤をした⽅が格段に有利です。
筆者は左右だけではなく上下のマルチディスプレイ(4ｘ2段)で運⽤しています。

CPUに関して、Altium Designerは現状ではマルチコアCPUには対応していないのでCPU選びを
する場合はコア数よりは動作クロックの周波数が⾼いものを選択してください。
Altium Designerは起動時、ファイルを読み込む⼯程には時間が掛るのでSSDを使⽤する効果は
絶⼤です。

Altium DesignerにてSTEPファイルを貼り付けた基板全体をSTEPファイルで出⼒する場合の例。
部品点数2000点、基板サイズが約200mm x 300mmの4層基板で表⾯層のべたアースの
ポリゴンをハッチングタイプにした基板の例です。
出⼒したSTEPのファイルサイズが80Mbyteとなりました。
前者のスペックであればやや描画に遅れが発⽣しました。
設計している時点では後者のスペックであれば描画時間は問題ありませんでした。
その出⼒⼯程でも特に問題なし。
ただ、どちらの場合もポリゴンの再注⼊には相当の時間が掛ります。

参考
SolidWorksで上記の⼤きなSTEPファイルを読み込んだ場合の例。
後者のスペックとほぼ同じでCore-i7の第4世代の6コアのCPUでは、そのファイル読み込みに
20分ほど掛かってしまいました。
通常の処理時間は数分ぐらいなのでとてつもない時間が掛っていることになります。
STEPファイルは汎⽤中間ファイルなので3D出⼒は可能ですがDXFと⼀緒で個別部品を管理し
ないで3D形状をバラバラに表現しているだけなので読み取る側の3DCADにとっては負担となり
ます。
3DCADオペレータ側からすると軽いIDF形式の⽅が有利です。



- 9 -

マウスとキーボードのカスタマイズ
■マウスのカスタマイズ
Altium Designerではマウスの操作が下記の項⽬でカスタマイズできます。
DXP > Preferenses > PCB Editor - Mouse Wheel Configuration

上記のようにデフォルトから⼤幅に変更しています。
Zoom Main Windowに対してCtrl、Shift、AltのチェックがないのでWheelつまり
マウスホイールにてスムーズに設計画⾯のズームイン、ズームアウトが可能になります。

■キーボードのカスタマイズ
キーボードへのショートカットキーの割付は下記のような⼿順です。
DXP > Costomizing...

筆者はこちらもデフォルトとは⼤幅に割付を変えています。
それは他のCADとの調整の為で、体が覚えてしまっているのでどのCADでも共通の動作と
なるように似たような割付にしています。

■テンキーのカスタマイズ
海外製のCADは⼀般的にテンキーのプラスとマイナス・キーにズームイン・アウトを
割付ているものが多いようで慣れると使いやすいです。
Altium Designerではマニュアル配線時に使⽤する
キー操作がやや特殊です。
筆者はその中でTAB、Shift+S、Undo、DELを
割付が可能なテンキーを購⼊して割付しています。

Num
Lock

／ ＊

7
Home

4
←

8
↑

5

9
PgUp

6
→

1
End

2
↓

3
PgDn

0
Ins Del

．

－

＋

Enter

TAB S-S Undo DEL
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03.基板外形および層の設定

3つの基板外形の作り⽅
DXFインポートによる下図を修正
Altium Designerによる作成
IDFインポートによる作成

前者の場合は機構設計CADで⼤体の作図をし、それをメカニカルレイヤに読み込みます。
これは複雑な場合に限り、簡単な四⾓形の場合はAltium Designerによる作成がスピーディー
です。
特殊な形状で3DCADで外形が事前に描かれている場合はIDFをインポートする⽅法が有利です。

層の構造および板厚の設定
何層の基板にするのかそれぞれの層の設定をします。
全体のサイズがIDF出⼒時の板厚になるので注意が必要です。
インピーダンス計算をする場合はその計算時の情報になるので現実的な厚みを⼊⼒してくだ
さい。
内層の外形からの逃げ(Pullback)は1mmは必要です。センター指定の為にその値の場合は
設計画⾯では2mmになっているはずです。
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AD14以上はこのような画⾯ではなくテーブルになっています。

Altium DesignerのMechanicalレイヤの設定例
基本的なレイヤに⽐べてMechanicalレイヤは個性がでやすく、設計会社によって異なります。

Mechanical1：Top-Assy / Top-3D 2D/3Dを兼⽤
Mechanical2：Bot-Assy / Bot-3D 2D/3Dを兼⽤
Mechanical3：機構関連 メカニカル関連
Mechanical4：基板外形 これを基準に外形を定義
Mechanical5：スケール 定規を配置して顧客に理解を求める
Mechanical6：タイトル枠 各情報を囲む枠

タイトル枠とは下記の図の⻩⾊のラインの部分です。
設計機種名やRev.などもこのMechanical6レイヤに記載して管理します。
ここで下記のスペシャルストリングスを併⽤すると便利です。
.Component_Count
.Net_Count
.Print_Date
.Print_Scale
.Legend (ドリル図)
BOT⾯は⽂字を反転させています。

これで取得した情報を表⽰させるためには
View Configurations > View Options にて
Display Options のConvert Special Strings をチェックする必要があります。
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2 から 6層の⼀例を⽰します。
両⾯基板(2層)での部分的なべた処理
QFPの下の部分にべたV (⾚⾊のVCC系のべた処理)で対ノイズ性を上げる。

⼀般的な4層基板の層レイアウト
GNDとVCCが接近しているのでコンデンサとしての効果があります。

6層基板のレイアウト1 (⼀般的なもの)
TOPとMID1とをペアで引き回しますが両者は縦と横のマトリックス配線をして
クロストークなどの影響を減らせます。

TOP

BOT

QFP

GND

VCC

TOP

BOT

ペア

GND

VCC

TOP

BOT

MID1

MID2

ペア1

ペア2
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6層基板のレイアウト2
TOPとMID1との間にGNDを挟むことでノイズに強くなります。
同様にBOTとMID2の間にVCCを挟みます。
MID1とMID2が接近してしまうので両者は縦と横のマトリックス配線にしておく必要あり。

6層基板のレイアウト3
MID2の代わりにVCC(VCC1またはGND)にしています。
層数の割には配線効率が悪くなります。

どの層レイアウトにするかは⽤途によって選択します。
電気的性能以外に試作基板か、パターンカットがし易いか、EMI対策などで総合的に判断します。

GND

VCC

TOP

BOT

MID1

MID2

ペア1

ペア2

GND

VCC2

TOP

BOT

VCC1

MID1

ペア
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04.部品作成の⽅法
フットプリントの作成はパターン設計で⼀番ミスが出やすい部分で時間が掛ります。
部品LIB資産の管理およびデータベース管理をすることが必要です。
⽇頃から部品LIB資産の管理をしていないと、設計する前にどれが新規部品かがすぐにわからず
新たに作成するフットプリントの把握が難しくなります。
顧客別にPCBLIBを作成して、フットプリントを管理する⼿法もありますが型番の重複に注意が
必要です。
似たようなフットプリントを別名コピーする⽅法と出現頻度の⾼いSOPやDIP部品などは雛形と
なるようなフットプリントを事前に作成しておき別名コピーし修正する⽅法がいいでしょう。

新規作成の場合は下記の2つの⽅法があります。
DXFインポートによる下図を修正
Altium Designer⾃⾝による作成

前者の場合は機構設計CADで⼤体の作図をし、それをメカニカルレイヤに読み込みます。
しかし、直接的に部品編集画⾯にはインポートできないので暫定的な基板設計ファイルを準備し
それを経由して部品編集画⾯にコピペしてください。
しかし、事前に⼨法測定をせずに後から気がつくと逆に作業時間が増⼤します。
後者は地道に作成することになります。

スクリプトによる作成作業の⽀援
筆者は使⽤頻度が⾼いPADを配置するスクリプトを作成しそれを利⽤し配置したのちに細かく
修正しています。
機構設計では当然である四⾓形や線分のトリミング作業もスクリプトで実現しています。

シルクの作成
部品の外形はMechanicalレイヤに平均値または最⼤値で配置します。
シルクはそれよりは0.1-0.2mm外側に引きます。
表⾯実装部品で細かいものはシルクの厚みで部品が傾いてしまうので注意が必要で、その部品
の下にラインがないようにしてください。

有極性部品のフットプリント作成時の注意点
ダイオードなどはAnode、CathodeとしないでA、Kとコンパクトにした⽅が視認しやすい
でしょう。できれば回路図もそれに対応してください。
電解コンデンサはプラス、マイナスのうちマイナスをｰと表⽰してしまうとAltium Designer
ではネットリストでREF番号とノードの区切り⽂字のハイフンと認識してしまうのでNGです。
ノード名をP、Nとにすることで解決できます。

部品が⼩さくなってきているので極性を⽂字で＋やKと表して移動することも厳しくなって
きています。
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チップタンタルコンデンサを例にすれば＋側の外形シルクを太くするなど現状に即した形状に
した⽅が有利でしょう。シルクの⽂字を移動する⼿間も省けます。
使⽤頻度が⾼いチップＣＲなどはシルクの外形と配置グリッドを調整してそのまま配置しても
部品同⼠のクリアランスに問題ないように調整してください。
(連続配置した時にシルク同⼠が被らなければクリアランスもクリアするようにします。)

部品作成時の注意点
部品は系統的に作成してください。フットプリントの量が増えてきて別名保存して増えると
後から⽭盾が出てきて、その修正に対応するのに苦労することになります。
チップコンデンサとチップ抵抗は実装時の都合もあり外形シルクの形状を区別した⽅がよい。
できればチップインダクタも区別します。
BGAは通常は左上が1ピンになっています。
QFPは以前は左下が1ピンというのが多かったように思いますが左上が1ピンになるように
配置するものが増えてきたようにも感じます。
DIP、SOPなどは従来通りに左上を1ピンになるように縦に配置した⽅がいいでしょう。
向きはできるだけ回路図の位置関係と相似になるように⼼がけましょう。
コネクタは特別なものでない限りは左側が1ピンになるように横置きしています。
電解コンデンサは上側が＋になるように置いていますが、これも回路図のパスコンからの流れ
でそうしています。
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05.基板上に部品配置をする⽅法
⼿動による配置とネットリストの部品情報による⾃動発⾏の2種類があります。
前者の場合は設計者本⼈が部品表に従ってひとつずつ適当な場所に配置し後からネットリストの
コメントと接続情報だけを更新します。
メリットはネットリストの型番とは違うフットプリントを⾃分で判断して配置できることです。
⼀点ずつチェックして配置するので部品形状と型番の違いなどのミスは少なくなりますが
時間が掛ることと作業者本⼈の勘違いによるミスが伴うというデメリットがあります。
後者は05.を参照してください。

どちらの場合もミスが発⽣することがあります。
弊社では回路図のネットリストと配置した基板上のネットリストとを⽐較するEXCELマクロを
⽤意しております。
ネットリストコンペアでは通常は接続情報のチェックだけですからそれでは⾒つかりません。
フットプリントやコメント欄の違いを⾊分けさせることで簡単に識別できます。

部品の再配置とREF番号順の整列
どちらの⽅法で配置した場合も回路図とは相関関係がないバラバラな状態です。
回路図のREF番号にも座標があるのでそれをEXCELマクロで加⼯しPIKファイルとして
基板上の部品を⾃動配置する⽅法も弊社では⽤意しております。
回路図のページ数(シート)が増えてくるとその効果は絶⼤です。
またREF番号順に等間隔に整列させるEXCELマクロも⽤意してあります。
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06.ネットリストの読み込み
フットプリントを事前に処理する⼿法
回路図にもフットプリントがありますがこれと基板設計⽤のフットプリントを⼀致させるには
同じ設計者であっても難しいことです。
社内で他に誰もAltium Designerを使うことがない場合は統合ライブラリという⼿もあります。

ネットリストのフットプリントをテキストエディタなどで修正するには⼿間が掛かります。
Telesis形式やPADS形式にてテキスト編集した後でフォーマットを変換する⽅法もあります。

EXCELマクロによるネットリストのフットプリントを置換テーブルを使って変換することも
可能です。
筆者もこのEXCELマクロによって短時間でフットプリントの置換処理を⾏っています。

ネットリストの読み込みの⽅法
他のCADと違って読み込みという⼿法ではなく現⾏の基板との⽐較ということで処理されます。
プロジェクトファイルを作成し、そこにネットリストファイルと基板ファイルをドラッグして
プロジェクトファイルの管理下に⼊れることで初めて⽐較の対象となります。

ファイルを読み込みながらAltium Designerが⽐較をしているので、各項⽬にエラーがないか
どうかを⾒落とさないようにしてください。

正常に読み込みを完了したPCBDOCファイルから⽣成したネットリストと読み込んだネット
リストをすぐに⽐較する作業も慣れないうちはした⽅がよいでしょう。

スペシャルストリングスを使⽤して部品点数をカウントしてBOMの総数と分数表⽰させれば
よりベストでしょう。

.Component_Count / 123 後者の部品点数は⼿動で書き⼊れます。
123/123 結果が左記のように表⽰されていればOKです。
こうしておけば設計途中で部品を削除するなどのミスを犯した場合も数字が変化するので
気が付くことが可能です。
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07.クエリーによるデザインルール設定
Altium Designerでデザインルールをクエリーで指定しますがここがわかりにくい点でしょう。
クエリーとは質問を重ねることでフィルタリングし対象物を限定し、それにルールをつけようと
いうものです。

使⽤頻度が⾼いものを記載しておきます。
AsMM(HoleDiameter)
HasFootprint
HasFootprintPad
InComponent
InNet
InPoly
IsPAD
IsThruPin
IsVia
IsWire
OnMid

WIRE、PAD、VIA、ポリゴンおよびそれら同⼠のクリアランスを設定
⼀般的にはどの値も0.15mm以上のクリアランスがあれば問題なく基板が製造可能です。

PAD、VIAの⽳径によるポリゴンおよび内層のサーマル処理のクエリー
内層を含めて微⼩VIAはサーマルのスポークが細くなり、0.15mm以下になったりするので
ダイレクト接続するのが⼀般的です。
設計基準を反映したクエリーを作成しますがデフォルト値でも⼀応は設計が可能です。
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筆者はサーマル関連では下記の計算式でクエリーを設定しています。

Diameter = Hole Size x 2 とし
Air-Gip = Expansion

Expansion = Diameter / 2
で尚且つ Expansion > 0.25 mm

Conductor Width = Air-Gap x 1.5
で尚且つ Conductor Width > 0.4 mm

Expansion

Air-GapConductor Width

D
ia

m
et

er

Hole Size
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クエリーの具体例
数式通りの連続処理はできないので範囲を決めてポイントでクエリー設定をしています。
ミリ単位をAsMMと定義しておかないと誤ってインチ系にした時に数値だけで誤処理される
危険性があるので使⽤している単位(ミリ)は厳密に記述してください。

Power Plane Connect Style にて

⽳径が0.3mmを超え0.5mm以下の例
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⽳径が0.9mmを超え1.5mm以下の例
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⽳径が4mmを超えた例

筆者は下記のようにクエリーを分割し設定しています。( BはBiggerの略です。)
PlaneConnect_4.0B
PlaneConnect_3.0B_4.0
PlaneConnect_2.0B_3.0
PlaneConnect_1.5B_2.0
PlaneConnect_0.9B_1.5
PlaneConnect_0.7B_0.9
PlaneConnect_0.5B_0.7
PlaneConnect_0.3B_0.5
PlaneConnect_0.3_Less (Direct Connection)
PlaneConnect_Others (Default)
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微⼩スポークへの対応
QFPなどの微⼩スポークをサーマル接続させるためにREF番号を指定しています。
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⾼周波回路などの場合
GNDをサーマル接続する場合、その部分だけのクリアランスを下げるクエリーです。
GNDではない部分は別のクエリー構⽂によって動作します。
隣り合うパッド同⼠が近い場合はクリアランスの変化が多くて処理できないこともあります。
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08.設計グリッドの設定
インチ系では設計グリッドという考え⽅がありましたがミリ系となるとそのような⽂献は殆ど⾒か
けません。すべてを0.1mmグリッドで設計するという⼈もいるし⾊々です。
また部品配置グリッドと設計グリッドを変えるという考え⽅があります。

筆者は部品配置グリッドは1mmを基本とし0.5mm、0.25mmと細分化し、やむを得ない場合
は0.1mmとしています。
設計グリッド(パターンの引き回しグリッド)は0.6mmまたは0.3mmグリッドにしています。
これでクリアランス的にも1mmパターン幅、0.4mmパターン幅、0.15mm幅を問題なく実現で
きます。

部品配置グリッドと設計グリッドを似たような値にしなければいけないように感じます。
しかし、部品登録した中⼼がグリッドに載るだけでパッド⾃体がグリッドに載っている訳ではない
ので別々の値でも問題なしです。

アナログ回路の線幅と設計グリッド設定の例
アナログで場所に余裕がある場合は0.5mm設計グリッドを採⽤
パターン幅は0.3mmと0.4mmで処理しています。
0.3mm幅はパッド同⼠で0.4mm幅は電源に準じる回路の場合です。

デジタル回路の線幅とグリッド設定の例
設計グリッドは使⽤している部品および密度で変える必要があります。
パターン幅は0.15mmと0.25mmで処理しています。
0.15mm幅はバスなど遠くまで引き回すパターン⽤です。
0.25mm幅はパッド同⼠の接続がメインです。

電源部分の線幅と設計グリッド設定の例
基板全体に供給する電源の引き回しは1mmまたは2mmを使⽤します。

0.3mm設計グリッドを使⽤する⼀例
Grid2を 4ｘSnap Grid にすると電源などを引き回す場合にズームアウトするのでGrid2だけ
表⽰させることが可能です。このグリッドサイズだけでかなりの部分に対応可能です。
1.2mmグリッド相当なので1mm幅の電源ラインもクリアランス的にも引けます。
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エレクトリカルグリッドの設定
通常の使⽤⽅法ではエレクトリカルグリッドを切り替えるのは操作的に時間が掛ります。
そこでEXCELの設計テーブルとDelphiスクリプトによる⽀援を⽤意しています。

部品ライブラリの作成の場合のグリッド
1mm、0.5mmなどのグリッド設定以外に0.8mm、0.65mm、0.5mmのICピッチに対応するた
めにその半分のグリッドである、0.4mm、0.325mm、0.25mmなどのグリッド設定が必要です。
⼿⼊⼒ではグリッド設定値の⼊⼒ミスが発⽣してしまいます。
筆者はこれもDelphiスクリプトを利⽤して設定し切り替えています。
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09.基板設計作業
⼀般的なCADでの基板設計作業の仕⽅を説明していきます。
Altium Designerでは操作の使⽤頻度が⾼いコマンドは登録が可能なのでショートカットキーを
併⽤することで操作⼿順を減らせます。

ラフレイアウト
ある程度は部品の向きを統⼀した⽅が⾒た⽬や実装の関係からベストでしょう。
何を優先して処理するかを事前に持っていないと判断が迷ってしまいます。
通常は電気性能、機構関連、実装技術、基板製造技術などの順でしょうか。
機構部品はその位置を調整しむやみに移動しないように部品をロックします。

配線処理
インタラクティブ配線をメインに使⽤します。
他にインタラクティブ差動ペア配線、複数のバスはマルチ配線で⼀括処理します。

電源ラインの引き回しをどうするかを先に検討し、できればラフに配線をしてしまう。
4層以上の場合は内層の処理⽅法も先に検討します。
デジタル、アナログ混在基板でGNDに種類がある場合は、ある程度は検討しておく。
クロックなど重要または複雑な部分を先に処理します。
端から順に処理をすることはNGです。全体的に検討をしてじわじわ収束させるイメージを
持った⽅がいいでしょう。
引き回しが難しくなる前に、早めにブロック移動することを判断します。
全体的に問題がなさそうになったら各部署の細かい部分の配線をする。

べたアース処理
範囲の広いGND系をべたアース処理します。
AltiumDesignerではポリゴンをソリッドで処理すると細かい部分でカクカクした部分がでて
きます。

ADコンバータなどがある場合はアナデジの分離だけではなくリターン電流のルートも考慮
する必要があります。
UL規格を通す場合は荒⽬のハッチング処理をするか、直径25.4mmの円以上はVIAで強化する
ことでパターンの剥がれに対抗する必要があります。
⼀般的に10円⽟を置いてみてVIAのないエリアがなければ⼤丈夫です。

⽔晶振動⼦とインダクタやコイルの下はなるべくべたアース処理は避けた⽅がいいでしょう。
⽔晶振動⼦の場合はべたアースでガードはしてくれますが逆にGNDべたアース側にノイズを
供給、分散しているともいえます。
インダクターやコイルの場合はべたアースの銅がコア材にいたずらをして値がずれてしまう
ことやチップ部品の場合はギャップ間での静電容量によりLCとしての現象への懸念があります。



- 28 -

Altium Designerではべたアースのタイプとしてソリッドとハッチングの2種類が選択可能です。
前者はファイルサイズが軽くて済むというメリットがありますが、複雑な場所は尖った部分が
⽬⽴ちます。
後者は厳密に処理が可能ですがファイルサイズとハッチングのサイズの設定に注意が必要です。
縦横のメッシュで処理する場合は線幅が0.2mmで間隔が0.1mmがベストです。
線幅と間隔は2倍にしないと塗りつぶさない部分が発⽣する場合があります。
線幅は0.2mm以下にするとガーバーデータのサイズが増えるため製造現場で拒否される場合が
あるので現実的には上記の値になってしまいます。

べたアースの項⽬ですがGND系ではなくてVCC系であれば、それをべたVと呼びます。
QFPの下などにべたVを配置すると逆の⾯のべたアースとの間で静電容量ができるので有⽤
です。
基板全体にべたアースも存在しているのでショートに気を配るために、べたVの近辺は⾦属
部分には通常以上の注意が必要です。
電源⽤の表⾯実装の電解コンデンサは⼤き⽬のVIAにするか、3つ程度の⼩さいVIAで対応
します。

ポリゴンの注⼊
他のCADではカッパーポア(銅箔の注⼊)と呼ぶ場合もあります。
べたアース処理をする時に使⽤します。
複雑な図形の場合は⼀括でポリゴン形状を指定できません。その場合は複数のポリゴンを
指定するという⼿法を使います。

ここからはAltium Designerでの説明です。
改版時にはそのポリゴンが邪魔になります。⾒た⽬だけで⾒えないようにした場合でもDRCが
有効なのでWIREなどの引き回しで問題がでます。
その場合は下記の⼿順を踏みポリゴンを⼀旦、解除します。
Tools > Polygon Pours > Shelve () Polygon(s)

再注⼊をしたい場合は下記のようにします。
Tools > Polygon Pours > Restore Shelved Polygon(s)

複数のポリゴンで順序を指定したい場合はプライオリティを設定してください。

浮島と半島状のポリゴン
べたアース処理をすると形状の関係でどこにも接続されていない形状で
浮島として残る場合があります。
これは電気的に不安定なのでアンテナとして動作するとノイズの原因に
なります。(マイナス電荷の⾃由電⼦が先端に集まるとも解釈できます。)
周辺を取り除くようなパターンの引き回しにし直すか逆にVIAで強化
するなどの処理をします。
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Altium Designerでは⾯積を指定して浮島を除去できます。

GNDなどのポリゴンが部分的に尖った半島の状態の場合もオープンスタブと同じ状態なので
アンテナとして動作してしまいます。
先端部分をVIAでアースに落としてください。

基板設計に於いては尖っているものはノイズを発⽣させたり受信したりする可能性があると
思ってパターン設計をしてください。
PAD、VIAのランドに関しても、四⾓いランドよりはR⾯取りした四⾓形のランド、さらに
丸いランドの⽅がEMI的には有利です。
すべて丸いランドにすればいいと考えがちですがディスクリートの場合は⽳が開いているので
残りのランドの⾯積を確保するために四⾓形でなければならない場合もあるのでそれを考慮して
使い分けます。
チップ部品の場合はR⾯取りした四⾓形のランドの⽅が半⽥が載った時の表⾯張⼒と部品の
搭載⾯積を考慮するとこれがベストだと感じます。

ループの削除
下記のようにプリファレンスでAutomatically Remove Loops にチェックが⼊っていると
ループした配線をした場合に閉じないようにどこかを解放します。
⾮常に有能な機能ですが場合によってはパターンで囲みたい場合がありその時は困ります。

その場合は次のように対応します。
Design > Netlist > Edit Nets... でネット編集画⾯にします。
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変更したいネットを選択すると下記の画⾯になります。(この例はGNDネット)
ここでRemove Loopsのチェックを外すとループすることが可能になります。

この画⾯では他に、デフォルトのラッツネストの⾊をConnection Color で個別に変更でき
ます。またVIAサイズや導体幅も指定できます。

仮チェックと微調整
仮にDRC処理をして問題点を早めに洗い出す。
機構関連で⽭盾がないかをチェックをする。特に基板外形⼨法と取り付け位置には注意が
必要です。
顧客からの要望をすべて満⾜しているか、基板名称が⼊っているかをチェックする。
シルク調整をしてVIAにシルクが掛っていないかをチェックする。
細かい修正をする度にシルクの位置は問題になりやすいので修正の都度にチェックします。
両⾯基板以上の場合はべたアースのルートをチェックしVIAにより、べたアースの強化をする。
必要な場合はティアドロップ処理をする。

設計後に⾯付け処理を要望される場合もあるので、事前に⾯付けの有無をチェックします。



- 31 -

10.基板設計途中での作業と情報修正
基板サイズの修正または移動する場合
設計グリッドを意識して処理しないとそれ以前の部分がグリッドに載らなくなるので注意が必要
です。
上記理由でミリグリッドをインチグリッドで移動したりしないでください。

途中で使⽤部品を差し替える場合
これもネットリストで処理しますが事前に何が変化するのかの情報があった⽅が有利です。
簡単なものであれば先に部品を配置した後でネットリストを読み込む⽅が便利です。

オンラインDRCとバッチDRC
設計後にバッチDRCを掛けた後に多くのエラーが存在すると焦ります。
それを回避する為に、複雑な設計の場合にはオンラインDRCの⽅が有利でしょう。
しかし、処理に時間が掛るのでソフトウェアの動作が重くなるのが⽋点です。
オンラインDRCのオンオフは⾯倒ですがDelphiスクリプトが存在しているので
それをショートカットキーとして登録しておけば速やかな切り替えができます。

設計時の注意事項
設計作業に集中し過ぎると間違っている場合でも、気づかずに突き進んでしまいます。
その為に3時間に⼀度は休憩をしてその都度、俯瞰で思考するようにする。

次項のチェックリストも参考にしてください。

オン

オフ



- 32 -

11.基板設計中または設計後の検査作業
DRCの最終確認をし、PCB側からネットリストの⽣成しSCH側のネットリストとを⽐較します。
筆者はExcelマクロでSCHとPCBのフットプリントとコメント同⼠の⽐較をしています。
これを含む各ジャンルの最終チェックリスト(または注意点)を下記に⽰しておきます。

チェックリスト
機構関連
□基板外形図の⼨法に問題がないか。
□作成したフットプリントが部品外形図と⼀致しているか。
□機構関連の項⽬をDXF出⼒して機構設計CADで部分的に⼨法測定をする。
□コネクタの向きや嵌合などに不備がないか。
□コネクタでロック⽤の⽖がついたタイプはそれが周囲に影響しないか。
□部品配置禁⽌区域に部品が配置されていないか。
□⾼さ制限に問題がないか。
□ドーターボードとのコネクタの嵌合や⾼さ制限のチェックをする。
□機構部品が近くの別部品とクリアランスが確保できているか。
□基板取り付け⽳の数が強度的に問題ない数なのか。
□基板取り付け⽳の⼨法と位置が実装時の作業性として適正なのか。
□放熱器以外の⽅法で対応する部品は熱を逃がす為に取り付け⽳の位置も検討する。
□ネットリストや部品表にない機構部品をチェックする。
□⾯付け処理したことによる基板の強度は⼗分なのか。

CADオペレーション関連
□DRCのチェック項⽬⾃体に抜けがないか。修正後にDRCの再チェックをしたか。
□SCH/PCBのネットリスト⽐較をフットプリント、コメント欄まで確認したか。
□コメント欄を⽀給BOMと⼀致させているか。
□ティアドロップを施す必要があるか。
□電源ラインのパターン幅は⼗分か、クエリーなどで指定しているか。
□修正した場合はポリゴンの再注⼊の忘れがないかどうか。
□ポリゴンの注⼊の優先順位をチェックする。
□直⾓に曲がった信号ラインを45度に修正処理されているか。
□やり直しにより内層プレーンのネットリストの割付がリセットされていないか。
□ネガ設計の内層にネットリストのない浮いたエリアが存在していないか。
□内層の外形の逃げが適正か、周辺に出っ張った部品がある場合は微調整が必要です。
□内層でわかりにくい部分にはネット名(VCC、GND、DGNDなど)を記載しておく。
□基板取り付け⽳をべたアースと接続するか浮かすかキリ⽳にするかを確認する。(含む内層)
□改版の場合にリビジョンをシルクなどで区別しているか。
□最終設計⽇と⾃社管理⽤リビジョンをボードの外部に記載しておく。

電気関連1(⼀般)
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□レイヤ構成順序に問題がないか、対ノイズ性は⼗分か。
□重要なデバイス付近のパスコンの位置と数は適正か。
□GND系のテストポイントの位置が適正で複数の場合は全体的に分散しているか。
□テストポイントが他とショートしないように⾦属部品に近寄らないようにする。
□主な電源ラインの近くにパターン層で注釈⽤の⽂字⼊れをするか。（+5Vなど）
□有極性部品のノードが回路図とあっているか、シルクと⽭盾がないか。
□べたアースの分断がないか、VIAによるアース強化は⼗分か。
□パターンが最適なルートになっているか、余計なVIA経由のルートやべたの分断がないか。
□スイッチ類は回路図とノブの向きに注意をする。
□コネクタの取り付け⽳のアース処理の仕⽅に指定があるか。

電気関連2(デジタル)
□CPUなどはデバックしやすい⾯や位置にあるか。
□ADコンバータ付近のGND分離位置は適正か。
(推奨回路からかけ離れていないか。)

□等⻑配線部分の値を誤差を含めて、具体的にチェックする。
□ダンプ抵抗の配置位置が適正なのか。
□QFPなどに放熱パッドがある場合はそれが他の部分にいらずらをしていないか。
(VIAが必要となる場合はさらに注意が必要です。)

電気関連3(アナログ)
□⼀点アースをネットタイで処理した場合は回路図も合わせて再チェックをする。
□⼀点アースの箇所は、もし様⼦⾒でカットした後の再結合⽤にPADかVIAを配置しておく。
(または半⽥⾯に5mm程度のレジスト逃げをしておき、半⽥付けで再接続してもらう。)

□VRなどは調整しやすい位置で上部に別の部品などがないか。
□フィルターの回路は⼊出⼒が近づかないように配慮する。

電気関連4(⾼周波回路)
□マイクロストリップライン上に⼤きなパッドがある場合は、逆⾯のべたアースを刳り貫く。
(その部分だけが低インピーダンスになることを軽減、シミュレーションが必要です。)

□マイクロストリップラインの周辺に通常のギャップでべたアースを配置するとNDです。
(ギャップは最低でもマイクロストリップラインの幅が必要となります。)

□⾼周波回路のパターン上には性能劣化とならないようシルクが掛らないようにする。
□⾼周波コネクタなどは実装⾯側にパターンを通すと隙間がないのでインピーダンスが崩れる。
□⾼周波デバイスのGND強化⽤VIAは、その数を減らすと発振してしまうので注意する。
(推奨しているパターンからかけ離れないようにする。)

電気関連5(電源関連)
□スイッチング電源回路はなるべく独⽴したべたアース(出島)にする。
□⾼圧ラインのギャップは⼗分か、基板にカットアウトが必要かどうか。
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□電源ラインのパターン幅をチェックする。
□フェライトビーズ及びEMIフィルターなどはVIAを含め、その電流の流れに注意を払う。

CAMオペレーション関連(ガーバーエディタ)
□最⼩導体幅をクリアしているか。
(Altium Designerでは桁落ちで数値が少しだけずれるようです。)

□銅スライバーがないかをチェックし、NGであればべたアース処理をやり直す。
□レジスト・スライバーをチェックし、NGであればその部分のフットプリントを調整する。
□特殊な編集処理の場合、CAMオペレーターに編集を任せる為の要望事項をまとめる。

基板製造関連
□PAD、VIAへのシルク被りがないか、完全なシルクカット処理が必要なのかを把握。
□基板名、⼯番、各種規格のシルクが記載されているか。
□仕様書内に基板の種類と板厚、銅箔の⼨法の記載があるか。
□基板製造⽤のガーバーデータ、NCデータなどの資料がすべて整っているか。
□基板製造⽤のデータファイルおよび拡張⼦の説明が⼗分なのか。
□ドリルデータ図を作成し、⽳径の数値とメッキ⽅法の記載をチェックする。
□⾯付け処理が必要かどうか。
□基板製造業者の設計基準を満⾜しているか。
□STEPファイルの配置で基板を三次元的にチェックする。

部品の⽳径、ピッチがランドと合致しているか。
部品同⼠が⽴体的にオーバーラップしていないか。
シルクによる部品外形がSTEP部品の外側になっているか。
(部品実装してもシルクで部品の向きが確認できるか。)
基板上の⼤物部品による重量バランスが適正か。
後からデバイスをネジ留めする時にドライバーが⼊り込めるかなどを確認する。
部品実装の⾒積もり時に3DPDFを添付するとわかりやすくなります。
部品実装をリフローで処理する場合は部品の密集に注意が必要です。
(不良の部品交換時に⼿動で⾏う半⽥コテのコテ先が周辺部品を溶かさずに⼊り込めるか。)

部品実装関連
□シルクのサイズや読み取る向きに問題がないか。
□REF番号のシルクが他のデバイスのシルクと⼊れ代わっていないか。
□機能を説明するためのシルクを加える必要があるか。(コネクタの機能や⾏先など)
□シルクの⽂字とパターンの⽂字とが錯綜して読みにくくなっていないか。
□有極性部品の向きが全体として統⼀して実装ミスが減らす。
□部品実装⽤の資料の代⽤になるマウント図が提供できるか。
□部品実装の為に捨て基板、基板認識マーク、実装基準⽳を設ける仕様かどうか。
□部品実装業者が基板認識マーク、実装基準⽳などで独⾃の仕様を指定しているか。
□PADに⾦メッキ処理をする仕様ではクリーム半⽥で覆うのでメタルマスク処理に注意する。
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□表⾯実装部品を使⽤している場合にPick And Placeファイルをミリ系で出⼒したか。
□⾯付け処理をした場合に部品実装をそのままか、切り離して処理するかに注意する。
□メタルマスクの出⼒が必要か、メタルマスクの製作先が基板製造会社と⼀緒なのか。
□メタルマスクで⽣成しないPADがある場合はその部分を修正する。
(⻑い⽅のパッドサイズを基準にしてマイナスの値を⼊⼒する。)

□ソケットを利⽤する場合はその周辺やシルクをチェックする。
□熱を発⽣する半導体やディスクリート抵抗などはその周辺部品に配慮する。
□基板から⾶び出しているコネクタなどの外形線のシルクの⻑さを修正する。
□コネクタだけではなく束線した時のスペースやその⾏先までのルートを確保しておく。

回路図、資料管理
□回路図のノードと基板のノードがあっているかを最終確認する。
□デバイスのノード名が1、2、3などと適当に処理されている時は再チェックする。
(TRのE、C、Bなどの場合と違って数字では間違いを⾒落としがち。)

□回路図を基板設計側で修正した場合はリビジョン管理に注意し、回路設計者から承認を貰う。
□設計後には資料⼀式を系統的にファイル管理をし直してわかりやすく再整理する。

その他
□顧客からの仕様、要望または回路図での注意点を満⾜しているか。
□顧客からの修正を繰り返した場合はその部分を重点的にチェックする。
□試作後に基板製造業者を代えた場合、製造に問題がない仕様なのか。
□実装後の修正に対応するためのユニバーサル基板(蛇の⽬)部分が必要か。
□(回路図にもない)説明のためのシルクまたは点線表⽰のシルクを記⼊する。
□⽚⾯基板の場合はランド径を⼤幅に増加させ、ジャンパー線にも注意を払う。
□部品実装の⾓度を45度に変えることで引き回しを改善できる場合があります。

バグ関連
□⽂字の⾮表⽰モードでガーバーデータを出⼒しないこと。
(TTFだけが出⼒されないようです。)
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12.製造⽤データの⽣成
ガーバーデータとNCデータのフォーマットはなるべく統⼀してください。
各層のガーバーデータの出⼒
拡張ガーバー(RS274X)が現在では⼀般的です。
Unitはミリ系で4.3フォーマット
座標形式：絶対座標
ゼロ省略：データ量を減らすための処置のことです。

Altium Designerでのガーバーデータの出⼒ファイル例
GTL:部品⾯パターン
GP1:内層1パターン(ネガ)
GP2:内層2パターン(ネガ)
GBL:半⽥⾯パターン
GTO:部品⾯シルク
GBO:半⽥⾯シルク
GTS:部品⾯レジスト
GBS:半⽥⾯レジスト
GTP:部品⾯メタルマスク
GBP:半⽥⾯メタルマスク
GＭ*:基板外形(Mechanical4に割付)
GＭ*:タイトル枠(Mechanical6に割付)
※ パッドマスターは⽇本では使⽤しません。

NCデータの出⼒(*.txtのまま、または*.NCDにリネーム)
仕様はガーバーデータに準拠
Unitはミリ系で4.3フォーマット
座標形式：絶対座標
ゼロ省略：データ量を減らすための処置です。
前ゼロ消去
NCデータだけでは情報が少ないのでメッキなどの情報を記載したドリルデータ図が必要で
.Legendで関連付けられた書類をPDFにして添付します。
T-CODE表：ドリル⻭の⼀覧で*.DRRがそれに相当します。

ガーバーエディタでの再確認
CADデータの情報や形状はその分解能により常にガーバーデータと⼀致するとは限りません。
微⼩の形状には注意が必要な場合もあります。
CADでチェックできない項⽬をガーバーエディタでチェックすることが可能です。
韓国や中国で製造する場合はスライバーなどを細かくチェックされる場合があります。
シルクのネガポジ反転や他のレイヤとの合成などはガーバーエディタならではの作業です。
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13.仕様書の作成
ガーバーデータとNCデータの出⼒フォーマットを記載
(ガーバーデータの各ファイル名が何というレイヤのことなのかを⽰した書類が必要）
基板の呼名や⼯番
製作枚数
会社名、担当者名
材質(G-10、FR-4など)
基板のサイズ(XとYサイズまたは切⽋き)、複雑な場合はPDF図⾯などで指⽰
板厚(0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.6mmなど)
銅箔厚を35μ以外で製作する場合は18μまたは70μと記載します。
多層基板の場合は積層する順序も記載してください。
シルクが⽚⾯か両⾯なのかを指定する。
レジストの有無。通常は緑⾊ですが別の⾊にしたい場合は記載します。
半⽥メッキ処理をどうするかを記載(半⽥レベラーまたはロール半⽥処理など)

これらの資料は事前にひな型を作成しておいた⽅がいいでしょう。
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14.製造⽤各種ドキュメントの作成
製造および今後の改版の為に設計した資料を整理します。
PDFによる各レイヤのパターン図の作成(部品実装図として使う場合もあり。)
基板設計CAD側での部品表の作成
機構関連の資料作成3D関連の資料作成

筆者は3DCADにてでレンダリング処理や3DCADで検討図を作成する場合もあります。
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Appendix

A.基板設計関連⽤語
ここで基板設計に関連する⽤語について、いくつか説明しておきます。
関連事項をまとめて掲載していく都合で50⾳順にはなっていません。

■ルーム
SCHのSheet(ページ)に相当するものをPCB側でブロック分けすることで実現するものです。
PCB側で⼿動で指定することも可能です。
Altium Designerではクエリーでルーム名を指定することで制限やDRCの適⽤範囲を限定する
ことが可能です。

■Designator
Altium Designerではリファレンス番号のことをDesignatorと呼びます。
REF番号(リファレンス番号)、Refdes(参照指⽰⼦)の⽅が⼀般的でしょう。
ネットリストでの表現では Designator と Footprint、Comment、Value となる場合が
多いのですがAltium DesignerではValueに相当するものはありません。

■カードエッジの⾦メッキ処理
PCI-Busカードなどのように基板の⼀部を⾦メッキ処理したい場合があります。
メッキ箇所以外に⾯取りの断⾯図などを⼨法指定し、レジスト逃げもパッド全体を四⾓で覆う。
電解メッキ処理⽤に各パッドを基板の外側からショートさせたような印加⽤の電極パターン
形成が必要です。(ニッケル下地⾦フラッシュで済ます場合は無電解メッキなので不要です。)
通常は基板設計業者側のガーバーデータ編集で処理してくれるでしょう。
この印加⽤の電極パターンは後処理のルーターでの外形加⼯で取り除かれますが先端の⼀部分
は残ることがあります。

■捨て基板と基準⽳と実装認識マーク
基板製造後にそのまま部品実装をする場合を考慮し、捨て基板とそのマウンターに取り付ける
為にφ4mmの基準⽳(キリ⽳)が2箇所以上に必要になります。
実装⾯側にその基板の為の実装認識マークが必要です。
半⽥⾯側にも実装する場合は半⽥⾯にも必要ですが、その実装認識マークが反対⾯(部品⾯)
から透けて⾒えないような位置を選ばなければいけません。
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全体的に⾒て回転対称の位置関係にならない⽅がよいでしょう。

⾯付けした場合には、個々の基板にも2個程度の基板認識マークが必要な場合があります。

■V-Cut
通常は両⾯が対で基板を完全に横断するように処理します。
V-Cutからの距離で部品やパターン、ポリゴンには設計基準や基板製造基準などがあるので
注意が必要です。
Mechanicalレイヤにラインと⽂字で記載することで製造業者に指⽰します。
⼤きなカットアウトがある基板ではV-Cutをそこで⽌めることができる場合があります。
V-Cutは基板全体の強度を計算しないといけないので複雑な基板では製造業者と事前に打ち
合わせをする必要があります。

断⾯図

■DATE CODE
製造⽇を記載するためのもので⻄暦の下2桁の88と何週⽬の88という2桁ずつで表⽰します。
パターン⾯への配置、またシルク⾯に8888を配置し後から油性ペンで該当する数字の上を
なぞる場合もあります。

8888 1634

■ロゴ
機種によってはシルクレイヤにロゴを⼊れる場合があります。
DXFファイルがあればそれをインポートして線幅を調整することで対応が可能です。
Altium Designerではbmpファイルからロゴを⽣成するスクリプトも存在しています。

実装認識マーク

基準穴 副基準穴

V-CUT
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上記のどれもNGな場合はガーバーエディタでの編集を基板製造業者に任せることも可能です。
ロゴを写真フィルムで供給してもらう場合もあります。

■ULマーク
UL規格に準拠して設計した基板であることは当然ですが、ULマークは基板設計側で記載する
ものではなく製造⼯場の認証番号が必要なのでガーバーデータ編集のレベルまたは写真フィルム
レベルで処理されます。
仕様書にULマークの有無を記載し、必要であれば基板のどの部分に記載するかを図⾯で指⽰
します。

■⻑⽳の指⽰
Altium Designerでは⻑⽳は通常のNCデータとは別のファイルで⽣成されます。
基板製造業者によっては⻑⽳はNCデータや図⾯などの指⽰だけではNGとなる場合があります。
その場合は⻑⽳の形状を別のMechanicalレイヤに作図したガーバーデータを提出します。

■ティアドロップ処理
パッドやVIAに対してラインとの間をスムージング処理するために使⽤します。
全⾯パネルなど振動でパターンが切れる可能性がある場合に使⽤します。
筆者はそれ以外は指定されない限りは積極的には使⽤していません。
(他のCADで再設計する場合にその部分のデータが邪魔になるからです。)
クエリーの設定によっては処理後にクリアランスエラーになる場合があります。

■カットアウト
基板上にて、ある程度の⾯積を取り除く時に使⽤します。
ただし、Altium Designerでは極⼩のエリアの場合は誤動作する場合もあるようです。
そのため、細かいリージョンや⽂字の形状で基板を切り抜く場合は注意が必要です。
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■スライバー
最⼩ギャップ以下に近づいた尖ったような銅箔をいいます。
通常はDRCでチェックが可能ですが、ハッチング処理したGNDポリゴンなどがランドの周り
を完全に回り込めないで⼨⽌めした状態は同じネット同⼠なので回避できないことがあります。
Altium DesignerのDRCではエラーレポートにならないことが殆どのようです。
筆者はガーバーエディターでチェックしてその箇所を探し出し、Altium Designerでその箇所
をもう⼀度修正するという作業を繰り返して仕上げています。
パターンで描いた⽂字同⼠が近い場合は回避しにくいです。

スライバーが危険な理由はエッチング時にそのギャップがばらつくこととその部分の箔や
エッチングのレジスト膜が剥がれ、エッチング液内を浮遊してしまうことにあります。
基板製造会社によってはガーバーエディタで厳密にチェックしてエラーとして問い合わせされ
その返事をする時間で納期が遅れる場合があります。
また、レジスト同⼠が接近した場合も版として反転して解釈するのでスライバーと呼びます。

■アシッドトラップ
例えると、こけしの⾸の部分のように鋭⾓にえぐれた部分のことを表します。
エッチングなどの化学処理した薬品がその箇所に⽑細管現象で残った場合に経年変化を起こす
ので注意が必要です。
細いパターンを直⾓に曲げないで45度にすることも、電気的作⽤以外にこのことの改善にも
寄与してくれているといえます。
場所によっては前出のティアドロップ処理で改善されるでしょう。

■マイグレーション
常に⼀定の直流電圧が掛っている場所ではパッド部分の⾦属がイオン化し、⻑年掛ってパッド
間を移動したり⾦属の結晶が析出してショートしてしまう場合があります。
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使⽤している製品の湿度や基板の繊維構造にも関係しているようです。

■キープアウト
禁⽌エリアのことですが、Altium Designerでは専⽤のレイヤがあるので全層の場合と考えが
ちですが特定のレイヤで使⽤する⼿法もあります。
Place ＞ KeepOut で処理します。
キープアウトにポリゴンを貼り付けようとすると、注⼊時に⾃動で回避してくれます。

■ネガパターン(ネガパターン設計)
内層パターンは主に電源関係を処理するだけなのでネガパターンで設計します。
基板設計者にとってはこれは常識ですが回路設計者に説明する場合は、この事情がわからない
こともあるので丁寧な説明が必要です。
内層パターンで外形からの逃げを設定する場合は外形を定義しておかないとNGです。
またネガ設計なのでその逃げの幅の半分が実際の逃げとなります。
こうした動作にしておかないとポジにした場合に基板外形サイズと⽐較した時に全く同じで
クリランス無しでの位置合わせ作業となるからです。
場合によっては外形からの逃げを⼿動で描かないといけない場合もあります。その時も上記の
理由を理解して作業をしてください。

内層で信号ラインも設計できますが、こちらは表⾯層(TOP/BOT)と⼀緒でポジパターン設計と
なります。
パターンとは関係ないソルダリングレジストなど製造⼯程にてネガポジ反転して使⽤するもの
もありますので単純に「ネガ」という⾔葉を使⽤すると誤解を招きかねません。

■レジスト
通常はソルダリングレジストのことですが、基板製造ではいろいろな薬品処理をするので
それに対抗する物質や膜をレジストと呼ぶこともあるので注意が必要です。
Altium Designerでは下記のように呼びます。
部品⾯のソルダリングレジスト
TOP SOLDER (Mask)

半⽥⾯のソルダリングレジスト
BOTTOM SOLDER (Mask)

■シルク
シルク印刷またはそれ⽤のレイヤのことですがAltium Designerでは下記のように呼びます。
部品⾯のシルク
TOP OVERLAY

半⽥⾯のシルク
BOTTOM OVERLAY
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■誘電率
ガラスエポキシ基板であれば⽐誘電率は4.3-4.8程度です。
プリプレーグの値もこれに準じた値になっているようです。
これはコア材の⽐誘電率のことなので両⾯基板でのTOP/BOT間での話です。
表⾯層だけで計算する場合は電気⼒線のルートの関係で異なります。
Altium Designerでは「Layer Stack Manager」にてコア材のプロパティで設定が可能で
その値でマイクロストリップラインの設計が可能です。

■ミアンダ配線(アコーディオン配線)
バス配線や等⻑配線など⻑さ調整(チューニング)時に使⽤するジグザグとなった⽅形波状の
ものをいいます。
その形状の振幅が⼤きくなると隣のパターンと結合してクロストークが問題となるので程よい
形状(アスペクト⽐)が求められます。
周波数が⾼い場合は折り返しとなる部分を円弧にする必要がでてきます。

■等⻑配線
差動ペアのラインでは伝達時の条件を同じにするために2つの等⻑配線が必要になります。
インピーダンスに応じた2つのラインをペアで両者が同じ⻑さになるように配線します。
込み⼊ったコネクタ付近では、⻑さのずれが出やすいので引出しルートの選定に注意が必要です。
⻑さ調整のためのペアの⽚側だけのミアンダ配線は少な⽬にしますが、ペアでのミアンダ配線
は問題ありません。
バス配線の⻑さを調整する時には、ミアンダ配線は多⽤するしかありません。

配線⻑はAltium DesignerではPCBパネルの「From-To Editor」で確認でき、Reportファイル
で出⼒しチェックすることができます。

■ラッツネスト
ネットリストをCAD内で整理しパッド間を結ぶように最適化された未接続のラインをこう
呼びます。
配線が完了するとその都度に消えていきます。
GNDなどの電源系は表⽰させない⽅が有利な場合が多いでしょう。
Altium Designerでは残念ながらネットリストを印刷する機能はありません。
(SCH、PCBの分業という⽂化がないからでしょうか。)

■内層分割(スプリットプレーン)
プレーン層では複数の電源を区別するために内層分割を⾏う場合があります。
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別の電源層はアナログとデジタルのギャップでは1mm程度で、それ以外は0.5mmぐらいに
すればいいでしょう。
筆者は0.25mmも利⽤していますが、製造業者によっては0.5mm以上と指定される場合が
あります。

■ミシン⽬処理
楕円のスリットなどを連続して製造後に基板を割りやすくするものです。
丸⽳はドリルビットでスリット部分はルータービットで加⼯します。
幅は国内では1mmが⼀般的ですが、海外の業者では加⼯するルーターの折れ防⽌のために
2mmとする場合があります。
基板設計後に基板製造業者との兼ね合いで修正するような問題となるのはこの部分が多いで
しょう。事前に基板製造業者がどこなのかを打ち合わせておく必要があります。
下図の右側のミシン⽬は丸⽳を⼩さくすることで切り離した時のバリを減らせるようにして
います。

■⾯付け処理
Altium Designerには⾯付け処理をする機能があります。
元となるPCBDOCにリンクして処理してしまうので、事前に⾯付け⽤に別名保存して管理
することをお勧めします。
また、⾯付け専⽤の空のPCBDOCを作成して基板外形を規定した後で処理を開始しないと
各種製造データの出⼒時に混乱が発⽣します。

内層
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Paste Special による⾯付け処理
基本設計が終わった基板を下記の機能でコピーすることが可能です。
Edit > Paste Special

通常のブロックコピーであればREF番号が数字の⼤きな新しい番号に⾃動更新されてしまい
ますがこの機能であればそのままコピーされます。
しかし、そのコピーした部分で処理ミスをするとチェックすることが難しいという⽋点が
あります。(REF番号が別の番号にインクリーズされることなどが懸念されます。)
Pick And Placeファイルを出⼒しREF番号が同じ個数であれば問題ないというEXCELマクロ
を作成してあります。
筆者は資料作りには利⽤していますが、上記の理由から⾯付け作業には使⽤していません。

⾃⼒ではなくて⾯付け指⽰図⾯を機構設計CADで作成し、基板製造業者またはその前処理の
ガーバーエディタでの編集に任せるという⼿もあります。
V-Cutとミシン⽬処理も、国内の業者では同様に図⾯指⽰でガーバーエディタでの編集に
任せることも可能です。

■Direct X
Direct Xとは、Microsoft社がWindows⽤に提供している拡張API群のことです。
アプリから直接ハードウェアを制御することが可能になるためにパソコン上での処理を
向上させることが可能です。
Altium Designerでは
DXP > Preferences > PCB Editor - Display
にてDirect Xの項⽬にチェックを⼊れます。
チェックを外すと描画能⼒が低下するので⼤規模な基板設計では不利となります。
AD16からはDirect X関連の項⽬は無くなりました。
Summer09ではDirect Xの項⽬のチェックを外すと基板外形の外側でもグリッドが表⽰され
ます。

■FillとSolid Region
似ていますが違いは「Fill」が四⾓形で簡単に作図でき、「Solid Region」はポリゴンのように
複数のポイントで指⽰ができる点だけです。
Altium Designerでのその振る舞い⾃体はどちらも⼀緒と思っていいでしょう。

■ストリップライン

FILL
Solid Region



- 47 -

ストリップラインで処理する旨の依頼をされる場合がありますが、種類があるのでどういった
タイプのストリップラインなのかを確認する必要があります。
「ストリップライン」そのものは両⾯べたアースで、尚且つ内層に配置したラインを呼びます。
表⾯層と裏⾯のべたアースをペアとするのは「マイクロストリップライン」で⾼周波回路で
使⽤します。
「平⾏ストリップライン」や他に「コプレーナーストリップライン」もあります。
これらを総称して「ストリップライン」と呼ぶことがあります。

ストリップライン マイクロストリップライン 平⾏ストリップライン

■ストレージマネージャー
Altium Designerではバックアップファイル以外に、⾃動的にファイルを圧縮してHistoryと
いうフォルダを⾃動で作成して順次バックアップをしてくれています。
設計ファイルに異常がある時などはバックアップファイルよりはこちらをあてにして再現
した⽅がバックアップ間隔が狭いので有利です。

■リターン電流
基板設計の場合にGNDについても検討が必要です。
部品⾯の信号ラインに対して半⽥⾯のべたアースとの関係の例では、直流であれば電圧の給電
点に最短となる直線でリターン電流が流れます。
しかし、周波数が⾼くなってくると様⼦が変わってきて、信号ラインの右ネジの法則または
渦電流の現象で部品⾯の信号ラインのすぐ裏のべたアース近傍にリターン電流が集中します。
(⾏きと帰りとで打ち消してくれるのでそこだけインピーダンスが低くなります。)
半⽥⾯にて良かれと思ってべたアースを分断してしまうとリターン電流がそこを迂回するし
かなく、分断したことの効果が裏⽬に出てしまう場合があります。

■取り付け⽳
基板を取り付ける為に取り付け⽳を設けます。
その⽳をスルーホールランド(PTH)にするかキリ⽳(NPTH)にするかで分かれます。
スルーホールランド(PTH)で基板の周囲を4箇所以上で取り付けた場合は輻射ノイズが軽減
できます。
⼀か所だけの場合は取り付けていない部分が電気的に浮いているのでノイズをばらまいたり
逆に受け取ったりすることになります。
(オープンスタブのように動作している)
事情がある場合は別ですが、スルーホールランド(PTH)で全体的に⽌めた⽅がいいでしょう。
スタッドを⾦属製にするか絶縁性のある樹脂製にするかで後から検討する⽅法もあります。
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設計途中で基板サイズを増加させることがあります。その場合は、取り付け⽳を追加すること
にも注意を払ってください。
コネクタや交換⽤ソケットなど⼒が掛る部分の周辺にも取り付け⽳を設けるのをお忘れなく。

取り付け⽳の間隔に関しては⽂献が少ないようですが、通常は使⽤周波数の波⻑の1/20程度
であれば問題ありません。
使⽤周波数が300MHzであれば波⻑は1ｍなので取り付け⽳の間隔は5cmとなります。
これ以上の周波数になると取り付け⽳の間隔が狭まるので取り付け⽳の間隔を減らすのは
現実的ではなくなります。
そこで基板のエッジ付近のべたアースをVIAで強化する必要があります。
それでも駄⽬な場合は基板エッジのレジストを剥いで⾦属部分に圧着されるように接続するか
辺をその⾦属部分に半⽥付けするしかありません。

■熱設計
表⾯実装部品の場合でも電流容量の関係で熱量が多いものが
あります。
広めのパッドによって逃がす場合は複数のVIAを打って
両⾯または内層までを利⽤しなければ
ならないこともあります。
その場合は、クリーム半⽥がVIAに⼊ってしまい量が減ってしまうのでメタルマスクの形状
を考慮しないといけません。または更に⼩さいVIAをたくさん打つなどの⼯夫をしてください。

放熱器の扱い⽅
放熱器をフットプリントの中に⼀緒に定義すると移動させる⾯などで有利なのですが個別の
位置調整や3D化する時に困ります。
筆者は別々にフットプリントを作成し管理しています。
TO-220のような形状の場合は3D化すると放熱器の
Z⽅向の取り付け⽳の位置があわないことがあるの
で注意が必要です。
放熱器には熱抵抗が記載されていますのでそれを参考にして取り付けるデバイスの温度が
規定値以内になるように計算が⾯倒でも対応してください。
⾃然対流の場合、放熱器は空気の粘性の関係で隙間が3mm程度の部分までは空気が⼊り込め
ます。煙突効果もあるのでフィンの隙間も3mmぐらいがピーク(適正値)になっています。
ファンなどによる強制循環の場合は0.5-1mm程度まで⼊り込めます。実際にパソコンのCPU
クーラーのフィンはそれぐらいの間隔になっているので実感してもらえるでしょう。

■ガードリング
重要な信号を別のパターンで囲って守るカードリングもそのガードリング⾃体の電位を確定
させないと裏⽬にでます。
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適当なポイントにてVIAでGND電位などに落としてください。

■ネットタイ
Altium Designerで1点アースなどをネットリストに対して⽭盾なく処理するために考えられ
た⼿法で、SCHとPCB側の両⽅で対応させるものです。
PCB側では太⽬のジャンパー線のような部品をプロパティの編集画⾯にてTypeをStandardから
NetTieに修正することで対応します。
(Altium Designer16では最初からNetTieとして動作するフットプリントが作成できます。)

ネットタイを使⽤しないで処理する⽅法もあります。
Design Rule の下記の項⽬にて
Electrical > Short-Circuit
Allow Short Circuit にチェックを⼊れて、処理したいアイテムに関してクエリー構⽂を
記述すれば実現可能です。
その前にチェックを外して通常通りにDRCを掛けた後にチェックを外す⽅が安⼼でしょう。

■トンボ、輪郭線、ターゲットマーク
印刷業界で使⽤する端を表すトンボに似たマークのことで基板設計でも使⽤されていました。
またコーナーを太⽬に囲った輪郭線も使⽤されていましたがどちらも古い⼿法です。
基板の外側にターゲットマークを配置するのも同様です。
(⼿貼りをしていた時にずれないように貼っていた3箇所のマークのことです。)

これらの図形はガーバーデータを編集するオペレータによってはそれを取り除く厄介な作業が
発⽣します。
基板の外側は製造側でその会社独⾃の製造⼯程⽤の各種情報が付加されるのですっきりとさせ
ておいてください。
基板設計側は本編となる基板外形だけで0.2mm程度の輪郭線だけで問題ありません。
この輪郭線からルーター切り出し作業をするので閉じた線分であることが条件です。

■ピンスワップ・パートスワップ
PCBのラッツネストの絡みを取るためなどにSCHにフィードバックして結線を変えることを
いいます。
Altium Designerもスワップ処理に対応しています。

■ワークエリア(ワークスペース)とシステム原点
Altium Designerのワークエリアは100インチｘ100インチ(2.54ｍｘ2.54ｍ)となってい
います。かなり広いエリアのようですが作業で使うには丁度いいサイズです。
システム原点は左下でXY⽅向に増加していきますが、これがソフトウェアの設計で使⽤する
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左上原点とは全く異なります。
CAMで使⽤するNCデータが左下原点なのでそれに準拠せざるを得ないのでしょう。
設計⽤の原点も指定できますが、インチミリを混在させると設計変更ができなくなるので
注意してください。

■バックアノテート処理
PCBで修正したREF番号などをSCH側にフィードバックすることをいいます。
具体例としてはPCBでREF番号を全体的にリナンバリングした場合に、SCHにそれを反映
することが必須です。
Altium Designer同⼠など同じメーカーのCADであれば問題はありませんが違うCAD同⼠の
場合はECOファイルなどを使⽤しその仕様に合わせてテキスト変換処理が必要です。
変更前、変更後の⼀式ファイルをECOファイルではなくWasIsファイルと呼ぶ場合もあります
が古めのCADでの呼名です。

■プリミティブ・ロック
Altium Designerでは基板上に配置したフットプリント(部品)は通常はプリミティブ・ロック
にチェックが⼊っています。
これは部品の構成要素を編集できないという意味です。
シルクの⼀部分などは場合によっては⻑さ調整したり削除したりしたい場合があります。
その場合はプリミティブ・ロックのチェックを⼀旦外してから編集処理をしてください。
できれば編集後にはプリミティブ・ロックのチェックを再度⼊れてください。

■グローバルチェンジ
ある程度の規模でプロパティを⼀括変更する機能です。
Altium Designerではこの⾔葉で該当するものがありませんが、下記の項⽬で似たような
処理が可能です。
Edit > Find Similar Objects

⼀つのアイテムにて変更したいプロパティ内の項⽬をSameにすればそれと同じアイテムを
探して⾃動でグローバルチェンジをしてくれます。

■フットプリントマネージャー
Altium DesignerのSCHでは配置した部品に対してPCB側で使⽤するフットプリントを事前
に設定することが可能です。
ただし、そのPCB側のフットプリントの形状を確認する為にもインストールしておく必要が
あります。

■設計ファイルの⽐較
Altium Designerでは各種ファイルを⽐較することが可能です。
ネットリストとPCBDOCの⽐較でネットリストをロードするのと同じ処理が出来ると説明
しましたが、そのほかに下記のファイルも⽐較処理することで相違部分を検出できます。
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調べたいファイルを事前にプロジェクトファイル内にドラッグしておいてください。
PCBとPCB
SCHとSCH
ネットリスト同⼠
ネットリスト(SCH)とネットリスト(PCB）だけではなく、PCB同⼠のネットリストも⽐較
できます。

■安全電流
パターン幅(mm)と安全電流を表にしました。(箔の温度が10度上昇する電流値)
銅箔厚の下の⾏の単位はアンペア(A)です。

パターン幅（mm) 18μ 35μ 70μ

0.5 1.0 1.2 1.5

1 1.8 2.2 2.7

2 2.5 3.4 4.4

3 2.8 3.9 5.4

4 3.1 4.5 6.1

5 3.6 5.2 6.8

6 4.2 5.8 7.5

35μの銅箔厚であればラフには1A/mmといえます。

■サーマルレリーフ接続
PADやVIAなどをべた接続する場合の⼗字状のものを呼びます。
CAD的にはポリゴンが⾃動でそのような状態に変化します。初めて基板設計CADを使⽤される
⽅はこの機能は驚きでしょう。
Altium Designerでは表⾯層は⼗とＸのように45度回転した状態が選択できます。
内層プレーンではＸのような状態だけです。これは視認しやすさと別の状態にすることで
べた接続しやすくなる為でしょう。
スポークの出現する⾓度は90度ごとで、その⾓度の微調整は現状ではできません。

⾼周波になるとサーマル部分が逆に特性を劣化させることになるので注意が必要でランドと
ポリゴンとのギャップに気を配ってください。
Altium Designerではクエリー構⽂でコントロールします。
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B.回路図関連⽤語
基板設計に登場する頻度の⾼い⽤語だけを掻い摘んで説明しておきます。

■パスコン
パスコンはよく登場する⽤語ですが、バイパスコンデンサの略です。
他の回路と結合(カップリング)させないという意味でデカップリングコンデンサとも呼ばれ
ます。
通常は電源ラインの交流ノイズをGND側にバイパスするために回路に並列に挿⼊します。
電源ブロックでは電解コンデンサが使⽤されますが、⾼周波成分が多い場合はセラミック
コンデンサを使⽤します。
FPGAなどでは複数のチップコンデンサが回路図に記載されています。その場合は数値の⼩さい
ものからピン直下に順次に配置します。
ピンの近くは⾼周波ノイズを軽減させる必要があるのでそれに対応した数値の⼩さいチップ
コンデンサで対応必要があるからです。
次に数値の⼤きなチップセラミックコンデンサ、⼀番遠い所に値の⼤きな電解コンデンサなど
を配置します。

■カップリングコンデンサ
別の回路ブロックとを接続するために使⽤するコンデンサです。
回路ブロックの⼊⼒や出⼒には直流電圧が掛かっている場合があるのでそれを遮断しつつ
回路同⼠を結合(カップリング)するためにはこのコンデンサが必要になります。
通常は無極性のコンデンサ(マイラーコンデンサ、セラミックコンデンサ)などですが両辺の
電圧がある程度確定している周波数の低いオーディオ回路などではその電位に応じた向きで
有極性の電解コンデンサを使⽤する場合があります。
セラミックコンデンサは容量値にばらつきがあるので注意が必要です。

■インダクタ
並列で⾼周波ノイズを軽減してくれるコンデンサとは逆に直列回路に挿⼊してノイズを軽減
してくれます。
電源回路の場合は電流が直接流れるので許容電流値には注意が必要です。
その構造により磁束が発⽣し他の回路と電磁結合する場合もあるので、その配置位置は考慮
する必要があります。
スイッチング電源に使⽤するインダクタの場合は逆起電⼒を利⽤する回路なのでその配置は
より重要なり、参考レイアウトをみて処理してください。
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C.機構関連関連⽤語

■DXF、DWG
他の機構設計CADやAltium Designerでチェックした限りではR14のバージョンが安定して
いるように感じます。
読み込みエラーが発⽣する場合はCamtasticでインポートした後でそのままエクスポートして
みてください。
Camtasticを含む海外系のソフトウェアはDXFのファイル構成が国産のものほど複雑ではない
ので余計な情報を無視してファイルサイズも⼩さくなります。

■コリジョン
電気回路ではショートすることはご法度ですが、⽴体や3DCADなどでは物体同⼠が衝突する
ことはNGです。この衝突のことをコリジョンと呼びます。
押し出し形状同⼠でチェックをすると凹凸が少ないのでコリジョンと判断されても、3DCADで
厳密に形状を描いてチェックするとコリジョンが発⽣していない場合もあります。
最終決定は3DCAD側で判断するのがベストでしょう。

■IDF(Intermediate Data Format)
基板の外形情報と基板上の部品の位置などを⽰すファイルで、別項⽬で詳しく説明しています。
IDFで指定した基板外形のファイルを基板設計CADにインポートすることもできます。
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D.シミュレーション関連⽤語

■SI(Signal Integrity)
信号の完全な品質という意味になりますが、プリント基板のパターンで伝達している電気信号の
品質をシミュレーションすることを意味します。
特にデジタル信号の⾼速化により信号波形をいかに劣化せずに伝送するかという問題があるので
重要なシミュレーションとなっています。
Altium Designerも⼀応はSI(Signal Integrity)に対応しています。

どの部分をシミュレーションするかも重要でDDRメモリーなどの例であれば、クロック系
配線、データ系配線、アドレス・コマンド系配線という⾵に分類して別々にシミュレーション
の処理する必要があるでしょう。
(当然ながら、事前に等⻑配線などの処理をしておく必要があります。)

■PI(Power Integrity)
直流の電源供給に関するシミュレーションです。
デジタル回路では使⽤される電圧の種類は増え、動作周波数も⾼速化されています。
それに反して基板の層数の削減を要求されてしまうのでノイズマージンも考慮し電源供給
ラインを適切に設計することが重要となってきました。
通常、結果はサーモグラフィのように基板、部品を⾊分けして視覚的に表⽰してくれます。
電圧効果が過剰な部分や特定のVIAに電流が集中しないようにシミュレーションにより最適化
させます。
下記のようなシミュレーション機能があります。
DCドロップ解析(直流電圧効果解析)または「IRドロップ解析」と呼びます。
デカップリング解析(パスコンの位置の解析と最適化)
シグナルビア・バイパス解析
プレーンノイズ解析(外部からノイズを印加する解析)

■PDN(Power Distribution Network)
電源系のシミュレーションの⼀つで、従来のPI(Power Integrity)と似たような役割です。
⽇本語では「電源供給ネットワーク」という呼び名になります。
電源供給元から等価LCRのネットワークのマトリックスによって負荷まで繋がるという
モデルでシミュレーションを⾏います。
通常、結果はサーモグラフィのように基板、部品を⾊分けして視覚的に表⽰してくれます。
これらの結果から正しく動作させるために必要なコンデンサの個数を調整し、配置位置や
実装⽅法を最適化させます。

Altium Designer16からは有料版で「PDN Analyzer Extension」として供給されています。
但し、これはチェックしたい指定ポイント間を銅箔の抵抗値から電圧降下を算出しその分布を
⾊分けし表⽰するだけです。そのため、電圧と抵抗値だけに着⽬していてパスコンなどの
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挿⼊位置の最適化などはできないようです。
(もし、その機能があるのであればコンデンサの記載数値をuFなどに統⼀する必要があります
がそのような指摘はなさそうです。)
前出のPIのDCドロップ解析(直流電圧効果解析)に相当する機能のみ搭載ということになり
ます。

■EMCシミュレーション
電⼦機器に関するノイズでEMI(電⼦機器から放出されるノイズ)、EMS(外部から受けるノイズ)
をシミュレーションすることで解決のめどを⽰します。
これらのノイズは機器の動作だけでなく⼈体にも影響を及ぼすことが知られているので重要な
チェック項⽬です。

■熱シミュレーション
IDFから熱シミュレーションさせるソフトウェアもあります。その場合は個々の部品に⾼さ
情報を⼊⼒しておく必要があります。
⾵量によって⼤幅にシュミレーションした温度が変化します。製品ケース内では屋外のような
微⾵にすらならないので⾵量の設定には注意が必要です。

■遅延時間
ガラスエポキシ基板の表⾯層での遅延時間を計算すると5.6ｐSec/mmぐらいです。
基板上は空気や真空中ではないので伝送速度は光速よりはかなり遅くなります。
これで等⻑にしたい2本のラインの⻑さの違いが10mmあれば56ｐSecの時間差が出ます。
使⽤周波数が⾼くなると波⻑が短くなるので無視できない位相差やタイミングになります。

⽐誘電率が低いほど信号の速度低下が低いので⾼周波回路ではそういう意味でもテフロン基板
を使⽤する意味があります。

■IBIS
SIシミュレーション時に使⽤する各デバイスごとにモデル化した情報を記述したファイルです。
シミュレーションメーカーでは無料、有料(内蔵)のIBISエディタもあります。
Altium Designer 14には「IBIS Model Implementation Editor」が⽤意されていてSCH側
で設定します。

■有限要素法(FEM解析)
連続した解析対象を有限の微⼩な要素(例えば三⾓形のモデル)またはメッシュにモデル化し
計算する微分⽅程式の近似的な解法です。
構造⼒学、流体⼒学、電磁気学などあらゆる分野で利⽤されています。
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E. CAM関連⽤語
ガーバーエディタの操作時に登場する⾔葉の説明です。
ガーバーエディタはMS-DOS時代から独⾃の進歩を遂げているのでWindowsとは操作系が
異なる場合があります。
CAM独⾃にシルク(スクリーン)カット、ティアドロップ処理、⾯付け処理が可能です。

■拡張ガーバー(RS-274X)
拡張ガーバーはアパチャーテーブルを内部に取り込んだ規格なので⼈為的な作業ミスなしに
速やかに形状が表⽰されます。
この規格を拡張したガーバーX2やIPC-2581が存在していますがこれらはまだ黎明期です。

ガーバーデータの出⼒桁数の説明
インチ系の場合は整数2桁+⼩数点以下の桁数で表⽰されます。
ミリ系の場合は整数4桁+⼩数点以下の桁数で表⽰されます。
ミリ系の4.3フォーマットは
xxxx.xxx
という意味になり分解能は0.001mmということになります。
通常はこの出⼒桁数で問題となることはありません。
インチ系の場合は25.4倍の関係で整数部分の桁数が減りますが、逆に⼩数点以下の桁数が
増えることになります。
インチ系では2.4フォーマットが⼀般的です。

ガーバーデータのCoordinate Position(座標位置)の説明
各々の座標をその⼀つ前の座標からの差分だけ、またはXYで変化した作業の値だけを表⽰させ
データ量を節約するものです。
ガーバーデータという規格ができた頃にはデータ量を減らすことに注意を払っていました。
出⼒桁数(⼩数点以下の桁数)が増えるとデータ量が増えることになります。

■アパチャー
ガーバーデータを作図する時の最⼩単位となる形状のことでDコードで管理します。
フラッシュアパチャーとドローアパチャーがありますが、拡張ガーバーであればアパチャーを
特に意識することはありません。
レーザーフォトプロッターの場合は露光前にビットマップに変換するので余計にアパチャーと
いう概念がなくなります。
CADによってはアパチャーの割付という作業もありますが、Altium Designerでは⾃動で処理
されています。

フラッシュアパチャー
スタンプのようなもので決まった形状を⼩さめのファイルサイズで表現できます。
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ドローアパチャー
プロッターのペン先と考えるとわかりやすいでしょう。
べた塗りなど細かい部分はこれで処理されます。
⼩さい値を指定すれば複雑なものも表現できますが逆にファイルサイズが膨らみます。
Altium Designerでは⾃動で処理されていますが、CADによってはドローアパチャーの最⼩
サイズに制限が掛っているものもあります。
通常は最⼩サイズの線幅がその値の直径とする円のドローアパチャーと考えていいでしょう。
ガーバーエディターでは両者を別に認識するために⾊分けして表⽰できます。

カスタムアパチャー
特殊な形状はその形状を定義することが可能です。
また複雑なドローアパチャーから変換によりカスタムな形状を⽣成することもできます。

■アパチャーテーブル(アパチャーリスト)
RS-274Dにはアパチャー(Dコード)を記述したテーブル(リスト)が必要となります。
Dコード表とも呼びます。
(⼀部のDコードは描画時のシャッターの開閉を意味します。)

■Gコード
NC機器にて軸や座標系の設定などを処理するG**というコードのことです。
キャンセルされるまで有効なモーダル機能のあるコードと部分的に有効なコード(ワンショット)
とがあります。
Altium Designerではガーバーデータの出⼒時にG54関連で下記の設定項⽬があります。
Advanced > Other > G54 On Aperture Change

古い機種の場合はアパーチャーの交換時にG54を付加する必要が⽣じます。
G54で加⼯原点(ワーク座標系)を指定するようですが、要望されない限りは特にこの項⽬を
チェックする必要はありません。

■Mコード
M48の部分は⼀部のフリーソフトウェアでは記述がない場合があります。
(M48は本来はオーバーライドを許可というコマンドのようです。)
下記のようにT Codeを追加することになります。

M48
METRIC
***********ここから
T Code
***********ここまで
%
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ここにはドリル座標を記述
M30 ここまでが本⽂

M30はプログラムエンド(プログラム終了)を意味します。

■NCデータ
基板製造業界ではガーバーデータと似た部分がありますがこちらは機械加⼯⽤のデータです。
ドリルの種類の⼀覧表をTOOLコードと呼びます。
Altium Designerでは*.DRRがそれにあたりますがこの拡張⼦は⼀般的ではありません。
Altium DesignerではNCデータのヘッダー部分にこのTOOLコードが記述されているので
通常は提出の必要はないでしょう。
必要とされた場合は、できればファイル名を*_TOOL.TXTなどにリネームした⽅がいい
でしょう。
筆者はNCデータも*.TXTでは紛らわしく⽤途が不明になるので*.NCDにリネームして提出
しています。

NCデータを稀にガーバーデータで要求される場合があるようです。
ガーバーエディタではNCデータをガーバーデータに変換可能です。

■シルクカット
パッドまたはそのレジストにシルクが被ると⽂字が⾒づらく半⽥付け不良につながるので
気を付ける必要があります。
DRCでその部分を認知することやある程度の処理が可能です。
被りが酷い場合に処理を⾏うと部品実装図⾯でその⽂字が⽋けていて⾒づらくなることも考慮
しなければなりません。
Camtasticでも処理ができますが外部のガーバーエディターで被りがあったら修正してもらう
ように依頼をすることも可能です。

■基板外形加⼯
基板外形から⾃動でオフセットを掛けて加⼯する業者の場合は基板外形線の幅を0.2mmなど
事前に具体的な数値を指定される場合があります。
この打ち合わせが⽢いと基板外形が線幅の半分だけ増減します。
加⼯ガイド⽳として2箇所以上の基板を固定するφ2.05mm(NTH）を基板製造業者から要求
される場合があります。
⽳径を中途半端な値とするのは他のメインの⽳と区別するためです。

■DFM(Design for Manufacturability)
製造⼯程におけるデサインルールチェックのことでガーバーエディタに装備されたチェック
機能です。
PCBCADでは調べることができない項⽬もこの機能で調べることができます。
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具体的には前出のアシッドトラップ、銅箔やレジストのスライバーなどを事前に調べることが
可能です。

■レジスト・スライバー処理
レジスト同⼠が近くてDFMにてエラーとなる場合があります。
ガーバーエディタにはその近いレジスト同⼠をくっつけて⼀体化する機能があります。
その判断をさせるクリアランス値の設定も可能です。

■ネガポジ反転機能
Altium Designerに付属するCamtasticでは不完全ですが、CAM350などの市販のガーバー
エディタでは処理が可能です。
別のレイヤーも利⽤できるのでレジスト版とシルク版とを合成、反転することも可能で
全体がネガのシルクで覆われた⽩い基板も製造可能です。

■⾯積計算
通常、パターンが占有している⾯積をレイヤごとに計算する機能があります。
これにより設計密度がわかったり銅箔の重さを算出できます。

■ランドカット
Altium Designerには特定のランドをカットする機能はないのでガーバーエディタにこの
作業を任せる必要があります。

■ODB++
設計ファイルをレイヤで管理してフォルダ構造または圧縮された⼀つのファイルとして扱われ
ます。
後者の*.tgzファイルはODB++独⾃の形式ではなくてUNIX系の圧縮形式の⼀つを採⽤した
ものです。
ALZIPなどのフリーソフトウェアで前者のフォルダ構造のファイルを圧縮することで作成する
ことも可能です。

基板設計CADでは出⼒できる機種が増えていますがインポートできる機種は少ないようです。
(両⽅ができると基板設計CADの種類を問わなくなるので乗り換えも可能になります。)
IPC-2581もODB++と似たような現在的な考え⽅のようです。

ガーバーエディタではインポートが可能な場合が多いでしょう。
ガーバーデータと⽐較するとレイヤ設定がはっきりしているので読み込みするとすぐに最適な
レイヤに表⽰されるというメリットがあります。
これは当然の動作といってもいいのですが、ガーバーデータがいかに古いデータ形式を今⽇
まで引きずっているのを実感させられます。
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■輪郭抽出
ガーバーデータをDXF出⼒したい場合に輪郭をなぞる必要があります。
メタルマスクをレーザ加⼯する場合にも、このようなデータが必要です。

ガーバーエディタにはそういう機能があり、細切れの曲線データを円弧データ変換する機能や
図形の重なりを⾃動的に修正ができるガーバーエディタもあります。
45度のラインや円弧にべた塗りがハッチングで処理されている場合にはこのような補正が
必要になるでしょう。

■ランド形状(アパチャー)
ガーバーエディタによってはランド形状の呼び⽅が違っています。
Altium Designerでは⼩判型の形状は単純にRoundでX、Yサイズを変えるだけで表現します。
ガーバーエディタによってはこの⼩判型(楕円形、⻑円、ホットドックのパンの形状)の形状を
Oblongと呼ぶことが多いでしょう。
縦横の半径が異なるOval(楕円)の場合はEllipseと呼びます。
他には下記のように呼びます。
Octagonal=Octagon
Rectangular＝Rectangle でXとYの数値が同じ場合だけは「Square」
Bulletは、かまくらの⼊り⼝のような形状を意味します。(⼩判型を半分にカットした形状)
サーマル、ターゲットマークや三⾓形も表現する場合があります。

■DXFの利⽤と修正
CamtasticはDXFファイルの変換にも利⽤が可能で、内部処理はインチ系で余計な情報がない
ので有利です。
他社から貰ったDXFファイルが読み込めない場合は変換を試してみてください。



- 61 -

F.基板製造関連⽤語
設計関連⽤語と似た内容ですがより基板製造現場に近い関連⽤語を説明します。

■基板の種類
仕様書に製造する基板の種類を記載しなければならないので、⼀般的に使⽤する頻度の⾼い
基板の種類を記載しておきます。

CEM-3
コンポジット基板
ガラス不織布エポキシ樹脂銅張積層板。
⼀定の⽅向にガラス繊維が⼊っていないために加⼯性にすぐれます。

FR-3
紙エポキシ基板のことです。

FR-4
耐熱性ガラス布基材エポキシ樹脂銅張積層板。
⼀般的にこれをガラスエポキシ基板と呼びます。
これと似たG-10は難燃性がFR-4よりは劣るので以前ほどは使われなくなりました。

FR-5
FR-4に⽐べて更に耐燃性、耐熱性に優れるので⾞載機器関係で使⽤されるようです。
FRグレード(⽶国NEMA規格の呼称)はFR-1から6まで存在しています。

テフロン基板
基材がテフロンなので⾼周波特性に優れていますが⾼価です。
基板設計としては通常と同じように設計が可能ですが⽐誘電率が2.6程度なのでマイクロ
ストリップラインで設計する場合は板厚に注意が必要です。
材料が粘るので加⼯性に優れているとはいえず、複雑な加⼯に対しては製造業者と打ち
合わせが必要です。
テフロンは物質をはじいてしまう性質もあるのでスルーホールメッキの形成においても
不利で事前にテトラ処理をしてからメッキ処理をします。

セラミック基板
セラミック基板は⽐誘電率は10程度と⾼めで不利ですが誘電正接が低いので⾼周波回路でも
利⽤されます。
セラミック基板はアルミナ素材によるので放熱性にも優れているためモジュールとしての
⽤途があります。
基板の製造⽅法が他のものとは異なり、⼀般の基板製造業者では対応できないでしょう。
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■銅箔厚と板厚
通常は18μ、35μ、70μがあり35μを標準として考えます。
また、無電解銅メッキ処理などで厚みを増加させることも可能です。
Altium Designerでは「Layer Stack Manager」にて全体の板厚なども⾃動で計算してくれ
ます。
⽭盾の無いような数値にしておかないと伝送線路のインピーダンス計算やIDF出⼒時の厚み
に反映されてしまいます。

■プリント基板製造の⼯法
サブトラクティブ法とアディティブ法があります。
サブトラクティブ法(Subtractive)は「引き算」のことで銅箔の不要な部分をエッチング液で
除去していく⽅法です。
プリント配線板製造法の主流といっていいでしょう。
これに対してアディティブ法(Additive）は「⾜し算」のことでメッキ形成などで導体を
積極的に増加させていく⽅法です。

■⽳埋め法とテンティング法とパターンメッキ法
基板製造⼯程でPADやVIAの⽳を最初に開けすぐにスルーホールメッキ処理をします。
それを次の⼯程でどう処理するかで呼名が変わります。

⽳埋め法
⽳埋め法はスルーホール⽳に専⽤インクを充填しその上にドライフィルムを被せるという
２重に安全を考慮した⼯法です。

テンティング法
テンティング法はインクを充填せず、その上のドライフィルムだけでエッチング液から守り
ます。⼯法は簡単ではありますが、ドライフィルム(テント）部分が破けてしまうと
スルーホールの不良が発⽣してしまう可能性があります。

パターンメッキ法
どちらの⼯程もドライフィルムを被せるだけのマージンとしてアニューラリングが必要です。
それが確保できないランドレス仕様などの場合は、電解メッキによる⾦属レジストでスルー
ホールを事前に保護するパターンメッキ法で対応することになりますが⼯程が複雑です。

■IVH(Interstitial Via Hole)
基板を貫通せず特定の層を接続しているVIAのことで、下記のような2種類があります。
通常のVIAは貫通VIAと呼びますが、特定の内層に接続しない貫通VIAも存在します。

ブラインドVIA
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表⾯層と特定の内層を繋ぐVIAのことです。
同じ回路でベリッドVIAと連携して使⽤すればスタッガード・ビアを構成することが可能です。

ベリッドVIA
表⾯層から⽳が⾒えないように特定の内層を繋ぐVIAのことで、部品配置をする⾯積が多いので
実装密度を上げることができます。

■AOI検査(Automatic Optical Inspection)
基板の外観を光学的に検査する⽅法でサンプル基板との不⼀致部分を検出したり、製造ルール
から外れた部分を抽出し基板の良否を判定するものです。
電気的な通電検査ではないので導通、ショートなどはチェックできず、中間検査的扱いです。

■基板チェッカー
AOI検査は⾮接触ですが、接触型のチェッカーについて説明します。

フライングチェッカー
プリント基板データを読み込みパッド間の抵抗を測定して良否を判断します。
抵抗ではなくて静電容量⽅式もあります。

専⽤チェッカー
機種専⽤の治具でパッド間の抵抗を測定して良否を判断するので⾼価です。

ユニバーサルチェッカー
縦横⼀定の間隔(1.27mmなど)に配置されたピンに基板全体を接触させて良否判定をする
治具です。検査から外れる場所も出てきてしまうので現在では使われなくなっています。

■プリプレグ
多層基板に使⽤する絶縁と接着の役⽬をするシートです。
ガラス布基材にエポキシ樹脂が含浸されたもので半硬化状態(Bステージ)で供給されています。
温度を上げてプレスすると完全に硬化します。(Cステージ)

1枚だけではなく、厚さ調整の為に在庫のサイズによっては複数枚を使⽤する場合もあります。
プリプレグは半硬化状態という不安定な材料なので温度20度、湿度50%未満での保管条件でも
1年ぐらいが使⽤の⽬安です。

■ドライフィルム
紫外線露光で硬化する感光材を扱い易いようにフィルム状にした材料です。
銅箔とドライフィルムの密着性を確保するのにドライフィルムを熱圧着で銅箔にラミネート
します。
ここからは、感光材が塗布された市販の感光基板と同じような⼯程で、露光後に現像と



- 64 -

エッチング⼯程が待っています。

■基板製造時の薬品処理
塩化第⼆鉄による銅のエッチング処理や現像処理以外にも化学薬品処理をすることがあります。

⿊化処理
銅箔表⾯を酸化処理することで積層する際の接着性を向上させるための前処理のことです。
またはレーザーでの⽳あけ加⼯時に、無垢の銅の輝きでは反射しそのエネルギー吸収が極端に
低くなってしまうので、⿊くしてエネルギーの吸収率を⾼めるための前処理です。

スミア処理(デスミア)
ドリルでの⽳あけ加⼯時やレーザーでの⽳あけ加⼯時の熱でエポキシ樹脂がスミアと呼ばれる
残骸ができてしまいます。
後⼯程のメッキ時に邪魔なのでそれをアルカリ性の薬品で取り除く処理をする場合があります。

■ドリル⽳のダブルヒット
NCデータにて同じ座標に⽳をあける指⽰が出る場合をいい、機械的にもずれが⽣じたり
ドリルに加わる負荷も変わるのでNGです。
通常はDRCなどでその箇所がNGと指摘されるでしょう。
NCデータの座標をゼロ消去などのない正式な座標にて表⽰させればユーティリティーで検出
することは可能です。

■シルクの印刷⼯法
シルク・スクリーン印刷法
メッシュ状の繊維(シルク・スクリーン)を張り付けたを枠を使⽤する印刷⽅法です。
インクがメッシュの間から染み出してシルク⽂字となります。
⽂字の輪郭がメッシュ状に滲むという⽋点があります。
シルク印刷では、安価なのでこれが⼀般的な⼯法です。

写真製版法
パターンやレジストに⽤いられる⼯法と似たような⼯程でシルク印刷を⾏うものです。
基板全⾯に感光性のインクを塗布した後に露光し、不要な部分を取り除きます。
解像度が⾼いので細かい⽂字やデザインの印刷に適していますが価格⾯が難です。

■ドリル⽳の刻み
通常はドリルの⽳径のサイズは下記のようになります。
0.3-0.6ｍｍまでの間は0.05ｍｍ刻み
0.6-６.0ｍｍまでは0.1ｍｍ刻み
(ドリル⼯具は0.05ｍｍ刻みで存在するので、⼤き⽬なサイズであることと仕上がり径の
管理の都合でしょう。)
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これ以上のサイズはルーター加⼯となります。

■プレスガイド⽳
多層基板ではプレス時に使⽤するガイド⽳を要求される場合があります。
φ2.05mm(NTH）などのサイズで2箇所以上に設けます。
ここでも、⽳径を中途半端な値とするのは他のメインの⽳と区別するためです。

■キリ⽳
スルーホールメッキをしないで単純⽳あけをしただけのNTH(またはNPTH)のことです。
表⾯実装部品の位置決め⽳の場合にも使⽤されます。その場合はクリアランスを⾟⽬な数値に
しておく必要があります。(⽳径=位置決めの樹脂の直径+0.1mm)

■⽫⽳加⼯
基板を⽫ネジを使って留める為に、テーパのある⽳加⼯をすることも可能です。

■Cカット
基板の⾓の部分を45度にカットする加⼯をこう呼びます。
具体例としてはC3などと指定し、3の部分はXY⽅向の⻑さ(ｍｍ)を⽰します。
45度以外は通常の基板外形を指定して対処します。

■ルーター加⼯
基板をMillデータに沿って外形などを加⼯します。
ルータービットはドリルのように⽳あけも可能ですが回転している側⾯での外形加⼯が主です。
ルーター加⼯は⾦型抜きやV-CUTと⽐べて基板の断⾯がきれいに加⼯できます。
⼩さい基板や円形状の基板の場合はルーター加⼯時の⼒に寄って基板の保持が難しくなる場合が
あります。
その場合は基板を保持する加⼯ガイド⽳としてφ2.05mm(NTH)を2箇所程度を要求される
かもしれません。

■ドリルビット、ルータービット、エンドミル
ドリル⻭、ルーター⽤の⻭(主に⽊材、基板)、フライス盤(⾦属加⼯)に使⽤する⻭ということ
で分類しています。
基板では外形加⼯に使⽤するのがルータービットで、座ぐりにはエンドミルも使⽤します。
ルータービットは側⾯で処理することが殆どでダイヤ⽬の⻭を⾼速回転で使うことが多い
でしょう。エンドミルはその名の通りに先端での加⼯が主です。

■シャンク径
ドリルビット、ルータービット、エンドミルの軸(柄)の部分の直径のことです。
通常は1/8インチ=3.175mmのものが多いのですが、2mmのものもあります。
⻑さをシャンク⻑と呼び、こちらも規格化されています。
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■NC加⼯機
⽚⾯基板の場合はガーバーデータでプリント基板を切削加⼯したいという要望があります。
ガーバーデータが利⽤できない加⼯機の場合はDXFを利⽤します。
しかし外形をトレースしたような連続したDXFデータでないとNGとなります。
Altium Designerから出⼒されるDXFデータでは不⼗分で、ガーバーエディターでDXFを⽣成
する⽅がよいでしょう。

■ニッケル下地⾦フラッシュメッキ
銅や真鍮などの表⾯を脱脂という前処理した後に下地として無電解ニッケルメッキ処理で
3〜4μｍ厚まで付け、その次に極僅かの無電解⾦メッキ処理(0.03μｍ程度)をします。
(下地としてニッケルメッキ処理をする理由は、化学的に安定で耐⾷性があり耐薬品性も強く
光沢を出してくれ、更に下地を硬質化させるためです。)

価格的には有利で基板エッジだけではなくて、コネクタ類やテストピンなどの部品もこういう
処理がされているものが多いようです。

■端⾯スルーホール(側⾯スルーホール)
基板外形上に設けるスルーホールパッドのことで、⼩基板などにこの処理をして他の基板に
実装するという使⽤⽅法が多いでしょう。
180度円弧の半⽉型にするのが⼀般的ですがルータ加⼯の誤差などによってはバリがでること
があるので⽳のセンターを外形線より0.1ｍｍ程度外側にすることでバリを減らせます。
(180度以上の円弧ではＣ型になるのでその余計なオーバーハングの部分がバリになる可能性
があります。)
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G.部品実装関連⽤語
部品実装に関する⽤語について説明します。

■半⽥の種類
鉛フリー半⽥
鉛の代わりに亜鉛、銀、銅、インジウム、ビスマスなどのどれかを組み合わせて使⽤していま
すがクラックが⼊ったりツララができたり、ブリッジになったりと従来のようにはいかない
ようです。

共晶ハンダ
鉛を含有した従来の半⽥のことを「鉛フリーハンダ」と区別する為に「共晶ハンダ」と
呼びます。
錫の割合が63％の合⾦が⼀番有名で、融点は183度です。

クリーム半⽥(ソルダー・ペースト)
こちらも共晶ハンダ、鉛フリーの両⽅があります。
リフローする際にメタルマスクの上からスキージを使⽤して塗ります。
使⽤期限や保存条件などがあります。

半⽥レベラー
レジスト逃げした銅箔のランドの表⾯に半⽥コートを⾏うことです。
基板を溶融させた半⽥槽に浸漬し、引き上げ時に⾼温のエアーを吹き付けて余分な半⽥を取り
除くものです。
仕様書に半⽥レベラーなどの後処理を記載し忘れると銅箔のままとなり基板の保存性が損なわれ
ます。

銅箔パターンに⼤電流を流したい場合に半⽥レベラーによる補強という⽅法もあります。
下記のようにパターンの中⼼付近にライン状のレジストを配置します。
これによる基板の反りの可能性もあるので実線よりは点線にする⽅がベストでしょう。
これ以外に斜線によるハッチングという⼿もありますが、⾒栄えとのトレードオフが難しいで
しょう。

銅箔の表⾯処理の項⽬としては、これ以外には無電解⾦メッキという⼿法もあります。
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■フローとリフロー時のランドの区別
Altium Designerではフットプリント作成で、⼀つのデータでフロー⽤とリフロー⽤のパターン
を使い分ける機能はありません。
フットプリント名のサフィックスなどを細⼯して別々に作成し管理をしてください。

■メタルマスク
クリーム半⽥を塗るためのテンプレートで、ガーバーデータから作成します。
ステンレス材にレーザー⼯法またはエッチング⼯法により⽳を形成します。
板厚は0.1、0.12、0.15、0.2mmなどがあり、厚みが増すとクリーム半⽥の量が増えます。
枠有り、枠無し(⼿刷り⽤)があります。
どのタイプにするかは部品実装業者との打ち合わせが必要です。

■Pick And Placeファイル(PIKファイル)
部品の配置位置をXY座標で表したファイルで、部品マウント業者で必要です。
部品によって登録した位置が異なるのでAltium Designerでは何種類かの座標で出⼒されます。
海外のサイトには表⾯実装部品だけを出⼒するAltium Designer⽤のスクリプトも存在して
います。
Altium Designerでは出⼒するだけではなくて、このPIKファイルを読み込む機能もあります。
乱雑に並んだ部品もそのPIKファイルによって再配置をすることが可能です。
筆者はEXCELマクロでそれを実現させています。

■グルードット
チップ部品に熱硬化型接着剤を塗布するための丸い点のことです。
リフロー時に熱で硬化しチップ部品が固定され、反転して半⽥⾯側になっても落ちなくなり
ディスクリート部品のディップ時に耐えてくれます。
CAD側でその位置に図形を配置するような対応は減ってきています。
どうしても必要であればフットプリント作成時にMechanicalレイヤ(部品⾯)に丸い図形を
書き⼊れて半⽥⾯⽤とレイヤペアを施します。
通常は部品のセンターに配置しますが、Altium Designerではその座標だけを特定し出⼒でき
ないのでPick And Placeファイルで代⽤することになるでしょう。

■ソルダーパレット(ディップパレット、マスキングパレット)
リフロー後の実装済み基板にディスクリート部品のフロー半⽥付を⾏う事ができる耐熱性の
ある素材でできたマスキング治具です。
フロー半⽥付け時に基板の反り対策にも有効で、テープによるマスキング作業を省略できます。

■ユニバーサル基板(蛇の⽬基板)
基板単体の場合もありますが、基板設計で空いた部分に蛇の⽬基板状に配置を要望される
場合があります。
通常は⽳開きのPADですが表⾯実装部品⽤のパッドを配置する⽅法もあります。
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この例は0.8mmｘ3mmの表⾯実装⽤パッドを150mil間隔で配置した例です。
16ピンまでのSOPで対辺までの距離が250mil、300milの両⽅のタイプに対応できます。

■フィレット
基板関連では２つあるので混乱しそうです。
⼀つは半⽥付けした時に、富⼠⼭の裾野のようにきれいな懸垂線になることをいいます。
もう⼀つは⼆次元の話で、⾯取りをCカットではなくてR付きで⾯取りすることをいいます。
そういう意味でRカットという呼名もあります。

三次元CADでもフィレットという⾔葉を使います。
隣り合っている⾯同⼠をR⾯取りすることをフィレットと⾔います。
出っ張った部分も凹んだ部分のどちらにも使います。(凹んだ部分は前出の懸垂線に相当。)
サイコロの各⾯と頂点がフィレットのわかりやすい例です。これにより転がりやすくなって
います。

■反転⽂字
⽂字をネガ状にしたものですがエリアが必要なので四⾓い枠の中に描かれます。
Altium DesignerではTTFでInvertedのチェックBOXをチェックすることで使⽤できます。
シルクでファンクション名を表す時などに利⽤できるでしょう。
銅箔での利⽤もできますがべたアースと連続で利⽤するにはクエリーで細⼯をする必要が
あります。(IsText ではなくて IsTextInverted などを利⽤します。)

■ピーラブル・ソルダリング・マスク
未実装する部品がある場合に、そこをフロー時に守る必要がありますがそれに利⽤する
マスキング剤のことです。
短時間で硬化する樹脂を処理したいエリアに塗り込みます。
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フロー終了後に⼿動で剥ぎ取ります。
基板設計時にランドを○ではなくC型にしておけば半⽥の回り⽅は軽減できますがその処理は
Altium Designerでも難しいでしょう。
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H. STEPファイルの扱い
STEPファイルは汎⽤の3Dデータファイルです。
AP203は外形⾊がモノクロなのでカラーに対応したAP214を利⽤する⽅がいいでしょう。
Altium Designerでも貼り付けに対応していますがPCBLIBすべてに貼り付けるとファイルサイズ
が増⼤してパターン設計に⽀障をきたすことになります。
設計直前にDesign > Make PCB Library にてその機種専⽤のPLBLIBを作成してそれに
STEPファイルを貼り付けて、基板の⽴体的な状態を確認するのが現実的でしょう。
3Dデータを貼り付けると放熱器とデバイスなどの機構関連のミスや部品のピッチの間違いなど
を⾒つけやすいでしょう。

部品と同名、同原点、同じ向きのSTEPファイルが存在している場合はDelphiスクリプトで
⾃動的に貼り付け処理をすることが可能です。
PCBDOCを別名保存しSTEPファイルを貼りつけたPCBLIBに部品を更新したものと、そうでは
ないものの両⽅のPCBDOCファイルで管理した⽅が作業は⾯倒ではありますが安全です。

全体をSTEPファイルとして出⼒すると⼤きなファイルサイズになり、それを別の3DCADデータ
例えばIGES、U3Dなどに変換する⼯程で処理量が多くてNGとなる場合があります。

ドーターボードでのSTEPファイルの扱い
コンパクトなCPUボードなどはメインボードとコネクタでダイレクト接続する構造とする場合
があります。そのドーターボードとメインボードとの間にある部品の状態やコネクタの接続状態を
知るにはSTEPファイルを利⽤したチェックが有⽤です。
ドーターボードをSTEPファイルで出⼒したものをメインボードにSTEPファイルを貼り付ける
処理します。その場合は、PDFファイルにした場合などはSTEPファイルを何度も再変換すること
になるので⾊や形状が化ける場合もあります。

表⾯実装タイプの厚み
STEPファイルを貼りつける前に主に、使⽤するSOPやQFPの⾼さについての分類を知っている
必要があります。
SOP、SSOP、TSSOPの順で⼩さく薄くなりVSOPと呼ばれるものもあります。
SSOPの⾼さは1.7mm程度でTSSOPは1.1mm程度まで薄いものがあります。
他にはQFP、LQFP、TQFPの順で薄くなります。
QFPは2.5ｍｍから3.3mm程度と⾊々で、LQFPは1.7mm程度で、TQFPは1.1mm程度まで薄く
なっています。
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I.その他の3Dファイル形式
IGESは古い汎⽤ファイルで、形状が化ける場合もあります。
U3D形式(Universal3D)はAcrobat3Dで編集する場合の内部処理をしている規格です。
STEPファイルとは違って半透明を表現できます。
ParaSolid形式はその名の通りにSolidWorksのエンジン形式なので親和性があります。

筆者はU3D形式をメインに使⽤しています。

3Dプリンターで利⽤できるデータとして3DCAD系では主にSTLファイル形式を使⽤します。
しかし、基板上の部品にはリード線などの細かい部分あり、廉価な熱溶解積層⽅式では分解能
以外にその熱で歪んで上⼿く再現できず現実的ではありません。
⾼価な光造形⽅式であれば製作は可能です。

J.機構設計CAD(2D)の有⽤性
回路図の最終ページや回路図の端に基板のラフレイアウトが記載されていることがあります。
厳密に検討されていればいいのですが実⼨で検討できないので⽭盾してしまう場合もあります。
全⾯パネルやドーターボードなど機構関連で設計者⾃⾝が検討しないといけない部分もあるので
3DCADとまではいわずとも2Dの機構設計CADは回路設計者も基板設計者も使えるレベルで
あって欲しいものです。
これにより、DXFでの図⾯のやり取り時も直接確認ができるようになるでしょう。
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K. IDFの意味と利⽤⽅法
IDF形式ファイルは3D形状⾃体は3DCADによって作成するので基板サイズや部品の素性などを
伝えるもので軽量なファイルです。

通常は*.brdと*.proファイルがペアで出⼒されます。
このファイル名は他のCADでは別の名前となる場合があるので、その場合はリネームします。
*.brdファイルは基板の形状+部品(Footprint、Comment、Designator)の位置が記載されてい
ます。

*.proファイルは部品の素性(Footprint、Commentとラフな形状)が記載されています。
どちらもFootprint、Commentが3DCADに継承されてしまう点に注⽬です。
これでは3DCAD側で登録する部品点数がFootprint x Comment を組み合わせた数になり
かねません。

特別な場合がない限りはFootprint = Comment となるように後処理して登録する3D部品を
減らすように⼼がけるのがベストでしょう。
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L. EXCELマクロ(VBA)
基板設計CADですべての処理ができればいいのですがそういう訳にもいきません。
そこでユーティリティーが必要になります。
⼀つはDelphiスクリプトなどで実現可能ですが、表や⽂字列であればEXCELの⽅が馴染み
易いでしょう。
それをさらに加⼯できるようにVBA(Visual Basic6から発展)で処理することを意味します。

基板設計ではネットリストの変換にネットリストコンバータが必要となる場合もありますが
既知の簡単な２種類のネットの変換であればEXCELマクロでも作成することが可能です。
Altium DesignerではEXCELのファイル形式でレポート出⼒する場⾯が多いのでこのマクロに
トライする価値があるでしょう。
筆者は10種類以上のEXCELマクロを作成し基板設計に利⽤しています。

M. Delphi(デルファイ)とは
Altium Designerでは何種類かのスクリプトが利⽤可能です。
Delphiは今となっては古めの⾔語でパスカル⾔語の旧ボーランド社の⽅⾔といえるものです。
そのために拡張⼦は*.Pasとなっています。

EXCELのマクロでお馴染みのVisual Basicも利⽤できますがAltium社が供給している⽂献が
少ないので⼀から作成するには不利です。
どちらもAltium Designer内ではスクリプトなのでコンパイルなしでそのまま実⾏が可能です。

増設されたMechanicalレイヤ17-32はAPIが対応していないようでそのレイヤにあるものを
スクリプトで処理することはできないようです。
後からスクリプトで細⼯をしたい場合はこのレイヤは使⽤しない⽅がいいでしょう。

統⼀開発環境はAltium社製のようで本家とは少し違った動作をしますが、DelphiとVisualBasicの
どちらで作成しているのかわからないぐらい両者のプログラミング作業の違いの壁は感じません。

キャンセルOK

Delphi

Script
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N. Altium Designerの他のCADとの互換性
■Orcad Capture の回路図のインポート
ファイルを指定して読み込めば⾃動的に変換してくれます。(Orcad Capture9での例)
パワーポートはOrcad Captureのようなカスタマイズができません。その為に⻑さが0の
パワーポートは⻑さ有りのものに変換されてしまうので隣の部品と接近してしまいます。
その場合はネットリスト同⼠を⽐較して問題がないかをチェックするといいでしょう。
ライブラリー⾃体もAltium Designerで変換して利⽤が可能です。
ライブラリーはインストールという⼯程を取らないとAltium Designerでは利⽤できないので
その点だけは注意してください。
Altium DesignerからOrcad Captureへの変換はORCADのバージョンの関係もあるので
現実的ではありません。

■P-CADの基板設計ファイルのインポート
ファイルを変換して読み込めます。(P-CAD2002の例)
ポリゴンは注⼊されたままで変換されます。
⽂字の原点はでは左下となっているのでシルクなどの⽂字はすべてずれてしまいます。
シルクではなくてパターンとして⽂字を使⽤していると位置がずれて他のものとショートして
しまう可能性があります。
フォントもAltium Designerのデフォルト値になります。
基板外形は僅かではありますがずれてしまうようですが誤差の範囲内です。
それ以外はほぼ問題なく変換されますが、DRCなどは新規設定をしないといけません。
ライブラリーは問題なく変換されます。
ここでもライブラリーはインストールという⼯程を取ってから再利⽤することになります。
Altium DesignerからP-CADへの変換はほぼ問題なくできるので現実的です。
筆者はP-CADに変換してラッツネストをPDF処理しています。
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