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Keysight ADS(Advanced Design System)は、
RF/マイクロ波／高速デジタルアプリケーショ
ン用の業界最高のエレクトロニック・デザイ
ン・オートメーション(EDA)ソフトウェアです。
ADSは、高性能で使いやすいGUIを備え、Xパ
ラメータ*、3次元電磁界シミュレータなどの
画期的なテクノロジーを他に先駆けて実現し、
無線通信／ネットワークや航空宇宙／防衛業
界の先端企業で使用されています。

Advanced Design System

高性能、使いやすい、オールインワン。

LTE-A、802.11ac、PCI Express®、USB3、レー
ダー、衛星アプリケーションでADSを使用す
れば、各種ワイヤレスライブラリと回路-シス
テム-電磁界コ・シミュレーション機能を1台
のプラットフォームに統合でき、規格に準拠
したデザイン／検証が可能です。

「How To」ビデオシリーズ

Keysight EEsof EDA
「How To」ビデオ

付属のサンプルワークスペースをダウンロードして、 
デザインをすぐに開始できます。

www.keysight.co.jp/find/eesof-ads-tutorial-videos
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ADSは、IC、パッケージ、ラミネート/PCB用
のスケマティック、レイアウト、回路、
Electro-Thermalシミュレーションと2種類の
フルウェーブ電磁界、電磁界と回路の協調解
析を統合した、唯一のシングルベンダー・プ
ラットフォーム・ソリューションで、生産性
の大幅な向上とコストの大幅な削減を実現し
ます。

30年以上にわたる技術革新

ADSにより、さまざまなアプリケーション固有
のデータが得られるので、デザインサイクルを
短縮できます。また特定の回路からADSの活用
方法に関するチュートリアルまで、300種類を
超えるサンプルも用意されています。さらに
DesignGuideには、デザインアプリケーショ
ン用のウィザード、定義済みのセットアップ
とディスプレイ、詳細な手順など、優れたデ
ザイナーの経験やベスト事例がまとめられて
いて、すぐにADSの機能を利用することがで
きます。

業界最高のテクノロジーを搭載さらにその先へ

30年以上にわたる技術革新
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信頼性の高いデザインを実現

高速、高精度かつ使いやすいシミュレーション環境

ADSの主な特長

 – 高速、高精度の使いやすい解析機能によ
り初回の設計パス（ファーストパス）から
高い完成度を実現

 – 長年の実績に基づいた手順を提供する各
種Design Guide

 – 一流の業界／ファンドリーパートナーの
支持を獲得

 – 完全なスケマティックキャプチャー／レ
イアウト環境

 – 業界最高の革新的な回路／システムシ
ミュレータ

 – 3次元プレーナー／フル3次元電磁界ソル
バーへのダイレクト・ネイティブ・アク
セス

 – 最先端ファンドリーや業界パートナーか
らご満足いただいている、幅広いRF/マイ
クロ波プロセス・デザイン・キット(PDK)

 – Cadence、Mentor、図研などの企業との
協力により、EDAとデザインフローの統
合を実現

 – リアルタイムで確認／調整ができるオプ
ティマイザーコックピットを装備し12種
類の最適化アルゴリズムを利用可能

 – 非線形高周波デザインに有用なXパラメー
タは、ベクトル・ネットワーク・アナライ
ザの測定値またはADSの回路図から生成し
たデータの利用が可能

 – 最新の無線規格のデザイン／検証用ワイ
ヤレスライブラリ

モデルおよびエンハンスド・ 
ファウンドリ・キット

最適化、歩留まり、 
統計デザイン

Xパラメータ 
非線形ビヘイビア・ 
モデリング

スケマティック回路 
デザインとツール

無線／高速規格の 
検証

製造のための 
デザイン

ADSプラットフォームは、デザイン入力、システ
ム、回路、3次元電磁界シミュレーション、解析
／ポスト・プロセッシング、製造までの完全なフ
ローに対応するさまざまなソリューションで構成
されています。デザイナのエンタープライズ向け
IC/PCBフレームワークと容易に統合できます。

ADSデスクトップ 
DRC/Calibre/ 
Assura/mailDrC

3次元プレーナ電磁界 
デザイン／検証

ADSデスクトップ 
LVS/calibre

統合3次元電磁界解析／ 
デザイン

マスク・ 
レティックル

パッケージング 
およびモジュール

レイアウト・ 
デザイン／ 
レイアウト

DUTボード

ハードウェア検証／ 
Connected Solution
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Keysight EEsof EDAは、ファンドリーと密接
に連携して、Si、SiGe、GaAs、InP、GaNプ
ロセス用の高周波PDKを提供しています。

すべてのGaAs/InP/GANプロセスだけでなく、
幅広いSiGe/RF-CMOSプロセスにも対応した
DRCルールやMomentumスタックアップファ
イルを含む、オールインワンのフロントツー
バックADS PDKが用意されています。

信頼性の高いデザインを実現（続き）

Keysight EEsofファンドリーパートナーとともに、デザインプロセスを高速化

RFIC/MIMICファンドリーパートナー

Keysight EDAは、RFデザイン／ 

シミュレーションツールの 

主要メーカーです。
（Gary Smith EDA社のご厚意により
掲載）
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完全なデザインフロー

信頼性の高いデザインの作成、 
ファーストパスでの高い完成度、 
高い歩留まりの実現

業界最高の革新的な 
シミュレーションテクノロジー
図1

 – Sパラメータリニア周波数ドメインシミュ
レータ

 – ハーモニック・バランス・ノンリニア周波
数ドメインシミュレータ

 – Circuit Envelopeタイム／周波数ドメイン・
ハイブリッド・ノンリニア・シミュレータ

 – トランジェント／コンボリューション・タ
イム・ドメイン・シミュレータ

 – Momentum 3次元プレーナー電磁界シ
ミュレータ

 – FEMフル3次元電磁界シミュレータ
 – Xパラメータ・ジェネレータ・シミュ 
レータ

 – シグナル・インテグリティー・チャネル・
シミュレータ

 – Keysight Ptolemyシステムシミュレータ

データディスプレイによる 
ポストプロセッシング
図2
高度なデータディスプレイ機能を使用すれば、
シミュレーションを再実行しなくてもデータの
ポストプロセッシングや解析が行え、デザイン
の性能を調べることができます。多くの機能を
内蔵しており後処理や解析を容易にしてくれま
す。さらに柔軟性を高めるために、独自の機能
（例えば、ロードプル等高線、利得円、アイダ
イアグラム）を作成できます。

デザインの最適化
図3
デザイン後、ADSオプティマイザーによって回
路の性能をさらに高めることができます。ADS

最適化コックピットでは、複数の最適化変数を
インタラクティブに調整したり、進捗状況を管
理することができます。また、デザインの最適
化変数とゴールを詳細に解析しながら、最適な
性能を実現できます。

デザインの信頼性の向上
図4
ADSは、デザイン時に問題を特定するための使
いやすい独自の統計ツールを備えています。歩
留まり感度ヒストグラムは、最も感度の高いデ
ザインコンポーネントの特定や、製造歩留まり
を改善するための最適な仕様の設定をするのに
役立ちます。

図1.

図2.

図3.

図4.
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ADSの高度なLVS/DRCツールを使用すること
により、コストのかかるレイアウトエラーを
解消

主要なファンドリーのプロセスで容易に 
レイアウト設計

図5
ADSには、プロダクションに対応したRFレイアウトを作
成するためのツールが用意されています。ADSは最も数
多いファンドリー・デザイン・キットをサポートしており、
これらを使用すれば、ファンドリー固有のプロセスでデ
ザインレイアウトを簡単に作成できます。MMICツール
バーとレイアウト・コマンド・ライン・エディターはす
べてのエンハンスドファンドリー PDKにあり、レイアウ
ト編集コマンドへのアクセスが容易になります。また、
レイアウト検証ツールが豊富に用意されています。

ADSデスクトップDRCとLVSによるエラーの
早期発見

図6
ADSデスクトップ・デザイン・ルール・チェック(DRC)

を使用すれば、物理レイアウトがファンドリーのデザイ
ンルールに適合しているかどうか確認できます。また
ADSデスクトップLVS(layout vs. schematic)を使用すれ
ば、レイアウトとスケマティックに違いがないことを確
認し、欠落しているコンポーネントを簡単に特定してス
ケマティック／レイアウト内の接続を修正することがで
きます。LVSは、ネストされたテクノロジーを採用し、
コンポーネントベースのモジュールデザインが可能です。
これにより、モジュールレベルの配線エラーやピン・ス
ワップ・エラーを検出できます。さらにADSでは、DRC/

LVSとCalibre/Assuraを統合して、ADSコックピットか
ら直接使用することもできます。

Electro-Thermalソルバーの統合

図7
ADSのフル3次元熱解析ソルバーは、ADSレイアウト環境
や回路シミュレーションに統合されています。Electro-

ThermalコントローラをADSの回路図上に追加するだけ
で、回路シミュレーションを開始して熱解析ソルバーを
バックグランドで実行できます。手動でICレイアウトを
熱解析ソルバーにエクスポートしたり、温度データを回
路シミュレータにインポートする必要はありません。

革新的なマルチテクノロジー機能

図8
ADSの各種機能を使用すれば、同時設計または協調設計
を行うIC、ラミネート、パッケージ、プリント基板のトレー
ドオフをインタラクティブに確認することができます。
複数のテクノロジーを用いて設計された回路を組み合わ
せて、回路とフル3次元電磁界の両方のレベルでシミュ
レートすることができます。

図8.

図5.

図6.

図7.
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キーサイトが提供するさまざまな 
電磁界シミュレーション 
テクノロジー

キーサイトは、ADSデザインフローに統合さ
れた複数の電磁界シミュレーションテクノロ
ジーを提供しています。このため、ADSのデ
ザインフローから離れて他のデザインツールを
使う必要はなく、スケマティック、レイアウト、
3次元コンポーネントのシームレスなコ・シ
ミュレーションが可能です。3次元インターコ
ネクトやパッケージを回路と一緒にシミュ
レートする必要のあるRFモジュールのデザイ
ンに最適です。

FEM（有限要素法）シミュレータ

Keysight FEMシミュレータは有限要素法を
ベースにしています。このテクノロジーは3次
元プレーナーシミュレータとは異なり、任意
の形状の3次元構造に対応できます。

Keysight FEMはADSにも統合され、レイアウ
トデザインをサードパーティー製の電磁界シ
ミュレータにエクスポートする必要がありま
せん。Keysight FEMはEMPro内でも動作し、
EMPRoの入力環境で作成したモデルや、他の
CADツールからインポートした3次元モデルの
シミュレーションが可能です。

FDTD（時間領域差分法）シミュレータ

Keysight FDTDシミュレータは時間領域差分
法をベースにしたものです。FDTDもFEMと同
様に任意形状の3次元構造に対応できます。
FEMが解析の際に大きな行列を生成するのに
対し、FDTDは反復処理を行なってタイムス
テップごとに電磁界の値を更新します。

Keysight FDTDシミュレータはEMPro内で動
作し、他のCADツールからインポートした3次
元モデルやネイティブに作成した3次元モデル
のシミュレーションが可能です。

Keysight Momentumシミュレータは受動回路
のモデリングと解析用の最高の3次元プレー
ナー電磁界(EM)シミュレータです。周波数ド
メインのモーメント法(MoM)を使用して、複
雑な多層構造のカップリング効果と寄生効果
を正確に解析できます。

MomentumはCadence、Mentor、図研のサー
ドパーティー製のツールと共に、ADS、
Genesys、GoldenGateと統合されています。

SIProは、Composite EMテクノロジーにより、
高周波で必要な確度と、高密度に配線された
最先端のPCBデザインに必要な速度と能力を
備えています。自動スケマティック作成機能
により、抽出された電磁界モデルをADSトラ
ンジェントシミュレーションやADSチャネル
シミュレーションで直接使用して、正確なチャ
ネル解析が行えます。

PIProは、DC IRドロップ解析、ACインピーダ
ンス解析、電源プレーン共振解析など、電源
供給ネットワーク(PDN)のパワーインテグリ
ティー (PI)の解析機能を提供します。PIProは、
ADS内の共通のセットアップ／解析環境を活
用します。PIProの電磁界テクノロジーは、PI

アプリケーション用にチューニングされてい
て、一般的な電磁界ツールよりも高速で効率
的な解析が可能です。

Momentumシミュレータ SIPro：フルウェーブ3次元 
電磁界シミュレーションと比較して
飛躍的な速度の向上

PIPro：正確で効率的な 
ネットドリブンのPI解析
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Advanced model composer

MomentumとFEMは、キーサイトのパラメータ
化されたパッシブモデル作成機能、Advanced 

Model Composer(AMC)と組み合わせて使用
できます。AMCを使用すれば、標準的なシミュ
レーションライブラリにはない3次元モデルの
電磁界ベースのカスタムライブラリを作成す
ることができます。AMCライブラリは、電磁
界シミュレーションの確度がありますが、パラ
メータ化された電磁界データベース全体に対す
る優れた補間法により、回路シミュレーション
の速度でシミュレート／最適化できます。

ADSとの共通データベースの統合

EMPro内の3DオブジェクトがADSライブラリ
として保存できるようになり、セルをADSで
直接使用できます。例えば、EMProで作成し
たSMAコネクタセルを、ADSのスケマティッ
クに直接配置して、emModelビューで表示し
て回路／電磁界コ・シミュレーションに使用
したり、ADSレイアウトデザイン（例えば、
PCBレイアウト）に配置してレイアウトビュー
で表示してフル3次元シミュレーションに使用
することができます。

フル3次元ドローイング環境

EMProは、任意の3次元構造をドローイングで
きる柔軟性と、既存のCADファイルをインポー
トできる利便性を備えています。3次元形状の
作成、材料特性の追加、シミュレーションの
セットアップをすべて、EMPro環境内で行う
ことができます。

高性能なタイムドメイン／ 
周波数ドメイン・シミュレーション・
テクノロジー

ADSと同じFEMシミュレータを使用して、3次
元構造を解析できます。アンテナや一部のシ
グナルインテグリティー解析などより複雑な
構造には、FDTD（時間領域差分）法シミュレー
タを使用できます。

ADSのレイアウトデザインを使用したシミュレーション用カスタム3次元コンポーネントの
作成

EMPro環境

EMProの
パラメータ化された
電磁界コンポーネント

ADSのレイアウト・
オブジェクト

時間領域差分法 有限要素法 モーメント法
FDTDシミュレータ FEMシミュレータ Momentumシミュレータ

ADSプラットフォーム
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RF/マイクロ波デザインフロー

キーサイトのRF/マイクロ波デザイン／シミュ
レーションツールは、信頼性の高いデザイン
の作成、ファーストパスでの高い完成度、高
い歩留まりを実現するための最も洗練された
ソリューションです。ADSは、回路レベルか
らシステムレベルまでのデザインに対応する
正確なモデルと高度なシミュレーションテク
ノロジーを提供しています。さらに回路／電
磁界シミュレーションツールが、スケマティッ
クの入力から製造／検証までシームレスに統
合されています。ADSは最も正確な無線検証
ツールをすべて備え、すべての無線規格に対
する高精度な回路検証が可能です。

RFIC/MMICデザイン（図13）

ADSは、スケマティックの入力からテープア
ウトやパッケージングまで、単一の環境にシー
ムレスに統合された、高度なシミュレーショ
ンツールを豊富に備えています。これらのツー
ルを使用すれば、製造前に、RFIC/MMICが最
終パッケージですべての仕様を満たしている
ことを確認できます。

主要MMICファンドリーがオールインワンのフ
ロントツーバックADS PDKを提供していま
す。また、SiGe/BiCMOSおよびCMOS-SOI 

PDKも豊富に用意されています。

RFモジュールのデザイン（図14）

Keysight EEsof EDAは、RFモジュールのデザ
インソリューションの市場およびテクノロ
ジーのリーダーとして、信頼性の高いRFモ
ジュールをデザインするのに最適な協調設計
プラットフォームおよび手法を提供していま
す。ADSは、予期しない寄生成分が原因でデ
ザインに不具合が生じるリスクを低減するの
に最適な方法を提供します。

RFボードデザイン

ADSのボード・デザイン・ソリューションは
実証済みで、回路／電磁界／システムレベル
のデザインに対応する非常に正確なモデルと
シミュレーションテクノロジーを備えていま
す。また、豊富なシンセシス機能により、他
の方法をすばやく調べ、RF性能、パーツ数、ボー
ド面積のバランスをとることも、コンポーネ
ントの作成と市販品の購入の費用効率を評価
することも数秒以内にできます。

ADSの正確なモデルライブラリは、さまざま
なシミュレーションドメインをサポートし、
さまざまなアプリケーションに対応していま
す。初期のシステムレベルのデザイン時に利
用するビヘイビアモデルは、データシート、
測定値、あるいはシミュレーション結果から
抽出できるパラメータを利用できます。ADS

の信頼性の高いレイアウト・アートワーク・
トランスレーターは、RFボードデザイナーの
PCボードの製造へのスムーズなハンドオフを
保証します。

最も洗練されたソリューション

高周波／高速アプリケーションに対応する業界最高のツール

図13.　ADSには、スケマティックの入力からMMICの製造／パッケージングまで、高度なシミュレーションツー
ルがすべて単一の環境にシームレスに統合されています。

図14.　ADSは、RFモジュールの信頼性の高いデザイ
ンを実現するのに最適なソリューションと手法を提
供しています。
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シグナルインテグリティー／パワーインテグリティー用のシームレスに統合された 
ワークフロー
今日の高速PCBの設計上の問題の 
解決
デジタル信号が数ギガビット／秒の速度に達すると、
予測できないことがよく起こります。キーサイトの
シグナルインテグリティー (SI)/パワーインテグリ
ティー (PI)ソリューションはEDAデザイン／シミュ
レーションツールを備え、マルチギガビットデジタ
ルPCBの設計上の問題を簡単に解決できます。ADS
は、シームレスなワークフローに業界最高のタイム
ドメイン／周波数ドメイン・シミュレーション・テ
クノロジーを搭載し、SI/PIの問題を解決し、規格に
準拠したデザインを実現します。

図6.　ADSは業界最高のチャネル・シミュレーショ
ン・テクノロジーを搭載しています。

最先端のチャネル解析
キーサイトのADSなどのツールを使用すれば、以下
が可能です。

 – チャネル、回路、レイアウトの抽象化レ
ベルでモデリングすることにより、チッ
プ間リンクを正確に解析できます。

 – 特許取得済みのCausality/Passivityアル
ゴリズムを使用すれば、周波数ドメイン
のSパラメータモデルをタイムドメイン回
路／チャネルシミュレーションに正確に
インポートできます。

 – チャネルシミュレータの統計モードや
ビット・バイ・ビット・モードを使用す
れば、超低BER等高線を数日ではなく、
数秒で求められます。

 – IBISフォーマット（従来のフォーマットと
AMIフォーマットの両方）やネットリスト
フォーマット（Keysightキーによって復号
化／暗号化）のトランシーバーモデルをイ
ンポートできます。

 – IBIS AMIモデルを数か月ではなく、数日
で作成できます。

図7.　SIProでは、コンポジット電磁界テクノロジーの採用により、大規模で複雑なPCBの高速シミュレーショ
ンと高速データリンク用の正確なモデルの抽出をすべてADS内で実行できます。

レイアウト後の高速かつ正確な電磁界解析

ADSには、マルチギガビットリンクを備えた大規模で複雑なPCBデザインをシミュレートするの
に必要な確度、速度、能力を備えた革新的な電磁界テクノロジーが採用されています。ADSの
SIProおよびPIPro電磁界シミュレータを使用すれば、以下が可能です。

 – Cadence、Mentor、図研などのPCBツールからポストレイアウトアートワークをインポート
して、パワーインテグリティーやシグナルインテグリティーの電磁界解析が行えます。

 – ネットドリブンの操作性により、SI解析とPI解析を同じ環境で簡単にセットアップできます。
 – 信号結合、理想的でないグランド／電源プレーン、ビア結合の影響など、高速リンクの正確
なSパラメータモデルを抽出できます。

 – PI解析を実行して、DC IRドロップ、ACインピーダンス、電源プレーン共振を評価できます。
 – 電磁界ベースのSI/PI解析の結果に基づいて、ADS内でスケマティック・テスト・ベンチを自
動的に作成できます。

図8.　ADSのPIProは、DC IRドロップ解析、ACインピーダンス解析、電源プレーン共振解析など、電源分配回
路のパワーインテグリティーの解析機能を備えています。
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統合ソリューション

デザインプロセスの統合を実現

デザインフローの統合： 
成功のためのパートナー

Keysight EEsof EDAは、主なEDAベンダーお
よびフレームワークとの連携により、より高度
なソリューションを提供しています。オープン
で柔軟なADS環境は、さまざまなデザインフ
ローをサポートしており業界標準のフォーマッ
トの使用だけでなく、Cadence、Mentor、図
研のフローをベースにしたデザインフローを
サポートしています。キーサイトのパートナー
の数は増え続けており、統合環境で機能する
クラス最高のツールとテクノロジーを協力し
て提供するための連携を深めています。

ADSボードリンク：次世代のPCB 
統合ソリューション

ADSボードリンク(ABL)は、ADSとPCBエン
タープライズツール間でのレイアウト、スケ
マティック、ライブラリの双方向インタフェー
スを提供し、ライブラリ、テクノロジー情報（単
位、分解能、レイヤー、用途、サブストレート）、
デザインデータのインポート／エクスポート
をサポートしています。ABLを用いたツール
間のデザイン転送は忠実度が高く、すべての
データと元のオブジェクトが維持されます。

VirtuosoシリコンRFIC 
スケマティックの相互接続（図16）

 – Virtuosoとの双方向のスケマティックの
相互接続が可能

 – VirtuosoのスケマティックをADSに移動
してRF性能をシミュレート可能

 – ADSでフロントエンドのデザインを行い、
Virtuosoでレイアウトが可能

図16.　ADSを使用すれば、Cadence Design System社のVirtuosoソフトウェアで作成したデザインを編集／シミュレートできます。

保存／オープン 保存／オープン

オープン・アクセス・ 
レイアウト・ビュー
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Xパラメータにより迅速なデザインの
最適化を実現

高周波／高速デザインでは、非常に簡素化さ
れたビヘイビアモデルを使用して複雑な非線
形回路をシミュレートする場合にシステムレ
ベルの不正確さを生じることが多くあります。
このような問題を、Xパラメータは解消できま
す。Xパラメータの使用により、測定とシミュ
レーションのいずれからでも、デザインチェー
ンを通して非常に正確な非線形モデルを作成
でき、システムレベルの性能を迅速かつ正確
にシミュレート／最適化できます。

ワイヤレス・ベリフィケーション・ 
テスト・ベンチ(VTB)

VTBは、最新の高度なマルチバンド／広帯域規
格（LTE、LTE-A、802.11ac）に対応した回路
デザイン検証ソリューションで、非常に簡略
化されたユーザーインタフェースが搭載され
ています。VTBとその基礎となるシミュレー
ションテクノロジーは、SystemVueのデータ
フロー・シミュレーション・テクノロジーを
ベースにしています。SystemVueを利用する
ことで、システム設計者は、回路設計を行う
ADSユーザー向けに、既存規格のみならず、
カスタムVTBも提供可能です。

測定システムへの簡単なリンク

ADSと測定器の連携により、バーチャルのソ
フトウエアと現実の測定器との間でシームレ
スにデータを共有することができます。設計
者はデザイン上のトレードオフや、仮定をシ
ミュレーション上で解析／検証し、その結果
を実際の測定器で利用可能です。

キーサイトのEDAツールや測定システムとのシームレスな統合

ADSで 
測定／生成した 
Xパラメータを 
使用して 
デザイン／ 
シミュレート

キーサイトのNVNAを使用
してXパラメータを測定

ADSで測定したXパラメータ
をシミュレート

概念実証 
ボトムアップ検証
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キーサイトのEDAエキスパートによるワールドワイドのテクニカルサポート

キーサイトはお客様の満足をお約束します。
適切なソフトウェア、サポート、コンサルティ
ングソリューションを提供し、エンジニアリ
ングの生産性向上と長期的な成功に貢献しま
す。製品をご利用になるのが初めての場合で
も、長くご利用いただいている場合でも、
Keysight EDAのカスタマーサポートがそれぞ
れのお客様に最適なサポートをいたします。

重要なソフトウェアアップデート

Keysight EDAでは、デザインソフトウェアの
機能拡張およびアップグレードを定期的に
行っています。重要なアップデートには、新
機能、ユーザーインタフェースの機能拡張、
不具合修正、サービスパック、今日のデザイ
ンニーズに対応するための最新のアプリケー
ションサンプルが含まれます。最新のソフト
ウェアテクノロジーをアップデートしてご使用
いただくと、最大限の生産性を維持できます。 ウェブベースのサポート

Keysight EDAサポートウェブサイトのナレッジセンターは、24時間いつでもご利用いただけるデ
ザイナー向けのリソースです。ナレッジセンターにはアプリケーションのサンプルやドキュメン
トを補足するために、サポートエンジニアが作成した数千のサポートドキュメント、数百のダウ
ンロード可能なサンプルがあります。以前にリリースされたソフトウェアバージョンのアップデー
トも、ナレッジセンターでダウンロードできます。Myナレッジセンター機能を使用すれば、オン
ラインサポートの案件、関連する不具合、機能拡張のリクエストを送信／管理できます。ナレッ
ジセンターには、無料の技術情報セッションや入門用のeラーニング・ショート・コースもありま
す。ナレッジセンターにアクセスするには、有効なサポート契約が必要です。

トレーニング

デザイナーは、Keysight EDAツールをすぐに設定でき、デザインへの適用方法を十分に理解する
ことができます。キーサイトでは、ラーニングウィーク、オープン・エンロールメント・クラス、
社内／オンサイトでのカスタムコースなどを提供しています。

プレミアムサービス

プレミアムサービスは、通常、オンサイトで提供され、お客様のチームがKeysight EDAツールを
独自のIT/デザイン環境やアプリケーションで使用できるように支援します。キーサイトのコンサ
ルタントが、デザインの目的に応じてKeysight EDAツールを構成／使用／カスタマイズできるよ
うに支援します。プレミアムサービスは、適切なデザインフローを実現することにより、デザイナー
の生産性の向上と市場投入までの時間の短縮に寄与することを目的としています。

コンサルティングプロジェクト

外部の専門家を利用することにより、お客様の要件やニーズを満たすターンキーソリューション
を構築し、市場投入までの時間を短縮することができます。キーサイトは、お客様のニーズを徹
底的に評価した上で、提供可能なコンテンツ、納品スケジュール、お客様の要件に応じたカスタ
ムソリューションを構築するための諸条件などを掲載した作業明細書を作成します。www.keysight.co.jp/find/eesof-support 
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ADSは、便利でお得なバンドル製品だけでな
く、より柔軟性の高い環境とエレメント機能
ブロックを組み合わせてご注文いただくこと
も可能です。

ADS環境＋エレメント

最適なADSパッケージを柔軟に構成できます。
ADS環境と以下の個々のエレメント機能ブ
ロックを組み合わせてご注文いただけます。

ADSコア環境

 – W2200 ADSコア
 – W2201 ADSコア＋レイアウト

電磁界シミュレーションエレメント

 – W2341 Momentum G2

 – W2343 Momentum Turbo

 – W2342 FEMシミュレータ

回路／システム・シミュレーション・
エレメント

 – W2300ハーモニックバランス
 – W2301 Circuit Envelope

 – W2306リニア・シミュレータ・エレメ 

ント
 – W2349電気-熱シミュレータ
 – W2361 Keysight Ptolemy

 – W2362 RF Architect & Synthesis

モデル／ライブラリエレメント

 – W2304 Verilog-AMSコンパイラ
 – W2305 Xパラメータジェネレータ
 – W2363マチュア・ワイヤレス・ライブ 

ラリ
 – W2364 2G/3Gワイヤレスライブラリ
 – W2365ワイヤレス・ネットワーク・ライ
ブラリ

 – W2366統合ワイヤレスライブラリ
 – W2367 WiMediaワイヤレスライブラリ
 – W2368 3GPP-LTEワイヤレスライブラリ
 – W2369 WVANワイヤレスライブラリ
 – W2371アジアDTVワイヤレスライブラリ

ADSの製品構成およびオプションの概要

今必要なものだけを購入し、ニーズの変化に応じて、拡張可能
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高速デジタルデザイン

 – W2302トランジェント＋チャネルシミュ
レーション

 – W2307コントロールド・インピーダンス・
ライン・デザイナー

 – W2312トランジェント分散コンピュー
ティング8パック

 – W2309 DDR BUSシミュレータ

その他の推奨製品

 – W2401 EMProコア環境
 – W2402 EMProコア＋FEM

 – W2404 EMPro Core＋FEM＋FD-TD

コンプライアンス・テスト・ベンチ

 – W2350 DDR3コンプライアンス・テスト・
ベンチ

 – W2351 DDR4コンプライアンス・テスト・
ベンチ

 – W2352 PCI Expressコンプライアンス・
テスト・ベンチ

 – W2353 USBコンプライアンス・テスト・
ベンチ

 – W2354 100G Ethernetコンプライアン
ス・テスト・ベンチ

ADSの製品構成およびオプションの概要（続き）

今必要なものだけを購入し、ニーズの変化に応じて、拡張可能
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