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ギガビットの障壁をクリア

今日の高速デジタル・デザイナには、RF/マイクロ波効果を正確
にモデル化でき、シグナル・インテグリティだけでなく、シリア
ルやパラレルのチップ間データ・リンクのパワー・インテグリ
ティ、EMC、EMIも解析できる、EDAツールが必要です。

デジタル・エンターテインメント／情報伝送に対する需要の伸び
により、ルータ、サーバ、マス・ストレージ・システム、PCな
どの高速システムへのニーズが高まっています。これらの高速シ
ステムでは、内部のチップ間接続が、パラレル・バスからシリア
ライザ／デシリアライザ（SERDES）を用いたシリアル・リンクへ
の移行が進んでいます。シリアル・リンクには、パラレル・バス
のようなクロック・スキューがなく、ライン数が少ないという利
点がありますが、ビット・レートを大幅に増加させる必要があり
ます。データ・レートが1 Gbpsを超え、伝送時間が1ビット周期
より長くなると、シグナル・インテグリティが重要な問題となり
ます。このような条件下では、これまで高周波RF/マイクロ波エ
ンジニアリングでしか見られなかった高速アナログの影響によ
り、信号品質が損なわれ、リンクのビット・エラー・レートが上
昇する可能性があります。

Keysight EEsof EDAでは長年、RF/マイクロ波の優れたシミュ
レータとしてAdvanced Design System（ADS）を提供していま
す。ADSは、RF/マイクロ波エンジニアリングでの回路解析や高
周波での信号障害の解決に広く使用されています。現在Keysight 
EEsof EDAでは、適切なシミュレータ、ライブラリ、機能を3つ
のADSバンドルとして提供しています。
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表1に示すこれらのバンドルは、
Infiniband、PCI Express、RapidIO、
DDR、HDMI、10 Gbpsイーサネッ
トなどの規格に対する完全な解析機
能を提供し、以下が行えます。

 – 個別コンポーネントを、それぞ
れの最も適切な抽象化レベル（リ
ンク・レベル、回路レベル、レ
イアウト・レベル）でコ・シミュ
レーションすることにより、チッ
プ間データ・リンク全体を解析
可能。

 – Sパラメータをトランジェント・
シミュレーションに正確にイン
ポート可能。

 – 超低ビット・エラー・レート
（BER）の等高線を数日ではなく、
数秒で作成可能。

これらの機能により、製品のデザイ
ン・サイクルが大幅に短縮されます。

以下のセクションでは、これらのバ
ンドルを構成する主要モジュールの
主な機能について説明します。

図1　クロック周波数の大幅な伸び出典：ITRS 2004Update to the SIA Roadmap
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さまざまな構成の高速デジタル・デザイン用ADSバンドルを提供

エレメント・モデルの番号と名前
W2210 ADS Core, Transient  

Convolution Bundled

W2211 ADS Core,  
Transient Convolution, Layout,  

Momentum G2 Bundled

W2200 Advanced Design System（ADS）Core ● ●

W2302 Transient Convolution Element ● ●

W2321 Layout Element ●

W2341 Momentum G2 Element ●
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以下の追加エレメントにより、
高速デジタル・バンドルの 
機能を拡張できます。

 – W2303 Verilog-A Element

 – W2304 Verilog-AMS Element

 – W2343 Momentum Distributed 
Computing 8-pack

 – W2312 ADS Transient 
Convolution Distributed 
Computing 8-pack

 – W2500 ADS Transient 
Convolution GT

 – W2401 EMPro Core

 – W2342 FEM Simulator Element

 – W2405 FDTD Simulator 
Element

 – W1714 AMI Modeling Kit

 – W1713 SerDes Model Library

図2　10 Gbpsバックプレーンの実測Sパラメータと、ADSコンボリューション・シミュレータの 
モデルから導出された「ラウンドトリップ」Sパラメータとの比較

W2211バンドルはpre-layout、post-layoutの両方の用途でお使いいただけま
す。W2210バンドルはpre-layoutでの解析に絞り、コストを抑えています。
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高精度タイムドメイン・コンボリューション シミュレータ

今日のチップ間通信のデータレート
はマルチギガビットに達しており、以
前よりSPICEで使われていた集中常数
の部品では十分に特性を表現できな
くなっています。扱う周波数が高くな
り、インピーダンス不整合、反射、ク
ロストーク、表皮効果、誘電損失など
を考慮する必要があります。

そのため、シグナルインテグリティ
に関わるエンジニアは、昔ながらの
SPICEを捨てる必要があります。

ADSのトランジエントコンボリュー
ションシミュレータは集中定数のモ
デルだけではなく、分布定数の伝送
線路や、Sパラメータ、電磁界解析の
モデルなど、高速信号を扱うプリン
ト基板の配線を表現できるモデルを
扱うことができます。

このトランジエントコンボリュー
ションシミュレータは、とてもユニー
クな特徴を持ち、単に高精度に解析
できるポイントツールではなく、
ADSでの解析環境に統合され、様々
な解析と組み合わせて利用できます。
たとえば、ひとつのチャネルをとっ
ても、回路モデルや電磁界モデルな
ど様々なレベルのモデルと一つの解
析で組み合わせて利用できます。

マルチコアプロセッサにも対応し、
大規模行列を高速に解く新しいソル
バも採用し、今までのトランジエン
トシミュレータよりも約3倍高速な解
析を実現。業界最速のシグナルイン
テグリティシミュレータです。さら
なる高速化が必要な場合には、
NVIDIA GPUカードの利用（W2500）
や、クラスタ環境での解析（W2312）
にも対応しています。

トランジェント・コンボリューション・エレメントには、 
タイムドメイン・シミュレータだけでなく、以下のような 
さまざまなシグナル・インテグリティ機能が含まれています。

 – Sパラメータから因果律を満たす受動タイム・ドメイン・モデルを作成す
るためのコンボリューション・メソッド（特許出願中）。

 – 他のツールとは異なり、ADSコンボリューションは、長い伝送ラインや損
失のある伝送ラインなどにも正しく対処可能。

 – 電源分配回路（PDN）の解析では、ハイブリッド・インパルス／有理関数モー
ドで、DC～数GHzの超微細周波数を作成可能。

 – ビット単位モードと統計モードのチャネル・シミュレータ 
（詳細は次ページ）。

 – BER等高線やバスタブ表示などのアイ・ダイアグラム解析を提供するアイ・
プローブ・コンポーネント。

 – 自動違反チェック機能を備えたアイ・マスク・ユーティリティ。

 – 自動タップ最適化によるイコライザのサポート。

 – 異なるデータ・レートでも複数のアグレッサ・ライン間のクロストークの
チェックが可能。

 – DDR3規格に対応するメモリ・バス・コンプライアンス・ツール。

 – アルゴリズミック・モデリング・インタフェース（AMI）を使って作成され
たSERDESモデルなど、IBIS I/O業界標準（ANSI/EIA-656）に準拠したトラ
ンシーバ・モデルの組み込み。

 – タイム・ドメイン・リフレクトメトリ・ツール。

 – キーサイトの測定器に採用されている実証済みのEZJIT Plusアルゴリズム
を使用したジッタ分離。

 – 測定／シミュレートしたSパラメータ・モデルを等価集中定数回路または
極／零点フォーマットに変換できる、広帯域SPICEモデル・ジェネレータ。

図3　PCI Express Gen 2のアイ・ダイアグラム密度等高線とマスク
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キーサイトのSystemVue ESLデータ
フロー・モデリング・ツール用の2種
類のアドオンにより、自動IBIS AMI
モデル作成機能付き（W1714 AMIモ
デリング・キット）またはなし（W1713 
SerDesモデル・ライブラリ）のシリア
ライザ／デシリアライザ（SerDes）モ
デルが提供されています。

これらのアドオンを使用すれば、
SerDes集積回路（IC）用の信号処理ブ
ロックをエレクトロニック・システ
ム・レベル（ESL）で最適化できます。
ア ル ゴ リ ズ ム を 設 計 す れ ば、
SystemVueによってIBIS AMIモデル
が自動的に作成されるので、「実行可
能なデータシート」として自由にユー
ザに配布することができます。この
ため、ユーザはチップのデザインを
システムに簡単に取り込むことがで
きます。

SystemVueを使用すれば、時間と労
力を節約できるだけでなく、チップ
間シリアル・リンクの次世代マルチ
ギガビット・トランシーバ（MGT）の
SerDesデザインを加速できます。ま
た、SerDesを組み込んだシステムで
発生する可能性のあるインターコネ
クト障害が存在する状態で、SerDes
信号処理ブロックを調査、実装、検
証することができます。ライブラリ
を使用することにより、PCI Express、
HDMIなどのシリアル・リンクの規格
団体の実環境性能要件以上の製品を
実現できます。

これらのアドオンには、SerDesのデ
ザイン／検証プロセスを加速し、測
定機能が強化された「ゴールデン・
リファレンス」モデルが付属してい
ます。このツールを使用することに
より、事後に不具合を評価するので

図4　SerDesモデル・ブロックは、いくつかの方法で指定できます。左側の標準的なFIRブロックのタップがオンになっているので、ステップ応答（青）は
実測データ（赤）と一致しています。これに対して、右側のブロックは、カスタム・コードを使って作成されています。

SystemVueを使用したSERDESモデリングとIBIS AMIモデルの作成

+
2 4 35

Input Output

BlindFFE

Coefficients=0;1;0.[T aps]
SamplesPerBit=16[SamplesPer Bi t

Gain=1[Gain ]ResponseType=Step Response
TimeStep=1e-12[sample_interval]

はなく、デザイン・プロセスの初め
から信頼できるキーサイトの測定に
関する専門知識を活用できるので、
実際のデザインが向上します。また、
パラメータ化されたリファレンス・
デザインとして使用して、実装ブロッ
クのテスト・ベクタを作成したり、
ギャップを埋めてフル・コード化さ
れた実用的なチップ間リンクを完成
させて、システム・レベルの性能を
モニタすることができます。

さらに、SerDesモデルライブラリに
は、ユニークな、光ファイバ通信用
ライブラリが含まれており、rack-
to-rackの光・電気リンクのモデル化
が可能です。AMIモデルとしてADS
に渡すことで、リドライバやリタイ
マをADSのチャネルシミュレータで
利用することができます。
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チャネル・シミュレータ

シグナル・インテグリティ・エンジ
ニアは、トランスミッタ、チャネル、
レシーバに最適な特性を選択するた
めに、デザイン空間の数千のポイン
トで超低ビット・エラー・レート
（BER）等高線を求める必要がありま
す。マルチコア・プロセッサと最新
の線形代数アルゴリズムを用いても、
トランジェント・シミュレーション
には非常に時間がかかり、数百万ビッ
トの場合で1日以上要します。

このようなニーズに対応するために、
長時間にわたるトランジェント・シ
ミュレーションが不要な2つのモード

従来のトランジェント・シミュレータとチャネル・シミュレータ（ビット単位モードと統計モード）
の比較

トランジェント（SPICEレベル）  
シミュレータ

チャネル・シミュレータ、 
ビット単位モード

チャネル・シミュレータ、 
統計モード

方法 すべてのタイム・ステップに対して 
キルヒホッフの電流則の修正ノード 
解析を適用

ステップ応答のビット単位の重ね 
合わせ

ステップ応答に基づいた統計計算

適用範囲  – 線形／非線形チャネル
 – ユーザ指定の有限ビット・ 
パターン

 – アダプティブ／固定イコライザの
タップ

 – LTIチャネル＋非線形オプトエレ
クトロニクス　リピータ

 – ユーザ指定の有限ビット・ 
パターン

 – アダプティブ／固定イコライザの
タップ

 – 非線形AMI Tx/Rxモデル

 – LTIチャネル
 – 無限ビット・パターンの確率特性
 – 固定イコライザのタップ
 – AMI Tx/Rxモデル（線形化）

1分間のシミュレーションでの
BERフロア

約10－3 約10－6 約10－16

メガビット・シミュレーション
時間（代表値）

25時間 12分 40秒

を新たに追加しました。チャネルの
トレース、ビア、ボンド・ワイヤ、
コネクタなどが線形時不変（“LTI”）で
あるという利点を活用することによ
り、タイム・ステップごとにトラン
ジェント・ソルバを強引に実行する
必要がありません。超低BER等高線
を数日ではなく、数秒で求めること
ができます。このため、超高速かつ
完全な「カット＆トライ」デザイン
空間探索が可能です。

さらに、パラメータ掃引や、変数組み
合わせのバッチモード解析では、分散
解析オプション（W2312 Transient 

Convolution Distributed Computing 
8-pack）を利用して高速な解析が可能
です。

下表では、従来のトランジェント・
シミュレータとチャネル・シミュレー
タ（ビット単位モードと統計モード）
の長所と短所を比較しています。

より詳しい情報は、white paper「IBIS 
AMIチャネル・シミュレーション・
フローを用いたSERDESデザインに
ついて」をご覧ください。

http://cp.literature.keysight.com/litweb/
pdf/5991-0894JAJP.pdf

図5　DQオーバシュート領域のDDR3 
コンプライアンス・ヒストグラム測定の
合否判定プロット 値

http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5991-0894JAJP.pdf
http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5991-0894JAJP.pdf
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TDR/TDT測定

タイム・ドメイン・リフレクトメト
リ（TDR）とタイム・ドメイン伝送
（TDT）は、ステップ信号をラインに
印加して、入射電圧波、伝送電圧波、
反射電圧波を比較することにより、
複雑な信号経路を評価する測定手法
です。伝送と反射の形状と極性から、
各不連続部におけるインピーダンス
変化の位置と性質に関する情報が得

られます。トランジェント・コンボ
リューション・シミュレータとフロ
ント・パネルのTDR機能を組み合わ
せると、非常に正確なTDR/TDT応答
を得ることができます。またコンポー
ネント・パラメータを調整すること
により、チャネル障害の原因を特定
することもできます。
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図6　2.5 Gbps差動チャネルのTDR/TDT応答

広帯域SPICEモデル・ジェネレータ
には、Sパラメータを集中定数や極／
零点に変換する機能があります。集
中定数モデルは、さまざまなタイプ

広帯域SPICEモデル・ジェネレータ

のSPICEシミュレータで使用できま
す。また広帯域SPICEモデルの抽出
時に受動性強制機能も利用できます。
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マルチレイヤ・インターコネクト・モデル

このライブラリには、最大40層のメ
タル・レイヤと、80種類の結合ライ
ンが含まれています。Momentumプ
レーナ電磁界シミュレータと比較す
ると、シミュレーション速度と確度
のトレードオフがあります。モデル
の実行速度はMomentumより高速で
すが、正確さはMomentumの方が優
れています。インピーダンス、損失、
クロストーク、遅延の効果は、2次元
電磁界ソルバによってモデリングさ
れます。

モデルには、周波数依存誘電損失に
加えて、高度な導体表面粗度モデリ
ングも含まれています。

マイクロストリップ／ストリップラ
インと比べた場合のマルチレイヤ・
インターコネクトの利点には、結合
ラインの数が多いこと、任意のレイ
ヤ上に配置できること、マイクロス
トリップまたはストリップライン演
算を自動計算できることなどがあり
ます。

0

-20

-40

-60
0 4 8 12 16 20

周波数（GHz）

図7　広帯域SPICEモデルは、RambusTMデバイスのオリジナルのSパラメータと正確に一致しています

図8　マルチレイヤ・インターコネクト・モデル
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ジッタ分離

シグナル・インテグリティ検証ツー
ルキットには、強力なジッタ解析機
能があり、シミュレーション結果と
実測値は非常によく相関しており、
さらにBER測定機能もあります。
ADSのジッタ・アルゴリズムは、キー
サイトの電子計測器で実績のある
EZJIT Plusをベースにしたものです。

図9　ADSのアイ・ダイアグラム・フロント・パネルを使用すると、Keysight測定器と同様のインタ
フェースを使って、アイ・ダイアグラムを計算できます。

図10　ADSには、デジタル信号に存在するすべてのランダム／デターミニステック・ジッタ成分を
解析するための強力なジッタ解析機能があり、正確なBERバスタブ・プロットも作成できます。この
機能は、キーサイトのリアルタイム・オシロスコープで実績のあるEZJIT Plusをベースにしています。
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IBIS I/Oモデル

I B I S（ I / O B u f f e r  I n f o r m a t i o n 
Specification）は、デジタル回路の入
出力をモデリングするための業界標
準仕様です。半導体メーカが、自社
のパーツのIBISモデルを作成し、IBIS
シミュレータで使用できるように配
布している場合があります。IBISシ
ミュレーションの速度は、SPICEモ
デルよりも高速です。IBISモデルを
使用すると、メーカが提供する情報
を使用して、集積回路のI/Oバッファ
の非線形効果をより高速かつ正確に
モデリングできます。またKeysight
では、EIA IBIS委員会の新しい規格の
策定に参加し、常に新しい規格に対
応した、最新のKeysight EEsof EDA
ツールを提供しています。

最近の追加機能として、プリエンファ
シス、イコライゼーション、CDRな
どのSERDES信号処理ブロックのベ
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図11　受信したオンチップ・タイム・ドメイン波形とそのソース波形の比較

図12　IBISモデル・パレットと、IBISモデル、パッケージ・トレース、ASICおよびSパラメータ・モデルに基づいたノンリニア・トランジスタのタイム・
ドメイン・シミュレーションが示されたスケマティック

ンダ固有のICモデル用のアルゴリズ
ミック・モデリング・インタフェー
ス（AMI）の追加があります。
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電磁界（EM）シミュレータ

Momentumは、正確なインターコネ
クト解析に使用される3次元全波多層
電磁界（EM）シミュレータです。任意
のプレーナ・デザイン形状（マルチレ
イヤ・トレースとビアを含む）に対し
て、結合と寄生成分を含む複雑な3次
元電磁界効果を正確にシミュレート
できます。高精度の電磁界シミュレー
ションにより、シグナル・インテグ
リティを改善でき、製造された製品
がシミュレーション通りに機能する
ようになります。

Momentum RFは、Momentum EM
エンジンの準静的モードです。
Momentumの通常のマイクロ波ソル
バ・テクノロジーよりもシミュレー
ション時間を短縮でき、確度の低下
もありません。特に大規模で複雑な
ストラクチャおよび全波電磁界結合
（アンペールの法則と変位電流）を考
慮する必要がない場合に適していま
す。もちろん、RF（準静的）とマイク
ロ波（全波）のどちらのモードでも、
伝導結合が考慮されます。

さらにレイアウト・コンポーネント
を使った電磁界／回路コ・シミュレー
ションにより、電気解析ドメインと
レイアウト解析ドメインの境界がな
くなります。ADSでは、レイアウト・
コンポーネント・テクノロジーを使
用して、レイアウト・デザイン・ビュー
とスケマティック・デザイン・ビュー
の両方で使用できるレイアウト・コ

ンポーネントをアートワークとポー
トを定義した後、ボタンを1回クリッ
ク す る だ け で 生 成 で き ま す。
MomentumはADSデザイン・フロー
に統合されているので、シミュレー
ションのセットアップ時間を短縮で
き、デザインの生産性が向上します。

Momentumは主に多層形状に使用さ
れますが、未知数をボンド・ワイヤ
当たり1個だけ追加するボンド・ワイ
ヤ・モデルもあります。また、MLM
ライブラリと同じ周波数依存誘電損
失／導体表面粗度機能を備えていま
す。これまでの世代のパワー・イン
テグリティ・ツールとは異なり、ソ
リッド・パワー／グランド・プレー
ンを仮定しないMomentumでは、多
数の穴のあるプレーンを持つPDNを
解析できます。SI/PIアナライザ・ウィ
ザードを使用すれば、従来の多角形
単位の手法を補強するネット・ベー
スの接続指向の手法を用いて、シミュ
レーションを簡単に設定できます。
ADSでのPIワークフローでは、電磁
界ベースのPDNモデルにVoltage 
Regulation Module（VRM）、Chip 
Power Model （CPM）やパスコンなど
の集中定数回路・部品を組み合わせ
て解析できます。最適化では理想素
子を用いて変数を連続的に変化させ
ることもできますが、例えばMurata
などのフットプリント付の部品ライ
ブラリを用いて、現実の部品特性を
用いた最適化も可能です。

図13　ADS Momentumでのトレースと 
ビアのモデリング

キーサイトは、ADSで2つの電磁界シ
ミュレータを提供しています。これ
らのツールは、モーメント法と有限
要素法（FEM）を採用しています。

Momentumエレメント：最高の3次元プレーナ電磁界シミュレータ

ボンドワイヤの円弧、誘電体ブリッ
クなど、非多層形状に対する3次元電
磁界解析が必要なコンポーネントが
あります。FEMエレメントは、この
ような作業に最適です。デザイナは、
ADSレイアウト・ツールを使用する
か、 図 研CRやCadence Allegro、
Mentor Expeditionなどのサードパー
ティ製のエンタープライズ・ボード・
ツールからレイアウトをインポート
し、Momentum（モーメント法）また
はFEMエレメント（有限要素法）を使
用してレイアウトをシミュレートで
きます。

ADSプ ラ ッ ト フ ォ ー ム に 加 え、
EMProプラットフォームを使えば、
フル3次元のCADインタフェースを使
い、形状をパラメータ化。ADSでモ
デルを利用できます。また、ADSと
EMProのユーザ・インタフェースの
間で、FEMエレメントのライセンス
をやり取りすることができます。さ
らにEMProはFDTDでの解析にも対
応しています。

FEMエレメント：一体型のフル3次元電磁界シミュレータ

詳細または無料評価版については、
計測お客様窓口にお問い合わせ 
ください。

Keysight EEsof EDAの詳細については、 
以下をご覧ください。
www.keysight.co.jp/find/eesof

キーサイトのAdvanced Design System
のシグナル・インテグリティ問題への適
用については、以下をご覧ください。
www.keysight.co.jp/find/signal-integrity

キーサイトのADSシグナル・インテグリ
ティ・バンドルについては、以下をご覧く
ださい。
www.keysight.co.jp/find/eesof-si-products

キーサイトのシグナル・インテグリティ・
ソリューションの評価をご希望の場合は、
以下をご覧ください。
www.keysight.co.jp/find/eesof-si-demo-
software-request
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