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はじめに

EMPro（Electromagnetic Professional）は高速デジタル用コンポーネントやRF/マイクロ波コンポーネントの電磁
界（EM）効果を解析するための3次元モデリング／シミュレーション環境です。FEM（有限要素法）、FDTD（時間領
域差分法）の2つの解析手法を備え、業界最高のRF／マイクロ波／高速デザイン環境であるADSと統合できます。
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Keysight電磁界ソリューションの概要

図1.　キーサイトは、ADSデザインフローと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。 

EMProは、以下のような特長があります。

効率的な3次元ソリッドモデリング環境 

EMProは、任意の3次元形状を作成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。形状の修正、材質の定義・設定やPythonスクリプトを用いた
形状の生成などをすべてEMPro環境内で実行できます。

FEM（有限要素法）、FDTD（時間領域差分法）の2つの解析手法に対応

EMProでは、FEM、FDTDの2つのシミュレータを使って3次元形状を解析することがで
きます。FEMはRF/マイクロ波アプリケーションに広く用いられている周波数ドメインテ
クノロジーです。アンテナや一部のシグナルインテグリティ解析などの電気的に大きな
問題には、FDTDシミュレータを使用できます。また、FEM、FDTDは標準で16コアまで
のマルチコアCPUでの解析に対応しており、FDTDは更にGPUを使った解析を標準でサ
ポートします。

ADSとの統合

パラメータ化された3次元コンポーネントをEMProで作成して、ADSのレイアウトデザイ
ンに配置することができます。その後、ADS内の3次元FEMシミュレータを使用して2次
元レイアウトと3次元電磁界コンポーネントを組み合わせてシミュレートすることができ
ます。

EMPro環境 ADSプラットフォーム

FDTDシミュレータ
時間領域差分法

FEMシミュレータ
有限要素法

Momentumシミュレータ
モーメント法

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
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EMProのシミュレーション機能

電磁界シミュレーションの手法には数種類あり、それぞれに独自の利点があります。最も定評のある3次元電磁界シミュレーションテク
ノロジーはFEMとFDTDです。EMProには両方のテクノロジーが搭載されています。

FEM（有限要素法）

FEMは、ボンドワイヤ、円錐形ビア、はんだ屑／隆起などの任意形状の構造体に対応で
きる周波数ドメイン手法です。FEMは誘電体ブリックや有限の大きさのサブストレート
もシミュレートできます。  

FEMは、空間全体が何千ものより小さな領域に分割され、各サブ領域（要素）内の電磁界
が局所関数で表される3次元メッシングをベースにしたものです。幾何モデルが多くの四
面体に自動的に分割されます。1つの四面体は4つの正三角形で形成されます。この四面
体の集まりは、有限要素メッシュと呼ばれます。Keysight FEMシミュレータは、直接法
と反復法の両方のソルバ、1次と2次の両方の基底関数を内蔵しているので、幅広い問題
に対応できます。EMProとADSの両方で同じFEMシミュレータを使用できます。EMPro

はFEMのリモートシミュレーションと分散型周波数掃引をサポートしています。

FDTD（時間領域差分法）

FEMと同様にFDTDも空間全体の電磁界の3次元サンプリングをベースにしています。
FEMメッシュが四面体セルで構成されるのに対して、FDTDメッシュは通常、長方形（Yee）
セルで構成されます。FDTD法では、電磁界の値が時間ステップ中に更新され、構造体を
通って伝搬する電磁波が追跡されます。このため、1回のFDTDシミュレーションで、非
常に広い周波数レンジのデータが得られます。

FDTDは簡単で信頼性が高く、広範囲の線形／非線形材料やデバイスを扱え、アンテナの
デザイン、マイクロ波回路、生体電磁界効果、EMC/EMIの問題、フォトニックなど幅広
いアプリケーションの研究に使用されています。FDTDは並列処理ができるため、最新の
CPU（汎用プロセッサ）やGPU（グラフィックスプロセッサ）によるハードウェア処理に最
適です。EMProはまた、FDTDのリモートシミュレーションと分散型ポートシミュレーショ
ンをサポートしています。

FEM FDTD

周波数ドメイン法 タイムドメイン法
四面体メッシュセル 長方形メッシュセル
高Q形状に最適 広帯域アプリケーション、形状の遷移に最適
高速でマルチポートシミュレーションに対応 各ポートの追加シミュレーションが必要
行列解法ベース。電気的に小さな問題に最適 反復時間ステップベース。電気的に大きな問題に対して、メモリ消

費量が少ない
マルチスレッド。問題を分割して、マルチコアCPUで同時に実行
可能（16コアまで標準対応）

大規模マルチスレッド。問題を分割して、マルチコアCPUおよび 
大規模GPUカードで同時に実行可能（マルチコアCPUは16コアまで
標準対応、GPUも標準対応）

表1.  FEMとFDTDの簡単な比較
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EMProの代表的なアプリケーション

ICパッケージ

RFIC、モノシリックマイクロ波集積回路（MMIC）、高速IC、システム・イン・パッケー
ジ（SIP）はワイヤボンドやはんだ屑／隆起などのパッケージングの影響を直接受けます。
デザイナは従来、個別の3次元電磁界ツールでパッケージを解析して、その結果をIC/SIP

回路設計環境にインポートして解析する必要がありました。EMProを用いれば、ADSの2

次元回路レイアウトと組み合わせることができる3次元パッケージ形状を効率的に作成す
ることができます。このため、簡素化されたデザインフローで回路シミュレーションと3

次元電磁界シミュレーションを使用して、IC、パッケージ、ラミネート、モジュールの
協調設計が可能です。

多層RFモジュール

RFモジュールは通常、多層セラミックまたはラミネート誘電材料で作成され、レイヤ間
にはRFパッシブコンポーネントが埋め込まれています。無限の誘電体レイヤを仮定して
エッジ近接フリンジングを考慮しないプレーナ電磁界シミュレータでは、このような誘
電体ブリックの計算を正確に行うことはできません。埋め込みRFコンポーネントはRF回
路レイアウトマクロによりドローイングされるため、スタンドアロン型の3次元電磁界
ツールで再現するのは非常に時間がかかります。回路デザインフロー内に統合されたフ
ル3次元電磁界シミュレーションはこのようなアプリケーションに最適なソリューション
です。

RFコンポーネント

RFボードのデザインには高い周波数まで特性を評価する必要がある3次元コンポーネント
やコネクタが含まれます。共振子などのコンポーネントは周囲のプリント基板のトレー
スやビアとの相互作用の影響を受けやすくなっています。このような3次元コンポーネン
トをEMProで作成／シミュレートして、ADSのボードレイアウトと組み合わせることに
より正確な3次元電磁界シミュレーションを実現できます。

航空宇宙／防衛

FDTDシミュレーションは非常に高い能力を備え、航空宇宙／防衛アプリケーションでの
大規模な問題に対応できます。例えば、航空機搭載アンテナの配置を最適化してレーダ
断面積解析を実行するためにFDTDを使用できます。
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EMProの代表的なアプリケーション（続き）

PCBデザイン

データレートの高速化に伴い、PCBトレースの伝送特性を高精度に把握することが必要
になっています。通常このような解析には3次元プレーナ電磁界シミュレータADS 

Momentumをご利用いただいていますが、コネクタやパッケージ等の3次元形状が含ま
れる構造を解析する場合、Momentumでは解析できません。EMPro3次元電磁界テクノ
ロジーを利用して、シグナルインテグリティ解析、EMI/EMC解析などを実施することが
できます。

高速コネクタ

SATAやHDMIなどの高速コネクタはGbit/sのデータスループットに対応する必要があり
ます。コネクタ形状をEMProで作成し、特性を把握するだけでなく、FEMとFDTDの両方
のシミュレータで特性を相互検証することで、より信頼性の高い特性把握、モデル作成が
可能になります。作成したモデルは、ADSデザインキットに組み込んで高速シリアルチャ
ネルのシグナルインテグリティ解析やデザインに使用することができます。

ハンドセットアンテナ

携帯電話／ネットワーク製品の開発で極めて重要なデザイン作業は、アンテナの大きさ
を最小限に抑えながらアンテナの性能を最大限に高めることです。EMProは、電話の部品、
筐体、さらには人間の手や頭を含め、現実的な環境でアンテナをシミュレートすること
ができます。SAR（比吸収率）やHAC（補聴器互換性）などのコンプライアンステストを実
行することもできます。

EMI/EMC解析

さまざまなエレクトロニクス部品が小さなパッケージに詰め込まれるようになり、EMIの
問題が新製品の出荷を遅らせる主な原因となりつつあります。EMProを使用すれば、電
子回路や電子コンポーネントの放射性エミッションをシミュレートして、FCC Part 15、
CISPR 22、MIL-STD-461Fなどの一般的なEMC（電磁環境適合性）規格で指定されている
レベルにこれらのエミッションが収まっているかどうかを判定できます。
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EMProの環境

材料の定義

形状の作成

 ｰ EMPro環境では任意の3次元形状を作
成することができます。

 ｰ CAD環境から形状をインポートするこ
ともできます。サポートされているファ
イルフォーマットは、ACIS、IGES、
DXF、STEP、ProE、Sol idWorks、
ODB++などです。

 ｰ 大規模な材料データベースから3次元オ
ブジェクトにドラッグ・アンド・ドロッ
プするだけで、材料特性を3次元オブ
ジェクトに割り当てることができます。
材料特性は、1回割り当てると、後の
CADインポート用に記憶されるので迅
速なシミュレーション・セットアップ
が行えます。

メッシュの設定

 ｰ FDTDシミュレーションでは長方形
メッシュがオブジェクトの形状に基づ
いて作成されます。精度とシミュレー
ション時間を最適化するために初期
メッシュが自動的に作成されます。固
定ポイントメッシングではメッシュの
位置がオブジェクト境界に合わせて自
動的に調整されます。メッシュはさら
に確度と速度を最適化するために調整
することができます。

 ｰ 同様に、FEMシミュレーションでは四
面体メッシュが作成されます。自動適
応調整プロセスによりメッシュの速度
／精度が最適化されます。

または

仕様に基づいたドローイング

CADファイルのインポート

ポート／センサの設定

 ｰ 電圧源／電流源をオブジェクト上に配
置して信号源インピーダンスを定義す
ることができます。

 ｰ FDTDシミュレーションでは、外部平面
波源やガウスビーム光源を設定するこ
とができます。また、センサは近傍界
／遠方界電圧、電流、電磁界を検出す
るように設定できます。コンプライア
ンステスト専用のSAR/HACセンサを追
加することができます。

 ｰ 導波管ポートも設定できます。

または
内部ポートの定義 導波管ポートの定義

センサの定義

または
FDTDグリッド／メッシュの設定 FEMメッシュの設定
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EMProの環境（続き）

シミュレーションの設定

 ｰ FEMシミュレーションまたはFDTDシ
ミュレーションのどちらかを選択でき
ます。

 ｰ FEMの場合は周波数プランが作成され
ます。直接法ソルバと反復法ソルバを
使用できます。マルチコアCPUのマル
チスレッド機能を選択することができ
ます。（16コアまで標準対応）

 ｰ FDTDではマルチコアCPUまたはGPU
カードのマルチスレッド機能を選択す
ることができます。（16コアまで標準対
応。GPUにも標準で対応）

結果のポストプロセッシングと 
表示

 ｰ Sパラメータデータをプロットして他
のプロジェクトのデータと比較するこ
とができます。

 ｰ 切断面での電界強度の表示など電磁界
の高度なビジュアリゼーション機能が
搭載されています。

 ｰ 高度なポストプロセッシングやシミュ
レーションの自動化にもPythonスクリ
プト機能を使用することができます。

3次元電磁界コンポーネントの
ADSでの利用

 ｰ パッケージ、シールド、コネクタ、表
面実装コンポーネントなどの3次元形状
をADSライブラリとして利用でき、レ
イアウトとスケマティックの両方で、
ADSで作成した2次元レイアウトや回
路コンポーネントと組合わせて解析で
きます。

 ｰ EMProで部品の形状をパラメータ化し
たライブラリを作成し、ADS上でのパ
ラメータ掃引や最適化で利用すること
ができます。

 ｰ ADS上でもEMProと同じFEMシミュ
レータを利用でき、上記の解析を実現
します。

結果の表示

FDTD FEM

ADSライブラリへの 
エクスポート
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EMPro製品の構成

EMProはUIとシミュレータをバンドルした製品だけでなく、それぞれの機能を個別にご
購入いただくこともできます。 

EMProバンドルは以下から構成されています。 

 ｰ W2401 EMProコア環境（任意の3次元形状を作成してインポートできます）、 

 ｰ シミュレータエレメント（各エレメントには固有の機能があります）。 

EMProバンドル
EMProエレメント W2402B W2403B W2404B 

W2401 EMProコアエレメント √ √ √

W2342 Keysight シミュレータ 
エレメント

√ － √

W2405 Keysight FDTDシミュレータ 
エレメント － √ √

W2406 Complianceモジュール － √ √

W2344 3次元電磁界分散 
コンピューティング8パック － － －

W2344 3次元電磁界分散コンピューティング8パックは、W2342 Keysight FEMシミュ
レータエレメントとW2405 Keysight FDTDシミュレータエレメントの両方に対応してい
ます。実行するには、いずれか、または両方のシミュレータエレメントが必要です。

W2406 ComplianceモジュールはSAR/HACシミュレーションを実行するのに必要です。

W2342 Keysight FEMシミュレータエレメントはEMProとADSの両方で使用できます。

W2401にはCADインポートライセンスが付属しています。

W2342にはCPUマルチスレッドライセンス（16コアまで対応）が付属しています。

W2405にはCPUマルチスレッドライセンス（16コアまで対応）とGPUアクセラレーション
ライセンスが付属しています。
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