Keysight Technologies EEsof EDA
W1719 SystemVue
RFシステム・デザイン・キット
Data Sheet

Keysight W1719は、 高 速 非 線 形Xパ ラ メ ー タ（ADS）やFast Circuit Envelopeモ デ ル
（GoldenGate）をデータフロー環境に組み込むことにより、ベースバンドアルゴリズムを含
む物理層全体のシステムレベルでの検証を実現します。
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W1719 RFシステム・デザイン・
キットは、SystemVue環 境 の
オプションで、 革 新 的 なRFシ

ステム・レベル・シミュレーシ
ョン・エンジンを追加します。
Keysight ADSやGoldenGate
で作成されたデザインのボト
ムアップ検証リンクも備え
て い ま す。W1719は、 シ ス
テムレベルの速度や使いや
す さ を 犠 牲 に す る こ と な く、
SystemVueメイン・データフ
ロー・モデリング環境のRFモ
デリング確度を高めます。本
来専用のRFシステム・アーキ
テクチャー・ツールでもあり、
「必要十分なRF」が欲しいシス
テム／ベースバンドアルゴリズ
ム設計者を対象にした簡単な
「RFブリッジ」でもあります。
W1719は、次の2つの設計者グループのデータフ
ローギャップを埋めることができます。
– RFシステム設計者

W1719を使用すれば、スプレッドシートや

– ベースバンドアルゴリズムや
システムレベルの物理層設計者

W1719は、正確で高速な使いやすいRFデザ
イン・フロー・ブリッジを提供するだけで
な く、 多 言 語 モ デ リ ン グ 環 境 と し て の

SystemVueの 汎 用 性 も 備 え て い ま す。
W1719を使用すれば、ベースバンドやシス
テムレベルの設計者は、RFドメインに関す
る豊富な知識、ツール、ライセンスがなく
ても、実際のトランジスタレベルの実装に
基づいた高確度のモデルを使用することが
できます。RFモデルをデータフロードメイ
ンで使用したり、共通のツールセットを使
ってデザインチーム内でのデータ共有が可
能です。

W1719は、プロジェクトのリスクを高めること
なく、現在の高度な無線／防衛ソリューション
における過剰なデザインマージンを削減するた
めに必要な、RF確度、トラブルシューティング
診断、エンタープライズRFデザインフローから
の超高速モデリングリンクなどを提供します。
高いリニアリティー、広い帯域幅、難解なアル
ゴリズムが必要な物理層システムに不可欠です。

主な特長
– Spectrasys：周波数ドメインのRFシステム・
アーキテクチャー・シミュレータです。回
路ツール、タイム・ドメイン・シミュレー
タ用の演算ベースのブロックセット、ベン
ダの「計算機」アプリケーション、スプレ
ッドシートなどより強力なシミュレーショ
ン機能を備え、グラフィカル・ユーザー・
インタフェースを対話形式で使用できま
す。また、数十種類の予めプログラムされ
た測定の中から選択したり、グラフを直接
対話形式で操作することができます。
– RFリンク：高速の自動データフロー・モデ
リング・ツールです。システムレベルのデ
ータフローシミュレーションで周波数ドメ
インのSpectrasysブロックダイアグラムを
そのまま使用することができます。複数の
アップ／ダウンコンバートステージ、スペ
クトラム反転、複数のI/Oポート、ベース
バンド／変調搬送波ポート、熱雑音／位相
雑音のスペクトラム密度、バンド内の周波
数／パワー依存性などを考慮できます。
– ADS Xパラメータのサポート：回路レベル
の非線形Xパラメータをシステムレベルで
使用して、ADSのデザインやベンダ提供の
部品測定データのボトムアップ検証をすば
やく実行することができます。複素インピ
ーダンス負荷、高調波、バイアス、パワー

他の解析手法では特性を評価することが困

／周波数依存性などを考慮できます。1ト

難または不可能なRF/アナログ効果を短時

ーンで測定したXパラメータでも、マルチ

間で診断できるので、より優れたRFシステ

トーンでの大信号解析の精度をより向上さ

ムの作成、プロジェクトのリスクの軽減、

せることができます。

時間やプロトタイプ作成コストの削減が可

– GoldenGate "Fast Circuit-Envelope"モデル：

能です。また、RFアーキテクチャーツール

SPICEよりもシステムレベルでの無線SoC/

としては、ADSやGoldenGateの実装に基づ

RFICトランシーバーの検証を最大で1,000

いたモデルをベースバンドアルゴリズム、

〜 100,000倍高速化します。周波数変換、

リファレンスIP、テスト機器に接続するこ

周波数／パワー依存性、メモリ効果を考慮

とによって検証ループを閉じることができ

できます。これらは、高速に実行されるた

るので、高度なRF-DSPパーティショニン

め、コード化LTE BER/スループットシミュ

グやモデルベースの検証を実現できます。

レーションを実行したり、Keysight 89600B

VSAでリアルタイムに復調できます。
– WhatIF：マルチバンド無線フロントエンド
に対応するRF周波数プラニングユーティリ
ティーです。
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YouTubeビデオ
チュートリアル

W1719 RFシステム・デザイン・キットにつ
いて短時間で学ぶことができる、チュート
リアルやデモがいくつかあります。
– RFリンク機能を使用したRF効果の
ベースバンドDSPへの組み込み
– システムレベルのデザインでのアナロ
グ/RF Xパラメータモデルの使用
– Spectrasysの最新RFICトランシーバー
アーキテクチャーへの適用
– RFIC検証用のFast Circuit Envelope
モデル

W1719 RFシステム・デザイン・キットの対象者
トップレベルのシステム設計者
W1719を使用すれば、高度なベースバンド/RFパーティショニングが可能なので、両方の領域のマー
ジンを同時に識別して削減することができるだけでなく、アーキテクチャーやアルゴリズムからハー
ドウェアのテストまで、プロジェクトのライフサイクルを通して連続したBB-RF同時検証が可能です。
さまざまな抽出レベルでIPとの相互運用性を確保しながら、ゼロIF、リーケージ成分、非50 Ω終端、
その他のRF効果を考慮することができます。

ベースバンドDSP/演算/C++開発者
独自のRFリンク機能により、ベースバンド設計者は、RFに関する詳細な知識がなくても、RFシステム
をSystemVue DSP環境で直接再利用できます。アナログ/SPICEオーバーヘッドによって大きな計算負荷
がかかることも、互換性のないフォーマットやスプレッドシートの問題もありません。RFブロックセ
ットを使用したことはあっても、不適切なタイム・ドメイン・シミュレータで使用していたという場
合には、SystemVueとW1719オプションをすぐにお試しください。

RFシステム設計者およびスプレッドシートのユーザー
詳細な診断解析、高速化、ダイナミックレンジの拡大、確度の向上を実現できるだけでなく、スプレ

http://www.keysight.co.jp/ﬁnd/eesofsystemvue-video

ッドシート、データフローシミュレータ、総当り方式の回路シミュレータ（SPICEやハーモニックバラン
スなど）よりはるかに簡単な使用モデルが得られます。他社が逸してしまう機会を探り、実用的なシス
テムをすばやく提案することができます。さらに、実際の変調、ベースバンドコード化／デコードに
よる検証、エンタープライズ・デザイン・フローへの直接接続、測定器へのアクセスをすべて、同じ環
境で行うことができます。

作業グループ、1人のパワーユーザー
SystemVueは、レイヤ1通信または航空宇宙／防衛の他分野にわたるデザインチーム向けのエレクトロ
ニック・システム・レベル
（ESL）
デザインフローを統合するだけでなく、1人で複数の作業を行う小規模
な組織のニーズに対応するコストパフォーマンスの高い統合プラットフォームを提供します。さらに、

RFエンジニアの責任がRFだけでなく、物理層全体にまで拡大している場合は、SystemVueを使用する
ことにより、リニアライゼーションや「スループット」などのリンクレベルの特性を高めることがで
きると同時に、ベースバンドハードウェアのデザインフローを使用することもできます。
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図2. W1719 RFシステム・デザイン・キットは、SystemVueの追加オプションです。データフロー
シミュレータを単独で使用するよりも詳細な解析やRFデザインフローへの接続を実現します。
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Spectrasys：RF設計者

向けブロックレベルの
RFシミュレータ

RFシステム・デザイン・キットを使用すれば、
RFシステム設計者は、アナログ効果を考慮しな
がら、RFシステムの性能をワンクリックでグラ
フィック診断でき、時間を短縮できます。その
鍵となるのが、Spectrasysシミュレータです。

Spectrasysは、アナログ効果を完全に見落として
しまったり、問題の切り分けや診断を非常に難
しくしている、スプレッドシート、演算/DSPエ
ンジン、回路シミュレータ、およびそれらのモ
デルセットの主要な制限を克服しています。こ
のため、RFシステムの設計者は、周波数プラン、
ボード領域、レイアウト、部品表、性能などの
仕様を固めてしまう前に、初期段階での誤った
アーキテクチャーを特定して修正することがで
きます。

100種類を超える定義済みのシステム解析、数十
種類のパワー／電圧ベースのビヘイビアモデル
が用意されており、RFシステムの設計作業専用
のグラフィックツールを使用できるので、自作
のコードの作成に時間を費やす必要はありませ
ん。高品質のデザインを短時間で作成できるの
で、プロトタイプの作成サイクル、コストのか
かるトラブルシューティング、プロジェクトの
リスクなどを低減できます。

WhatIF：RF周波数

図3. Spectrasysは、I/Q不整合、双方向伝搬、非線形性、周波数応答、リーケージ成分、DCからミ
リ波までのスペクトラム全体を考慮して、個々の信号や雑音要因をトラッキングします。これらを、
グラフから直接対話形式で数秒で調べることができます。

プランナー

W1719には、"WhatIF"周波数プラニングツール
も付属しています。WhatIFを使用すれば、無線
システムの設計者は、マルチバンドRFレシーバ
ーのフィルタリング／デザインマージンを最小
化してシステムの性能を最大限に高める中間周
波数（IF）を簡単に選択できます。対話形式のグ
ラフィカルな手法の採用により、解析に数週間
かかっていた周波数プラニング作業を半日に短
縮できます。同調帯域幅、スプリアス、相互変
調周波数などを考慮することができます。

Genesys Spectrasysとの

比較

W1719の機能のうちのベーシックSpectrasysシミ
ュレータとWhatIFユーティリティーは、Keysight
Genesys環境のオプションとしても使用できま
す。CWトーンを使用して性能を近似したり、信
号処理回路の比率が小さいアナログ/RF回路を
主に設計している場合は、Genesysバージョンの
Spectrasysを使用することもできます。
通信システムまたは、防衛システムのソリュー
ションにおいて、RFと信号処理回路の両方が含
まれているために、EVM、BER、スペクトラムリ
グロース、CCDFなどの変調解析が必要な場合や、
テスト機器、無線規格基準または対話形式のベ
ースバンドモデリングに接続する必要がある場
合、SystemVue環境にW1719RFシステム・デザ
イン・キットを追加するのが最適です。

図4. WhatIF周波数プラニングツールは、スプリアスのない最高の性能とシステムの複雑さの低減を
実現するIF周波数をすぐに表示します。
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構成
W1719 RFシステム・デザイン・キットは、すべてのSystemVue環境に追加できます。
W1719は、以下のバンドルには標準装備されています。
– W1464 SystemVue RF System Architect
– W1465 SystemVue System Architect
本製品にご興味があるパワーアンプの設計者の方には、以下の製品もお勧めいたし
ます。
– W1716 SystemVueデジタル・プリディストーション・ビルダ

SystemVueの詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
製品情報

http://www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue-rf-system-design-kit
製品構成

http://www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue-configs
30日間の試用版の請求
http://www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue-evaluation
ダウンロード

http://www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue-latest-downloads
参考ビデオ

http://www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue-videos
テクニカル・サポート・フォーラム

http://www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue-forum
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myKeysight
www.keysight.co.jp/find/mykeysight
ご使用製品の管理に必要な情報を即座に手に入れることができます。

www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue-rf-system-design-kit
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