
Keysight EEsof EDA
Premier Communications Design Software



02 | Keysight | Premier Communications Design Software - Brochure

Keysight EEsof EDAは通信製品デザイン用のエレクトロニック・デザイン・オートメーション
(EDA)ソフトウェアの主要メーカーです。RF、マイクロ波、シグナルインテグリティー、パワー
インテグリティー、デバイスモデリング、信号処理デザインにおいて、キーサイトのシステム、
コンポーネント、物理レベルのデザインツールをベースにしたデザインフローを使えば、より良
い製品をいち早く実現することができます。携帯電話、無線ネットワーク、レーダー、衛星通信
システム、高速デジタル有線デザインなどのさまざまな製品において完全なデザイン統合が可能
です。アプリケーションとして、商用無線、航空宇宙／防衛市場向けのエレクトロニック・シス
テム・レベル(ESL)、シグナルインテグリティー、パワーインテグリティー、RF-ミックスドシグ
ナル、デバイスモデリング、RF/マイクロ波デザインなどがあります。ソフトウェアはキーサイト
の電子計測器と互換性があり電子計測器のデザインにも使用されています。

EDAソフトウェアバンドルはすべて、デザインフローや予算に合わせてさまざまなプランに柔軟
に対応できます。またデザインニーズが変化した場合は、必要に応じてシミュレータ、モデル、
ライブラリを追加することもできます。適切なソフトウェアとサポートの提供に努め、デザイン
の生産性向上と長期的な成功に貢献します。

図1.　Keysight EEsof EDAは、通信デザイン用のエレクトロニック・デザイン・オートメーション(EDA)ソフトウェアの主要メーカーです。

完全な設計フローを実現するEDA製品を提供

図2.　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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ADS(Advanced Design System)は、無線通
信／ネットワーク、航空宇宙／防衛、シグナル・
インテグリティー・アプリケーション用の業
界最高のRF/マイクロ波／シグナルインテグ
リティー／パワーインテグリティー・デジタ
ル・エレクトロニック・デザイン・オートメー
ション・ソフトウェアです。

Genesysは、回路ボード／サブシステムのデザ
イナー向けに開発された低価格で正確な使いや
すいRF/マイクロ波回路合成／シミュレーショ
ンソフトウェアです。

EMPro(Electromagnetic Professional)は、 
3次元電磁界シミュレーションとADS回路シ
ミュレーションソフトウェアを完全に統合し
た初の3次元電磁界(EM)シミュレーション・
ソフトウェア・プラットフォームです。

IC-CAP(Integrated Circuit Characterization 

and Analysis Program)は、DCおよびRF半導
体デバイスモデリングの業界標準です。高速デ
ジタル／アナログ／パワー RF回路設計アプリ
ケーションで使用される、正確でコンパクトな
モデルを抽出できます。

SystemVueは、エレクトロニック・システム・
レベル(ESL)のデザインツールで、システム設
計者やアルゴリズム開発者は、次世代の無線
通信システムや航空宇宙／防衛通信システム
の物理層(PHY)の技術革新が可能になります。

MBP(Model Builder Program)は、シリコンデ
バイスの柔軟な自動モデリングを実現するワン
ストップソリューションです。MBPは優れた
評価機能およびモデリング機能を内蔵し、モデ
リングストラテジーをカスタマイズするための
オープンインタフェースを備えています。

GoldenGateは、統合型ミックスドシグナル
RFICデザイン用の高度なシミュレーション／
解析ソリューションです。GoldenGate RFIC

ソフトウェアは、Cadence社のアナログデザ
イン環境(ADE)に完全に統合されます。

MQA(Model Quality Assurance)は、ファブレ
スデザイン企業、IDM、ファンドリー向けに
SPICEモデルライブラリの検証、比較、ドキュ
メント化のための総合的なソリューションとフ
レームワークを提供します。

HeatWaveは、ICおよびスタックダイSiP用の
デバイスレベルの電気-熱シミュレータです。
チップの3次元温度プロファイルを計算し、デ
バイスの温度を回路シミュレータに渡して、
回路シミュレータの熱に関する予測精度を向
上させます。

高性能低周波ノイズ・アナライザは、1/f（フリッ
カー）ノイズやランダムテレグラフ信号ノイズ
(RTN)の評価／解析用の最高のシステムです。

WaferPro Expressは、トランジスタや回路コ
ンポーネントなどの半導体デバイスのウエ
ハーレベルの自動測定を簡単に実行できる統
合測定プラットフォームです。

世界最高レベルの製品群 
通信デザインフロー全体を構築可能
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Advanced Design SystemはRF/マイクロ波／
シグナルインテグリティー／パワーインテグ
リティー・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・ソフトウェアで、IC、パッケージ、ボー
ドの協調設計が可能な、デザイン・シミュレー
ション・ソフトウェア環境を提供します。
ADSは、業界で最も高度なシステム、回路、
電磁界シミュレーション製品のスイート、お
よびノンリニアモデリング用のXパラメータ*

など、画期的なテクノロジーを他に先駆けて
実現しています。ADSは、真のマルチテクノ
ロジーデザイン環境を提供する業界で唯一の
ソフトウェアで、複数のICをラミネート／パッ
ケージPCBと組み合わせてデザインできます。
ADSはこれらの強力なツールをオールインワ
ンのフロントツーバック・デザイン・プラッ
トフォームにシームレスに統合しています。
コンセプトから製造までのすべてのステップ
に対応し、無線通信／ネットワークや航空宇
宙／防衛業界の主要企業で使用されています。

業界最高のテクノロジーを搭載 
さらにその先へ

ADSによりシミュレーションテクノロジーの
優れたスイートがいつでも利用できるように
なります。スイートには、Sパラメータ、AC

解析、ハーモニックバランス、高周波SPICE、
コンボリューション、Circuit Envelope、高速
チャネルアイパターン、Keysight Ptolemyシ
ステムデータフロー、Momentum 3次元プ
レーナー電磁界、FEMフル3次元電磁界有限要
素法など、さまざまな機能が揃っています。

ADSにより莫大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。特定のアプリケーションの回
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。DesignGuidesに優れたデザイナー
の経験やベスト事例がまとめられています。
これには、増幅器、フィルター、ミキサー、
RFシステムなどの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、詳しい手順が含まれ、すぐに
ADSの機能を利用することができます。

図3.　ADSは、無線通信／ネットワーク、航空宇宙／防衛、シグナル・インテグリティー・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・ソフトウェアです。

Advanced Design System(ADS)：最高のRF/マイクロ波／シグナルインテグリティー／ 
パワーインテグリティー・デザイン・プラットフォーム

ADSの主な特長

 – 使い勝手の良い回路図の環境とレイアウ
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 (Momentum)とフル3次
元電磁界(FEM)ソルバーを設計環境に統合

 – 正確で効率的な電気-熱解析により、温度
を考慮した回路シミュレーションを実現

 – 最先端ファンドリーと業界パートナーが
多数のプロセス・デザイン・キット(PDK)

を公開
 – Cadence、Mentor、図研などのPCB設計
ツールと設計フローを統合可能

 – 12種類の強力なオプティマイザー、リア
ルタイムのフィードバックとコントロール
を提供する最適化専用GUI(Optimization 

Cockpit)

 – 非線形高周波デザイン用に回路図および
キーサイトのNVNAからXパラメータモデ
ルを生成可能

 – 最新の無線規格のデザインや検証が可能
な最新ワイヤレスライブラリ

図4.　拡張統合3次元電磁界解析（有限要素電磁界掃
引、最適化、回路解析によるコ・シミュレーション
など）

キーサイトは世界有数のGaAs、GaN、InP、
SiGe、シリコンファンドリーと共同でADSの
RFIC/MMICデザイン用のプロセス・デザイン・
キットを開発／サポートしています。また、
すべての主要な表面実装コンポーネントベン
ダーが、さまざまなモデル（特にADS RF PCB

デザイン用）の最新のコンポーネントライブラ
リを提供しています。
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図5.　ADSの特長は、RF、シグナルインテグリティー、ミックスドシグナル、電磁界テクノロジーを1つの柔軟
な環境に統合していることです。

コンセプトから実装まで、デザインの最適化を加速

統合デザイン環境による生産性の向上

ADSは、回路／電磁界／電気-熱シミュレーション、最適化、データのポストプロセッシング、表
示、解析など、GaAs、GaN、SiGe、SOI、RF CMOS設計用のクラス最高のRF/マイクロ波デザ
インプラットフォームです。GaAsやシリコンMMIC、RFIC、RFモジュール／ラミネート設計の
レイアウトデザイン／検証にも対応しています(DRC/LVS)。さらにADSは、お客様固有のデザイ
ンフローにうまく適合するように他のEDAフレームワークと連携し、ADS測定器インタフェース
を使ってデザインと測定を1つに統合できます。

このソフトウェア環境は固有のデザイン／アプリケーションニーズに合わせて簡単にカスタマイ
ズできます。ADSはWindowsとLINUX上で動作し、プラットフォームとネットワーク全体で完全
なファイル互換性があります。

www.keysight.co.jp/find/eesof-ads

革新的なマルチテクノロジー機能

ADSの各種機能を使用すれば、個別設計また
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。

パワーエレクトロニクス

データ処理が対象である従来のエレクトロニクスとは異なり、パワーエレクトロニクスは電力処
理が対象であり、電力を発生させ、変換し、電源から負荷に送ります。このテクノロジーは、発
電／配電、自動車、民生用エレクトロニクスなど、さまざまな分野で使用されています。

SiCトランジスタやGaNトランジスタを活用する最新のスイッチングモードのコンバーターは、
dV/dtエッジが急峻なため、EDAツールに対して新しい考え方が求められています。従来のSPICE

だけでは、タイムドメインと集中定数素子に限定されるため、不十分です。また、性能を左右す
る可能性のあるレイアウトの物理的な影響は捕捉されません。ADSとEMProでは、集中定数素子
と分布定数素子の両方のタイム・ドメイン・シミュレーションと周波数ドメインシミュレーショ
ンが可能です。シミュレーションにより、詳細な解析が可能になり、効率などの重要な性能指標や、
サージ電圧によるデバイスのオーバーストレスなどの信頼性指標が得られます。
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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。

 – 特許取得済みの因果律／受動性アルゴリ
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の短時間でのシミュレー
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 EM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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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。EMProは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
ロジーを備え、業界最高の高周波／高速デザ
イン環境ADSと統合できます。EMProから、
ADSで解析できる3次元コンポーネントを作成
し、2次元レイアウト／スケマティックと協調
シミュレーションを行うことで、より高度で
効率的な設計を行うことができます。デザイ
ナーは最新のGUIを使って任意の3次元構造を
すばやく作成できるので、設計時間を節約で
きます。また、EMProでは高度なスクリプト
機能(Python Script)を利用でき、さまざまな
カスタマイズも可能です。

図10.　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により、このフローに3次元ソリッドモデリング環境が追加されます。

特長

最新の効率的な3次元ソリッド 
モデリング環境

EMProを使用すれば、任意の3次元構造を描
画したり、既存のCADファイルをインポー
トできます。3次元形状の作成、材料属性の
追加、シミュレーションのセットアップ、結
果の表示をすべてEMPro環境内で行えます。

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

EMProは任意の3次元構造を2種類の電磁界
ソルバーで解析することができます。FEM

ソルバーは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EMIなどの電
気的に大きな問題にはFDTDソルバーを使
用できます。

パラメータ化された3次元 
コンポーネント作成

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、
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：ADSデザインフローに統合された、3次元電磁界モデリング／シミュレーション 
環境

図9.　EMProは、さまざまな3次元電磁界モデリング／シミュレーションアプリケーションで使用されています。

アンテナ

EMI/EMC解析 航空宇宙／防衛

ICパッケージ RF/高速コネクタ

多層RFモジュール

www.keysight.co.jp/find/eesof-empro

FDTDシミュレータ FEMシミュレータ Momentumシミュレータ

 
 

 

EMPro環境 ADSプラットフォーム

FDTDシミュレータ FEMシミュレータ Momentumシミュレータ

EMProからの
パラメータ化された
電磁界コンポーネント

ADSからの
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
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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。

Keysight FEMシミュレータは業界で高い評価
を受けている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にも統合されているの
で、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、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 FDTDシミュレータは時間領域差分法
をベースにしています。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
解の処理中に大きなマトリックスを生成するの
に対し、FDTDは反復処理を行なってタイムス
テップごとにフィールドの値を更新します。

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。

Momentumシミュレータ FEMシミュレータ FDTDシミュレータ

キーサイトのさまざまな電磁界シミュレーションテクノロジー

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

SIProは、複合電磁界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の電源
分配回路(PDN)のパワーインテグリティー (PI)

の解析機能を備えています。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。
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SystemVue：構想から検証済みハードウェアまでの物理層システムデザインを最短パスで
実現

図11.　SystemVueにより、RF/ベースバンドのギャップを越えるトップダウンのシステムレベルデザイン手法
が1つにまとまり、主なデジタル/RFデザインフローと接続できます。「アナログ－デジタルディバイド」の上に
あるプラットフォームにより、優れたアーキテクチャーの作成が可能です。

SystemVueは、エレクトロニック・システム・レベル(ESL)デザイン用のマルチドメインモデリン
グ実装／検証ツールです。SystemVueを使用すれば、システム設計者やアルゴリズム開発者は、
従来のベースバンドとRFの境界を越えた、次世代の航空宇宙／防衛通信システムや無線通信シス
テムの物理層(PHY)の技術革新が可能になります。またSystemVueは、一般的なDSPのモデリン
グ／実装用インタフェース、正確なRF EDAツール、規格/IPリファレンス、テスト／測定器リン
クを統合することにより、操作を簡素化しています。このため、SystemVueは、RFにも対応し、
複数のドメインでモデルベースのデザインをリンクでき、物理層の開発／検証時間を大幅に短縮
できます。

主な利点

 – 今日のベースバンド／物理層環境の
中でもクラス最高のRF忠実度によ
り、RFを仮想化し、過剰なマージン
をなくすことが可能

 – テストとの統合に優れ、実環境での
動作確認の加速と、アーキテクチャー
から検証までのデザインフローの簡
素化を実現

 – 5G、レーダー、衛星など多くのアプ
リケーションに対応するIPリファレ
ンスデザインを提供

SystemVueの主な特長

 – RF/DSP協調デザインによる、優れ
たシステムレベルのパーティショニ
ング

 – C++、MATLABスクリプト、VHDL、
グラフィックブロックでの多目的モ
デリング

 – Xパラメータをサポートするディス
トーショントゥルー RFモデル

 – HDL(FPGA)とC++(DSP)用の固定小
数点およびハードウェア・デザイン・
キット

 – 4G/5G、レーダー／電子戦、衛星な
どに対応する物理層波形のリファレ
ンスライブラリ

 – シミュレーションとテスト／測定の
スクリプトによる統合

Spectrasysの主な特長

 – 正確なRFアーキテクチャーの解析、
動的なシステムレベルのシナリオで
再利用可能

 – システム性能の低下の根本原因を迅
速に診断可能

 – スプレッドシートと同様の簡単さで、
より多くの効果に対応可能

 – Xパラメータを使ったフルノンリニ
アRF/ノイズモデリング

図12.　SystemVueが提供するシステム・レベル・デザイン用ツールでは、主要なクロスドメイン機能が1つの
環境に統合されています。

www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue

RFシステムモデリング
MIMOチャネル
デジタルプリディストーション
(DPD)
検証テストベンチ(VTB)

5G、LTE-Advanced、NB-IoT、
無線LAN/無線PAN 802.11の
各バージョン、レーダー、
電子戦、SatComm、OFDM、
フェーズドアレイ

規格リファレンス

ベースバンドモデリング
MATLABアルゴリズム
固定小数点HDL/FPGA
Embedded C++
フィルター、EQ、モデム

実環境へのリンク
テスト機器テストソフトウェア

ESLデザインフロー

ベースバンド

アルゴリズム 
開発

ハードウェア 
実装

ベースバンド 
検証

RF/ミックスド 
シグナル検証

ハードウェア 
実装

RFシステム 
アーキテクチャー

RF/ミックスドシグナル

コンセプト

混合レベル

実装

優れた 

アーキテクチャー、 

早期統合、成熟

モデルベースの 

デザインフロー 

全体での共通 

テストベンチの 

再利用

システムアーキテクチャー
RFとベースバンドの分離

システムの動作検証
仮想ハードウェア／ソフトウェア統合およびテストRFとベースバンドの分離

システム検証
ハードウェア／ソフトウェア統合およびテスト
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GoldenGateはRF-ミックスドシグナル(RF-MS)デザイナーが回路の迅速なシミュレーション、仕
様の検証、複雑な高集積RFICの歩留まりの検証を行う際のフレームワークを提供します。ノイズ、
歪み、寄生成分など、最新のRF-MS ICデザインで遭遇するさまざまな影響を理解するために、ブ
ロック、ブロックの組み合わせ、すべての送受信チェーンを正確にシミュレートすることができ
ます。さらに、プロセス、不整合モンテカルロなどの業界標準の手法、およびキーサイト固有の
統計不整合／プロセス解析を使用して回路の製造可能性を解析できます。

これらのツールにより、Cadence社のアナログデザイン環境にシームレスに統合された、包括的
な回路シミュレーション／検証／解析手法が得られます。デザイナーは、スケマティックキャプ
チャー、テストベンチセットアップ、シミュレーション、解析をスムーズに移動し、テープアウ
ト前にデザイン性能と製造可能性を詳細に解析することにより、コストのかかるミスや再設計を
回避できます。

図13.　GoldenGateは、革新的なRFシミュレーション、実装RF回路のデザイン／解析／検証用のさまざまな場
面でご活用いただけます。

GoldenGate：RF-ミックスドシグナルICデザイン用の高度なシミュレーションおよび 
解析ソリューション

RFICデザイン／検証ソリューション

GoldenGateは、デザインキャプチャーから、プロトタイプテストまでシームレスに移行できる、包括的なRF-MS ICデザインフローの一部です。デ
ザインは最初にCadence Virtuoso Schematic Captureで作成されています。次に回路がスケマティックから直接GoldenGateでシミュレートされ、
シミュレーションに対するスムーズなキャプチャーが可能になります。キャリア、エンベロープ、ファーストエンベロープ、ノイズ、トランジェン
トなどの高度なシミュレーション解析を、ロードプル、最適化、パラメータ掃引、モンテカルロ／コーナー（高速不整合を含む）などのタスクと組み
合わせて使用でき、性能と歩留まりの実環境ビューが得られます。シミュレーション結果はCadence社のビュワーまたはADSデータディスプレイの
豊富な機能を使用して表示ができます。

ICレイアウトが完了した後、抽出した寄生成分をシミュレートしGoldenGateで性能を解析できます。追加の電磁界ベースの寄生成分とRFパッシブ
コンポーネントのモデリングはMomentumとEMProシミュレータを使って行います。Keysight SystemVueシステムシミュレータによるコ・シミュ
レーションを使用して、システム動作全体が関連する無線仕様を満たすことを検証できます。最終プロトタイプ測定および追加の回路／デバイスモ
デリングはキーサイトテスト機器とIC-CAPソフトウェアを使って行えます。

特長

 – GoldenGateはCadence IC5およびIC6

プラットフォームと完全な互換性が
あります。

 – テープアウト前に寄生成分を含めて
RFトランシーバーをフルに特性評価
できる速度と能力を備えています。

 – DC、トランジェント、AC、ハーモニッ
クバランス、エンベロープ、コンボ
リューション、ノイズ、歩留まり、
高速不整合、Verilog-AMSコ・シミュ
レーションなどの、小信号／大信号
解析が可能です。

 – 回路性能を迅速に解析でき、デザイ
ンサイクルの早い段階でミックスド
シグナルRFICの問題を診断するツー
ルが含まれています。

 – キーサイト独自のRF-MS ICフローの
一部で、RFシステム／サブシステム
／コンポーネントレベルのデザイン
／解析と連携して、包括的なデザイ
ンフローを構成できます。

www.keysight.co.jp/find/eesof-goldengate

高度な解析の
サポート

クラス最高の
RF回路シミュレータ

自動化および
ユーザビリティー

RFからミリ波までの
デザインのサポート

無線規格に準拠した
デザイン機能

RFICシミュレーション／
解析ソフトウェア
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図14.　Genesysは、RF/マイクロ波回路ボード／サブシステムのデザイナー向けの低価格で正確なシンセシス
／シミュレーションソフトウェアです。

Genesys：低価格、高性能のRF/マイクロ波デザインソフトウェア

図15.　Genesysは、5,000人以上のデザイナーから
ご満足いただいており、実績のある安全な投資によ
り、すぐにコスト削減に貢献できます。

主な利点

 – 業界で最も広いカバレージを持った
RF/マイクロ波回路の自動シンセシス
機能

 – 対話形式で根本原因を特定できるRF

システム解析と周波数プラニング機能
 – リニア／ノンリニアRF回路シミュ
レータと最適化／統計解析機能によ
る、高性能、高歩留まりのデザイン

 – 3次元プレーナー電磁界シミュレータ
でプリント基板およびアンテナレイ
アウトを解析することができ、試作
回数を削減可能

 – 低機能の他社製品の1/3の価格

最小の維持コスト

 – 初年度のサポートとアップグレード
のコストが含まれたGenesysのノー
ドロックライセンス（業界の同様の機
能をもつ競合製品の約1/3のコストで
提供可能）

 – Genesysライセンスのコストは、業
界の同様の機能を持つ多くのRF/マイ
クロ波デザインツールの1年間のレン
タル費用よりも低コスト

 – 予算に余裕がないプロジェクトや
キャッシュフロー管理が重要なプロ
ジェクトの場合は、Genesysをタイ
ムベースライセンスで利用すると、
さらに維持コストを低減可能

統合型の3次元プレーナー電磁界(EM)シミュレータを使用すれば、ハードウェアの製造前に、集中
定数RFコンポーネントと分布定数RFコンポーネントの両方を含むRF PCBを簡単に検証できます。
また、電磁界シミュレーション用にマイクロストリップトレース、フィルター、アンテナなどの
分布定数RFコンポーネントを相互接続された集中定数コンポーネントから自動的に分離し、その
結果を回路シミュレーションと結合できるため、非常に正確な電磁界回路のコ・シミュレーショ
ンが極めて簡単に行えます。

Genesys RFシステムシミュレーション／高速周波数プラニングを使用すれば、最適性能のブロッ
ク図を作成できます。独自の根本原因解析機能により、性能低下の原因となるシステムブロック
や信号経路を特定できるので、コストのかかるハードウェアの実装ミスをデザインの早い段階で
検出できます。シミュレート可能なベンダーのシステム・コンポーネント・ライブラリを使用す
れば、ハードウェアの購入前に、既製のパーツでシステムの性能を正確に検証できます。

実績のある安全な投資により、Genesysはデザインの生産性を高めるツールとしてすぐにコスト
削減に貢献できます。RF/高速ボード、MMIC、マルチテクノロジー RF SIP(System-in-Package)

モジュールのエンタープライズレベルのデザインにまで要件が拡大しているのに伴い、キーサイ
トではさらに高性能のADSへのトレードアップをご用意し、Genesysに対する投資を保護してい
ます。

www.keysight.co.jp/find/eesof-genesys

Genesysは、回路ボード／サブシステムのデザイナー向けに開発された低価格で正確な使いやす
いRF/マイクロ波回路合成／シミュレーションツールです。整合回路、フィルター、ミキサー、伝
送ライン、PLL、信号ルーティング構造の自動回路合成機能を備えているので、専門知識のないエ
ンジニアでも、これらのコンポーネントを短時間でデザインできます。Genesys Synthesisは、業
界最高の性能を低価格で提供しているため、いつもベストセラーのバンドルです。

Genesysの維持コスト

コスト

3年

3倍

時間

他のRFボード・ 
デザイン・ 
ソフトウェア

Genesysをレンタル

Genesysを所有
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HeatWave電気-熱解析ソフトウェアは、チップおよびスタックダイ型SiP用のIC熱解析シミュレー
タです。HeatWaveは、デバイスやインターコネクトの空間分解能でチップ全体の温度プロファ
イルを計算し、そのデータに注釈を付けて回路シミュレータに渡すので、正確な温度のシミュレー
ション結果が得られます。

チップ内の電源や熱伝導路はサブミクロンスケールの形状なので、このような形状に対応する熱
モデリング手法や数値解析手法が必要です。シミュレーション結果は、必要な分解能と確度を備
えた3次元温度プロファイルとして表示されます。

HeatWaveは、Cadence Virtuosoなどの複数のICデザインツールで動作します。HeatWaveソル
バーは、Advanced Design System(ADS)でも使用でき、RFIC/MMICアプリケーションに対応し
ています。

図17.　表面温度プロット。各デバイスの実際の消費電力から計算されたピークと、はんだ隆起の熱伝導に起因
する温度の谷が表示されています。

HeatWave：温度分布を考慮したシミュレーション

アプリケーション

熱伝導を正確に予測する回路シミュレーション

HeatWaveは、レイアウト形状、レイヤー材料の特性、消費電力、パッケージに関する情報から
インスタンス固有の温度を計算し、回路シミュレータに提供します。

信頼性／寿命解析

エレクトロマイグレーション、NBTI/PBTI、TDDBなど、ほとんどのIC故障のメカニズムには、温
度が深く関係しています。HeatWaveにより、各デバイスとワイヤーセグメントの実際の温度が
計算でき、信頼性と故障率を正確に予測できます。

未完成のレイアウトでの熱シミュレーション

HeatWaveを熱に関するフロアプランニングツールとして使用すれば、デザインサイクルの早い
段階で熱による障害を回避できます。HeatWaveでは、チップ上の定義領域に対する正確な熱シ
ミュレーションだけでなく、部分的にデザインされたチップの残りの箇所に対するレイアウトと
電力の抽象化情報のみを使用したシミュレーションも可能です。

主な利点

 – 温度が回路の性能に与える影響を回
路シミュレータで確認できるので、
製造に移行する前に温度による悪影
響を取り除くことができます。

 – IC内の正確な温度プロファイルを作
成でき、回路内のホットスポットや
過剰な温度変化が明確になります。

 – 正確で現実的な温度データを取得で
き、信頼性や摩耗／寿命の問題を簡
単に検出できます。

www.keysight.co.jp/find/eesof-heatwave

図16.　3次元ICデザインの温度マップのクローズ
アップ写真からは、高分解能の電気-熱解析で得られ
る詳細レベルがわかります。（ノースカロライナ州立
大学のご厚意により掲載）
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最高のデバイスモデリング／特性評価ソリューション

www.keysight.co.jp/find/eesof-device-modeling

Model Builder Program(MBP)

IC-CAP(Integrated Circuit Characterization and Analysis Program)

キーサイトは最先端のCMOSや化合物半導体
デバイスの特性評価／モデリングに最適な製
品／ソリューションを提供しています。キー
サイトは業界で唯一、自動測定から、正確な
デバイスモデルの抽出、包括的な評価、最終
的なプロセス・デザイン・キット(PDK)検証ま
で、完全なエンドツーエンドのモデリングソ
リューションを提供しています。包括的なモ
デリングサービスも提供していて、キーサイ
トのエキスパートエンジニアや最先端ラボが
サポートしています。キーサイトの主なデバ
イスモデリング／特性評価用EDAソフトウェ
ア／ハードウェアソリューションを以下に示
します。

IC-CAPは、ユーザー独自のカスタム・モデリ
ング・ソリューションの開発や、化合物半導
体デバイスのモデリングに最適なプラット
フォームです。また、カスタム抽出ルーチン
の記述、ユーザーインタフェース・ダイアロ
グの作成、抽出フローの自動化も可能です。
IC-CAPでは、Keysight HBTモデルやニュー
ラル・ネットワーク・テクノロジーをベース
にしたKeysight NeuroFETなど、化合物半導
体デバイス用の最先端のモデルテクノロジー
を使用できます。さらに、キーサイトのIC-

CAP WaferProソフトウェアは、1つ以上のウ
エハーの高速自動測定ソリューションです。

MBPは、デバイスのシミュレーション、モデ
ルパラメータの抽出、最適化機能を統合した、
完全なシリコン・ターンキー・デバイス・モ
デリング・プラットフォームです。MBPは、
最新のBSIM-CMG、BSIM-IMG、BSIM6を含
む、DC、AC、RFアプリケーション用のコン
パクトモデルをサポートしています。また、
MBPは、マクロ（サブ回路）モデルとVerilog-A

モデルもサポートしています。MBPには自動
抽出機能があります。オープンインタフェー
スにより、最適化フローのカスタマイズ、デ
バイスターゲットの定義、GUI操作の定義が可
能です。

モデリングおよび特性測定

デバイスモデリング

テスト・ストラクチャ・
デザイン

PDKの作成および
検証

モデル検証モデル抽出データ解析
（統計）

FAB実測データ
（PCM、統計）

デバイスの特性評価
（1/f、ロードプル、IP3、NVNA….）

自動測定
（温度に対して）
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完全なエンドツーエンドのモデリングソリューション

高性能低周波ノイズ・アナライザ

Model Quality Assurance(MQA)

MQAは、SPICEモデルの品質を徹底的にチェッ
クし、シリコンやIII-V化合物半導体テクノロ
ジーのQAおよびレポート作成手順を自動化す
るための、SPICEモデル検証手順、インタ
フェース、ユーティリティーの統合ソフトウェ
アです。MQAは、業界の要求に応えるために、
包括的なチェックルールを使ってモデルの品
質を厳密にチェックでき、モデル特性のプロッ
ト、出力ターゲットのカスタマイズが可能で
す。また使いやすいインタフェースとユーティ
リティーが用意されています。

E4727A高性能低周波ノイズ・アナライザを使
用すれば、さまざまなタイプのデバイスの高
速かつ正確で再現性のある低周波ノイズ(LFN)

測定が行えます。Keysight WaferPro Express

ソフトウェアとの緊密な統合により、ウエハー
プローバー制御を自動化しながら、DC、キャ
パシタンス、RF Sパラメータの高速測定を含
む広範囲の測定にノイズ測定を追加できるよ
うになりました。またオンウエハー測定およ
びディスクリートデバイス／回路測定にも対
応しています。

www.keysight.co.jp/find/eesof-device-modeling 

WaferPro Expressオンウエハー測定プログラム

WaferPro Expressは、単一の測定プラット
フォームを提供することにより、複雑なソフ
トウェア統合を簡素化しています。このソフ
トウェアを使えば、トランジスタや回路コン
ポーネントなどの半導体デバイスのウエハー
レベルの自動測定が簡単に実行できます。ま
た、キーサイトの測定器とプローバー制御ソ
フトウェア（温度制御を含む）を制御すること
ができ、高度なデータ処理／表示機能を備え
ています。WaferPro Expressには最新の使い
やすいユーザーインタフェースが搭載されて
いるので、システムを自動測定用に簡単にセッ
トアップできます。

ウエハーレベルの
測定ソリューションWaferPro Express

Velox

Nucleus

Proberbench

WinCal

他の測定器....

PNA

B1500A
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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の提供に努め、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。

ワールドワイドの電話サポート

Keysight EDAの地域のテクニカル・サポート・
チームは、すべての製品とサポートされてい
るプラットフォームに精通しています。チー
ムに配属されているエンジニアは高い教育を
受けており、そのほとんどが豊富な設計経験
があり、工学士より上の学位を持っています。
ハードウェアの設置に関する質問でも、複雑
な回路やシステムの問題でも、お客様が短時
間で作業に戻ることができるように、スペシャ
リストが電話で対応しています。

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により、 
設計効率を高めます

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。ナレッジセンターから、キーサイトのエンジニアが作成した数千
のサポートドキュメントや数百のサンプルをダウンロードでき、ソフトウェアに付属しているサ
ンプルやドキュメントを取得できます。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。

カスタマー教育

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のカスタマー教育を提供しています。

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標としています。

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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Keysight EEsof EDAは、お客様と長期的な関係を築き、お客様のためだけのオンラインコミュニティーを立ち上げています。Keysight EEsof EDAの
オンラインコミュニティーの一覧については、www.keysight.co.jp/find/eesof-online-communities をご覧ください。

Keysight EDAオンラインで常に最新情報を入手可能

キーサイトのマンスリーニュースレターに登録する チュートリアル／テクニカルビデオを見る

マンスリー・テクニカル・ウェブキャストに登録する キーサイトのLinkedInユーザーグループに参加する

Keysight EEsof EDAブログに登録する

製品フォーラムに寄稿する

http://www.keysight.co.jp/find/eesof-visitreg www.youtube.com/user/KeysightEEsof

www.keysight.co.jp/find/eesof-innovations-in-eda
www.keysight.co.jp/find/eesof-tutorials-signal-integrity

www.keysight.co.jp/find/eesof-online-communities

 – Genesysユーザーグループ
 – シグナルインテグリティー
 – SystemVueユーザーグループ

(https://community.keysight.com/community/keysight-blogs/
eesof-eda)

www.keysight.co.jp/find/eesof-forum

 – ADSユーザーグループ
 – デバイス・モデリング・グループ
 – シリコンRFICグループ
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進化
キーサイト独自のハードウェア、ソフトウェア、スペシャリストが、お客様の次のブレークスルー
を実現します。キーサイトが未来のテクノロジーを解明します。

ヒューレット・パッカードからアジレント、そしてキーサイトへ

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。

* Xパラメータは、米国、欧州、日本などにおけるキーサイト・テクノロジーの
商標および登録商標です。Xパラメータのフォーマットと基礎となる式は公開さ
れ、文書化されています。詳細については、(http://www.Keysight.co.jp/find/
eesof-x-parameters-info)をご覧ください。

WiMAX、Mobile WiMAX、WiMAX Forum、WiMAX Forumロゴ、WiMAX 
Forum Certified、WiMAX Forum Certifiedロゴは、WiMAX Forumの登録商標
です。

www.keysight.co.jp/find/eesof
www.keysight.co.jp/find/eesof-knowledgecenter-intro

詳細については、以下のウェブサイトをご覧くだ
さい。
www.keysight.co.jp/find/software

まずは、30日間の無料試用版をお試しください。
www.keysight.co.jp/find/free_trials

次世代の専門知識を活用
キーサイトのソフトウェアには、専門知識に裏付
けされたノウハウが凝縮されています。キーサイ
トは初期のデザインから最終製品の出荷に到るま
でに必要となるツールを提供し、解析データが有
用な情報へ、さらに設計上の知見となることを加
速させ、デザインサイクルの効率化に貢献します。

 – 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

 – アプリケーションソフトウェア
 – プログラミング環境
 – プロダクティビティーソフトウェア


