
クラス最高のRFICデザイン／検証向け 
シミュレーション／ソリューション

Keysight EEsof EDA 
GoldenGate RFICソリューション



GoldenGateは、Cadence Virtuoso内に統合された、RF回路デザイン向けの、最も信頼性
の高いシミュレーション／解析／検証ソリューションです。これは、以下のキーサイトの
RFICソリューションと共に必要不可欠なものです。

 ｰ ADS（小規模RFICデザイン用）

 ｰ MomentumおよびEMPro（オンチップ／オフチップの電磁界解析用）

 ｰ SystemVueおよびPtolemyベリフィケーション・テスト・ベンチ（システム・レベルの
検証用）

この製品スイートは、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、独自の総合的なRFICデザイン環境を構成できます。

はじめに
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GoldenGate

RFICデザイン／検証ソリューション 

GoldenGateは、テープアウト前のトランシーバを完全に特性評価できる独自のシミュレーション・アルゴリズムを
提供します。業界で最も高度な定常状態ソルバとエンベロープ・ソルバのセットにより、デザイン・チームは自信を
持って最も困難な無線デザインに取り組むことができます。GoldenGateは、Cadence Virtuosoデザイン環境のバー
ジョン5.xおよび6.xにシームレスに統合できます。

図1.
GoldenGateは従来のアナログ・シミュレータも提供しています。また、革新的なRFシミュレーションのみでなく、実
装RF回路のデザイン／解析／検証用のさまざまなソリューションも提供しています。

図2.
GoldenGateにより、最も高度な定常状態ソルバとエンベロープ・ソルバをCadence Virtuoso環境で利用して、 
無線デザイン／検証を行えます。

業界最高のRF回路シミュレータ
Cadence Virtuoso環境でRFICをデザイン
／検証できる、最も高度な定常状態ソル
バとエンベロープ・ソルバを提供します。
 

高度な解析のサポート
テープアウト前に、デザインの調査／解
析／最適化を完全に行えるため、リスピ
ンにかかる時間とコストを最小限に抑え
られます。

自動化およびユーザビリティ機能
ADE-L/ADE-XL上で豊富なツールを使用
でき、デザインと検証が容易になります。

RFからミリ波までのデザイン・サポート
RFからミリ波に至る、様々なアプリケー
ションにおいて、最高の性能／解析規模
／精度を利用できます。

無線規格に準拠したデザイン機能
システム／回路レベルのシミュレータと、
規格に準拠したワイヤレス検証IPライブ
ラリを結合して、複雑なRFICの検証を容
易に行えます。

GoldenGate RFICソリューション： 
強力なシミュレーション機能

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

無線規格に
準拠したデザイン

自動化および
ユーザビリティ

RFからミリ波までの
デザイン・サポート

RFICシミュレーション
および解析ソフトウェア
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RF回路シミュレーション分野で業界をリード

RFIC回路シミュレーションの概要

 ｰ 優れたハーモニック・バランス／エンベロープ・
トランジェント解析

 ｰ 定常状態ソルバ：ハーモニック・バランス、
タイム・バランス、タイム・シューティング、
ハイブリッド・ソルバが付属

 ｰ エンベロープ・ハイブリッド・タイム／周波
数ドメイン・ノンリニア・シミュレータ

 ｰ 包括的な解析セット

 ｰ DC、AC、ノイズ、Sパラメータ、トランジェ
ント信号

 ｰ 大規模なSパラメータ、トランジェント・ノ
イズ、感度解析、ボード線図、ナイキスト線図、
固有値安定度解析

 ｰ トランジスタ・レベルの整数分周PLLの検証

 ｰ 相互変調歪みと利得圧縮 

 ｰ Keysight Xパラメータのサポート

 ｰ ミックスド・シグナルのコ・シミュレーション
のサポート

 ｰ ファウンドリ検証済みの豊富なモデル・ライブ
ラリ

 ｰ H I C U M、M E X T R A M、V B I C、B S I M、
BSIMSOI、HISIM、GAASFET、JFET他

GoldenGateは、高度な定常状態ソルバ
とエンベロープ・ソルバで定評がありま
すが、アナログ解析とアプリケーション
に特化した解析も備えています。さらに、
GoldenGateで、Xパラメータ*のシミュ
レーションと生成も可能です。これによ
り、デザインの際に、規格に準拠したア
クティブ・コンポーネントの非線形特性
を組み込むことができます。Xパラメー
タを使用すれば、IPを公開せずに、
GoldenGate、ADSまたはSystemVueで
高速かつ正確なシミュレーションが可能
です。

GoldenGateを使用すれば、サードパー
ティのデジタル・シミュレータで、トラ
ンジェント解析とエンベロープ・トラン
ジェント解析のミックスド・シグナル・
コ・シミュレーションも行えます。この
機能は特に、今日のRFICで需要が増え
たミックスド・シグナルおよびデジタル
成分の解析に必須です。Keysight EEsof 
EDAはRFICファウンドリと緊密に連携
しながら、すべてのデバイス・モデルを
カバーし、プロセス・ノードの追加や変
更に継続的に対応して、精度の高いシ
ミュレーションを提供しています。

図3. 
Cadence Virtuoso環境にGoldenGateを統合して、標準アプリケーション開発環境（ADE）の機
能や独自のRF機能を利用できます。

Xパラメータ

図4. 
GoldenGateで、Xパラメータのシミュレーションや生成以外にも、あらゆ
る解析が可能です。

* Xパラメータは、Keysight Technologiesの登録商標です。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、以下のWebサイトをご覧ください。 
http://www.keysight.co.jp/find/eesof-x-parameters-info
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高度な解析の概要
 ｰ 業界最高の速度と収束性を誇る多次元掃引

 ｰ 操作モードで性能／校正／制御シーケンス
のデジタル・ステート掃引 

 ｰ 広範なロードプル・セットアップと作図機能

 ｰ 高度なモンテカルロ・サンプリング・アル
ゴリズム

 ｰ LHS

 ｰ Hammersleyシーケンス・サンプリング
（HSS）

 ｰ バウンダリ・モード

 ｰ DC/AC/SP/SSNA/CRの高速歩留まり解析
とミスマッチ解析

 ｰ ばらつきに感度のある因子をテーブル表示

 ｰ 強力な最適化エンジン

 ｰ トランジスタ・レベルの整数分周PLLシミュ
レータ

 ｰ デターミニステック・ノイズを含む定常
状態の回路特性

 ｰ ランダム・ジッタおよびノイズとその寄
与因子

GoldenGateの強力で使いやすいさまざまな統計
ツールは、デザイン段階で問題を特定するのに役
立ちます。革新的なモンテカルロ・アルゴリズム
は高速で、必要な試行回数も低減しています。歩
留り感度ヒストグラムで、境界にあるデザイン・
コンポーネントを特定できます。この情報により、
デザイナは、製造歩留まりの向上に必要なデザイ
ン調整が行えます。

図5. 
Choosing Analyses Formにより、高度な解析のセットアップが容易になります。Taskフィールドで、モンテカルロ解析な
ど、さまざまなマルチ実行シミュレーションにアクセスできます。高速歩留り因子（FYC）解析は、モンテカルロ解析でデバ
イス・レベルの寄与を非常に高速に計算できる独自の機能です。

図6. 
GoldenGateの分布グラフにより、ばらつきの原因
になるコンポーネントを識別できます。

GoldenGateの自動化ツールにより、デザイン・
チームは、デザイン・サイクルの早い段階で迅速
に解析して問題領域を診断し、回路性能を完全に
最適化できます。また、多次元掃引、最適化、ロー
ドプル解析などの使いやすいツールと緊密に統合
できます。

信頼性の高いデザインを実現 高度な解析の
サポート
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デザイン・サイクルを高速化する 
自動化ツール 

今日のRFICのデザイン検証は、面倒で時間
がかかる場合があります。GoldenGateは、
多くの強力なツールでシミュレーションを分
散してセットアップ／実行でき、作業を短縮
できます。これらのツールは、Virtuoso内で
使用でき、迅速な解析と大量のデータ表示が
可能です。また、単体で使用することも、他
のサードパーティ製品と統合して使用するこ
ともできます。

GoldenGateは、Cadence ADEに対応して
いるだけでなく、さまざまなポスト・プロセッ
シング・ソリューションや機能を提供してい
ます。Performance EditorとADS Data 
Displayには、膨大な数式が内蔵されていま
す。データ表示は柔軟性に優れており、高度
なグラフ（ロードプル等高線、ゲイン・サー
クル、アイ・ダイアグラムなど）の作図が可
能で、さらに、独自の関数を書くこともでき
ます。

自動化およびユーザビリティの概要
 ｰ 解析フォームの選択：簡単なセットアップで、
多次元掃引／最適化／モンテカルロ／ロード
プルに直接アクセス

 ｰ Job Manager：同時に複数のADEステートを
起動／モニタ

 ｰ Sim Manager：ADEから複数のシミュレー
ションを実行する環境

 ｰ モンテカルロ

 ｰ PVTコーナ

 ｰ 異なるマシンでのパラレル掃引

 ｰ Performance Editor：重要な回路指標を簡単
に表現

 ｰ ADS Data Display：無線／有線アプリケー
ション用の包括的なグラフ作図環境

 ｰ 自動シミュレーション：EVM/ACPR/利得圧
縮/ IPN/ロードプル等高線の計算

 ｰ Virtuosoとの統合：ADE-L/ADE-XLのセット
アップとポスト・プロセッシング機能のサ
ポート

 ｰ 結果ブラウザ

 ｰ Calculator

 ｰ Wavescan

 ｰ ViVa

 ｰ Ocean

図9. 
GoldenGateは、ADE-XLコックピットをサポートしています。また、GoldenGateに付属するさまざまなツールにより、コー
ナ解析を含む複数の検証をセットアップ／起動／解析できます。

図7. 
Job Managerにより、デザイナは一度に複数のADE
ステートを起動／モニタできます。

図8. 
Performance Editorの組込み関数を使用して、重要な性能
指数を計算できます。 
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RFからミリ波までを対象とするRFICの最適化

強力なADSモデル・ライブラリを活用すれば、
Cadence Virtuoso環境でマイクロ波コンポーネ
ントとシリコンRFICを統合した際の影響を、
GoldenGateで正確にモデル化できます。トラン
ジェント・エンジン／エンベロープ・トランジェ
ント・エンジンは、周波数ドメイン解析を超えた
マルチスレッド・コンボリューション手法を使用
して、非常に大規模なSパラメータ・ブロックを
処理できます。

ADSのオープン・アクセス・データベースと緊密
に連携しており、ADSで完成したモジュール・デ
ザインにICコンテンツを追加でき、また、より完
全なパッケージの特性評価も行えます。

RFからミリ波までを対象とする 
デザインの概要
 ｰ マイクロ波コンポーネントとシリコン/

SiGeチップ上の寄生成分の影響を正確にモ
デル化

 ｰ VirtuosoでMomentumを使用し、3次元プ
レーナ電磁界シミュレーションを高精度で
実行可能

 ｰ 150種類以上のADSモデル：

 ｰ ライン、ベンド、ティーなど

 ｰ ボンド・ワイヤ（カップリングを含む）

 ｰ その他の受動素子

 ｰ ADSと緊密に連携でき、簡単にIC以外のコ
ンポーネントにアクセスが可能

 ｰ ADS Data Displayが提供する柔軟なグラフ
の作図

 ｰ トランジェント・エンジンで周波数依存コ
ンポーネントを使用する場合でも、信頼性
の高いコンボリューション・エンジンによ
り正確な結果を取得可能

図10. 
GoldenGateにより、Virtuosoから150種類以上の受動素子
と分布定数素子にアクセスできます。 図11. 

ADSプラットフォーム内でエンドツーエンドの電磁
界検証を実行し、ADS QFN Designerなどの独自機
能を活用できます。

一般的な3次元プレーナ電磁界 
シミュレータ：
 ｰ NlogNアルゴリズムとマルチスレッド・ソル
バ・アルゴリズムによる速度／精度／容量の
最適化 

 ｰ 任意の多角形メッシング（メッシュ削減機能
搭載）

 ｰ 厚みのある金属における側面電流の考慮、表
皮効果や近接効果を考慮した効率的なビアの
モデリング

高精度のナノRFICプロセスの 
サポート：
 ｰ ビア・アレイ・マージングに代表されるレイ
アウト・プリプロセッシングの自動化

 ｰ ダミー・メタルおよびプロセス・スケーリン
グのサポート

 ｰ レイヤ操作により、MIMキャパシタをネイ
ティブにサポート

Cadence Virtuosoとの統合：
 ｰ Cadence Virtuosoバージョン5および6との
シームレスな統合

 ｰ Momentumスタックアップ・ファイルとレ
イアウト簡素化ルーチンを幅広いPDKにお
いてサポート

 ｰ 表面電流または放射電磁界を表示させる3次
元ビュワー

 ｰ 効率的なタイム・ドメイン・シミュレーショ
ンを可能にする広帯域SPICEモデル生成機能

3次元プレーナの先へ：
 ｰ ボンド・ワイヤ・モデルのサポート

 ｰ TSV（Through Silicon Via）のモデリングの
サポート

 ｰ VirtuosoをEMProにエクスポートして、フ
ル3次元電磁界シミュレーションが可能

Momentum 3次元プレーナ電磁界シミュレータとの統合
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SystemVueの概要：
 ｰ オールインワンのESLデザイン環境

 ｰ システム設計者やアルゴリズム開発者によ
る、無線通信システムの物理層の技術革新
が可能

SystemVue無線ライブラリのサポート：
 ｰ すべての最新規格（LTE、LTE-Advanced、3G、

WiMAX™、WLAN、WPAN、DVB-x2、Radar
など）をカバーする、規格に準拠したベースバン
ド物理層ライブラリ

 ｰ OFDM/ZigBeeのアプリケーション・サンプルと
リファレンスとして使用できるブロックセット
が付属

GoldenGateへのリンク：
 ｰ 完全なコ・シミュレーション

 ｰ FCEモデルのエクスポートにより、システム・
レベルの検証におけるRF干渉を正確にモデリ
ング

SystemVueとRFIC実装の連携

システム・レベルから回路レベルまで、 
確実に無線規格に準拠

GoldenGateは、アーキテクチャの検証から
データ・フロー・エンジンによる完全なコ・シ
ミュレーションまで、システム・レベルの解析
と連携して、今日の無線規格で必要とされる複
雑な測定項目を検証できます。簡単な入力／出
力ファイルの交換から、キーサイトのテスト機
器、ADS PtolemyおよびSystemVueとの強力
な統合まで、さまざまなレベルのシミュレー
ションをサポートしています。

GoldenGateは、モデルの受け渡しまたは完全
なコ・シミュレーションを介してSystemVue
と統合できます。また、使いやすいバーチャル・
テスト・ベンチを経由してADS Ptolemyとも
統合できます。このような柔軟性は、アーキ
テクチャの検証、ブロック・レベルの仕様調整、
完全に規格に準拠したシステムのテスト
（EVMやBERなど）に最適です。

無線規格準拠の概要
 ｰ テスト機器/ESLプラットフォームに連携し、
キーサイトの幅広い規格に準拠した無線ライブ
ラリを利用して、すべての無線通信機能を検証
可能

 ｰ SystemVueとのマルチ・リンク

 ｰ Fast Circuit-Envelope（FCE）モデルの
SystemVueへのエクスポート

 ｰ GoldenGateのフル活用：SystemVueコ・シ
ミュレーション

 ｰ バーチャル・テスト・ベンチ経由のADS-Ptolemy
による検証

 ｰ キーサイトのテスト機器へのリンク

 ｰ Signal Studioでの信号作成

 ｰ キーサイトのベクトル・シグナル・アナライ
ザ（VSA）ソフトウェアによる、規格に準拠し
たポスト・プロセッシング

 ｰ RFICの過剰スペック・デザインの回避

 ｰ RFICの性能を、設計した通りにシステム設計
者へ渡すことが可能

 ｰ RF検証エンジニアが規格に準拠した変調信号
に容易にアクセス可能

図12. 
SystemVueと連携して、キーサイトの強力なVSA測定
ソフトウェアにアクセスできます。

図13. 
GoldenGateにより、Virtuosoで直接、ブロッカの影響を
システム・レベルの指標で調べることができます。
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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。 

GoldenGateの製品構成

GoldenGate Soloは、1ライセンスあたり、1ユーザ、1シミュレーションを提供するベースライ
ン製品です。
GoldenGate Quadpackはパワー・ユーザ向けです。1ライセンスあたり、1ユーザ、4シミュレー
ションを提供します。

ほとんどのGoldenGate機能は、コア・バンドルでカバーされます。Xパラメータの生成およびコ・
シミュレーション機能のみ追加ライセンスが必要です。

GoldenGateは、大規模なパラレル・シミュレーションを実行できるコスト・パフォーマンスの
高いパラレル・ライセンスを提供します。この場合、SoloまたはQuadライセンスのいずれかが
必要です。GoldenGate用Xパラメータ生成ライセンスは、ADS用と同じです。

W2008 GoldenGateパラレル・コーナ／モンテカルロ・シミュレーション 
W2305 Xパラメータ・ジェネレータ

GoldenGateと以下のライセンスを組み合わせれば、Ptolemy、SystemVueデータ・フロー・エ
ンジン、サードパーティ製デジタル・シミュレータとのコ・シミュレーションが可能です。

W2304 Verilog-AMSエレメント
W2361 Ptolemyエレメント
W1464 SystemVue RF System Architect

注記：各種無線ライブラリの詳細については、ADS-PtolemyとSystemVueの製品ページを参照
してください。

VirtuosoからMomentumにアクセスするには、以下のライセンスのいずれかが必要です。

W2341 Momentumエレメント
W2203 ADSコア、レイアウト、Momentum

GoldenGate/ADSコンボ・バンドルを使用すれば、GoldenGate/ADSコンボ・バンドルが動作
しているさまざまなKeysight EEsof EDAに柔軟にアクセスできます。

W2218 GoldenGate Solo、ADSコア、回路シミュレータ
W1112 GoldenGate Quad、ADSコア、回路シミュレータ、レイアウト、
  Momentum、Ptolemy
W2013 GoldenGate Quad、ADSコア、回路シミュレータ、レイアウト、
  Momentum、Ptolemy、マチュア・ワイヤレス検証ライブラリ

 

W2010 GoldenGate Solo W2001 GoldenGate Quad

GGコア

シミュレータ

GGコア
シミュレータ

シミュレータ

シミュレータ

シミュレータ

GoldenGateコア・バンドル

GoldenGateアドオン・エレメント

GoldenGateコ・シミュレーション・エレメント

Momentumエレメントおよびバンドル

GoldenGateコ・シミュレーション・エレメント
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