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本日は弊社セミナーにご来場頂き誠にありがとうございます。
（有）ソネット技研は、2003 年 12 月に設立以来、おかげさまで好調のうち
にまもなく満三年を迎えることができそうです。皆様のご愛顧に感謝致します。
さて毎年恒例のセミナですが、今年は少々ありきたりではありますが次期バー
ジョンの機能紹介とさせていただきました。前回の Ver.10 のリリースからし
ばらく間が開いて次期バージョンへの御期待をいただいているので、この半年
ほど日本で判る限りの情報を先行して御提供してまいりましたが、ようやく状
況がまとまってまいりました。
Ver.11 の 目 標 と 開 発 の 状 況 を 、 米 国 ソ ネ ッ ト ソ フ ト ウ ェ ア イ ン ク 社 長
James C.Rautio 自身がお話いたします。そして日本語の解説はおなじみの小
暮技術士事務所 小暮裕明先生にお願い致します。
弊社の展示ブースには beta 版ではありますが Sonnet Ver.11 を Windows
Xp64 で動作する様子をお試しいただけるように準備してありますので、後ほ
どブースにもおいでいただければと存じます。
2006/12/13
有限会社ソネット技研
石飛 徳昌

What’s New in Sonnet Version 11
» Major Advance in Microwave Design «

Sonnet pioneered the high frequency EM (electromagnetic) market shipping the
first commercially viable product in 1989. Since then, we have continued regularly
introducing significant capability into this market. Sonnet’s new Version 11
expands upon this tradition with multiple new features that fundamentally change
high frequency design methodology in many areas, but especially in the field of
RFIC (radio frequency integrated circuit) design.
Sonnet社は1989年、最初の商用製品を出荷し、高周波EM(電磁界)市場を開拓しました。
以来、私どもは、常にこの市場に多大な可能性を展開し続けています。 Sonnetの新し
いバージョン11は、様々な分野、特にRFIC(高周波集積回路)設計における高周波設計
の方法論を根本的に変える多くの機能で、これまでの機能をさらに拡充しております。
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New Feature Overview
• Redesigned and enhanced Agilent ADS Interface.
• AWR MWO, ADS, and Cadence Interfaces enhanced for
Remote EM processing, emCluster®, thick metal, and
conformal mesh.
• New features for DXF file export.
• Data Markers for the Sonnet Data Viewer.
• Cluster Computing without LSF, easy to install.
• 64-bit EM Analysis Engine for AMD/Intel Processors on
Windows and Linux.
• Most important new feature is perfectly calibrated
internal ports: “Co-calibrated™ ports”.
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Each of the new Sonnet Version 11 features we discuss here will have major
impact, but the biggest impact comes from our introduction of “Co-calibrated™
ports”. This presentation starts with a brief description of each of the major new
features. We then focus on our new “Co-calibrated™ ports”. These are perfectly
calibrated ports on the interior of a high frequency circuit, never before available
in any EM tool. Perfect port calibration will completely change how high
frequency design is done, especially in the RFIC world.
ここで議論するSonnetバージョン11の新機能は、それぞれ大きなインパクトを与えるもの
すが、最も大きなものは「Co-calibrated™ ポート」 です。このプレゼンテーションではそ
れぞれの主要な新機能の簡単な説明から始めます。 次に「Co-calibrated™ ポート」
を議論します。 これはかつてどのEMツールも実現できなかった、高周波回路内部にあ
る完全に校正されたポートです。 完全なポートの校正は、特にRFICの世界では、高周
波設計の方法をすっかり変えることになるでしょう。
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Agilent ADS Interface
• Clearly demonstrates Agilent’s support of interoperability.
• Critical for ADS designers who use Sonnet as primary tool.
• Frequently used for checking EM results from other tools
(when cost of failure is high).
• Translates projects between team members when multiple
EM tools are in use.

©2006 Sonnet Software, Inc.
www.sonnetsoftware.com

Prominent among Version 11’s new features is a fully revised interface to the Agilent ADS
framework. Designed with the support of Agilent, this interface is a prime example of Agilent’s
support of interoperability with third party tools, critical for the capable microwave engineer.
Absolutely invaluable to ADS users who use Sonnet as their primary EM tool, the interface is also
seeing wide use by ADS users using Sonnet to double check EM results from other sources, and
by project teams using multiple EM tools. Literally two menu selections transfer an entire EM
layout, including all analysis and substrate information, into Sonnet. The interface is completely bidirectional, so users can confidently go back and forth as desired.
Sonnet is compatible with ADS2004A, ADS2005A and ADS2006A.
バージョン11の新機能の中で際立つのは、完全に改訂されたAgilent ADSフレームワークへのインタフェー
スです。 Agilent社の支援のもとに設計され、このインタフェースはサードパーティーのツールでAgilentの
相互運用性をサポートする第一の例で、有能なマイクロ波技術者にとっては重要なものです。
メインのEM（電磁界）ツールとしてSonnetを使用するADSユーザにとっては非常に有益で、このインタフェー
スはまた、Sonnetを使用してADSユーザが他のEMツールの結果とダブルチェックすることもでき、これは
複数のEMツールを使うプロジェクト・チームにも有益です。 2つのメニューを選択して、すべての解析と
基板の情報を含む全体のEMレイアウトを、完全にSonnetに受け渡します。インタフェースは完全に双方
向なので、ユーザは思った通りに行き来できます。
Sonnet は ADS2004A, ADS2005A, ADS2006Aと互換性があります。
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Agilent ADS Interface
• Completely updated Graphical User Interface.
• Designs sent to Sonnet from schematics, layouts
and ADS Momentum.
• Substrates and analysis parameters imported from
schematic or ADS Momentum.
• Sonnet
EM data
returns in
ADS
schematic
symbols.
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The Sonnet-ADS interface has a completely updated Graphical User Interface (GUI) with
impressive flexibility. For example, you can take a design in ADS schematic, layout, or Momentum
and send it directly to Sonnet. This includes all substrate information and analysis parameters.
Sonnet can then return the resulting S-parameters in ADS schematic symbols for your immediate
use.
This interface is bi-directional. For example, an ADS Momentum user can send a Momentum
project directly to Sonnet with only two menu selections. The user can then perform a high
accuracy validation analysis with Sonnet and perhaps make some changes in the layout. Then the
designer can send the Sonnet project back to Momentum with all changes included. The designer
can also use the Sonnet data directly in an ADS schematic.
Sonnet-ADSインタフェースは、非常に柔軟性に富んだグラフィカルユーザインタフェイス(GUI)に完全にアッ
プデートされました。 例えば、ADSスケマティック、レイアウト、あるいはMomentumの設計を、直接Sonnet
に送ることができます。 これはすべての基板情報と解析パラメータを含んでいます。 そして、Sonnetは即
座にADSスケマティックシンボル内に、S-パラメータの結果を戻すことができます。
このインタフェースは双方向です。 例えば、ADS Momentumユーザは2つのメニューを選択するだけで、
Momentumプロジェクトを直接Sonnetに送ることができます。 次にSonnetで高精度の検証解析を実行し、
おそらくレイアウトに何らかの修正がなされます。 そして設計者はすべての修正を含んだSonnetプロジェ
クトを、Momentumに送り返すことができます。 また設計者はSonnetデータを直接ADSスケマティック内で
使用することができます。
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Sonnet Components in ADS Schematic
• Sonnet EM objects may be referenced in the
schematic.
• Choose from “Black Box” or “Layout Look-Alike”
model symbols.
Sonnet data in ADS
“Layout Look-alike”
Schematic Symbol
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When using Sonnet data in your ADS schematic, you can include either a “Black Box” or the
popular ADS “Layout Look-alike” schematic symbols.
The Black Box schematic symbol is a simple rectangle box with one pin for each port. The Layout
Look-alike symbol is a miniature version of the actual layout with all ports labeled. If you have a lot
of ports, the Layout Look-alike symbol is very useful in remembering the purpose of each port.
With Sonnet’s new Co-calibrated ports, we expect it will be common to have dozens, or even
hundreds of ports in one Sonnet analyzed layout.
Here we see three instances of a branch line coupler analyzed in Sonnet and used in an ADS
schematic. With the Layout Look-alike schematic symbols, it is easy to remember how each port
is to be connected into the schematic.
ADSスケマティック内でSonnetのデータを使用するとき、”Black Box”あるいはADSでよく使われる”Layout
Look-alike”スケマティックシンボルを入力することができます。
Black Boxスケマティックシンボルは、各ポートあたり1本のピンがあるシンプルな長方形の箱です。
Layout Look-alikeシンボルはすべてのポートの実際のレイアウトの小型版です。 もし多くのポートがある
場合は、Layout Look-alikeシンボルはそれぞれのポートの使い方を思い出す上で非常に役立ちます。
Sonnetの新しいCo-calibratedポートを用いれば、Sonnetの解析レイアウトに数十いや何百ものポートを持
つことが普通になると思われます。
ここでSonnetで解析されADSスケマティックで使用されている、3つのブランチラインカプラの事例を見てみ
ます。 Layout Look-alikeシンボルを用いると、各ポートがどのようにスケマティックに接続されるかを容易
に思い出せます。
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Agilent ADS Interface
• Interface is installed as an ADS Design Kit: Very easy to do.
• May be setup at Site, User, Startup, or Project Level.
• A free Sonnet-ADS interface for free SonnetLite will be
available shortly.
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A major innovation for Sonnet Version 11 is that the Sonnet-ADS interface
installs as an ADS Design Kit. This means installation and administration is
especially easy to do. Users can set up the Sonnet-ADS interface at the Site,
User, Startup, or Project Level. In this way the Sonnet-ADS interface is available
only where the design engineer needs it.
And now, because it is so easy to install, we will soon offer a free Sonnet-ADS
interface that works with our free SonnetLite EM analysis. The SonnetLite EM
analysis has an installed base approaching 100,000 registered copies.
Sonnetバージョン11の主要な新機能は、ADS Design KitとしてSonnet-ADSインタフェースがインストール
されるということです。 これはインストールと管理がとりわけ容易であることを意味します。 ユーザはSite、
User、Startup、あるいはProject LevelでSonnet-ADSインタフェースをセットアップすることができます。 こ
のようにSonnet-ADSインタフェースは、設計技術者がそれを必要とするところで利用できます。
そして、今や、インストールが非常に簡単なので、すぐにでも無料のSonnetLite EM解析と共に動作する
無料のSonnet-ADSインタフェースをご提供する予定です。 SonnetLite EM解析は、インストール・ベース
で10万に及ぶ登録件数に迫っています。
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New in ADS, MWO, and Cadence Interfaces
• Agilent ADS, AWR MWO, and Cadence Virtuoso:
– Sonnet Co-calibrated ports can be referenced in the
framework.
– Sonnet thick metal can be set.
– Framework can drive Sonnet Remote EM Processing
and emCluster® computing.

• MWO 2006 (V7) Compatible:
– MWO X-models and EM-driven Extract Blocks can use
Sonnet as EM simulation client
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Our interface to Agilent ADS, AWR Microwave Office (MWO), and Cadence Virtuoso have been enhanced to include the
ability to use Sonnet’s Co-calibrated ports, Sonnet’s emCluster, Sonnet’s thick metal model, and Sonnet’s patented
conformal meshing. Sonnet is compatible with Virtuoso IC5033, IC5141, IC5144 and IC610. Sonnet is also compatible with
AWR Microwave Office 2003, 2004, 2006 V6.0/V6.5/V7.0.
Our Co-calibrated ports and emCluster are described later in this presentation.
Our thick metal model uses multiple sheets to model thick metal. Simpler “tube-like” models of thickness force all current to
flow on the surface of the metal regardless of frequency, that model loses validity when metal thickness is less than
several skin depths. This is not a problem with the Sonnet multi-sheet model, which is valid over the complete frequency
range.
Sonnet’s conformal meshing lowers subsection count by a factor of up to 100 for curving transmission line structures, all
the while still including the high edge current necessary for high accuracy.
Sonnet’s conformal meshing allows accurate and fast analysis of large curving and diagonal geometries without the loss of
accuracy normally associated with large subsection size.
The new MWO interface also allows Sonnet to provide data for MWO’s X-models. The X-models are used for extremely
accurate discontinuity modeling in MWO schematics.
Agilent ADS、AWR Microwave Office(MWO)、およびCadence Virtuosoへのインタフェースは、Sonnet Co-calibrated ポート、Sonnet
emCluster、Sonnet thick metal model、および特許のSonnet conformal meshingを使用できるように機能強化されています。 Sonnetは
Virtuoso IC5033、IC5141、IC5144、およびIC610と互換性があります。 またSonnetはAWR Microwave Office 2003、2004、
2006V6.0/V6.5/V7.0と互換性があります。
Co-calibratedポートとemClusterは、この後のプレゼンテーションでご説明します。
Thick metalモデルは厚い金属をモデル化するのに複数のシートを使用します。 よりシンプルに”管状の”モデルで厚さを表すことで、
周波数に因らず金属表面に電流が流れることになり、表皮の厚さの数倍以下ではモデルの精度が損なわれます。これはSonnetのマ
ルチシートモデルでは問題なく、周波数全領域内で有効です。
Sonnet conformal meshingは曲線の伝送路構造で最大100倍サブセクション数が減り、高精度の解析に必須である縁部の強い電流
を含んでいます。 Sonnet conformal meshingは、一般にいわれるような大きいサブセクションサイズで精度を低下させることがなく、
大きい曲がり部と斜め線のある図形を正確で高速に解析します。
また新しいMWOインタフェースは、SonnetのデータをMWOのX-Modelに与えます。 X-ModelはMWOスケマティックでモデル化され
る非常に正確な不連続部モデルに使用されます。

7

Sonnet Interface to MWO X-models

X-Models in MWO
Schematic

MWO directed to
use Sonnet to build
X-model.
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Here we see an example of using Sonnet to provide data for Microwave Office’s
X-models. The use of Sonnet data is specified on the right side. The X-model for
the resulting Tee-junction is then included in the schematic on the left side.
Microwave Office’s X-models provide user created models for a wide variety of
discontinuities.
ここで Sonnetを用いて Microwave Office の X-Modelにデータを用意する事例を見て
みます。 Sonnetデータの使用法を右側に示します。 次にT-接合のX-Modelがスケマ
ティックの左側にあります。 Microwave OfficeのX-Modelで、ユーザの作成したモデルを
さまざまな不連続部に与えます。
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Complete Sonnet-AWR X-model Project

Sonnet derived Xmodel used in MWO
layout.
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Here we see the entire project described in the previous slide. The Sonnet
derived tee-junction X-model is used to analyze a low pass filter. The layout for
the low pass filter is illustrated here.
ここで前のスライドでご説明したプロジェクト全体を見てみます。 Sonnetが生成したT-接
合のX-modelは、ローパスフィルタの解析に使用されます。 ローパスフィルタのレイアウ
トをここに示します。
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Enhanced DXF Export Capability
• New capability added to Export to DXF
command in the Sonnet project editor.
• Trace and via information can be exported to
separate DXF layers.
• Sonnet vias can be automatically converted to
circular vias.
• Different materials on the same Sonnet level can
be exported to separate DXF layers.
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In response to customer requests, we have added some new features to our
Export to (AutoCAD) DXF command. For example, the user can now export trace
and via information to separate DXF layers. In Sonnet, square vias are most
efficiently analyzed. However, for DXF output, you might want round vias. All the
vias in Sonnet can be converted to round vias as desired. And finally, different
materials on a Sonnet level can be exported to different layers in the DXF file.
Different materials might be metal with different conductivities.
お客様の要望に応じて、私どもはExport to (AutoCAD) DXF というコマンドにいくつか
の新機能を加えました。 例えば、ユーザはDXFの層を分離するためにトレースとビア
（via）の情報をエクスポートできます。 Sonnetでは、正方形のビアが最も効率よく解析で
きます。 しかし、DXF出力のためには丸いビアが必要かもしれません。 Sonnetのすべて
のビアはご要望通り丸いビアに変換できます。 そして最終的に、Sonnetのレベルにある
種々の材料は、DXFファイル中の種々の層にエクスポートできます。 種々の材料は種々
の伝導率をもつ金属でもかまいません。
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Markers in the Response Viewer

• Notes and Annotations
• Vertical and Horizontal markers
• Stored Sonnet Graph (*.sgr) files retain marker info
©2006 Sonnet Software, Inc.
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This release introduces Markers, a new feature in the response viewer. Markers
allow you to annotate a plot in the response viewer to help you easily interpret
your data and clearly present your data. There are six types of markers: Data,
Curve, Vertical Line, Horizontal Line, Delta, and Note.
本リリースでは、ビューアの新機能としてマーカーを導入しています。 マーカーは、ビュー
アに注記用の点を表示できますが、これによりデータの説明とデータの場所が容易にわ
かります。 6つのタイプのマーカーがあります: Data, Curve, Vertical Line, Horizontal
Line, DeltaとNoteです。
ご注意： マーカーの記述に日本語フォントは使えません。
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Current Distribution Viewer
• Displayed
current
distribution
includes
effect of
internally
connected
components.

Internally connected
components
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The current distribution viewer now includes the effect of any internally connected components.
These components can be connected using Sonnet’s new Co-calibrated™ ports. Observing the
current distribution as a function of frequency can be important. In this case, there is a resonance
at 3.4 GHz that must be resolved before fabrication. The current distribution is bright red at the
resonance. This shows where the resonance is and can guide corrective action.
If the current distribution viewer did not include the effect of the internal components, then the
resonance would not be seen. In addition, if you have a reference plane extension, the input
voltage you specify is placed at the end of the reference plane, not at the box sidewall.
電流分布ビューアーは、現在では接続された内部コンポーネントのどのような効果も含みます。 これらの
コンポーネントはSonnetの新しいCo-calibrated™ ポートで接続できます。 周波数の関数として電流分布
を観測するのは重要です。 このケースでは3.4GHzに共振周波数があり、それは製作する前に解らなけ
ればなりません。 共振周波数では電流分布は明るい赤で示されます。 これは共振がどこにあるのかを示
し、修正ためのガイドラインになり得ます。
もし電流分布ビューアーが内部コンポーネントの効果を含まないならば、共振は見られないでしょう。 さら
に、もし参照面を伸ばしていれば、指定した入力電圧はBox側壁ではなく、参照面の端に置かれます。
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Cluster Computing
• Available (V10) for companies using LSF (3rd party software).
• Now available without LSF  Easy to install and administer!

User
workstation

Cluster
computing
for everyone!

emCluster™
emCluster Control
Control
Split Jobs into N Separate Frequencies for Parallel Processing
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For cluster computing, Sonnet’s emCluster® uses multiple copies of Sonnet to for faster analysis. For example, if an
analysis requires 10 frequencies, then Sonnet’s emCluster® splits the job into 10 jobs of one frequency each. The 10 jobs
are then submitted to 10 computers and results are obtained 10 times faster.
Sonnet introduced emCluster® with Version 10. At that time, emCluster® required use of third party software to control the
cluster. This is no problem in many large companies that already have the required third party software installed.
However, if the required software is not already installed, then extra effort is required.
With Version 11, we now have a version of cluster computing that does not require any extra third party software. This
version of cluster computing is now very easy to set up and to administer. We call this, “Cluster computing for everyone.”

クラスタコンピューティングに関しては、SonnetのemCluster®で、解析を高速にするために複数のSonnetを
使えます。 例えば、解析で10の周波数を必要とする場合、SonnetのemCluster®はそれぞれのジョブを10
のジョブに分けます。 次に、10のジョブが10台のコンピュータに分けられ、そして結果は10倍速く得られま
す。
Sonnetはバージョン10でemCluster®を導入しました。 その際、emCluster®は、クラスタを制御するためにサー
ドパーティーのソフトウェアを使う必要がありました。 これは必要なサードパーティーのソフトウェアを既に
インストールされている多くの大企業では問題ありません。 しかし、必要なソフトウェアがインストールされ
ていない場合は、余計なことをする必要があります。
バージョン11によって、今や、余計なサードパーティーのソフトウェアも必要としないクラスタコンピューティ
ングのバージョンを手にできます。 クラスターコンピューティングのこのバージョンは、非常にセットアップ
しやすく管理が容易です。 これを ”Cluster computing for everyone” と呼んでいます。
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64-bit EM Analysis Engine
• Computing hardware
now makes full layout
verification possible in
EM Analysis.
• Former 32-bit computing
limited jobs to 2-4 GB.
• 64-bit Analysis Engine
now removes practical
job size limitation; now
limited by your physical
hardware.
• 64-bit analysis engine
automatically installed
when you install Sonnet.
• Automatically used when
needed.
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Previous releases of Sonnet, running under 32-bit operating systems were limited to between 2 to
4 GBytes. This limited problem size to about 30,000 subsections. The new 64-bit EM analysis
engine now allows analysis of extremely large circuits, up to the limit of memory installed in the
computer. This also allows use of extremely fine meshing, useful when a designer wishes to verify
meshing accuracy. By viewing the difference between a fine mesh and a coarse mesh result, the
designer can confidently determine whether or not requirements will be met.
The 64-bit engine is automatically installed when you install Sonnet, and it is automatically used
when needed during an analysis. If desired, the 64-bit analysis engine can be remotely launched
from a 32-bit platform.
32ビットのオペレーティングシステムで実行される、Sonnetの前のリリースでは、2～4GByteの制限がありま
した。 これにより問題の大きさはおよそ3万のサブセクションに制限されました。 新しい64ビットのEM解析
エンジンは、今やコンピュータにインストールされたメモリの限界まで、非常に大きい回路が解析できます。
また、これは設計者がメッシュの精度を検証する際に有用な、非常に細かいメッシュを使用できます。細
かいメッシュと粗いメッシュによる結果の違いを見ることにより、設計者は要件が満たされるかどうか、自信
を持って判断することができます。
Sonnetをインストールするときに、64ビットのエンジンが自動的にインストールされ、そして、解析の間、必
要であれば自動的に使用されます。 もし望まれるなら、32ビットのプラットホームから64ビットの解析エンジ
ンをリモートで起動することができます。
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64-bit EM Analysis Engine
• 64-bit EM Analysis Engine now
supports very large job sizes.
• Target processors: Intel EM64T
and AMD64 processors.
• Windows XP64; Linux Redhat 64
and SuSE 64.
• Intel Itanium not supported.
• Sonnet’s emCluster® computing
supported for 64-bit.
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The 64-bit analysis engine runs on all the indicated processors. Intel Itanium is
not supported. The 64-bit analysis engine runs on Windows XP64 and Linux
operating systems Redhat 64 and SuSE 64. In addition, Sonnet’s emCluster
cluster computing option is fully supported. The cluster computing option is
expected to be important for 64 bit analyses due to the large problem size that
can be analyzed.
64ビットの解析エンジンは、ここに示されたすべてのプロセッサで動きます。 Intel
Itanium はサポートされません。 64ビットの解析エンジンは、Windows XP64とLinux オ
ペレーティングシステムのRedhat 64とSuSE 64の上で稼動します。 さらに、Sonnetの
emClusterのクラスターコンピューティング・オプションは完全にサポートされています。
このクラスターコンピューティング・オプションは、大規模な問題が解析できる64ビットの
解析に重要であると期待されています。
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Perfectly Calibrated Internal Ports
• All ports in all EM software have discontinuities (inductance,
capacitance).
• Conducting sidewalls in Sonnet form perfect short circuit
reference planes  perfect calibration of edge ports.
• Now we can perfectly calibrate internal ports too.

Internal Ports
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Now we come to the most important new feature of Sonnet Version 11 we modestly call “Co-calibrated™ ports”. This is a
completely new concept in high frequency EM analysis, so let’s start with a little background.
Sonnet analyzes 3-D planar circuits, as seen here. Planar means that much of the circuit is on the surface of one or more
stacked substrates. Vias connect between circuitry on different levels. 3-D means that all coupling between metal in all
three dimensions is included.
Sonnet is a “shielded” analysis, i.e., it analyzes the circuit inside a conducting, shielding box. This shielding box allows a
mathematical formulation that results in an extremely low numerical noise floor, typically 140 to 180 dB down. There is
another subtle, but incredibly important result of analyzing with a shielding box: The shielding sidewalls form perfect short
circuit reference planes.
Thus, from the very beginning, Sonnet has always had perfectly calibrated sidewall ports(i.e., ports on the edge of a
circuit).. What is new in Version 11 is that we have discovered a way to perfectly calibrate all ports internal to the planar
circuit. This allows us to place groups of perfectly calibrated, global ground referenced ports anywhere we want. All the
tiny stray inductances and capacitances associated with (and between) all the internal ports in a group are now exactly
removed.
In this circuit, we have numerous internal ports. The light green areas are lossless metal that provide a common ground
terminal for all ports in a group. This means that at DC, the voltage of the ground terminals for all ports in a group is
exactly the same. However, at RF, ground return current flowing in the light green metal sees small amounts of
inductance and capacitance. For some circuits, this is not a problem. For other circuits, uncalibrated internal ports are a
very big problem. Sonnet’s Co-calibrated ports are the perfect answer.
さて、Co-calibrated™ ポートと控えめに呼んでいるSonnetバージョン11の最も重要な新機能に至りました。 これは高周波EM解析
の完全に新しい概念なのので、その背景から始めましょう。
ここに見られるようにSonnetは3次元プレーナ回路を解析します。 プレーナとは回路の大部分が1つ以上の基板スタックの表面にあ
ることを意味します。 ビアは異なるレベルで回路間を接続します。 3Dとは、すべての金属間の結合が3次元で含まれることを意味し
ます。
Sonnetは「シールドされた」解析で、導体のシールドBoxの中で回路を解析します。 このシールドBoxは、通常140～180dBの非常に
低いノイズフロアで数式を演算できます。 またシールドBoxで解析すると、微妙ではあるが非常に重要な点があります。：シールド側
壁は完全にショートされた回路の参照面を形成します。
従って、当初から、Sonnetは常に側壁のポート（すなわち回路の端のポート）を完全に校正してきました。 バージョン11の新しい機
能は、平面回路内部のすべてのポートを完璧に校正する方法を見いだしたということです。 完璧に校正されている、グローバルな
グラウンド参照のポートをどこにでもつけられます。 すべての内部ポート(とそれらの間)による、すべてのわずかな浮遊インダクタン
スとキャパシタンスは、今や完全に取り除かれます。
この回路は、多数の内部ポートを持っています。 明るい緑色の領域は、すべてのポート群の共通グラウンドに設定されている無損
失金属です。 これは、直流ではすべてのポート群へのアース端子の電圧が完全に同じであることを意味します。 しかし、高周波で
は、明るい緑色で示すグラウンドのリターン電流には、少量のインダクタンスとキャパシタンスが見込まれます。 いくつかの回路では、
これは問題ではありません。 それ以外の回路では、校正されていない内部ポートは非常に大きな問題です。 SonnetのCocalibrated ポートによって校正されたポートは完璧な解決策です。
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Perfectly Calibrated Internal Ports
• Industry first!
• Theory fully published.
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The theory for our Co-calibrated ports is completely published. Sonnet is the only
EM software vendor to publish port calibration algorithms. Other vendors might
try to duplicate our work, but unshielded tools do not have the perfectly
conducting box sidewalls and thus they do not have the perfect short circuit
reference planes. A perfect short circuit reference plane is required in order to
have Co-calibrated ports. Thus, Co-calibrated ports are available only in Sonnet.
Co-calibratedポートの理論は全て公表されます。 Sonnet社はポートの校正アルゴリズ
ムを公表する唯一のEMソフトウェアベンダーです。 他のベンダーは私どもの業績を再
現しようとするかもしれませんが、シールドされていない解析ツールは完全なシールド側
壁を持っていないので、完全にショートされた回路の参照面を持っていません。 Cocalibratedポートには、完全にショートされた回路の参照面が必要です。 従って、CocalibratedポートはSonnetだけが利用できるのです。
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Co-calibrated™ Internal Ports
• In this example, three
groups of Co-calibrated
ports.
• One set of Co-calibrated
ports for each of three
capacitors.
• Three choices:
– Sonnet leaves ports
unconnected (you connect
something using your
favorite framework).
– Sonnet connects an ideal R,
L, or C.
– Sonnet connects an SNP
data file of your choice.
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This is a fundamental and brand new capability for high frequency EM design. To see its significance, let’s explore some applications.
Here, we see a low pass elliptic filter using three surface mount capacitors. Stray coupling between the inductors causes the EM analysis
result to be different from the original optimized result that was designed using only circuit theory. So, the designer wants to tune the values
of the three capacitors in the circuit. So, he placed three groups of Sonnet’s Co-calibrated ports in the circuit, one group of two ports for
each capacitor.
Now, what to connect to the three groups of Co-calibrated ports? There are three choices. First, Sonnet can leave the internal ports
unconnected. In this case, that means all six internal ports are available in the resulting S-parameter data set. Since there are also an input
and an output port, the total number of ports is eight. Thus, an 8-port data set (.s8p) is returned to the framework of your choice. Then you
connect the six internal ports as you like using the framework schematic.
Second, Sonnet allows you to connect an ideal resistor, capacitor, or inductor to any pair of Co-calibrated ports. That is what the designer
has done in this illustration. An ideal circuit theory capacitor is connected across each pair of ports. Now, there is no need to draw a
schematic in your framework. Sonnet first does the EM analysis and then Sonnet uses nodal analysis to connect the capacitors specified
by the designer. This is an incredibly powerful design capability. Now, if the designer changes the capacitor, only the nodal analysis is
repeated. This nodal analysis completes almost instantly. The slower EM analysis is not repeated because there is no change in the layout.
Many possible designs can now be evaluated with almost instant analysis.
Third, Sonnet allows you to specify an S-parameter data set to connect to the Co-calibrated ports. The data set can be from a vendor, from
a model, from measurement, from Sonnet, or even from another EM analysis tool. The designer simply specifies the file name and Sonnet
attaches the component to the Co-calibrated ports. In the case of surface mount devices (SMD), the designer can try different capacitors
by just including different S-parameter data files. If there is no change in the layout, then Sonnet does not repeat the EM analysis. Sonnet
only performs the nodal analysis using the new S-parameter data with results of the change almost instantly available to the user.

これは高周波EM設計のための基本的で新しい能力です。 その重要性を見るために、いくつかのアプリケーションを検討しましょう。
ここで、3個の表面マウントキャパシタを使用した楕円形のローパスフィルタを見てみます。 インダクタ間の浮遊結合に因って、EM解
析の結果と回路理論だけで設計された元の最適化された結果は異なります。 従って、設計者は回路のの3個のキャパシタの値を調
整したくなるでしょう。そして、回路に各キャパシタあたり2つのポートで、3つのSonnetのCo-calibrated ポート群を置きました。
さて、3つのSonnetのCo-calibrated ポート群に何を接続するのでしょうか? 3通りの選択があります。 まず最初、Sonnetは内部ポート
に接続しないままにできます。 この場合、すべての6つの内部ポートのS-パラメタデータセットが得られることを意味します。 また入
力と出力ポートがあるので、ポートの総数は8です。 従って、8ポートのデータセット(.s8p)が、選んだフレームワークに戻されます。
そしてフレームワーク・スケマティックを使用したい場合に6つの内部ポートをつなげます。
2番目に、Sonnetでは理想の抵抗、キャパシタやインダクタを、どのCo-calibrated ポートにも接続できます。 それは設計者がこの図
で行ったことです。 理想的な回路理論キャパシタはそれぞれのポート間に接続されます。 これでフレームワークにスケマティックを
描く必要は全くありません。 Sonnetは最初にEM解析をして、次に、Sonnetは設計者が指定したキャpシタを接続するために、ノード
解析を使用します。 これは信じられないほど強力な設計能力です。 ここで設計者がキャパシタを変えると、ノーダル（節点）解析だ
けが繰り返されます。 このノーダル解析はほぼ瞬時に終わります。 レイアウトに変化が全くないので、時間のかかるEM解析は繰り
返されません。 考えられる多くの設計をほとんど瞬時に評価することができます。
3番目に、Sonnetは、Co-calibrated ポートに接続するS-パラメータのデータセットを指定できます。 データセットはベンダー、モデル、
測定、Sonnetや別のEM解析ツールから設定できます。 設計者はファイル名を指定するだけで、SonnetがCo-calibrated ポートに取
り付けます。 表面実装デバイス(SMD)の場合は、設計者は種々のS-パラメタデータファイルを入力するだけで、種々のキャパシタを
試すことができます。 レイアウトに変化が全くなければ、SonnetはEM解析を繰り返しません。 Sonnetは新しいS-パラメタデータを使
用してノーダル解析を実行するだけで、結果はほとんど即座に得られます。
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Co-calibrated Internal Ports
• Originally intended for SMD (surface mount devices).
• Major impact now also expected in RFIC…
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Here, we see a 3-D view of the circuit. The user can select the size for the
displayed surface mount capacitors.
Co-calibrated ports are clearly important for high accuracy analysis of circuits
using SMDs. However, after we developed the theory for Co-calibrated ports, it
became apparent that they are even more important for RFIC, as described next.
ここで回路の3次元表示を見てみます。 ユーザは表面実装キャパシタの表示サイズを
選択することができます。
Co-calibratedポートは、SMDを使用した回路を高精度に解析するためには明らかに重
要です。 しかし、Co-calibratedポートの理論を開発した後で、それはRFICにさらに重
要であることが、次に示すように明らかになりました。
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Co-calibrated Internal Ports
• In RFIC, we remove the transistors and
substitute internal ports.
• Only Sonnet has perfect calibration for internal
ports.
• Not needed for low frequency and low power.
• Absolutely needed for high frequency or high
power.
• Now, we can also remove all resistors and
capacitors and substitute Co-calibrated ports.
• After first EM analysis, additional RFIC designs
are analyzed at full circuit theory speeds.
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EM analysis can not analyze active devices. So, for RF integrated circuits (RFIC), we remove the transistor and substitute internal ports.
This has always been a problem in the past because most EM analyses do not calibrate internal ports at all. Even previous versions of
Sonnet removed only the self inductance and capacitance of internal ports. Mutual inductance and capacitance with nearby ports was not
removed.
Now, with perfectly calibrated internal ports, we can use as many closely spaced internal ports as we want. All the stray coupling between
all the internal ports is exactly removed.
This is not so critical for low frequency or low power. The small stray inductances and capacitances are not a problem. However, as we
work with higher frequencies and higher powers, now the stray port inductances and capacitances can become a big problem. In fact, use
of our Co-calibrated ports becomes absolutely necessary if our design is to succeed.
One we realize how useful Co-calibrated ports are, we can start doing some amazing things. For example, we can do more than just
remove the transistors and substitute Co-calibrated ports. We can now remove all the resistors, capacitors, and maybe even the vias, and
substitute Co-calibrated ports. We can then include the S-parameters for the resistors, capacitors, vias, and transistors using Sonnet.
Alternatively, we could include them using our favorite framework.
The most important point now is that when we change any of these components, a repeated analysis requires only the circuit theory nodal
analysis to be repeated. For example, you change the first resistor in your design from 35 Ohms to 50 Ohms and click on “Analyze”.
Because there is no change in the layout, Sonnet automatically knows that the EM analysis does not need to be not repeated. Only the
circuit theory nodal analysis is repeated. You receive the new complete result almost instantly!
In the old way of doing RFIC design, changing one component requires another complete EM analysis, perhaps requiring many hours. In
this, the new way of doing RFIC design, we get the new result almost instantly. Very simply: Anyone who insists on doing RFIC design
without Sonnet’s Co-calibrated ports simply will not be competitive.

EM解析は能動素子を解析することができません。 したがって、高周波集積回路(RFIC)では、トランジスタを取り除き、代わりに内部
ポートを置きます。 ほとんどのEM解析が全く内部ポートを校正しないので、今までいつもこれが問題でした。 Sonnetの旧バージョン
でさえ、内部ポートのインダクタンスとキャパシタンスだけを取り除いていました。 近くのポートの相互インダクタンスとキャパシタンス
は取り除かれませんでした。
今や、完全に校正された内部ポートと共に、接近した内部ポートを好きなだけ使用できます。 すべての内部ポート間のすべての浮
遊結合は取り除かれます。
これは低周波数や低電力にはそれほどクリティカルではありません。 わずかな浮遊インダクタンスとキャパシタンスは問題ではありま
せん。 しかし、より高い周波数あるいはより高い電力を扱う場合、浮遊ポートインダクタンスとキャパシタンスは重大な問題になり得ま
す。 事実、設計を成功させるにはCo-calibrated ポートは絶対必要になります。
Co-calibrated ポートがいかに有用か、驚くべきことを始めることができます。 例えば、トランジスタの代わりにCo-calibrated ポートを
置くことができます。 そこですべての抵抗、キャパシタ、およびビアも取り除き、代わりにCo-calibrated ポートを置くことができます。
そして、Sonnetを使用することで抵抗、キャパシタ、ビア、およびトランジスタのS-パラメタを入れることができます。 もう一つの方法と
しては、使い慣れたフレームワークを使ってそれらを含むことができるでしょう。
さて最も重要なポイントは、これらのコンポーネントのどれかを変えるときに、解析を繰り返すためには、回路理論のノーダル解析だ
けを繰り返せばよいということです。 例えば、設計で抵抗を35Ωから50Ωに変えて、“Analyze”をクリックします。 レイアウトに変化が
全くないので、Sonnetは、EM解析を繰り返す必要がないことを自動的に識別しています。 回路理論のノーダル解析だけが繰り返さ
れます。 ほぼ即座に新しい完璧な結果が得られます！
RFIC設計の古い方法では、1つのコンポーネントを変えると別の完全なEM解析を必要とし、おそらく何時間にもなります。 ここでは、
新しい方法でRFIC設計をすることで、ほぼ即座に新しい結果を得ます。 非常に容易に：SonnetのCo-calibrated ポートを使わない
でRFIC設計を主張する方々は太刀打ちできないでしょう。
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Co-calibrated Internal Ports
• xx
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Here is a 3-D view of a power amplifier designed using Co-calibrated ports. Most of the grey boxes show
where the power FETs are. Some of the grey boxes are for resistors. If desired, the designer can remove
many of the capacitors and vias and substitute Co-calibrated ports.
The potential of perfectly calibrated internal ports is mind-boggling. Continuing with the power FET example;
the power FET consists of an input manifold, gate fingers, and an output manifold. Designers usually have a
pretty good model for a single gate finger, but a model for the entire power FET can be elusive. Now the
answer is simple. For the EM analysis, take out all the gate fingers and substitute a group of internal ports. If
you have ten gate fingers, there are now 20 ports for the gate region. There is another port for the input to
the gate manifold and one more port for the output manifold, for a total of 22 ports. Now simply connect 10
copies of your single gate finger model into the 20 internal ports.

これはCo-calibratedポートを使用することで設計された電力増幅器の3次元表示です。 灰色の箱の大部
分は、パワーFETがある場所を示しています。 いくつかの灰色の箱は抵抗です。 必要であれば、設計者
はキャパシタとビアを取り除いて、代わりにCo-calibratedポートを置くことができます。
完全に校正された内部ポートの潜在能力は信じられないほどです。 パワーFETの例を続けます; パワー
FETは入力マニホールド、ゲートフィンガー、および出力マニホールドから成ります。 設計者には、通常シ
ングル・ゲートフィンガーのかなり良いモデルがありますが、パワーFET全体のモデルは理解しづらい場合
があります。 今や答えは簡単です。 EM解析では、ゲートフィンガーをすべて取り除き、代わりに内部ポー
ト群を置いてください。 10本のゲートフィンガーがあるなら、ここではゲート領域に20のポートがあります。
ゲートマニホールドの入力に別のポートと、出力マニホールドにさらにもうひとつのポートがあり、合計22の
ポートです。 今度は、シングル・ゲートフィンガーのモデルを10コピーして、20の内部ポートに接続します。
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Sonnet Co-calibrated Ports in Agilent ADS
• Sonnet data in
ADS Look-alike
schematic symbol.
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The power amplifier on the previous slide was analyzed and automatically returned to Agilent ADS.
ADS automatically accepted the S-parameters calculated by Sonnet. In addition, ADS accepted
the ADS Layout Look-alike schematic symbol generated by Sonnet. The user then attached
transistors and inductors to the appropriate ports using ADS. Now, the designer can analyze the
amplifier response with different transistor models and with different inductors very quickly using
only ADS circuit theory analysis. The entire EM analysis must be re-calculated only when the
layout is changed.
The ability of Sonnet to function so well in Agilent, AWR, and Cadence frameworks provides the
designer with an amazing ability to quickly and accurately find the optimum design.
前のスライドの電力増幅器を解析し、自動的にAgilent ADSに戻されました。 ADSは自動的にSonnetによっ
て計算されたS-パラメタを受け取りました。 さらに、ADSはSonnetが生成したADS Layout Look-alike スケ
マティックシンボルを受け取ります。 次にユーザは、ADSを使用してトランジスタとインダクタを適切なポー
トに取り付けました。 今や設計者は、種々のトランジスタモデルと種々のインダクタで、即座にADS回路理
論解析だけを用いて、増幅器の応答を解析することができます。 レイアウトが変えられるときだけ、全体の
EM解析が再計算されなければなりません。
Agilent、AWR、およびCadenceフレームワークで機能するSonnetの能力は、すばやく正確に最適な設計
を見いだす、驚くべき能力を設計者にご提供します。
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Conclusion
• Sonnet’s new Version 11 has enhanced interfaces to
ADS, MWO, and Cadence.
• New 64-bit analysis engines.
• New data markers for the data viewer.
• Current distribution viewer includes internal
components.
• New easy to install emCluster® option (no 3rd party
software needed).
• New perfectly calibrated internal “Co-calibrated™”
ports, an industry first.
• The Co-calibrated ports are completely changing
how we do microwave design.
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In conclusion, Sonnet’s new Version 11 has enhanced interfaces to Agilent ADS,
AWR Microwave Office, and Cadence. We have new 64-bit analysis engines for
very large problems. Our data viewing program includes the ability to include
many different kinds of markers. Our current distribution viewer includes the
effect of any internal components on the current distribution. We have a new
easy-to-install emCluster option, no third party software is required. And finally,
our new “Co-calibrated” ports are an industry first. Being able to have perfectly
calibrated ports inside the circuit being analyzed is going to completely change
the way microwave design is done, especially for RFIC. Thank you for listening.
最後に、Sonnetの新しいバージョン11はAgilent ADS、AWR Microwave Officeおよび
Cadenceのインターフェースを拡充しました。 今や、非常に大きな問題のためには、新
しい64ビットの解析エンジンがあります。 データ表示のプログラムは多くの種類のマー
カーがあります。 電流分布ビューアーは、電流分布に内部コンポーネントの効果を含
みます。 インストールが簡単な、新しいemClusterオプションがあり、サードパーティ・ソ
フトウェアも必要ありません。 そして最後に、私どもの新しい“Co-calibrated” ポートは業
界初になります。 解析する回路の中でポートを完璧に校正できれば、マイクロ波設計を
行う方法は、特にRFICで完全に変化するでしょう。
ご静聴ありがとうございました。
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Sonnet Suites PC Windows版
Windows版 価格表

Suite本体価格

Lite/LitePlus
LitePlus
Lite
無料
非売品

Basic Anntena
$4,495

Level2/3 Suites
Silver Antenna
$8,495

Gold Antenna
$12,495

2006/11/15

Professional Suites
Server
Team
Standalone
$28,500
$34,525
$57,525

em
○
○
○
○
○
○
○
○(2cpu)
em追加
－
－
－
－
－
$19,500
$18,500
remoteem
－
－
－
－
－
○
○
emcluster
－
－
－
－
－
－
$5,000
解析エンジン
解析規模
16MB
32MB
64MB
128MB
256MB
無制限
解析層数
内層3層
内層2層
内層2層
無制限
Conformal Mesh
－
－
－
－
－
○
○
○
対象行列解法
－
－
－
－
－
○
○
○
xgeom
○
○
○
○
○
○
○
プリプロセッサ
xgeom site
－
－
－
－
－
－
$3,500
○
emvu
○
○
○
○
○
[ -$4,750 ] [ -$5,900 ] [ -$5,900 ]
ポストプロセッサ
patvu
－
－
○
○
○
[ -$2,500 ] [ -$3,125 ] [ -$3,125 ]
bbextract
－
－
－
－
－
[ -$3,250 ] [ -$3,500 ] [ -$3,500 ]
gds
－
－
－
－
－
○
○
○
インターフェース
dxfgeo
－
○
○
○
○
○
○
○
mwoint
○
○
－
－
－
$1,250
$5,000
$5,000
－
－
$675
$975
$1,275
当初1年間の保守費用
$0
－
－
$1,125
$1,625
$2,125
2年目からの年間保守費用
別掲の個別価格表の15%
導入作業、オンサイトトレーニング
－
$495
$990
$990
$1,485
$1,485
$2,475
$4,950
Suitesの
Suitesの グレード
Lite/LitePlus 非売品です。教育訓練や個人利用向けです。バージョンアップサービスなどの保守サービスもありません。
Level2/3 廉価版です。解析規模の制限や、実装されていない機能があります。保守契約が有効なら上位グレードに差額でアップグレードできます。
Professional 様々な用途や規模の業務に対応できます。表に掲げた以外に Unix EWSやLinux版さらにAgilent社やCadence社とのインターフェースもあ
ります。別掲のコンポーネント個別価格表には全ての製品の個別価格が記載されています。
Standalone PC一台で解析システムを構成します。エンジニア一人で占有あるいは、数人で交代で運用するシステムです。
Server ネットワーク上の計算サーバーに解析業務を集中させ、モデルの入力や解析結果の処理はネットワーク上のどのPCからもできるシステム
です。研究開発チームでの運用に向きます。
Team 計算サーバーを二台並列に運用し、さらにモデルの入力は何台でも何人でも同時に行えるシステムです。大規模な問題を日常的に扱う研
究開発チームでの運用に向きます。Emclusterライセンスを追加してクラスタシステムへの発展も可能です。
解析エンジン
解析 エンジン
em Sonnetの解析エンジン本体です。
em追加 解析エンジンだけを追加して解析効率を向上させることが出来ます。
remoteem 解析エンジンだけを計算サーバーに集中させて全体の運用効率を向上させることができます。
emcluster 複数の解析エンジンをクラスタ構成にしてスループットを向上させることができます。Sonnet製品以外にPlatform Computing社のLSFが必要
です。またWindows XP Professionalが必要です。
解析規模 問題と解析規模の関係は複雑で、見た目のイメージから判断することは困難です。Sonnet Liteを使って必要メモリの見積もりをするか、弊
社にベンチマークテストをご依頼ください。
解析層数 片側が完全なベタアースの両面基板では内層1層です。両面のパターンを解析する必要があるなら内層2層と数えます。
Conformal Mesh 曲線や斜めの線路を少ないメモリと精度で解析するソネット独自のアルゴリズムです。
対象行列解法 解析エンジン内部で連立方程式を解く時にメモリの使用量を半分にできるアルゴリズムです。
プリプロセッサ
xgeom モデルの入力と解析条件の設定に使われるプログラムです。
xgeom site モデルの入力と解析条件の設定をネットワーク上のどこからでも同時に無制限に行うことができます。
ポストプロセッサ
emvu 解析結果の電流分布をグラフィカルなアニメーションで表示するプログラムです。電流分布をcsv形式で出力することもできます。
patvu 解析結果からアンテナとしての放射特性を計算し、表示するプログラムです。アンテナや不要放射問題の解析に不可欠です。
bbextract 解析結果をSPICEにimportできるnetlistに変換するプログラムです。非常に広帯域で利用できます。時間軸での応答が必要な方にお勧めし
ます。
インターフェース
gds GDSファイルを読み書きできます。
dxfgeo DXFファイルを読み書きできます。
mwoint AWR社のMicrowave Officeとのインターフェースです。AWR社の環境の中からシームレスにSonnetを使うことができます。
その他
その 他
保守 保守契約は次のサービスを含みます。 1)新バージョンへの無料バージョンアップ。２)上位グレードへの差額アップグレード。３）技術サポー
ト。４）年１回までのライセンスの移動。
購入後直後の保守 Level2/3Suitesには購入後３ヶ月、Professional Suitesには購入後１年の保守サービスが含まれて居ます。
2年目からの年間 Level2/3 Suitesでは表記の金額、Professional Suitesでは、そのProfessional Suiteに含まれるコンポーネントそれぞれの個別価格表の合
保守費用 計価格の15%です。
導入作業、オンサ
お客様の指定する設置場所に技術者が出向いて導入作業と約３時間のセミナを行います。
イトトレーニング
為替レート 価格は、米ドル表記です。ご注文当日のTTSレートで換算した円価、または有効期間内の見積書に記載の円価でお支払い願います。
教育値引き Professional Suitesは、大学向けに50%の値引きを致します。この値引きは各種公共機関、公立研究所等には適用されません。
納期 納期は２週間以内です。
○
この機能は、そのSuiteの価格に含まれます。
表中の記号
ー
この機能は、そのSuiteには設定されて居ません
$1,000
この機能は、オプションです。そのSuiteをご購入時に表記の価格で付け加えることができます。
[ -$1000 ]
この機能は、不要なら取り除いて表記の価格を本体価格から値引きすることができます。

tel:043-463-6663

有限会社ソネット
有限会社ソネット技研
ソネット技研

http://www.sonnetsoftware.co.jp/

