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1. はじめに

このドキュメントで提供している インテル® Stratix® 10E タイル PCB デザイン・ガイドラインは、
PCB デザインに関する既存のアプリケーション・ノートを補足するものであり、矛盾する情報を提供する
ものではありません。インテルでは、次に一覧表示するアプリケーション・ノートを前もって読まれること
をお勧めします。

• AN 766: デバイス 高速信号インターフェイス・レイアウトのデザイン・ガイドライン

• Transceiver Link Design Guidelines for High-Gbps Data Rate Transmission

• PCB Breakout Routing for High-Density Serial Channel Designs Beyond 10 Gbps

• PCB Stackup Design considerations for Intel FPGAs

上記のデザイン・ガイドラインは、特定のプラットフォームへの関連付けはされていません。つまり、上記
のデザイン・ガイドラインでは、

• 特定のデザイン・パラメーター値の提供はしていません。例を示して、シグナル・インテグリティー
(SI) デザイン方法論を説明しています。

• ユーザーは、最適化された材料、スタックアップ、その他の要素の選択をアプリケーションのニーズ
に基づいて自由に行うことができます。

E タイル・プラットフォームのチャネルデザインには、シグナル・インテグリティー・シミュレーションが推
奨されます。次の主要ポイントを理解して、シミュレーション・ターゲットに到達し、最適なデザインを達
成するようにしてください。

• デザインマージンは、56Gbps で実行する E タイルチャネルの場合、28 Gbps 世代のマージンより
もはるかに小さくなります。これは、-9.5 dB の固有損失 (1/3 NRZ 振幅) の追加によるものです。

• IEEE802.3 などの工業規格団体では、合格/不合格の基準にチャネル確認方法である Channel
Operating Margin (COM) を指定済みです。

• インテルの IBIS-AMI モデルとそのユーザーガイドは、SI シミュレーション用です。シミュレーショ
ンに使用するのは、ユーザー独自のアプリケーションにおける E タイルシリコンの電気的挙動で
す。

このアプリケーション・ノートでは、概ね 56 Gbps を使用してデータレートを記述します。これは、ベース
ラインが Common Electrical Interface (CEI) で確立しているためです。ただし、実際のデータレー
トは最大 57.8 Gbps です。
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2. 56G PAM4 チャネルのプラットフォーム・デザイン方法

2.1.  インテル Stratix 10 E タイル・トランシーバー・チャネル使用モード

インテル Stratix 10 E タイルでサポートするデュアルモード PAM4 および NRZ シリアル・トランシー
バーは、最大 12 レーンの CEI-56G-LR 56G PAM4 および最大 24 レーンの 28.9G NRZ 802.3-
KR/CR です。PAM4 モードでは、データレートが 40 Gbps を超える場合、最大容量でのコンフィグレー
ションでは、PAM4 を実行する他のすべてのチャネルを使用し、最大データレートは 57.8 Gbps です
(チャネル 2n、n=0,1,..11 は PAM4 用、チャネル 2n+1 は未使用です)。すべてのチャネルを実行して
いる場合、最大 32 Gbps PAM4 が各チャネルでサポートされます。NRZ モードでは、すべてのチャネル
を実行している場合、最大 28.9 Gbps が各チャネルでサポートされます。

図 -1: インテル Stratix 10 E タイル・トランシーバーの使用例 : データレート> 28.9 Gbps で動作する
チャネル
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図 -2: インテル Stratix 10 E タイル・トランシーバーの使用例 : データレート < 28.9 Gbps で動作する
チャネル

2.2.  インテル Stratix 10 E タイル・シグナリング - PAM4 と NRZ (PAM2)

インテル Stratix 10 E タイルでは、PAM4 と NRZ の両方のシグナリングをイネーブルします。

PAM4 シグナリングでは、4 つの異なる電圧レベルを使用して、各シンボルで 2 ビットのデータをエンコ
ードします。これにより、基本周波数を増加させずにリンクの帯域幅を 2 倍にします。

次の図は、PAM4 シグナリングと NRZ シグナリングの例です。

図 -3: PAM4 と NRZ シグナリング

2. 56G PAM4 チャネルのプラットフォーム・デザイン方法
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PAM4 モードでは、ノイズマージンが NRZ モードと比較して小さくなります。これは、隣接する信号レベ
ル間の振幅が NRZ の 3 分の 1 だからです。この本質的な損失によって、ノイズマージンが NRZ と比較
して約 -9.5 dB 少なくなります。したがって、ノイズマージンは、PAM4 シグナリングを使用した高速リ
ンクのデザインでは重要な考慮事項です。

次の図で示すのは、 インテル Stratix 10 NRZ と PAM4 の両方の信号モードの E タイル・チャネル・デ
ザインです。

図 -4: インテル Stratix 10 E タイル NRZ および PAM4 変調の例

PAM4 ではノイズマージンが少ないため、ピークツーピークのアイ開口は NRZ モードの場合よりも小さ
くなります。

2.3. PCB デザインフロー

次の図で示すのは、プラットフォーム・デザインにおけるシグナル・インテグリティーのワークフローです。
PCB シミュレーションが失敗したり、目的の目標に到達しなかったりした場合は、修正が必要になること
があります。

図 -5: プラットフォーム・デザインにおけるシグナル・インテグリティーのワークフロー

2. 56G PAM4 チャネルのプラットフォーム・デザイン方法
683262 | 2019.03.12
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2.3.1. 56 Gbps PAM4 規格のデザインターゲット

PAM4 規格を理解することは、PAM4 PCB デザインフローの鍵となります。チャネル損失バジェットを評
価するために、エンドツーエンド・チャネルの各チャネル要素の損失推定値を使用してください。

下記は、異なる規格向けに推奨されるチャネル損失です。

50/56G PAM4 - 損失要件については、次の各規格を参照してください。

• IEEE802.3bs

• IEEE802.3cd

• OIF CEI-56G-VSR

• OIF CEI-56G-MR

• OIF CEI-56G-LR

25/28G NRZ - 損失要件については、次の各規格を参照してください。

• IEEE802.3bs

• IEEE802.3cd

• OIF CEI-56G-VSR

• OIF CEI-56G-MR

• OIF CEI-56G-LR

次の図で示すのは、エンドツーエンド (TP0 to TP5) の 200GBASE-CR4 チャネルに対するチャネル
挿入損失 (IL) バジェット計算です。ここではナイキスト周波数での IL 推定値を各チャネル要素に対し
て示しています。インテルでは、最小および最大の挿入損失の割り当てをチャネル (トランスミッターか
らレシーバー) の各要素に対して慎重に見積もり、リンク規格 (IEEE802.3cd など) を満たすことをお
勧めします。

図 -6: エンドツーエンドの 200GBASE-CR4 チャネル損失の見積もり例

上記の例にある各要素 (コネクターとケーブル) の境界は慎重に定義してください。

2.3.2. PCB 材料およびスタックアップ・デザイン

PCB 材料とスタックアップの適切な選択は、デザインフローの重要な鍵です。E タイルの場合、次の 4 つ
の主要な PCB チャネルデザインのパラメーター/要素があります。
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• 挿入損失 (IL)

— チャネル損失が大きいほど、デバイスからチャネルを介して高速データを確実に送信すること
が難しくなります。

— 規格ごとに推奨されるチャネル損失は異なります。

• リターン損失 (RL)

— リターン損失 (RL) によって、特定のチャネルから反射されるエネルギー量を測定します。イン
ピーダンスの不連続性が高いチャネルでは、RL のパフォーマンスが低下します (つまり多くの
エネルギーを反映します)。

• 遠端および近端クロストーク (FEXT および NEXT)

— クロストークは、隣接チャネルからのノイズの一種と考えることができます。クロストークによっ
てノイズマージンが減少します。

• モード変換 (MC)

— モード変換によって、一般的なノイズキャンセルを削減することができます。コモン・モード・ノイ
ズは差動モードに漏れ、ノイズマージンを減少させる可能性があります。

2.3.2.1. 挿入損失

差動トレース挿入損失を dB/インチ単位で見積もって、トレース損失バジェットに使用してください。こ
れは、選択した PCB 材料とスタックアップに基づいて行います。PCB トレース・インピーダンスおよびス
タックアップを最適化するには、次の重要な注意事項に従ってください。

高誘電率 (Dk) の薄い誘電体層が避けられない場合、トレース・インピーダンスを下げるとトレース幅
が狭くなり、次の事項につながります。

• インピーダンス制御の向上

• 損失パフォーマンスの向上

特定の配線密度に対して密結合の差動トレースを避けると、次の事項につながります。

• デスキュー・トロンボーン使用時のトレース・インピーダンス変動の削減

• 特定のインピーダンス・ターゲットに対するより大きなトレース幅の実現

上記の重要な注意事項を実装すると、PCB デザインのトレース・ジオメトリーとインピーダンスの最適化
が向上します。

2.3.2.2. リターン損失

PCB トレースインピーダンスを最適化して、リターンロスの改善または信号反射の削減を達成してくだ
さい。 RL パフォーマンスの向上のために PCB インピーダンス Z0 値を決定する要因は次のとおりです。

• エンドツーエンド・チャネルの要素 :

— デバイスパッケージ

— PCB ビア

— コネクター

— ケーブル

— DC ブロックキャップ (存在する場合)

• PCB スタックアップおよび誘電体材料と銅材料

2. 56G PAM4 チャネルのプラットフォーム・デザイン方法
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PCB インピーダンス Z0 の選択によってインピーダンス変動 (不連続性) を最小にすることは、チャネル
の他のすべての要素と合わせて、チャネルの一端から他端に信号を転送しながら信号の反射を最小限に
抑えるための鍵となります。

次の図で示しているのは、PCB トレース・インピーダンスの最適化の例です。青色から赤色のパフォーマ
ンス曲線 (両端での挿入損失、リターン損失、時間領域反射率測定 (TDR)) から、インピーダンス変動
の減少は、最終的にはリターン損失の改善につながるようです。

図 -7: PCB トレース・インピーダンス最適化の例

2.3.2.3. パッケージ損失およびクロストーク

インテル Stratix 10 E タイルのパッケージ損失を次にまとめます。設計者は、これをエンドツーエンド
のチャネル損失の見積もり/評価に使用できます。

• インピーダンス仕様 : 90 オーム +/- 10％

• 最大差動挿入損失 : ナイキスト周波数で -3 dB (Tx または Rx)

• 差動リターン損失 : ナイキスト周波数までは -15 dB より優れています

• クロストーク (ナイキスト周波数まで)

— NEXT <-60 dB

— FEXT <-50 dB

2.3.2.4. PCB ビアのデザイン

PCB ビア構造は通常、容量性 (ビアパッド/ドリルから周囲のリファレンス・プレーンへのフリンジ結合)
です。 PCB ビアには、ビアスタブも備えられ (スルーホール・ビアへのバックドリル/トップドリル後)、ビ
ア・インピーダンスをさらに下げることができます。

ビアのアンチパッド・サイズを調整して、ビア・インピーダンスを必要なインピーダンス許容範囲内にする
ことは、ビアの最適化を行うために不可欠です。

ただし、アンチパッド・サイズを大きくするには制限があることがあります。ブレイクアウト・トレースに必
要なグランド・リファレンスにより、小さなアンチパッドでは、ビア・インピーダンスを非常に低くすること
ができます。

PCB ビア・インピーダンスの制御/最適化に利用できる手法を次に示します。
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• PCB ビアのアンチパッド・サイズを小さくすると、インピーダンスが低くなります。

• PCB ビアスタブを長くした場合にも、インピーダンスは低くなります。

• PCB ビアのドリルサイズが小さいほど、インピーダンスが高くなります。

• PCB ビアの上部、下部、機能パッドが小さいほど、インピーダンスが高くなります。

• 薄い誘電体層、つまり高密度のプレーンでは、インピーダンスが低くなります。

• 誘電率 (Dk) が高いと、インピーダンスが低くなります。

下記の図で示している PCB ビアのインピーダンスは、TDR によって測定されたものです。TDR 帯域幅
が広いほど、インピーダンスの変化がより詳細に見られます。この図の TDR プロットは、上部ビアパッド
から内層トレースまでです。ビアスタブには容量特性があります。また、ビアスタブによってパス・インピー
ダンスが低下します。

図 -8: TDR による PCB ビア・インピーダンスの観察

次の図で示している手法は、PCB ビア・インピーダンスの最適化/調整に使用します。トップ/バックドリ
ルは、高速データリンクに不可欠です。ただし、ビアスタブをさらに短くすることは、製造工場の制限によ
ってできない場合があります。したがって、アンチパッド領域を大きくすることで、ビア・インピーダンスを
調整して、反射の少ないトレース・インピーダンスに到達することができます。

図 -9: スタブによる PCB ビア・インピーダンス調整

PCB ビア・インピーダンスをさらに調整するには、次の推奨事項に従ってください。
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• 製造時に許容される最小のビアドリル/パッドを使用して、ビア・インピーダンスの不連続性を左右
する容量結合を低減します。アンチパッド・サイズを小さくして、ブレークアウト・トレースのグラウン
ド・リファレンスを改善します。

• ビア・インピーダンスの寸法 A および B (次の図を参照) をスイープします。これには、実績のある
市販の 3D E/M ツールを使用します。

• B 寸法はブレークアウト・トレースのグラウンド・リファレンスに影響を与える可能性があります。そ
のため、最初に A を調整して、最大許容 A に達してから B を調整してください。

図 -10: ビア・インピーダンス制御におけるさまざまなスイープ・パラメーターに関する PCB 差動ビアおよび
TDR パフォーマンス

PCB ビア・クロストーク
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PCB ビアパターンは、パッケージ BGA パターンに従います。ビアパターンとカップリング長は、PCB ビ
ア結合に直接影響します。したがって、クロストーク要件を満たすために、さまざまなビアパターンのビア
結合長を制御することが重要です。56G PAM4 モードでは、非常に厳しいクロストーク制限 (60 dB)
を TX/RX に課します。PAM4 使用モードを参照すると、チャネル 2n (n=0, 1, .. 11) による 56G の
実行時は、他のすべてのチャネルは静かです。したがって、同じチャネルの TX から RX へのクロストーク
と、その次の 2 番目のチャネルの TX から RX へのクロストークは、PCB デザインにおけるクロストーク
の最悪のケースの 1 つです。下記の TX/RX の最悪のビアパターンのケースを参照してください。このビ
アのトランジションについて、インテルでは、ビア結合長を 40 mil 未満に制御することをお勧めします。

図 -11: ビアパターンの最悪のケース (2-TX から 1-RX へのクロストーク)

2.3.2.5. PCB コネクター

コネクターは PCB ボードデザインでは避けられません。したがって、PCB コネクターのフットプリントを
最適化および調整して、トレースのターゲット・インピーダンスに到達し、不連続性または反射が小さくな
るようにしなければなりません。次のヒントに従って、PCB コネクターのフットプリントを最適化すること
ができます。

• PCB コネクターのフットプリントの最適化の際は、コネクターベンダーのガイドラインに従います。

• PCB スタックアップと材料の情報をコネクターベンダーに提供し、PCB フットプリントを最適化し
ます。これは、チャネル・インピーダンス要件に基づいて行います。

• コネクターモデルの境界が明確に定義されていることを確認してください。

• ベンダーのコネクターモデルには、通常、ベンダーのリファレンス PCB フットプリントが含まれてい
ます。

• ベンダーのコネクターモデルにワーストケース・ジオメトリ、つまり嵌合エッジカードのパッドスタブ
が含まれているかどうかを確認します。

次の図で示している QSFP コネクターは、PCB コネクターのフットプリントの最適化例です。
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図 -12: QSFP コネクターおよび PCB フットプリントの最適化

協調シミュレーションには、E/M ツールソルバーのコネクターを使用してください。レイアウト前フェー
ズでは、PCB スタックアップと材料をコネクターベンダーに提供してください。これは、フットプリントの
予備最適化を行うためです。レイアウト後フェーズでは、配線済み PCB フットプリントをコネクタベンダ
ーに提供してください。同時にコネクターとの最終的協調シミュレーションも提供します。必ずエンドツ
ーエンド・チャネル・シミュレーションの最終的なポストレイアウト・モデルの境界を明確に定義してくだ
さい。

2.3.2.6. PCB デザインにおけるケーブルの使用

直接接続の銅ケーブル (DAC) は、高速 PCB リンクデザインで最も一般的に使用されるケーブルです。
DAC にはさまざまなケーブル長/サイズがあり、さまざまなアプリケーションに使用できます。

ケーブルモデルの境界が両端で明確に定義されていることを確認してください。さらに、ケーブルモデル
にケーブルワイヤー終端とエッジカード (シミュレーションで考慮する要素) が含まれているかどうか
をケーブルベンダーに確認してください。

約 5 dB (14 GHz) のホストボードでは、ほとんどの AWG-26 2 m、3 m ケーブル、および 5 m ケー
ブルが使用されています。また、送受信イコライゼーションが慎重に調整され、56G PAM4 をサポートし
ます。E タイル PAM4 モードは、ケーブル・アプリケーションで最大 30 dB のパッド間損失をサポートし
ます。

図 -13: ケーブル経由の TX-RX 接続
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図 -14: 異なる種類のケーブルのチャネル・アイ・シミュレーション (約 5 dB RX および 5 dB TX PCB トレ
ース配線)

2.3.3. FPGA PCB デザイン

PCB デザインには、FPGA からコネクター/チップ/その他のデバイスまでのエンドツーエンドの高速パ
スデザインを伴います。FPGA ブレイクアウト領域から始まり、デザイン方法には、シングルエンドまたは
ネックダウンの差動ピンスケープ配線が含まれます。また、PCB デザインでカバーする内容には、差動
P/N デスキュー方法、隣接ペア間のスタッガード・ブレイクアウト・レイヤーによるクロストークの最小化
のほか、プロービング用の適切なデザインのためにインピーダンス制御用のグランドビアを信号ピンの
隣に追加したり、ビア・レファレンス・グランド・パスを追加したりすることが含まれます。

2.3.3.1. FPGA PCB ブレークアウト・デザインおよびリファレンス

この項での焦点は、10 Gbps を超える高密度シリアル・チャネル・デザインの FPGA PCB ブレークアウ
ト配線についてです。

予備ブレークアウト配線の研究については、AN-651-1.0 アプリケーション・ノートを参照してくださ
い。

AN-651-1.0 のリンク : PCB Breakout Routing for High-Density Serial Channel Designs
Beyond 10 Gbps

インテル Stratix 10 E タイル差動 RX/TX ボールは、グランドボールで完全にシールドされています。
これに対して、以前の RX/TX ボールは斜めの配置で、グランド・ボール・シールドはありませんでした。
FPGA BGA/ピンピッチは 1mm です。AN-651 のブレークアウト配線方法に対する変更点は次のとお
りです。この変更は、インピーダンス・マッチングを改善するためのものです。

AN-651 のシングル・トレース・ブレイクアウトの考察では、47 オーム Zo は考慮していません (代わり
に 51.3 オーム Zo を使用しています) 。そのため、シングル・トレース・ブレークアウトと差動配線セグメ
ントとの境界にインピーダンスの不連続性が発生しています。シングル・トレース・ブレークアウトに約
47 オームを使用すると、境界を横切るときに差動インピーダンスを約 94 オームに維持することができ
ます。シングル・トレース・ブレークアウトが上記の差動インピーダンス・マッチング手法のオプションに
なる可能性があるのは、差動ブレークアウト・トレースのグランド・リファレンス・カバレッジが、最適化さ
れた大規模な高 Dk および高層数 PCB のビア・アンチパッドによって問題になる場合です。
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シングル・トレース・ブレークアウトのもう 1 つの利点は、AN-651 に記載されているバックドリル効果
によってブレークアウト・レイヤーの割り当てが制約されないことです。これは、バックドリルのビア・銅間
のクリアランスが十分あるためです。

次に示すこつによって、AN-651 のシングル・トレース・ブレークアウトの例を改善することができます
(次の図を参照)。

• シングルトレース Zo = 51.3 オーム、Zdiff = 約 102.6 オーム (疎結合 P/N トレースの場合)。

• Zo = Zdiff / 2 の幅の広いシングルトレースを使用し、差動インピーダンスを一致させます。

• ビア・インピーダンスも、この考察の損失パフォーマンスに大きな役割を果たします。

図 -15: E タイル・シングル・トレース・ブレイクアウト・レイヤーの使用および配線

2.3.3.2. 差動ペアの P/N デスキュー方法

差動リンク上の高速データは、デスキューして、最大のアイ開口を達成し、モード変換を回避する必要が
あります。さまざまな方法で差動ペアのデスキューができます。例えば、ビア・アンチパッド領域またはト
レースで行う方法です。

トレースのデスキューには次のようなシグナル・インテグリティーの問題がいくつかあります。

• インピーダンス変動 (不連続性) の問題 : 密結合差動トレースの場合、P/N レッグの 1 つにあるデ
スキュー・トロンボーンによって疎結合セクションが作成されます。ただし、このセクションのインピ
ーダンスがレイアウトで調整される場合は例外です。

• モード変換の問題 : 片方の P/N レッグのデスキュー・トロンボーンは、他のレッグの直線トレース
と比較して、単位長あたりの遅延が少ない可能性があります。詳細については、http://
www.sigcon.com/Pubs/edn/serpentine.htm を参照してください。

ビア・アンチパッド領域内でのデスキューには、次のようなシグナル・インテグリティーの問題もあります。
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• トレース遅延は、ビア・アンチパッド領域では小さくなります。これは、リファレンス・プレーンへの結
合が少ないためです。

• ビア・アンチパッド内部の長さの不一致によるトレース・インピーダンスの不連続によっても、信号イ
ンテグリティーの問題が起きる可能性があります。

図 -16: 　ビア・アンチパッドの内側/外側の歪みの除去

• シングルエンド・ブレークアウト配線を使用したデスキューの場合、グランド・レファレンスのないア
ンチパッド内部のトレースの平行性により、NEXT 効果が発生します (次の図を参照)。ただし、写真
の左の画像で示すように、NEXT 効果は、1 mm のピンピッチのビアと短い結合長では重要ではあ
りません。

図 -17: ビア・アンチパッド領域での平行性、クロストーク、およびデスキュー

次の図で示すのは、トレースのデスキューによるインピーダンスの不連続の例です。差動ペアの P/N レー
ンのスキューを除去する最も一般的な方法は、トレース・トロンボーン・コンフィグレーションの使用で
す。図中のトレースの TDR パフォーマンスからわかるように、差動ペアのインピーダンスは、トロンボー
ン領域の不連続性が原因で変動します。この例では、差動ペアは、最上位レイヤーに配線され、P/N レッ
グ間で密結合を備えています。つまり Zodd << Zeven です。TDR パフォーマンスの曲線には、4 オー
ムの Zdiff バンプが見えます。これは、最終的にリターン損失ペナルティーの原因となります。
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図 -18: トレースデスキューによるインピーダンス不連続の例

次の図では、トレースデスキューによるモード変換の例も示しています。この例では、P と N のレッグ間
の遅延差と、測定トレース長エンドツーエンドでは、レイアウトツールでは同じです。ただし、シミュレー
ションにより、P レッグ遅延は約 17 度、つまりナイキスト周波数 (12.9 GHz) での N レッグ遅延より
3.5 ps 長くなります。P レッグと N レッグの遅延差は、周波数が高くなると大きくなります。コモンモード
から差動モードへの変換は約 -20dB です。

図 -19: トレースデスキューによるモード変換例

次の図で示すのは、インピーダンスの不一致とモード変換の両方を回避するための、トレースデスキュー
の配線に関する推奨事項です。

密結合差動ペアに対するトレース・デスキュー・トロンボーンに関する考慮事項

疎結合の P/N レッグでトレースセグメントを広げると、インピーダンス補正に役立ち、その領域のインピ
ーダンスが減少します。次の図示しているのは、トレース・デスキュー・トロンボーン・コンフィグレーショ
ンの適切な実装です。
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図 -20: トレース・デスキュー・トロンボーン・コンフィグレーションにおけるインピーダンス・マッチングの改善

差動ペアのトレースデスキュー長マッチングに関する考慮事項

より多くのデスキュー・トロンボーンを使用してレッグに余分な長さを追加すると、デスキュー改善のため
のトレース遅延の補正に役立ちます。ただし、レイアウトに必要な追加の長さを決定するには、シミュレ
ーションまたはラボでの測定が必要です。次の図で示しているのは、長さが追加された N レッグです。コ
モンモードから差動モードへの変換は、上記のトレースデスキューによるモード変換の例で示している
例と比較して、12.9 Ghz で 19 dB、1 GHz で 25 dB 向上します。

図 -21: トレース・デスキュー・トロンボーン・コンフィグレーションでのモード変換の改善

2.3.3.3. クロストーク - 差動ペアの NEXT および FEXT

PCB レイアウトでは、一般的なクロストーク・ソースは次のとおりです。
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• PCB BGA ビア

— ビア間の距離、近隣のグランドビア、およびバレルの長さの平行性

• レイヤー遷移および DC ブロッキング・キャパシター用 PCB ビア

— ビア間の距離、近隣のグランドビア、およびバレルの長さの平行性

• PCB トレース

— エッジ結合マイクロ・ストリップライン

• ペアツーペアのエアギャップ、トレースからリファレンス・プレーンまでの距離、およびシミ
ュレーションに基づくトレース結合長、すべてを組み合わせて FEXT <-50 dB、NEXT
<-60 dB を取得

— エッジ結合ストリップライン

• ペアツーペアのエアギャップ、トレースからリファレンス・プレーンまでの距離、およびシミ
ュレーションに基づくトレース結合長は、すべてを組み合わせて FEXT <-50 dB、NEXT
<-60 dB を取得

• コネクター

— ベンダー、タイプ、ピン割り当て、フットプリントなど

クロストークの他の原因は、パッケージ損失の項で説明したパッケージです。 インテル Stratix 10 E タ
イル向けに達成したパッケージ・クロストークは、NEXT では -60 dB 未満、FEXT では -50 dB 未満で
す。

BGA ビアでのクロストーク

BGA ビアのクロストークに影響する複数の要因には次の事項を含みます。

• ピン割り当て

— 信号ピン間の相互距離

— 信号ピンとリファレンス (グランド) ピンとの距離

• 配線レイヤーの割り当て

— BGA チップにより近い配線レイヤーを使用すると、ビアバレルが短く、垂直信号ビア間の結合
が少ない。

• ビア・アンチパッド・サイズ

— ビア・アンチパッドを大きなサイズに調整して、低ビア・インピーダンスの問題を軽減すると、リ
ファレンスへの結合が少なくなるため、クロストークが増加する可能性があります。クロストー
ク効果をビア・インピーダンスの最適化中にデザインのトレードオフとして含めます。

• PCB スタックアップ

— 同じスタックアップ厚さ内のより多くのリファレンス・プレーン (つまり、より高密度のリファレ
ンス・プレーン) では、より高いカップリングをリファレンスに提供します。結果として、クロスト
ークが低減されます。

次の図で示しているのは、BGA ビア・クロストークが少ない場合の配線レイヤーの割り当て例です。高速
差動信号の一般的なブレークアウト・レイヤーの割り当てを示しています。6 つある隣接信号ビアのペア
は、この例ではクロストーク・ソースとして機能します。最悪の結合ペアは、カラム/ロウ間のグランドの数
(垂直グランドビア) によります。最下位レイヤーのブレークアウト・ビア間の結合によって、大きなクロス
トークが提供されます。これは、長いビアバレルの平行性のためです。6 つの近接信号の平行性によるク
ロストークも図に示しています。
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図 -22: 配線レイヤーの割り当てにおける BGA ビアバレル平行性とクロストーク

BGA ビア間クロストークの低減方法

BGA ビア間のクロストークを低減するためのこつは次のとおりです (下図に示す) :

• 隣接信号のブレークアウト・レイヤーをずらし、ビアの平行性を低減します。

• n 層ボードの場合 :

— i+j <= n+1 のとき、レイヤー i および j でブレークアウトのある隣接信号ビアを使用します。

— トレース耐性/マージンへのドリルには、シングルトレースのブレークアウトが必要になる場合
があります。
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図 -23: 配線レイヤーの割り当ての BGA ビア・クロストークの低減方法

次の図で示しているのは、上記の 配線レイヤーの割り当てにおける BGAビアバレルの平行性とクロス
トークというタイトルの図で示している例のブレークアウト・レイヤーの最終割り当てです。この割り当て
では、6 つの隣接する高速差動信号ビアのペアへのクロストークが改善されています。この例では、18 層
のボードが使用されており、隣接からのビアバレルの平衡性が削減されています。シングルエンド・トレ
ース・ブレークアウトが、ドリル・トレース間耐性およびバックドリル・トレース間耐性のために必要になる
場合があります。
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図 -24: BGA ビアのクロストーク低減による最終的なブレークアウト・レイヤーの割り当て

2.3.4. PCB レイアウト前シミュレーション・フェーズ

レイアウト前シミュレーションは、PCB デザインの予備フェーズです。このリンク・シミュレーションでは、
PCB 上のチャネルをモデル化し、次の項目をカバーする必要があります。

• チャネル・インピーダンス・コーナー・スイープ

• チャネル長/損失スイープ

• チャネル動作マージン (COM) シミュレーションが失敗した場合、材料とスタックアップの調整が
必要です。

• COM シミュレーションから最適化された TX EQ を記録します。

COM (チャネル動作マージン - IEEE802.3cd/bs)

COM は最初に IEEE802.3cd で公開されます。

• 規定チャネル・コンプライアンスは、指定されたマージンを使用した COM 計算によります。

• IEEE802.3cd/bs 仕様と COM は、このドキュメントの公開日時点ではまだ完全には確定してい
ません。

• チャネルの IEEE802.3cd/bs コンプライアンス・チェックは必須です。これは、タッチストーン形式
の散乱パラメーターまたは S パラメーターによるチャネルのコンプライアンスを迅速に確認する方
法です。

• 最適化された TX FFE c(-2)、c(-1)、および c(1) を使用して、TX EQ 設定の「開始地点」として
IBIS-AMI シミュレーションを支援することができます。この設定のベースとなる変換テーブルは、
E タイル IBIS-AMI モデルのユーザーガイドに掲載されています。 (E タイル TX FIR 開始テーブ
ルまたは RX イコライゼーションだけでは目的の BER ターゲットを達成できない場合)。

• COM ツールは、インテル アドバンスト・リンク・アナライザー (旧名称 JNEye) で使用可能です。こ
れを使用してチャネルをテストします。
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2.3.5. PCB レイアウト後シミュレーション・フェーズ

レイアウト後シミュレーションは、 インテル Stratix 10 E タイル高速データリンクの必須デザインフェ
ーズです。次の手順をレイアウト後シミュレーションで実行します。

• ビア結合が最も悪い 3 つ以上のチャネルペアを選択し、インピーダンスおよびクロストーク検証用
の s パラメータ抽出に使用します。

• IBIS-AMI モデルで時間領域チャネル・アイ・シミュレーションを実行すると同時に、実際のチャネル
モデルを抽出します。

レイアウト後 PCB チャネル・モデリングの方法
• E/M ソルバーの PCB チャネル全体の抽出 (非推奨)

— 抽出が完了するまでに時間がかかり、複雑なケースの多くでは実行自体が不可能です。

— コネクターパッドは、コネクターに適切に結合されていないため、コネクターモデルとカスケー
ド接続するときに二重にカウントされる場合があります。

• 分割統治法の使用 (推奨)

— FPGA /コネクターパッド/ビア境界の近くのトレースでチャネルをカットします。

— トレースのみの部分を解決します。

— パッケージボールとグランド・リファレンスを使用して FPGA ビアを解決します。

— コネクターでコネクターパッド/ビアを合わせて解決します。この手順では、コネクターベンダー
の SI サポートが必要になる場合があります。

— 個別に解決したすべてのピースをカスケード接続して、IBIS-AMI モデルを使用してチャネル
全体のアイ・シミュレーションを構築します。

次の図で示すのは、推奨される手順、つまり分割統治法を使用したチャネルモデルの抽出例です。

2. 56G PAM4 チャネルのプラットフォーム・デザイン方法
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図 -25: チャネルモデル抽出における分割統治法

この図で示しているのは、PCB の実際のレイアウトから選択した 4 つの RX チャネルのグループです。こ
の例に対する分割統治法の利点は次のとおりです。

• QSFP コネクターモデルと組み合わせる場合、QSFP ピンパッドの二重カウントはありません。

• チャネルのさまざまな部分のシミュレーションを個別かつさらに高速に行うことができます。また、
複数のシミュレーションを並行して実行できます。

• 2.5D E/M ソルバーは、トレースのみのジオメトリーには十分かもしれません。

• トレースのセットアップは簡単で、エッチング効果が含まれています。

分割統治法の唯一の欠点は、カットアウトと設定の準備に時間がかかることです。しかし、時間コストは、
明確に指定されたステップを使用して改善できます。

2. 56G PAM4 チャネルのプラットフォーム・デザイン方法
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3. AN 875: インテル Stratix 10 E タイル PCB デザイン・ガイドライン
の文書改訂履歴

ドキュメント・バージョン 変更内容

2019.03.12 トランシーバーの最大データレートを更新しました。NRZ は 30 Gbps から 28.9 Gbps に更新し、PAM4 は 56
Gbps から 57.8 Gbps に更新しました。
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