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1. デバイス固有の電源供給ネットワーク (PDN) ツール 2.0 ユーザーガ
イド

このユーザーガイドでは、デバイス固有の PDN ツール 2.0 のさまざまなタブの概要について説明しま
す。このユーザーガイドはすべてのデバイスに共通する、概念的な情報を提供します。PDN ツール 2.0
を使用すると、堅牢な電源供給ネットワークを迅速かつ正確に設計できます。これは、所与の電源に対す
るターゲット・インピーダンス要件を満たす 適なコンデンサー数を計算することによって行われます。

注意: PDN ツール 2.0 は、Microsoft Excel 2007 以降、および米国または英国のいずれかの英語のみをサ
ポートしています。

表 1. PDN ツール 2.0 ソフトウェア検証
インテル® は、PDN ツール 2.0 が以下ののプラットフォームおよびソフトウェア・バージョンと互換性があることをテストし、検証し
ました。

オペレーティング・システム Excel バージョン

Windows 10 Professional (64 ビット) Office 2010 および 2016

Windows 8.1 Professional (32 ビット) Office 2007、2010 および 2013

Windows 8.1 Professional (64 ビット) Office 2010 および 2013

Windows 7 (64 ビット) Office 2010

1.1. 概要

インテル PDN ツール 2.0 は、PCB 設計者が効率的な PCB デカップリング戦略を開発するために必
要なデカップリング・コンデンサーの数、値、および種類を見積もるのに役立ちます。これは広範なプレレ
イアウト・シミュレーションを経ることなく、早期デザイン段階で実行できます。

PDN ツール 2.0 は、入力に基づいてインピーダンス・プロファイルを計算する Microsoft Excel ベー
スのスプレッドシートです。所与の電源に対して、スプレッドシートは、インピーダンス・プロファイルおよ
び所望のインピーダンス目標 (ZTARGET) を満たすためのコンデンサーの 適数を計算するための基本
デザイン情報のみを必要とします。基本デザイン情報には、ボード・スタックアップ、過渡電流情報、リップ
ル仕様などが含まれます。このツールは、デバイスおよび電源レール固有の PCB デカップリング・カット
オフ周波数 (FEFFECTIVE) も提供します。PDN ツール 2.0 で得られた結果は、暫定的な見積もりとして
のみ意図されており、仕様としてではありません。インテルでは、正確なインピーダンス・プロファイルを
得るために、Cadence PowerSI、Ansys SIWave、Cadence Allegro PCB PI など、利用可能な
EDA ツールを使用したポストレイアウト・シミュレーション手法を推奨しています。
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PDN ツール 2.0 には 2 つのバージョンがあります。1 つのバージョンは、20 nm デバイス (14 nm
インテル Stratix® 10 デバイスも含む) 用で、もう 1 つのバージョンは、以下にリストされた他のすべ
てのデバイス用です。インテルデバイス固有の PDN ツール 2.0 でサポートされているデバイスファミリ
ーは、Release Notes タブの上部に表示され、以下のものが含まれています。

• 14 nm デバイス：

— インテル Stratix 10 GX

• 20 nm デバイス：

— インテル Arria® 10

— インテル Cyclone® 10 GX

• 28 nm デバイス：

— Arria V

— Arria V GZ

— Cyclone V

— Stratix V

• 40 nm デバイス：

— Arria II GZ

• 55 nm デバイス：

— インテル MAX® 10

• 60 nm デバイス：

— Cyclone IV E および GX

関連情報
電源分配ネットワーク

1.2. PDN デカップリング手法レビュー

PDN ツール 2.0 は、PCB デカップリング・デザインをガイドするための ZTARGET と FEFFECTIVE の 2 つ
のパラメーターを提供します。

1.2.1. PDN 回路トポロジー

PDN ツール 2.0 は、電源供給ネットワーク・トポロジーの集中定数モデル表現に基づいています。
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図 -1: ツールの一部としてモデリングされた PDN トポロジー
PDN インピーダンス・プロファイルは、デバイスから外向きに見たインピーダンス対周波数です。
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注： 
1. PDN ツールのLibrary シートでVRM パラメーターを定義または変更できます。 
2. PDN ツールのCap Mount、X2Y Mount、およびLibrary シートで、Decoupling Caps パラメーターを定義または変更できます。 
3. R* とL* は、BGA ボールとPCB トレースおよび接続からの寄生抵抗とインダクタンスです。 
4. 電源プレーンとグランドプレーン専用のPCB レイヤを表します。

一次解析の場合、VRM は上図のように直列接続された抵抗とインダクターとして簡単にモデル化でき
ます。これは、多くのレギュレーターの典型的な比例、積分、微分 (PID) 電圧調整ループ補償コンフィグ
レーションの結果です。VRM のインピーダンスは非常に低く、電圧調整ループのクロスオーバー (0
dB) 周波数に応じて、FPGA の瞬間電流要件に 50 kHz 〜 150 kHz まで対応できます。

等価直列抵抗 (ESR) および等価直列インダクタンス (ESL) の値は、VRM のメーカーから入手できま
す。高周波数では、VRM のインピーダンスは主に誘導性になり、過渡電流要件を満たすことができなく
なります。

PCB のデカップリング・コンデンサーは、PDN インピーダンスを 50 〜 100 MHz まで下げるために使
用されます。オンボード・ディスクリート・デカップリング・コンデンサーは、必要な低インピーダンスを提
供します。これは、コンデンサー固有の寄生成分 (RcN, CcN, LcN) とコンデンサー実装インダクタンス
(LmntN) に依存します。電源グランドプレーン間のプレーン間キャパシタンスは、ディスクリート・デカッ
プリング・コンデンサー・ネットワークよりもインダクタンスが低く、100 MHz までの高周波数でより効
果的です。周波数が高くなるにつれて、PCB のデカップリング・コンデンサーの有効性は低下します。こ
の制限は、FPGA に関して見られる寄生インダクタンスに起因します。FPGA の寄生インダクタンスに
は、コンデンサー実装インダクタンス、PCB スプレッディング・インダクタンス、インダクタンスを介した
ボール・グリッド・アレイ (BGA) 、およびパッケージの寄生インダクタンスが含まれます。これらの寄生
成分はすべて、PDN ツール 2.0 でモデル化され、PCB のデカップリング・コンデンサーの影響を正確に
キャプチャーします。回路トポロジーを簡素化するために、PCB スプレッディング・インダクタンスの分散
特性にもかかわらず、すべての寄生成分は集中インダクターと抵抗で表されます。

1.2.1.1. ZTARGET

PDN 電流のダイナミック成分の変化は、PDN 内の電圧変動を引き起こし、ロジックおよびタイミングの
問題を引き起こす可能性があります。PDN のインピーダンスを下げることで、過度の電圧変動を減らす
ことができます。1 つのデザイン・ガイドラインはターゲット・インピーダンス ZTARGET です。周波数領域
では、ある周波数で回路をまたいだ電圧変動は、回路を流れる電流と、オームの法則に従う周波数での
回路のインピーダンスに比例します。ZTARGET は 大許容ノイズ許容値とダイナミック電流変化を使用
して定義され、以下のように計算されます。

1. デバイス固有の電源供給ネットワーク (PDN) ツール 2.0 ユーザーガイド
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図 -2: ZTARGET の方程式

Z TARGET =
Voltage Rail ×

100
Noise Tolerance%( )

Maximum Dynamic Current Change

たとえば、1.8 V の電源レールのダイナミック電流は 2A です。 悪の場合のダイナミック電流変化は
ダイナミック電流の 50％ です。電源レールのノイズ耐性は公称電圧の 5％ です。デカップリング・デザ
インのための所望の PDN ターゲット・インピーダンスは、以下のように計算されます。

図 -3: ZTARGET 方程式の例

Z TARGET =
2 × 0.5

0.09 Ω=
1.8 × 0.05

ある電源レールについて ZTARGET を正確に計算するには、以下の情報を知っておく必要があります。

• FPGA の 大ダイナミック電流変化要件は検討中の電源レールによって給電されます。この情報
は、それぞれのデバイスのデータシートから取得できます。 大ダイナミック電流とダイナミック電
流の変化率を使用して、デバイスの 大ダイナミック電流変化を計算することができます。

注
意: 

ダイナミック電流は、状態を変化させる CMOS トランジスターにエネルギーを供給するため
に必要な高周波電流の流れをパラメーター化することを意図しています。コアレールの場合、
過渡電流は FPGA コア内でスイッチングすることによって生成されます。したがって、広範な
論理スイッチングを伴うデザインは、静的なデザインよりも高い% の過渡電流 (ダイナミック
電流変化) を生成します。ダイナミック電流変化の大きさは、ダイナミック電流が高いほど大
きくなる可能性があります。主要な FPGA レールのダイナミック電流変化率のデフォルト設定
については、PDN ツール 2.0 の Introduction タブの表を参照してください。

注
意: 

PowerPlay Early Power Estimator (EPE) ツールまたは インテル Quartus® Prime
PowerPlay Power Analyzer ツールを使用して、 インテル FPGA デバイスの 大ダイナミ
ック電流に関する正確な見積もりを取得することができます。EPE からのデータを使用する場
合は、PDN 計算のために各セクションにダイナミックパワーのみを使用してください。

• 電源レール上の 大許容ノイズ耐量は、電源電圧のパーセンテージで示されます。

デバイスのスイッチング動作により、電源レールに過渡ノイズ (高周波スパイク) が発生します。このノイ
ズは、高すぎると機能の問題を引き起こす可能性があります。ノイズは、電源電圧のパーセンテージとし
て定義された範囲内で減衰させる必要があります。 大許容ノイズ耐量の推奨値は、各デバイスのデー
タシートおよび PDN ツール 2.0 の Introduction タブに記載されています。異なるレールは、過渡
電圧ノイズに対する感度と、電源レールでの電流の使用量が異なるため、仕様が異なります。

ZTARGET の詳細については、PDN ツール 2.0 の Introduction タブを参照してください。
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表 2. インテル Stratix 10 デバイスの電源レールの設定
以下の情報は、 インテル Stratix 10 デバイス用の PDN ツール 2.0 からのものです。

レール名 デフォルト電圧 (V) ノイズ耐性 (％) (1) ダイナミック電流変化
(％) (1)

説明

VCC 0.8 - 0.94 (2) 5 30 - 50 コア (高ダイナミック電流
で 30％、低ダイナミック電
流で 50％)

VCCERAM 0.9 5 50 プログラマブル・パワーテ
ック Aux

VCCR_GXB 1.03/1.12 (2) 3 30 トランシーバー RX アナロ
グ

VCCT_GXB 1.03/1.12 (2) 2 60 トランシーバー TX アナロ
グ

VCCPT 1.8 5 50 プログラマブル・パワーテ
ック

VCCA_PLL 1.8 5 10 PLL アナログ

VCCH_GXB 1.8 3 15 トランシーバー I/O バッ
ファーブロック

VCCIO 1.2/1.25/1.35/1.5/1.8 5 100 I/O バンク

VCCP 0.8 - 0.94 (2) 5 33 ペリフェラル・パワーサプ
ライ

VCCBAT 1.2/1.5/1.8 5 100 バッテリー・バックアップ・
パワーサプライ

関連情報
• PowerPlay Early Power Estimators (EPE) & 消費電力解析

• Pin Connection Guidelines

1.2.1.2. FEFFECTIVE

上記で説明したように、コンデンサーは、過渡電流に対して電力とグランドの間に 小インピーダンス経
路を提供することにより、PDN インピーダンスを低減します。高周波数でのコンデンサーのインピーダン
スは、寄生成分 (ESL と ESR) によって決まります。コンデンサーを搭載した PCB の場合、寄生成分に
は、コンデンサー自体の寄生成分だけでなく、実装、PCB スプレッディング、およびパッケージングに関
連する寄生成分も含まれます。したがって、PCB コンデンサーの寄生成分は一般にオンダイ・コンデンサ
ーの寄生成分よりも高くなります。その結果、PCB コンデンサーを使用したデカップリングは、高周波数
では無効になります。有効周波数範囲を超えて PDN デカップリングに PCB コンデンサーを使用する
と、PDN の性能が改善されず、部品表 (BOM) コストが増大します。

(1) これらの設定は、このドキュメントの今後のリリースで更新される予定です。

(2) 電源レールの機能の詳細については、選択したデバイスファミリー用のピン接続のガイドラインを参照してくださ
い。
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PCB デカップリングの過剰デザインを軽減するために、PDN ツールのこのリリースでは、別のガイドラ
インとして提案された PCB デカップリング・デザイン・カットオフ周波数 (FEFFECTIVE) を提供します。
ZEFF を ZTARGET の下で FEFFECTIVE までに維持する PCB デカップリングのみをデザインする必要があ
ります。ZEFF は PCB デザインのインピーダンス・プロファイルであり、以下を含むすべての PDN 関連デ
ザインの寄生成分を含みます。

• VRM R および L

• PCB スプレッディング R および L

• プレーン R および C

• デカップリング・コンデンサー

• BGA ビア R および L

FEFFECTIVE は、オンボード・デカップリング・コンデンサーの有効周波数を定義します。

ZEFF が高すぎる場合、またはデカップリング用のコンデンサーの数が多すぎる場合は、ZEFF のトラブル
シューティングを参照してください。

注意: インテル FPGA デバイスが別のデバイスと電源レールを共有する場合、FEFFECTIVE では不十分な場合
があります。他のデバイスから生成されたノイズは PDN に沿って伝搬し、FPGA デバイスの性能に影響
します。ノイズの周波数は、ノイズ源と FPGA デバイス間の伝達インピーダンスによって決まり、
FEFFECTIVE よりも高くなることがあります。PDN の寄生インダクタンスを低減し、FPGA デバイスとノイ
ズ源の間のアイソレーションを向上させることで、このリスクが低減されます。ノイズ干渉のリスクを明確
に特定するには、伝達インピーダンス解析を実行する必要があります。

関連情報
• Z EFF のトラブルシューティング (31 ページ)

• PDN デザインツールで使用される PDN デカップリング手法の詳細については、 Power
Delivery Network Design Using Altera PDN Design Tools オンラインコースを参照してく
ださい。

1.2.2. PDN ツール 2.0 の主なタブ

PDN ツール 2.0 のアプリケーション・ヘルプの下部にあるタブは、インピーダンス・プロファイルを計算
します。

表 3. PDN ツール 2.0 のタブ

タブ 説明

Release_Notes 法的な免責事項、ツールの改訂履歴、およびユーザーの同意が記載されています。

Introduction PDN ツール 2.0 の一部としてモデル化された回路の略図を表示します。また、以下の関連情報も提供
します。
• クイックスタート手順
• いくつかの電源レールの推奨設定
• 異なる電源接続方式でのデカップリング・デザイン手順の簡単な説明

System_Decap システムをデカップリングできる主なタブです。アプリケーションを起動すると、デフォルトで表示され
ます。このタブには、選択した FPGA デバイスの電源共有方式を入力し、入力に基づいてデカップリン
グを導出するためのインターフェイスが用意されています。

Stackup PDN ツールにスタックアップ情報を入力するためのインターフェイスを提供します。

Library 他のタブによって呼び出されるさまざまなライブラリー (コンデンサー、誘電体材料など) を指します。
これらのライブラリーの一部として記載されているデフォルト値を変更することができます。

continued...   
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タブ 説明

BGA_Via デザイン固有のビア・パラメーターおよびビアの数に基づき BGA マウンティング・インダクタンスを計
算するインターフェイスを提供します。

Plane_Cap デザイン固有のパラメーターに基づきプレーン・キャパシタンスを計算するインターフェイスを提供しま
す。

Cap_Mount コンデンサーの 2 通りの向き (Via on Side [VOS] (側面のビア) 、および Via on End [VOE] (両
端のビア) ) についてコンデンサーのマウンティング・インダクタンスを計算するためにデザイン固有の
パラメーターを入力するインターフェイスを提供します。

X2Y_Mount X2Y タイプのコンデンサーについてコンデンサーのマウンティング・インダクタンスを計算するために
デザイン固有のパラメーターを入力するインターフェイスを提供します。

Enlarged_Graph System_Decap タブに示す Z プロファイルの拡大図を提供します。

1.2.2.1. System_Decap

System_Decap タブに入力された電源共有方式に基づいて選択された FPGA デバイスのデカップ
リングを決定することができます。

この System_Decap タブは、以下のセクションに分かれています。

• Device selection

• Power rail data and configuration

• VRM Data

• Rail group summary

• VRM impedance

• BGA Via

• Plane

• Spreading

• FEFFECTIVE

• Decoupling selection

• Result summary

1.2.2.1.1. Device Selection セクション

1. ドロップダウン・リストを使用して Family/Device を選択します。

PDN ツールの 20 nm Pro バージョンでは、 インテル Stratix 10、 インテル Arria 10、または
インテル Cyclone 10 GX デバイスを選択します。ツールの 20 nm Standard バージョンでは、
インテル MAX 10 デバイスを選択します。28 nm PDN ツールでは、他のすべてのデバイスを選択
します。

2. Available Devices ドロップダウン・リストからデバイスとパッケージタイプを選択します。

3. Power Rail Configuration ドロップダウン・リストから、希望の電源レール・コンフィグレーシ
ョンを選択します。

Power Rail Configuration リストには、カスタムおよび事前定義されたコンフィグレーショ
ンが含まれています。事前定義されたコンフィグレーションを選択すると、ツールは提案された電源
レールグループを自動的に設定します。
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ドロップダウンの選択は、デバイスのピン接続ガイドラインの例に基づいています。デザインに もよく
一致するものを選択し、それをデザインデータの入力の基礎として使用します。お使いのデバイスのピン
接続ガイドラインを参照してください。

このツールは、選択したものに基づいて、電源レールのリストと Power Rail Configuration セクショ
ンの内容を更新します。

図 -4: Device Selection

図 -5: Power Rail Configuration Selection

関連情報
Pin Connection Guidelines

1.2.2.1.2. Power Rail Data and Configuration セクション

アプリケーションのこのセクションは、2 つのエリアに分かれています。Area 1 はデバイスの電源レー
ル情報であり、Area 2 は電源レール・コンフィグレーションです。

1. プルダウンメニューから値を選択するか、マニュアルで値を入力して、Area 1 にリストされている
各電源レールの Voltage 列に電源電圧を入力します。

注意: システム・デカップリング機能を使用するには、関連する電源レールの総消費ダイナミック電
流を入力する必要があります。

必要に応じて、お使いのアプリケーションの知識に基づいて、推奨値を上下に若干調整することが
できます。

2. 各電源レールの I dynamic 列に電流消費量を入力します。
PowerPlay Early Power Estimator (EPE) の 早期のデータは、現在のエントリーに適切な値
を提供できます。EPE はトランシーバー・チャネルのバルクデータを配信します。トランシーバー・チ
ャネルの各バンクには、バンク数で割った総 EPE 値が割り当てられる必要があります。デザインサ
イクルの後半では、 インテル Quartus Prime Power Play Power Analyzer (PPPA) は、各バ
ンクレールに対してより良いデータを得ることができます。

3. Area 2 にデバイスの電源共有方式を設定します。
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図 -6: Power Rail Data and Power Sharing Scheme セクション
以下のコンフィグレーションは、スプレッドシートのこのセクションがどのように表示されるかの例です。すべてのデザインは、選択され
たデバイスと選択された電源レールのコンフィグレーションによって異なります。

各レールの現在の使用量は、Area 1 の I dynamic 列に入力する必要があります。VCC レール
の場合、Early Power Estimator からダイナミック電流使用量のみを入力する必要があることに
注意してください。

Area 2 の個々の列はシステムのパワーグループを表します。Add Group または Remove
Group ボタンを使用して、パワーグループを追加するか、または削除します。個々のグループの
初の行は、Regulator/Separator のタイプです。switcher、linear、または filter として、プ
ルダウンリストからパワーグループのためのソースタイプおよび使用可能なオプションを設定しま
す。

2 つ目の行は Parent Group タイプです。この行に使用できるオプションは None であり、数字
はリストされるすべての電源グループを表します。この列に電源共有階層を入力し、残りの行を使用
して電源レール接続を設定します。

注
意: 

PDN ツール 2.0 は、Parent/Child パワーグループを使用して電源レール・コンフィグレ
ーションを定義します。パワーグループは、入力時に別のパワーグループに接続する場合は
Child パワーグループです。この場合、他のパワーグループは Parent グループです。Parent
グループは、複数の Child グループを持つことができます。Child グループには Parent の
パワーグループ番号が必要です。グループに Parent グループがない場合、Parent パワー
グループの Parent グループ番号は None に割り当てられます。
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使用可能な Area 2 のレールオプションは次のとおりです。

• blank：デバイスレールがパワーグループに接続されていません。

• x：デバイスレールはパワーグループに接続します。

• x/related：デバイスレールはグループに接続し、その活動は同じグループに接続する他のレ
ールに関連しています。VCCIO/VCCPT 電源レールが同じ電源レール・グループ内の他のレ
ールに関連する場合は、x/related を選択する必要があります。

注
意: 

出力アクティビティーが同期している場合は、2 つの I/O レールが関連しています。たとえば、
2 つの VCCIO レールが同じメモリー・インターフェイスに割り当てられている場合です。これ
らの関連するレールについては、通常、 大電流に同時に到達します。その結果、関連レールの
合計電流は、すべての共有レールの電流の合計に等しくなります。無関連なレールの合計電流
は、根二乗和 (RSS) 法を使用して計算されます。

PDN ツール 2.0 は、上記で選択したインテル推奨の電源レール・コンフィグレーションに基づい
て、デフォルトの電源レール共有コンフィグレーションを設定します。デザインに合わせて変更してく
ださい。

注
意: 

レール接続マトリックスでは、レールの電圧をレギュレーター・グループから切り離すことなく
変更できます。ただし、同じグループに接続されている他のすべてのレールは、新しい電圧に
変更できる必要があります。

図 -7: グループ内のすべてのレールの電圧を変更する

関連情報
PowerPlay Early Power Estimators (EPE) & 消費電力解析
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1.2.2.1.3. VRM Data セクション

DC supply voltage、Switcher VRM Efficiency、および Switcher VRM Input Current
の電圧レギュレーター・モジュール (VRM) パラメーターを入力します。

注意: センスライン付きの VRM を使用している場合、システムは IR ドロップを自動的に補正します。

1.2.2.1.4. Rail Group Summary セクション

このセクションでは、すべてのパワーグループの計算されたキー・パラメーターのリストが次のように表
示します。

• Voltage

• Total Current

• Dynamic Current Change

• Noise Tolerance

• Core Clock Frequency

• Current Ramp Up Period

• ZTARGET

これらのオプションを使用すると、データの収集方法や解析方法をカスタマイズできます。

Dynamic Current Change パラメーターには、次のオプションを含むプルダウンメニューがあり
ます。

• Calculate

• Override

ダイナミック電流変化率は多くの努力が必要です。EPE と PPPA の両方は、以下を含む現在の使用量の
値を提供します。

• 大静的電流 (変化しない)

• アクティブな要素による 大電流使用量

この計算により、非常に高い総電流とかなり高いダイナミック電流の使用量が得られます。Dynamic
Current Change フィールドに挿入する値を計算すると、安全なエンジニアリング値を表す自動入力
値よりもはるかに低い値が得られる可能性があります。

Noise Tolerance パラメーターには、次のオプションを含むプルダウンメニューがあります。

• Calculate

• Override

一部の PDN ツールでは、プルダウンメニューを使用して、Core Clock Frequency および
Current Ramp Up Period パラメーターのデータを追加できます。これらの値は、一時的な電流変
化を減少させる、過渡現象の現在のランプアップ時間を計算する方法をツールに指示します。値は、セク
ションのクロックがどれくらい速く実行されているか、およびデータパイプラインの長さに関連していま
す。入力データが一時的に変化した場合、アルゴリズムが結果を出力するためにパイプラインにクロック
サイクルが存在します。入力データの変更が広範囲で短いパイプラインをアクティブにすると、一時的な
変化が急です。これは、使用されている論理要素の数に対して大きな電流変化をもたらします。パイプラ
インが狭くて長い場合、現在の使用量の全体的な変化は比例して小さくなります。
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Core Clock Frequency パラメーターを、入力周波数の設定の High 、 Medium 、 Low 、また
は Custom に設定することができます。Custom オプションを使用すると、特定の入力周波数を入力
することができます。

Current Ramp Up Period パラメーターでは、パイプラインで消費されるクロックサイクル数を指
定できます。Long、Medium、Short、または Custom 設定を選択できます。

Core Clock Frequency と Current Ramp Up Period オプションは、 インテル Quartus
Prime のコア使用率設定に大きく依存します。したがって、PDN ツールのオプションをリファレンスとし
て使用できます。

1.2.2.1.5. VRM Impedance セクション

レギュレーターの VRM のインピーダンス値を入力します。プルダウンメニューを使用して、VRM
Resistance と VRM Inductance のためのデータを入力します。

電圧レギュレーター・モジュール (VRM) のパラメーターを変更する方法は 3 つあります。VRM
Impedance のプルダウンメニューで選択した内容に応じて、次のことができます。

• Custom を選択し、ご希望の Rvrm 値と Lvrm 値を設定します。

• Library を選択し、推奨される典型的な Rvrm 値と Lvrm 値を取得します。これは、選択したレギ
ュレーターのタイプ (switching、linear、filter など) によって異なります。

• Ignore を選択すると、Rvrm と Lvrm はデザイン・パラメーターとみなされません。

• Switching レギュレーターの場合、プルダウンメニューから特定の Enpirion® VRM (発注コード
に基づいて) を直接選択することができます。

PDN ツールは、システム内の各電源に使用する適切な Enpirion VRM モジュールを選択するのに役
立ちます。

1.2.2.1.6. BGA Via セクション

BGA Via テーブルには、ビア当たりの L と R の値が表示されます。ツールを Calculate、Custom、
Default、または Ignore に設定することができます。各レールグループが異なる設定を持つことがで
きる、完全にカスタマイズされたワークフローのために、BGA Via セクションの実効 R 値と L 値の合
計をシステムに合わせて設定してください。

BGA Via テーブルを Calculate または Ignore に設定すると、System_Decap タブはすべての
レールグループに対して同じグローバル設定を使用します。

BGA Via テーブルを Default に設定すると、PDN ツールは Calculate オプションと同様に R と L
の値を計算しますが、レギュレーター・グループに接続されているレールに基づいて、電源/グラウンド・
ビア・ペアの数も計算します。ツールでレイヤーの数を入力することができます。このレイヤー数は Full
Stackup のターゲットレイヤーと一致する必要があります。次に、レイヤー数に対して BGA ビア R お
よび L が計算されます。

図 -8: レイヤー数を設定する
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1.2.2.1.7. Plane セクション

Plane テーブルでは、ツールを Calculate、Custom、または Ignore に設定できます。各レールグ
ループが異なる設定を持つことができる、完全にカスタマイズされたワークフローのために、以下を実行
します。

1. PDN ツール 2.0 の Plane_Cap タブを選択します。

2. システムに合うようにパラメーターを設定し、Total planar capacitance 値と Total sheet
resistance 値が自動的に更新されることに注意してください。

3. System_Decap タブで、カスタムプレーンが必要な各グループに Custom オプションを選択
します。

4. 計算された Ctotal と Rtotal の値を System_Decap タブの Plane セクションに入力しま
す。

Plane テーブルを Calculate または Ignore に設定すると、System_Decap タブはすべてのレ
ールグループに対して同じグローバル設定を使用するようになります。

1.2.2.1.8. Spreading セクション

Spreading テーブルでは、ツールを次のいずれかのオプションに設定できます。

• Ignore

• Low

• Medium

• High

• Custom

各レールグループが異なる設定を持つことができる、完全にカスタマイズされたワークフローのために、
以下を実行します。

1. PDN ツール 2.0 の Library タブを選択します。

2. Spreading R and L テーブルのパラメーターをシステムに合わせて設定します。

3. カスタム R と L が必要かどうかを判断するために、スプレッディング R 値と L 値の範囲を調べま
す。カスタムの R と L が正当なものである場合は、System_Decap タブで Custom を選択
し、R と L の値を直接設定します。

Spreading テーブルを Low 、 Medium 、 High、または Ignore に設定すると、
System_Decap タブはすべてのレールグループに対して同じグローバル設定を使用するようになり
ます。

1.2.2.1.9. スプリットプレーンの実装

電源レールの各グループは同じレギュレーターを共有します。したがって、個別の電源レールグループに
は個別のレギュレーターがあります。しかし、それらは同じパワープレーン・レイヤーを共有することがで
きます (ただし、異なるディメンションの個別パワーアイランド)。また、各電源レールグループは、異なる
パワープレーン・レイヤーに配置されることもできます。

1. レギュレーター・グループが同じパワープレーンを共有する場合は、System-Decap タブの
BGA Via の下で同じ Layer Number を選択します。
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図 -9: Layer Number を設定する

2. Stackup タブで次の手順を実行します。

a. Stackup Data テーブルを完成させます。

b. Import Geometries をクリックします。

図 -10: Stackup Data テーブルを完成する

3. Plane_Cap タブで以下の手順を実行します。

a. 各レギュレーター・グループに割り当てられたエリアのディメンションを指定します。

b. インポートターゲットを All からグループ ID に変更します。

c. Import Plane R&C をクリックします。
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図 -11: Plane R&C をインポートする

1.2.2.1.10. FEFFECTIVE セクション

Feffective を Calculate または Override に設定することができます。Calculate オプションを
選択すると、パッケージおよびダイの寄生成分に基づいてインテル推奨のカットオフ周波数を使用でき
ます。

1.2.2.1.11. Decoupling セクション

Decoupling を Manual または Auto に設定することができます。Auto オプションを選択する場
合、システムに加えた変更が自動的にデカップリング・ソリューションに反映されます。また、レールグル
ープまたは VRM あたりのインピーダンスのグラフを表示することができます。

Manual オプションを選択すると、次の操作ができます。

• System_Decap タブでの変更によってさらに 適化されないように、計算されたデカップリン
グ・ソリューションをロックします。

• Results Summary セクションで、デカップリング・コンデンサーの数とタイプを追加または削
除します。インピーダンス・プロファイル曲線に直接影響することが分かります。

1.2.2.1.12. Results Summary セクション

このセクションでは、各グループに使用されているコンデンサーの数と種類のリスト、および使用されて
いるすべてのコンデンサーの概要が表示されます。各列の値は、各レールの各値に必要なコンデンサー
の数を示します。

Results セクションには、いくつかの電源レールをデカップリングするために必要な非常に多数のコン
デンサーが示されることがあります。このワークシートにデータを供給するさまざまなワークシートでの
変更は、必要なコンデンサー数に大きく影響します。
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図 -12: System_Decap タブの Results Summary セクション

1.2.2.1.13.  System_Decap タブを使用した FPGA システムのデカップリングの導出に推奨されるフロー

System_Decap タブを使用するには、以下の手順を実行します。

1. 該当するデバイスファミリーまたはデバイスを選択します。

2. Stackup タブでスタックアップ情報を設定します。

3. デカップリング方式を選択します。
このツールは、電源レールの接続コンフィグレーションをピン接続ガイドラインで推奨されている
方式に更新します。

4. 次のデフォルト・パラメーターがシステムと一致していることを確認し、次のような必要な変更を行
います。

• 電源レール・コンフィグレーション

• 同じパワーグループ内の電源レールの相対性

• パワーグループ・レイヤー

• 電源/グラウンド・ビア・ペアの数

• VRM モジュールの DC 電圧供給

• デカップリング・コンデンサーの位置

5. 各電源レールの予測消費電流を入力します。
Custom 設定を適用した場合は、BGA Via セクション (14 ページ)、Plane セクション (15 ペー
ジ)、または Spreading セクション (15 ページ)を参照して値を入力してください。

1.2.2.2. スタックアップ

Stackup タブでデザインの PCB スタックアップ情報を入力します。このタブは、BGA_Via、
Plane_Cap、Cap_Mount、および X2Y_Mount タブで関連データを更新します。また、このタブの
スタックアップ情報も System_Decap タブに使用されます。このタブの内容を入力するには、タブの
先頭に提供される指示に従ってください。
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図 -13: Stackup タブ

1.2.2.2.1. Stackup Data

Stackup Data セクションでは、ボードのディメンション・データおよびボード・スタックアップ設定、電
源ビア、誘電体などの他のパラメーターを入力します。

1.2.2.2.2. Full Stackup

このセクションでは、ボードの完全なスタックアップを示します。セクション内のコンテンツを変更して、
ボードのデザインに合わせることができます。セクションの 後の列は PWR plane タイプです。単一
のレール解析の場合、電源レールが配置されているレイヤーを target として、また電源レールが参照
するグランドレイヤーを reference として割り当てます。

表 4. Full Stackup ボタン

ボタンのラベル 説明

Construct Stackup Stackup Data セクションで定義されたレイヤー数に Full Stackup セクションを設定します。

Import Geometries Stackup Data セクションの入力を使用して、BGA_Via、Plane_Cap、Cap_Mount、および
X2Y_Mount タブのジオメトリー・パラメーターを更新します。また、ツールは、Full Stackup セク
ションの PWR Planes 列にターゲットレイヤーが 1 つしかないことをチェックし、このエラーを警
告します。

Proceed to System Decap System_Decap タブを開きます。

1.2.2.3. BGA_Via

BGA Via タブは、BGA pin フィールドの下の垂直ビア・ループ・インダクタンスを計算します。
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図 -14: BGA_Via タブ
Unit 列の値は、ペアあたりの単位値を示します。

BGA 下の BGA Via Inductance テーブルで、ビアドリル直径、ビア長、ビアピッチ、および電源/グ
ランド・ビア・ペアの数など、レイアウト固有の情報を入力します。このツールは、有効ビア・ループ・インダ
クタンスと抵抗値を計算します。タブに対して行った変更の保存、変更の復元、およびデフォルト設定へ
の復元を行うことができます。

1.2.2.4. Plane_Cap

Plane Cap タブは、平行板コンデンサーの式に基づいて、電源/グランドプレーン間に生じる分布プレ
ーン・キャパシタンスをマイクロファラッド (μF) で計算します。
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図 -15: Plane_Cap タブ

Planar Capacitance テーブルで使用されるプレーン・ディメンション、プレーン・コンフィグレーショ
ン、誘電体などのデザイン固有情報を入力します。このツールは、プレーンのキャパシタンス値を計算し
ます。カスタム値の保存、カスタム値の復元、またはデフォルト設定の復元が可能です。

Import Plane R&C ボタンは、planar capacitance のデータをレギュレーター・グループ・データ
に挿入します。

1.2.2.5. Cap_Mount

Cap Mount タブは、デカップリング・コンデンサーから見たコンデンサーのマウンティング・インダク
タンスを計算します。

注意: 異なるレイヤーの電源レールは、異なるマウンティング・インダクタンスを有します。 良の結果を得るに
は、レイヤーセットごとに個別に PDN を実行します。
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図 -16: Cap Mount タブ

コンデンサー・マウンティングの計算は、デカップリング・コンデンサーが 2 端子デバイスであるという
仮定に基づいています。コンデンサー・マウンティングの計算は、実装面積が 0201、0402、0603、
0805、1206 などの、どの 2 端子コンデンサーにも適用できます。ユーザーが現在のレイアウトに関連
するすべての情報を入力すると、ツールにより、ボードの上層または下層のどちらかに取り付けられたコ
ンデンサーのマウンティング・インダクタンスが示されます。ユーザーは、レイアウトに応じて VOE (Via
on End) または VOS (Via on Side) を選択し、正確なコンデンサーのマウンティング・インダクタン
スの値を得ることができます。一般に、VOS は、ビアピッチが小さいため、マウンティング・インダクタン
スが低くなる可能性があります。また、X2Y コンデンサーは、スペース限られたデザインの解決策として
使用できます。

通常の 2 端子コンデンサー以外の実装面積のコンデンサーまたは X2Y コンデンサーをデカップリング
に使用する場合は、Cap Mount タブを使用せずに、コンデンサーの寄生成分およびマウンティング・イ
ンダクタンスを直接 Library タブ (Library の Decoupling Cap セクション内にある Custom
フィールド) に入力することができます。その他のタブと同様、タブに対して行った変更の保存、変更の復
元、およびデフォルト設定への復元を行うことができます。

コンデンサーのビア長には特に注意する必要があります。ビア・インダクタンスは、PDN インピーダンス
のかなりの部分を構成します。

1.2.2.6. X2Y_Mount

X2Y Mount タブは、X2Y デカップリング・コンデンサーから見たコンデンサーのマウンティング・イン
ダクタンスを計算します。
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図 -17: X2Y_Mount タブ

X2Y CAP Mounting Inductance テーブルにレイアウトに関連するすべての情報を入力します。
次に、このツールは、ボードの上層または下層のいずれかに取り付けられた X2Y コンデンサーのマウン
ティング・インダクタンスを提供します。タブに対して行った変更の保存、変更の復元、およびデフォルト
設定への復元を行うことができます。

1.2.2.7. Library

Library タブには、他のタブで参照されているすべてのデバイス・パラメーターが格納されています。
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図 -18: Library タブ

ユーザーは、デザインの特定の要求を満たすために、各セクションに列記されているデフォルト値を変更
することができます。

1.2.2.7.1. 2 端子デカップリング・コンデンサー

デカップリング・コンデンサーのセクションには、次の実装面積のさまざまな 2 端子コンデンサーの
ESR と ESL のデフォルト値が含まれています。

• 0201

• 0402

• 0603

• 0805

• 1206

デフォルト値を変更するか、よく使用される独自のカスタム値を Custom フィールドに入力することも
できます。ツールで利用できない実装面積のコンデンサーを使用する場合は、Custom フィールドを使
用して、コンデンサーの寄生成分および対応するマウンティング・インダクタンスを入力する必要があり
ます。
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デカップリング・コンデンサーのセクションには、ユーザー定義コンデンサー (User1、...、User4 など)
のためのオプションも設けられています。さまざまな実装面積に対して ESR および ESL 寄生成分を定
義し、System_Decap タブに対応するコンデンサーの値を入力することができます。コンデンサーの
値を定義するときに、対応する実装面積を選択します。

1.2.2.7.2. バルク・コンデンサー

バルク・コンデンサーのセクションには、中／低周波で電源のデカップリングに一般的に使用されるコン
デンサーの値が入力されています。デザイン固有のパラメーターを反映させるためにデフォルト値を変
更できます。

1.2.2.7.3. X2Y デカップリング・コンデンサー

X2Y デカップリング・コンデンサーのセクションには、実装面積が異なる各種の X2Y コンデンサー
(0603、0805、1206、および 1210) に関する ESR と ESL のデフォルト値が入力されています。ESR
と ESL のデフォルト値をユーザーがよく使用する独自のカスタム値で置き換えることもできます。

1.2.2.7.4. BGA ビアおよびプレーン・キャパシタンス

このセクションでは、デザイン固有の情報が入手できない場合、配置前の段階で BGA およびプレーン・
キャパシタンスの下で有効ビア・ループ・インダクタンスの値を直接入力するオプションが用意されてい
ます。

デザイン固有の情報にアクセスできる場合は、このセクションを無視して、デザイン固有の情報を
Plane Cap および BGA Via タブに入力し、プレーン・キャパシタンスと BGA ビア寄生成分をそれぞ
れ計算することができます。

1.2.2.7.5. VRM ライブラリー

VRM セクションには、リニア・レギュレーターとスイッチング・レギュレーターの両方に対するデフォルト
値が入力されています。Custom フィールドでは、ユーザーは、Linear/Switcher の行に列記されてい
る VRM 寄生成分を変更するか、またはそのデザインに関係する VRM についてカスタムの寄生成分を
追加することができます。

1.2.2.7.6. スプレッディング R および L 寄生成分

このライブラリーには、PDN デザインの品質に基づき、FPGA に関してデカップリング・コンデンサーか
ら見た有効スプレッディング・インダクタンスのデフォルト値に関するさまざまなオプションがあります。
PDN ネットワークが 適設計されている場合、有効スプレッディング・インダクタンスの Low 値を選択
することができます。PDN の 適デザインには、以下のデザインルールの実施が含まれます。

• 特定の電源について、薄い誘電体層をはさむ広いソリッドなパワー／グランドプレーンが設けられ
た PCB スタックアップ。パワー／グランドペアの間の誘電体材料の厚さは、FPGA に関してデカッ
プリング・コンデンサーから見たスプレッディング／ループ・インダクタンスの大きさに直接影響し
ます。

• 電気的な観点から、コンデンサーを FPGA により近接させて配置します。

• デカップリング・コンデンサーから FPGA デバイスまでの電流経路内で、パワー／グランド・サンド
イッチ中のビア・パーフォレーションを 小限に抑えます。

レイアウトおよびデザイン制約のために PDN のデザインは 適にならない場合があります。この場合、
スプレッディング R および L の値について、Medium または High のどちらかを選択することができ
ます。デフォルト値を変更するか、またはデザイン固有のライブラリーに列記されている Custom フィ
ールドを使用することもできます。
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1.2.2.7.7. 誘電体材料ライブラリー

このライブラリーには、一般的に使用される各種の誘電体材料について比誘電率の値が入力されていま
す。これらの値は、Plane_Cap タブの下にリストされるプレーン・キャパシタンスの計算に使用されま
す。ユーザーは、このセクションにリストされている値を変更できます。

Library タブの各セクションにリストされているデフォルト値を変更した場合は、Save Custom を
クリックして、変更内容を保存することができます。Library ページの右上隅にある Restore
Default をクリックすると、デフォルトのライブラリーを復元できます。Restore Custom をクリック
して、保存されたカスタム・ライブラリーを復元することもできます。

1.2.2.7.8. ユーザー設定の FEFFECTIVE

ユーザーは、いくつかのデバイスファミリーの電源レールに対して計算された値よりも高い値の
FEFFECTIVE にデカップリングする必要があります。この場合、System_Decap タブで FEFFECTIVE オ
プションを Override に設定する必要があります。PDN ツール 2.0 は、ここで入力された FEFFECTIVE
値を使用します。

1.2.2.8. Enlarged_Graph

Enlarged_Graph タブでは、拡大した Z プロファイル・プロットを表示できます。System_Decap
タブの Z プロファイル・プロットをクリックすると、PDN ツール 2.0 がこのタブに切り替わります。
Return ボタンをクリックすると、System_Decap タブに戻ることができます。

図 -19: Enlarged_Graph タブ
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1.2.3. PDN ツール 2.0 を使用した PCB デカップリングのデザイン

PCB のデカップリングは、パッケージとダイのキャパシタンスが PDN のデカップリングを引き継ぐ周波
数まで、適切に選択された PCB コンデンサーの組み合わせで、PDN ZEFF を ZTARGET よりも小さく保ち
ます。この手順では、異なる電源レール・コンフィグレーションで PDN ツール 2.0 が使用され、 インテ
ル Stratix 10 デバイスの PDN ツールを使用したデザイン例が提供されます。

1.2.3.1. 配置前の説明

PDN ツール 2.0 は、デザインの段階に関係なく、堅牢な電源供給ネットワークのデザインに必要なコン
デンサーの個数と種類について正確な見積もりを示します。ただし、結果の正確さは、各種パラメーター
のユーザー入力に大きく依存します。

ボード・スタックアップを完成し、ボード・データベースとレイアウト情報にアクセスできる場合は、タブを
進んで必要な情報を入力して、正確なデカップリング方式を決定できます。

デザインサイクルの配置前段階で、ボード・スタックアップとボードレイアウトについて具体的な情報が
ない場合は、スタックアップ、プレーンサイズ、コンデンサーの個数、コンデンサーの向きなどの重要なデ
ザイン・パラメーターを 終決定する際に、以下の項の説明に従ってソリューションのスペースを探索す
ることができます。

配置前段階では、レイアウト情報がない場合、Plane Cap および Cap Mount タブを無視して直接
Library タブに入ることができます。使用可能な場合、Library タブに以下に示す値を入力します。デ
フォルト値を使用するには、直接 System_Decap タブに入り、解析を開始します。
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図 -20: Library タブのフィールド
コールアウトは、値を入力する必要のあるフィールドに対応しています。

1. コンデンサーの ESR、ESL、および Lmnt の値を Custom の下のフィールドに入力します。

2. BGA Via & Plane Cap フィールドにデカップリングする電源に対する BGA ビアの有効寄生
成分を入力します。

3. その電源についてボード上のパワープレーンとグランドプレーンのペアから見たプレーン・キャパシ
タンスを BGA Via & Plane Cap フィールドに入力します。

4. 使用可能な場合、VRM 寄生成分を VRM フィールドの Custom の行に入力します。

5. デカップリング・コンデンサーから見た有効スプレッディング・インダクタンスを Spreading R
and L フィールドの Custom の行に入力します。

1.2.3.2. 単一レールのシナリオにおけるデカップリングの導出

単一レールのシナリオでは、電源は FPGA デバイス上の 1 つの電源レールだけに接続されます。単一レ
ールのダイナミック電流の変更により PDN のノイズが発生します。選択されたレールだけに関連するパ
ラメーターに基づいて ZTARGET および FEFFECTIVE を決定します。
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PDN ツール 2.0 は、デカップリング・ネットワークを導出する 2 つの方法を提供します。必要な情報を
使用してツールを設定し、ツールによりシステムのための PDN デカップリングを導出することができま
す。また、マニュアルで情報を入力してデカップリングを導出することもできます。所望のコンデンサーの
組み合わせを導出するには、以下を実行します。

1. 対象とするデバイス/電源レールを選択します。

2. PDN コンポーネントに関するパラメーター設定を選択します。

3. ZTARGET および FEFFECTIVE を設定する電気的パラメーターを入力します。
適切なデカップリング・ガイドライン (ZTARGET および FEFFECTIVE) を得るために入力するパラメー
ターについて適切な見積もりを行う必要があります。これらのガイドラインは 悪のシナリオに基づ
いて決める必要がありますが、悲観的な設定では実現が困難なガイドラインができあがり、PCB デ
カップリングが過剰設計になります。

4. PCB のデカップリング方式を決定します。

Decoupling Capacitor (Mid/High Frequency) フィールドと Decoupling
Capacitor (Bulk) フィールドの PCB コンデンサーの数と値を調整して、プロットされた ZEFF
を FEFFECTIVE まで ZTARGET 以下に保つ必要があります。選択した電源レールのデカップリングを
マニュアルで導出できます。また、Auto Decouple ボタンを選択して、PDN ツール 2.0 がデカ
ップリング・ソリューションを自動的に決定できるようにすることもできます。デザインの目標を満た
すコンデンサーの組み合わせが見つからない場合は、2 (29 ページ) のパラメーターを変更してみ
てください。たとえば、 BGA_VIA タブで BGA ビア長を削減し、プレーン・スプレッディングに
low オプションを使用することによって、Calculate オプションで使用される BGA ビア・インダク
タンスを減らすことができます。これらの変更により、寄生インダクタンスが減少し、デカップリング
目標を達成しやすくなります。Low のスプレッディング設定を実現するには、FPGA デバイスの近く
で中高周波の PCB コンデンサーを配置する必要があります。電源プレーンとグランドプレーンの
間の誘電体の厚さも 小限に抑える必要があります。ZEFF が高すぎる場合、またはデカップリング
用のコンデンサーの数が多すぎる場合は、ZEFF のトラブルシューティングを参照してください。

上記の変更で ZTARGET の要件を満たすことができない場合、そのデザインの PDN は、ZTARGET および
FEFFECTIVE で入力した電気的パラメーターにおいて物理的限界に達している可能性があります。これら
のパラメーターが悲観的すぎないかどうか再点検する必要があります。
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図 -21: Z EFF の拡大プロット
このサンプル・インピーダンス・プロットは、1SG280LU_F50 VCC 電源レール用です。ここでは、 小電圧供給が 0.8 V であり、
Idynamic が 50 A であり、ダイナミック電流変化が Idynamic の 30％ であり、そしてダイの 大許容ノイズ耐量が電源電圧の 5％ で
あると仮定します。VCC レールには 169 の電源 BGA ビアがあります。BGA ビアの長さは 20 ミルと仮定されています。

PDN ツール 2.0 は、ZTARGET が 0.0027Ω であり、FEFFECTIVE が 13.58 MHz であると計算しました。
上の図は、デザイン目標を達成するためにユーザーが選択可能なコンデンサーの組み合わせの 1 つを
示しています。このプロットに示すように、ZEFF は FEFFECTIVE まで ZTARGET よりも低く保たれていま
す。多数の組み合わせがありますが、理想的な解決策は、ZTARGET 以下の平坦なインピーダンス・プロフ
ァイルを実現するために必要なコンデンサーの個数と種類を 小限にすることです。

関連情報
Z EFF のトラブルシューティング (31 ページ)

1.2.3.3. 電源共用のシナリオにおけるデカップリングの導出

FPGA デバイス内で複数の電源レールが同じ電源を共用することは一般に行われている方法です。たと
えば、同じ電源電圧を必要とする VCCPT、VCCA_PLL、VCCA_FPLL の各レールを同じ PCB パワープ
レーンに接続することができます。これは、メモリー・インターフェイスの場合など、デザインによって必要
になる可能性があります。このことは、部品表 (BOM) コストを削減する必要からも生じます。電源共用
シナリオのデカップリング・デザインを容易にするために、System_Decap タブを使用することがで
きます。

同じパワープレーンを共用する複数の FPGA のデカップリング・コンデンサーを導出する場合、各
FPGA は PDN ツール 2.0 を使用して個別に解析する必要があります。各 FPGA デザインについて、上
述のように必要な電源レールを結合し、FPGA が電源レール上の唯一のデバイスであるかのようにデカ
ップリング方式を解析し、デバイス間で電流がどのように分かれているかをメモします。

高周波デカップリング・コンデンサーは AC 遷移に必要な電流を供給するためのもので、FPGA の電源
ピンのすぐ近くに配置する必要があります。したがって、ボード上の各 FPGA の固有の電力要件に必要な
デカップリング・コンデンサーを導出するには、PDN ツール 2.0 を使用する必要があります。
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電源レギュレーターは、電源の各負荷に対して合計結合電流要件を供給できる必要がありますが、デカ
ップリング・コンデンサーの選択は 1 つの FPGA ベースで解析する必要があります。

1.2.4. Z EFF のトラブルシューティング

デカップリング・モードを Auto に設定すると、ZEFF 値が高すぎることがあります。これは、入力した
PCB パラメーターが非効率的な PDN をもたらし、PCB によってデカップリングされる電流が非現実的
に高い場合に発生します。

困難な PCB パラメーターと電流パラメーターでは、自動デカップリングはデカップリング・コンデンサ
ーにほとんど影響がないと判断するまでデカップリング・コンデンサーを追加し続けます。これにより数
百のコンデンサーが得られます。デカップリング方式は、はるかに少ないコンデンサーでマニュアルで同
様の性能を実現できます。

1.2.4.1. 高い ZEFF を修正するための戦略

マニュアルでデカップリングするだけでなく、現在の要件を正確に見積もり、PCB をより効率的にするこ
とによって、デカップリングの負担を軽減できます。以下の方法で、削減した PCB 電流要件を実現するこ
とができます。

• PowerPlay Early Power Estimator (EPE) で現実的な電流要件を見積もります。

• EPE のロジックの現実的なトグルレート数値を入力します。非現実的に高いトグルレートは、ダイ
ナミック電流要件を劇的に増加させます。

• 現実的なロジック要件を EPE に入力します。

• 現実的なクロック周波数を EPE に入力します。

• 電流要件を正確に見積もるには、 インテル Quartus Prime ソフトウェア (PowerPlay Power
Analyzer) の PPPA および.vcd シミュレーション入力を使用します。

• 共用電源レールに二乗和平方根 (RSS) 平均化を検討します。この方法の詳細については、PDN
ツールの Introduction タブを参照してください。

以下の方法で PCB をより効率的にすることができます。

• パワー (PWR) プレーンとグランド (GND) プレーンの誘電体の厚さを薄くすることにより、プレー
ン間キャパシタンスを増加させます。

• 表面積を増加させることにより、PWR と GND プレーンペアのプレーン間キャパシタンスを増加さ
せます。

• PWR および GND プレーンペアから FPGA までのループ・インダクタンスを低減します。これは、
プレーンペアを FPGA が実装されている PCB の表面に近づけて配置することで可能になります。

• 高周波デカップリング・コンデンサーから PWR および GND プレーンペアまでのループ・インダク
タンスを低減します。これは、コンデンサーをプレーンに も近い PCB の表面に配置することで実
現できます。

• Via On End (VOE) コンデンサー・マウンティング・トポロジーの代わりに Via On Side (VOS)
を使用して、高周波での使用を支援します。

• 高周波で役立つ超低 ESL (有効直列インダクタンス) マウンティング・コンデンサーを使用します。
たとえば、X2Y パッケージスタイルです。

• 低周波で役立つ超低 ESR (等価直列抵抗) バルク・コンデンサーを使用します。

• ESL の少ない大きなビアを検討します。
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現実的なツール入力により、デカップリングが容易に実現できます。次の要因が ZTARGET の計算に影響
します。

• ダイナミック電流が増加すると、ZTARGET が減少し、デカップリングが困難になります。上記のガイ
ドラインを参照してください。

• PDN ツールに現実的なノイズまたはリップルの数値を入力します。PDN ツールの
Introduction タブにあるデバイスおよびレール固有の表に記載されているノイズ数値を使用し
てください。非現実的なリップル要件は ZTARGET を低減し、デカップリングを困難にします。

• PDN ツールに現実的な過渡率の数値を入力します。PDN ツールの Introduction タブにある
デバイスおよびレール固有の表に記載されている過渡率の数値を使用してください。非現実的な過
渡率要件は ZTARGET を低減し、デカップリングを困難にします。

PDN ツール 2.0 は、大規模なコア電流のデカップリングを実行しやすくするために、次の新しいペシミ
ズム除去機能を提供しています。

• コアクロック周波数

• 電流ランプアップ期間

注意: これらの機能は、コアレールにのみ使用できます。

1.3. PDN ツールのセットアップと結果の最適化

1.3.1. PCB スタックアップの設定

このステップ・バイ・ステップ・ガイドは、インテルの PDN ツールを使用して 適な PDN デカップリング
推定を行うのに役立ちます。ここの例は、PDN ツールでサポートされるすべての製品ファミリーに共通
です。

1.3.1.1. デバイスの選択

1. System_Decap タブをクリックします。

2. Device を選択し、確認ダイアログボックスで Yes をクリックします。

1.3.1.2. スタックアップ・データの入力

1. Stackup タブをクリックします。

2. 次のパラメーターに対してスタックアップ値を入力します。

• Number of Layers

• Drill Size

• BGA Via pitch

• Foil Thickness

3. Dielectric Material ドロップダウン・メニューから誘電体材料を選択します。

注意: カスタム誘電材料を使用している場合は、このステップをスキップして、カスタム誘電材料の
使用のセクションに進んでください。

4. Construct Stackup をクリックし、 Construct Stackup 確認ダイアログボックスで Yes
をクリックします。
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Full Stackup セクションは、入力に基づいて更新されます。

5. Full Stackup テーブルの各レイヤーに対して Thickness 値を入力し、Import
Geometries をクリックします。

図 -22: Full Stackup テーブル

6. データの損失を防ぐためにデータを保存します。

関連情報
カスタム誘電材料の使用 (33 ページ)

1.3.1.2.1. カスタム誘電材料の使用

1. Library タブをクリックし、必要に応じて Custom 1 または Custom 2 に対して Er 値を入力
します。
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図 -23: カスタム誘電材料の Er 値

2. Stackup タブをクリックし、ドロップダウン・メニューから Custom 1 または Custom 2 のい
ずれかを選択します。

3. Construct Stackup をクリックし、確認ダイアログボックスで Yes をクリックします。

1.3.2. パワーグループの設定

1.3.2.1. レールの選択

1. System_Decap タブをクリックします。

2. Group #1 に対してレギュレーター・タイプを Regulator/Separator ドロップダウン・メニュ
ーから選択します。

3. 選択した各電源レールに x または x/related のいずれかを選択します。

注
意: 

1 つのパワーグループには、電源コンフィグレーションに応じて 1 つまたは複数の電源レー
ルが含まれます。ツールオプションの詳細については、PDN ツールの Introduction タブ
を参照してください。

4. PowerPlay Early Power Estimator (EPE) ツールの Report タブからダイナミック電流推定
値を取得します。

5. これらの値を PDN ツールの System_Decap タブの Imax 列に入力します。

注意: システムデザインの経験と EPE ツールの Power Model Accuracy に基づいて、EPE の見
積もりの上に、独自のエンジニアリング・マージンを追加することができます。

関連情報
PowerPlay Early Power Estimators (EPE) & 消費電力解析
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1.3.2.2. Rail Group Summary

PDN ツールは、推奨される Dynamic Current Change% と Noise Tolerance% に基づい
て、ターゲット・インピーダンス (ZTARGET) を自動的に計算します。

図 -24: Rail Group Summary
薄い青色で塗りつぶされたボックスは、選択するオプションが異なるドロップダウン・メニューです。Core Clock Frequency と
Current Ramp Up Period のオプションは、デザインによって異なります。

これらのオプションをイネーブルにすると、入力に基づいて特定の周波数から ZTARGET 曲線が緩和され
ます。

図 -25: フラット対カーブド ZTARGET

1.3.2.3. VRM Impedance

PDN ツールには、VRM Impedance 用のデフォルトのライブラリー R および L モデルがあります。

ベンダーから VRM モデルを入手できる場合は、Custom オプションを選択して新しい値を直接オー
バーライドすることによってデフォルト値を置き換えることができます。
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図 -26: VRM Impedance

注意: このツールのシングル R および L の仮定は、1 フェーズのシングル VRM 用です。マルチフェーズ VRM
の使用の場合、 も簡単な概算の方法は、デフォルト数をフェーズ数で除算することです。たとえば、単一
のスイッチャーと 4 相 VRM のデフォルト値が R = 1 mΩ、L = 20 nH の場合、 終値は R = 0.25
mΩ、L = 5 nH と見積もることができます。各 PDN デザインで使用する VRM のフェーズの数を記録
してください。このツールは、かなり異なるバルク・コンデンサー・ソリューションを推奨する場合がありま
す。

1.3.2.4. BGA Via

電源レールを選択すると、PDN ツールは Power/GND Via ペアの数を自動的に更新します。すべての
デバイスの数値が異なります。

このツールは、Layer Number フィールドに予想されるレイヤー数を入力すると、スタックアップ内で
電源レールの位置を上書きすることによって、寄生成分を自動的に計算します。

図 -27: BGA Via
Layer Number フィールドには、Ignore、Custom、および Calculate オプションもあります。

注意: BGA_Via タブは、カスタムビアの寄生成分計算用のスタンドアローンのツールとして使用できます。

1.3.2.5. プレーンの計算

レイヤー位置の仮定に基づいて、ツールは自動的にプレーン R と C を計算します。

1. Stackup タブをクリックします。

2. Plane Length と Plane Width の各フィールドに、予想されるプレーンの長さと幅の値を入力
します。

これは、レイアウトデザインがすでに進行中の場合における見積もりの 良方法です (次の図を参
照) 。
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図 -28: プレーンサイズの見積もり
このツールは、VRM から FPGA までのプレーンサイズのみを測定します。

3. Full Stackup テーブルで、ターゲット (電源) とリファレンス (グランド、 大 2 レイヤー) とし
て使用するレイヤーを選択します。

4. Full Stackup テーブルの左側にある Import Geometries をクリックします。

5. Plane_Cap タブをクリックします。
ツールは、プレーンの寄生成分を自動的に更新します。

6. Import the calculated Plane R & Plane C to regulator Group フィールドでレギュ
レーター・グループ数を変更し、Import Plane R&C をクリックします。

図 -29: Plane_Cap テーブル

7. System_Decap タブをクリックし、ツールが寄生成分を更新したことを確認します。

注
意: 

PDN ツールは、単一電源に対してマルチレイヤ・デザインをサポートしていません。ただし、各
電源レイヤーに対して 1 (36 ページ) から 6 (37 ページ) までの手順を繰り返し、 終キャパ
シタンスのために各電源の各キャパシタンスおよび組み合わせキャパシタンスの推定寄生数
値を保ち、各電源の抵抗をパラレルに計算して 終抵抗を求めることができます。たとえば、お
およそ同じプレーンサイズのレイヤー 9 およびレイヤー 10 の両方が 1 つの電源レールを有
する場合、ツールは、次の図のように Full Stackup テーブルの 1 つの電源と 1 つのリファ
レンス・レイヤーに基づいて寄生成分を計算します。したがって、 終キャパシタンスは
0.0016 x 2 = 0.0032 μF になり、 終抵抗は 0.001 / 2 = 0.0005 Ω になります。
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図 -30: プレーンの寄生成分

1.3.2.6. プレーン・スプレッディングの寄生成分

プレーン・スプレッディング寄生成分については、事前定義の Library 値、Custom、または Ignore
オプションを使用できます。

デフォルトのスプレッディング設定は Low です。デキャップの場所によっては、Medium または High
を選択することもできます。

図 -31: Spreading

1.3.2.7. FEFFECTIVE およびデカップリング結果の要約

次の図は、ツールの入力に基づく 終的なデカップリングの推奨事項を示しています。しかし、ZPDN が
FEFFECTIVE まで ZTARGET を満たしていても、301 のコンデンサーの数は実際のデザインには適してい
ません。結果の 適化の詳細については、 適化方法のセクションを参照してください。
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図 -32: デカップリング結果の要約

1.3.3. プレレイアウトにおける最適化

1.3.3.1. コンデンサー・モデルの確認

コンデンサー、特にバルク・コンデンサーは、寄生成分の小さいコンデンサーに置き換えることができま
す。

1. Library タブをクリックします。

2. 寄生成分の小さい RLC モデルがある場合は、既存のコンデンサーをそれらに置き換えます。

a. かさ高いタンタル・ポリマー・コンデンサーを同様の電気的/熱的特性を持つ積層型セラミック・
コンデンサー (MLCC) に置き換えてください。ESR と ESL を大幅に低減した 100uF、
220uF、および 330uF のコンデンサーが使用できます。
PDN ツールでデキャップ・ライブラリーを効果的に使用することで、より正確な推定が可能に
なります。

b. 追加のコンデンサーには、User および Custom オプションを使用します。
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図 -33: コンデンサーのライブラリー

1.3.3.2. デキャップ数の最適化

このツールはコードベースのスプレッドシートなので、ZPDN が FEFFECTIVE まで ZTARGET を満たすまで
デカップリング・コンデンサーの数を増やし続けます。PDN ツールの 大デキャップ数は 301ea です。

1. Decoupling モードを Auto から Manual に変更します。
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図 -34: マニュアルでのデカップリング結果の要約：最適化前

2. インピーダンス・プロットを慎重に観察し、各コンデンサーの数を 適化してください。
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図 -35: マニュアルでのデカップリング結果の要約：最適化後、ラウンド 1
マニュアルで 適化した後、301ea デカップは、同じ ZTARGET 下で同様の ZPDN プロファイル (赤い曲線) を維持しながら、劇的に
124ea に減少します。
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図 -36: マニュアルでのデカップリング結果の要約：最適化後結果、ラウンド 1
異なる周波数での違反が少量であれば、デキャップ数を減らすことができます。前後の結果を以下に示します。

1.3.4. より良い精度のためのさらなる最適化

プレレイアウトにおける 適化で説明した 2 つの方法は、デカップリング・ソリューションの大まかな見
積もりのために主にプレレイアウト段階で使用されますが、ここで説明する方法は、より正確で 適化さ
れた見積もりを得る方法を示しています。

コンデンサー・モデルの確認では、デカップリング・コンデンサー・ライブラリーが実際のモデルで更新さ
れ、デキャップ数の 適化では、マニュアルモードでのデキャップ数が制御される一方で、この方法は、推
定プロセスからスプレッディング R および L を除外する方法を示します。以下の図に示すように、FPGA
の反対側のデキャップの実装には機械的制限はなく、赤いボックスは、直接配置できるデキャップの
0402 の 70ea を示します。合計 124ea のデキャップの大部分は BGA の直下に実装できます。したが
って、この場合、スプレッディング・オプションは無視できます。
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図 -37: FPGA の反対側におけるデキャップの実装

1. Feffective オプションを Calculate から Override に変更します。

2. 数値が同じであるかどうかを確認します。

3. 数値が変更された場合は、次の例で推奨される 10.18 MHz の FEFFECTIVE を白い空白にライトし
ます。

図 -38: FEFFECTIVE のオーバーライド

4. Spreading オプションを Low から Ignore に変更します。
スプレッディング・オプションが無視されると、ZPDN 全体が少し下がり、マージンが増えます。
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図 -39: スプレッディングを無視する

5. デキャップ数の 適化に示すように、各コンデンサーに対してマニュアル 適化を繰り返します。
適化プロセスの後、0402 のコンデンサー (下の表で赤い枠で囲んだもの) のうち 48ea だけが

見積もられ、0402 のコンデンサーの総許容数は 70ea です。また、この例では、残りの大きいコン
デンサー (下の表で青い枠で囲んだもの) を BGA 領域に配置することができます。 終結果は以
下の通りです。 適化プロセスの第 1 および第 2 ラウンドを通じて、コンデンサーの総数が、バル
ク・コンデンサーを含む 301ea の上限から、77ea まで減少しました。

注
意: 

PDN ツールの結果にはすでに、VRM 用のバルク・コンデンサー・ソリューションが含まれて
います。しかし、インテルでは、PDN ツールの見積りが要件を満たすことができるかどうかを
確認するために、VRM ベンダーに必要な出力キャパシタンスについて問い合わせることを推
奨しています。VRM ライブラリーの Enpirion モデルには、すでに必要な出力キャパシタンス
が含まれています。必要なコンデンサーの組み合わせについては、各 VRM モデルのデータシ
ートを参照してください。
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図 -40: マニュアルでのデカップリング結果の要約：最適化後、ラウンド 2

関連情報
• プレレイアウトにおける 適化 (39 ページ)

• コンデンサー・モデルの確認 (39 ページ)

• デキャップ数の 適化 (40 ページ)

1.3.5. 相互関係

次の結果は、インテルの開発キットボードの PDN ツールとポストレイアウト・システムの PDN インピー
ダンス・プロファイル (右下図) との相互関係を示しています。ポストレイアウト解析では、PDN ツール
からの単純な VRM モデルが使用されました。PDN ツールはすでに PKG とダイの寄生成分を考慮して
いるので、両方の結果がよく相関しています。
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注意: PDN ツールは結果グラフにオンダイ・キャパシタンスを表示しません。ダイ・キャパシタンスは、
FEFFECTIVE を決定するために利用されます。

図 -41: PDN ツール

1.4. 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2017 年 11 月 2017.11.27 • PCB スタックアップの設定を追加
• パワーグループの設定を追加
• プレレイアウトにおける 適化を追加
• より良い精度のためのさらなる 適化を追加
• 相互関係を追加
• PCG リンクを統合
• PDN ツールへのリンクを追加

2017 年 6 月 2017.06.05 以下の内容を変更しました。
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日付 バージョン 変更内容

• 「PDN ツール 2.0 ソフトウェア検証」の表でオペレーティング・システムとプラッ
トフォームを変更

• 「概要」セクションで、サポートされているデバイスのリストに インテル Cyclone
10 GX デバイスを追加

• 「ZTARGET」 セクションの Cyclone 10 GX Device Family Pin
Connection Guidelines へのリンクを追加

• 「Device Selection セクション」セクションの Cyclone 10 GX Device
Family Pin Connection Guidelines へのリンクを追加

• 「BGA Via セクション」セクションから手順を１ つ削除

2016 年 12 月 2016.12.09 以下の内容を変更しました。
• Stratix 10 デバイス情報をグローバルに追加
• 「ダイのノイズ耐性」を「ノイズ耐性」にグローバルに変更
• Stratix 10 の仕様を表示するように「Stratix 10 デバイス電源レールの設定」

の表を変更
• Stratix 10 の選択を表示するように「Device Selection」の図を変更
• Stratix 10 のコンフィグレーションを表示するように「電源レールのコンフィグ

レーション方式」の図を変更
• 「Device Selection セクション」のトッピングに Stratix 10 GX and SX

Device Family Pin Connection Guidelines への相互参照を追加
• 「Power Rail Data and Configuration セクション」のトピックの「Imax」を

「Idynamic」に変更
• Stratix 10 のコンフィグレーションを示すように「Power Rail Data and

Power Sharing Scheme セクション」の図を変更
• 「Power Rail Data and Configuration セクション」のトピックの「二乗平均平

方根 (RMS)」を「二乗和平方根 (RSS) 」に変更
• Stratix 10 の電圧を示すように「グループ内のすべてのレールの電圧を変更す

る」の図を変更
• 「VRM Data セクション」のトピックの注記を変更
• 「Rail Group Summary セクション」のトピックで Current Ramp Up

Period のオプションを更新
• Stratix 10 のスタックアップ情報を示すように、「Stackup タブ」の図を変更
• 「Stackup Stub」セクションを削除
• 「ZEFF の拡大プロット」図の説明を変更
• 「単一レールのシナリオにおけるデカップリングの導出」のセクションで、PDN ツ

ール 2.0 の計算を変更
• 「高い ZEFF を修正するための戦略」のセクションから、次のペシミズム除去機能

を削除
— ダイナミック電流変化
— ダイのノイズ耐性

• ZEFF の定義を「FEFFECTIVE」セクションに追加
• 「VRM Impedance セクション」のセクションに Ignore オプションを追加

2016 年 10 月 2016.10.31 • Family/Device、Available Devices、および Power Rail
Configuration エントリーの説明を明確化

• レールの電圧をレギュレーター・グループから切り離さずに変更する新しいオプ
ションを文書化

• センスラインによる VRM の PDN ツールでの処理を明確化
• BGA Via テーブルの Default オプションを文書化
• スプリットプレーンを実装する方法について説明

2016 年 6 月 2016.06.15 以下の内容を変更しました。
• 「FEFFECTIVE」セクションで、FEFFECTIVE がどのように計算されるかについての説

明を変更
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日付 バージョン 変更内容

2015 年 11 月 2015.11.02 以下の内容を変更しました。
• 「概要」セクションの記述を変更
• 「ZTARGET」セクションの注釈を明確化
• 「FEFFECTIVE」セクションの説明を明確化
• 「Device Selection」の図を変更
• 「Power Rail Data and Power Sharing Scheme セクション」の図を変更
• 「Power Rail Data and Configuration セクション」のセクションで Imax の

電流の使用の説明を追加
• 「Results Summary セクション」のセクションに説明を追加
• 「System_Decap タブの Results Summary セクション」の図を変更
• 「BGA_Via タブ」の図を変更
• Plane_Cap タブ」の図を変更
• 「Plane_Cap」セクションで Import Plane R&C ボタンの説明を追加
• 「Cap_Mount」セクションに説明を追加
• 「Library タブ」の図を変更
• 「Library タブのフィールド」の図を変更
• 「高い ZEFF を修正するための戦略」のセクションにペシミズム除去機能のリスト

を追加

2015 年 7 月 2015.07.06 以下の内容を変更しました。
• 「 インテル Arria 10 デバイスの電源レールの設定」の表で VCCH_GXB の電

圧を変更

2015 年 3 月 2015.03.06 以下の内容を変更しました。
• 概要セクションでサポートされているデバイスのリストに MAX 10 を追加
• 「Device Selection」の図を変更
• Power Rail Data and Configuration セクションのセクションの電源電圧を

入力するためのオプションを明確化
• 「Power Rail Data and Power Sharing Scheme セクション」の図を変更
• Rail Group Summary セクションのセクションに新しいパラメーターと説明

を追加
• Cap_Mount セクションに注記を追加
• ZEFF のトラブルシューティングおよび高い ZEFF を修正するための戦略のセク

ションを追加

2014 年 9 月 2014.09.29 • 「ツールの一部としてモデリングされた PDN トポロジー」の図にメモを追加
• 「VRM Impedence セクション」で VRM インピーダンス・プルダウン・メニュー

で使用可能なオプションの詳細な説明を追加

2014 年 9 月 2014.09.12 初版
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