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AN 766: インテル® Stratix® 10 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

この高速信号インターフェイス・デザイン・ガイドラインは、最大 28 Gbps で動作する高速信号用に最高
クラスのボードレイアウトをデザインするのに役立ちます。

このガイドラインは、3D ボードレイアウトのシミュレーションと測定の最新の結果に基づいています。テ
ストクーポンを使用して、このガイドラインの方法論を検証し、推奨レイアウト・ガイドラインを適切に評
価することができます。インテルでは、このガイドラインを熟読し、レイアウト前およびレイアウト後の 3D
シミュレーションを実行し、チャネルが仕様を満たしていることを確認することをお勧めします。

注意: このアプリケーション・ノートの内容は、現在使用可能なシミュレーションと測定データに基づいていま
す。保留中の新しいデータは、変更される可能性があります。将来の改訂では、他の高速インターフェイス
とバックプレーン・ボード・レイアウトのデザイン・ガイドラインにも焦点を当てていきます。

インテル® Stratix® 10 デバイスおよびトランシーバー・チャネル

インテル® Stratix® 10 デバイスは、サポートされているトランシーバー・チャネルの数によって異なり
ます。次に示すのは、インテル Stratix 10 デバイス F2397B パッケージマップの拡大図です。
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図 -1: インテル Stratix 10 F2397B デバイス・フロアプランとトランシーバー・ピン部分の拡大表示、およ
びアプリケーション例
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トランシーバー・ピンはデバイスのエッジにあります。パッケージ内にはトランシーバー・ダイが 4 つあ
り、これによってサポートできるトランシーバー・チャネルは、F2397B パッケージで最大 96 個です。
F2397B パッケージ (U50) の合計サイズは 50 mm x 50 mm です。BGA ピッチは 1 mm です。

赤色のピンは RX ペアで、緑色のピンは TX ペアです。(TX ペアはデバイスのエッジにあり、RX ペアはデ
バイスのさらに奥にあります。)
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PCB スタックアップ選択のガイドライン

PCB レイアウトの高速信号に対して適切なスタックアップを選択するには、次のガイドラインに従ってく
ださい。

• 誘電材料は、損失正接が最も低く、誘電率が小さいものを選択します。例を挙げると、Megtron6
(df<0.002、epsr=3.1) は適切な選択です。

— Megtron 6N/6G や Tachyan 100G などの誘電材料は、ベンダーの特性評価後に入手すれ
ば、適切な選択になります。

— 25+G デザインで特段の注意が必要なのは、ガラス繊維、誘電体マトリックス、銅などの材料
の詳細です。信号は、データレートがより高いと、周波数要素がより高くなり、波長は減少しま
す。遷移ガラスパターン、誘電体マトリックス・パターン、銅パターンの変更は、慎重に検討する
必要があります。より高いデータレート (より短い信号波長) の場合は、わずかな変化でより多
くの不連続性と反射が作成するようです。詳しくは、PCB Dielectric Material Selection
and Fiber Weave Effect on High-Speed Channel Routingを参照してください。

• 高速信号配線の誘電体の高さは、より低いものを選択します。

— トレース・インピーダンス・ターゲットのトレース幅を小さくする必要があります。トレース幅の
大小の選択は、常にトレードオフの関係にあります。幅が広いほど、表皮は浅くなり、挿入損失
が少なくなりますが、配線に必要なスペースが増えます。

— また、PCB が小さくなり、高さによる遷移も小さくなり、インピーダンスのミスマッチが最小に
なります。

• すべてのクリティカルな高速信号配線に対して十分なストリップライン・レイヤーを選択します。

— インテルでは、すべてのクリティカルな高速信号 (15 Gbps 以上) にストリップライン配線を
お勧めしています。

— クリティカルでない高速信号 (15 Gbps 未満) はすべて、マイクロストリップ・レイヤー上に配
線できます。

— ストリップライン配線では、他のレイヤーとのアイソレーションは最大になります。これは、両側
がリファレンス・プレーンである場合です。インテルでは、ストリップライン・レイヤーの信号配線
が両方とも垂直である場合以外は、デュアル・ストリップライン配線はお勧めしません。つまり、
差動ペアの縦ブロードサイド結合は避ける必要があります。

— インテルでは、マイクロストリップよりもストリップラインをお勧めします。マイクロストリップ
配線を選択した場合、インテルでは、はんだマスクを取り外すことをお勧めしています。

— ストリップライン配線では、トレース幅を小さくする必要があるため、信号配線用のスペースが
増えます。

• クリティカルな高速信号用のグランド/信号/グランド・スタックアップの組み合わせを選択します。

— グランド/信号/グランドの組み合わせの選択は、両方のストリップライン・レイヤーの信号配線
交差が垂直であり、クロストークをもたらすブロードサイド結合が最小限に抑えられている限
り可能です。

• 電源レールをカバーするのに十分な電源/GND レイヤーを選択します。

選択したスタックアップ材料に基づく挿入損失の推定

伝送線の損失は、導体損失、誘電損失、表面粗さ損失、表皮深さ損失などさまざまです。次の表で示すの
は、誘電率や損失正接などのさまざまな材料です。
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表 1. 材料の誘電率と損失正接

材料 εr Tan(δ)

標準 FR4 4 0.02

GETEK 3.9 0.01

Isola 370HR 4.17 0.016

Isola FR406 4.29 0.014

Isola FR408 3.70 0.011

Megtron 6 3.4 0.002

Nelco 4000-6 4.12 0.012

Nelco 4000-13 EP 3.7 0.009

Nelco 4000-13 EP SI 3.2 0.008

Rogers 4350B 3.48 0.0037

上記の表中の損失正接は、通常、材料データシートに基づいて 1 GHz で測定されています。

注意: インテルでは、メーカーの最新のデータシートを参照することをお勧めします。

周波数 f での伝送のみの PCB 減衰の平均は、次の式に基づきます。

 数式 (1)

上記式において

W = mil 単位のトレース幅

f = GHz 単位の正弦波周波数、指定データレートのナイキストに相当

Df = 散逸率 (損失正接と同じ)

DK = 誘電率

上記の式は 2 つの部分に分かれています。最初の部分はトレース損失 (表皮深さを含む)、2 番目の部
分は誘電損失です。

トレース幅 5 mil の場合のさまざまな誘電体材料の 1 インチのトレース長あたりの PCB トレース減衰
比較の結果 (20 GHz まで) の図中のグラフで示しているのは、上記の表のさまざまな材料の 1 インチ
あたりの平均トレース損失です。このグラフは、W=5 mil という仮定に基づいて抽出されています。
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図 -2: トレース幅 5 mil の場合のさまざまな誘電体材料の 1 インチのトレース長あたりの PCB トレース減
衰比較の結果 (20 GHz まで)

上記の図から、Megtron 6 の 28 Gbps での 1 インチあたりの平均損失は 0.85 dB です (ナイキスト
は 14 GHz)。一方、Typical FR4 では、同じ周波数で約 2 dB の損失があります。

銅の厚さは、上記の近似 PCB 減衰式には含まれていません。銅幅が広いほど、トレース抵抗は小さくな
ります。

インテルでは、設計者は、トレース幅 5 mil の場合のさまざまな誘電体材料の 1 インチのトレース長あ
たりの PCB トレース減衰比較の結果 (20 GHz まで) の図で得られた損失の平均 +/- 5％の変動を考
慮することをお勧めします。これは、 製造会社による材料公差のためです。

平均表面粗さ (約 2 µm) は、トレース損失減衰の PCB 減衰の近似式に含まれています。損失計算を正
確に行うため、インテルでは、設計者が、実際の表面粗さ、銅厚さ、周波数依存の誘電体材料を考慮して、
伝送損失の減衰について少なくとも 2.5D CAD 解析を行うことをお勧めします。

表 2. Megtron 4、Megtron 6、Tachyon100G の 14 GHz での 1 インチあたりのトレースの平均損
失

材料 MEG4 MEG6 Tachyon100G

14 GHz での 1 インチあたりの平均損失 1.2 dB 0.85 dB 0.8 dB

全体として、MEG6 および Tachyon100G 材料は、28 Gbps の高速信号配線に最適なオプションで
す。

さまざまな織り組成物や材料の誘電損失の考慮事項およびチャネル・パフォーマンスへの影響について
詳しくは、PCB Stackup Design Considerations for Altera FPGAsおよび PCB Dielectric
Material Selection and Fiber Weave Effect on High-SpeedChannel Routingを参照してくだ
さい。

関連情報
• AN 528: PCB Dielectric Material Selection and Fiber Weave Effect on High-Speed

Channel Routing

• PCB Stackup Design Considerations for Altera FPGA's
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高速信号 PCB 配線に関する推奨事項

高速チャネルのパフォーマンスを向上させるには、次のガイドラインに従ってください。

• 15 Gbps を超えるクリティカルな高速インターフェイスでは、TX および RX 信号配線は、個別のス
トリップライン・レイヤーを使用して分離する必要があります。

• インテルでは、RX 信号配線レイヤーの配置は、対応する TX 信号配線レイヤーの上にすることをお
勧めします。つまり、RX 配線レイヤーは、TX 配線レイヤーから分離する必要があるということです。
FPGA が最上位レイヤーに配置され、すべての高速ビアが下からバックドリルされている場合、イン
テルでは、RX レイヤーを上位レイヤーに、TX レイヤーを RX レイヤーより下位のレイヤーに配置す
ることをお勧めします。これは、FPGA が下位レイヤーにある場合は逆になります。その場合、RX レ
イヤーは下位レイヤーに、TX レイヤーは RX レイヤーより上位のレイヤーにすることをお勧めしま
す。

— RX 信号は、TX 信号よりも常に弱くなっています。RX 信号に対して短い遷移ビア長を取得す
ると、ミスマッチと反射が減少し、より多くの RX 信号電力がデバイスで受信されます。

— ほとんどの高速インターフェイスでは、RX 信号レーンに AC カップリング・キャップが必要で
す。インテルでは、上位レイヤーの RX 配線は最上位レイヤーに十分近接させることをお勧めし
ます。これにより設計者は、より高さが低い信号ビア遷移を実現し、最終的に RX パス上の反射
を低減することができます。

— AC キャップは、PCB の最下位レイヤーに取り付けることもできます。インテルでは、これを 15
Gbps 未満の信号データレートに対してお勧めします。この場合、RX 信号配線レイヤーをスト
リップラインとして選択し、最下位レイヤーに可能な限り近接させることができます。

• 高速信号配線用に、適切な連続したグランド・リファレンス・プレーンがあることを確認してくださ
い。

— 15 Gbps を超えるクリティカルな高速信号配線のリファレンス・プレーンとして電源プレーン
を使用することは避けてください。

— ボイド領域は、高速信号配線に沿った場所、高速信号配線の下、高速信号配線の上では禁止さ
れています。

— 信号トレースのエッジからボイド領域のエッジまで常に十分なスペースを維持して、十分なリ
ファレンス・プレーンの不足によるミスマッチを回避します。間隔は、少なくとも信号トレース幅
にします。インテルでは、このスペースをブレークアウト領域のトレース幅と同じか、またはより
大きくすることをお勧めします。

— 隣接するペア間のクロストークを避けるために、同じレイヤーで配線されるペア間に十分なス
ペースを確保してください。ルールとして、隣接するペア間のスペースに対して少なくとも 3 倍
のリファレンス・プレーンへの信号の高さ、または信号トレース幅のいずれか大きい方を維持し
てください。

• バックドリルは、すべての高速信号遷移ビアに対して行う必要があります。

— バックドリルの適用は、最上位または最下層のレイヤーのいずれからでもできます。これは、
FPGA および最上位または最下位レイヤーに取り付けられたコネクターに応じて行います。こ
こで重点を置くのは、ビアのどの部分を余分なスタブとして削除する必要があるかです。

• 信号と GND の両方のリターン・パス・ビアの機能していないビアパッドはすべて削除します。
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FPGA ファンアウト領域のデザイン

信号ブレークアウトに関する推奨事項

図 3 (10 ページ) で示しているとおり、インテル Stratix 10 デバイスでは、1 つのロウにトランシー
バー・ペアが最大 4 つあります。設計者は、信号レイヤーを少なくとも 4 つ割り当てる必要があります。こ
の信号レイヤーはそれぞれ、連続したグランドプレーンで分離されたもので、ブレークアウト配線を行い
ます。トランシーバー配線に割り当てられるレイヤーの数は、スタックアップ選択の重要な要素の 1 つで
す。インテルでは、最適なパフォーマンスを実現するために、次のセクションの FPGA ブレークアウト領
域のガイドラインに従うことをお勧めします。

図 -3: 推奨 FPGA ブレークアウト配線例 (異なる色は異なるレイヤーを表します)

FPGA ファンアウト領域の配線にはオプションが 3 つあります。優先度とデータレートに基づいて、いず
れかのオプションを PCB 上の高速信号配線用に選択します。

注意: インテルでは、インテル Stratix 10®デバイスの場合、PCB 上の BGA パッド径には 20 mil をお勧めし
ます。これは、パッドがデバイスの角の近隣にはない場合に適しています。一方、デバイスの各コーナーに
最も近接した 5 つのパッドの推奨されるパッド径は 24 mil です。このとき、はんだマスク開口部は、内
部ピンでは 20 mil、コーナーピンでは 16 mil です。

オプション 1 : ビアインパッド・トポロジー

インテルでは、データレートが 15 Gbps を超える場合は、ビアインパッド・テクノロジーを使用すること
をお勧めします。ビアインパッドを使用して、BGA パッドから内部レイヤーに信号を転送します。
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図 -4: オプション 1 : はんだボールトポロジーでの FPGA ファンアウト・コンフィグレーション

D1 : ビアドリル穴径 : 8 mil (最大 1:12 のスタックアップ・アスペクト比の場合) または 10 mil (より高いスタックアップ・アスペ
クト比の場合)

D1 : ビアドリル穴径 : 18 mil (最大 1:12 のスタックアップ・アスペクト比の場合) または 20 mil (より高いスタックアップ・アスペ
クト比の場合)

P1 : ビア間標準ピッチ : 1 mm

A : 水平アンチパッド : 90 mil

D1 : 垂直アンチパッド : 28 mil (最大 1:12 のスタックアップ・アスペクト比の場合) または 30 mil (より高いスタックアップ・アス
ペクト比の場合)

オプション 2：BGA パッド・トポロジーでの GND カットアウトを備えたドッグボーン

PCB でビアインパッドを使用しない場合、15 Gbps を超えるデータレートに対しては、インテルではこ
のオプションを強くお勧めします。FPGA ファンアウトを使用する場合は、ドッグボーン・コンフィグレー
ションを使用してください。
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図 -5: オプション 2 : BGA パッドトポロジーでの BGA カットアウトを備えたドッグボーン
• FPGA ファンアウトでのドッグボーン・コンフィグレーションの使用

• デバイスに使用する PCB 上の FPGA BGA パッド下の円形直径のグランド・カットアウトは 22 mil

— インテルでは、インテル Stratix 10 デバイスの場合、PCB 上の BGA パッド径は 20 mil をお勧めします。

• D1 : ビアドリル穴径 : 8 mil (最大 1:12 のスタックアップ・アスペクト比の場合) または 10 mil (より高いスタックアップ・ア
スペクト比の場合)

• D2 : ビアドリル穴径 : 18 mil (最大 1:12 のスタックアップ・アスペクト比の場合) または 20 mil (より高いスタックアップ・
アスペクト比の場合)

• P1 : ビア間標準ピッチ : 1 mm

• A : 水平アンチパッド : 90 mil

• B : 垂直アンチパッド : 28 mil (最大 1:12 のスタックアップ・アスペクト比の場合) または 30 mil (より高いスタックアップ・
アスペクト比の場合)

• PCB BGA パッドから信号遷移ビア・パッド・トレース長 (中央から中央)：26 mil (最大 1:12 のスタックアップ・アスペクト比の
場合) または 27 mil (より高いスタックアップ・アスペクト比の場合)

• 47.5 Ω シングルエンド・トレースを使用して、BGA パッドをビアパッドに接続。このトレースの下の GND リファレンス・プレー
ンは既にカットアウトであるるため、設計者は、47.5Ω のシングルエンド・インピーダンス (約 20 mil のトレース幅) を実現す
るために、可能な限り最大のトレース幅を使用する必要があります。この 47.5 Ω シングルエンド・インピーダンス・デザインは、
ターゲットの 95 Ω 差動インピーダンス特性デザインと一致させるためです。これは PCB での高速信号配線の推奨事項です。オ
プション 3 : マイクロビア・トポロジーを参照してください。

関連情報
オプション 3 : マイクロビア・トポロジー (12 ページ)

オプション 3 : マイクロビア・トポロジー

インテルでは、マイクロビア・テクノロジーを使用する場合は、このトポロジーをお勧めします。
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図 -6: 各シングルエンド・レーンのはんだボールでの FPGA ファンアウト・コンフィグレーション

トポロジー仕様 :

• 「ビアインパッド」と組み合わせた「マイクロビアまたはレーザー・ドリル・ビア」の使用。FPGA パッド
上のマイクロビアは、信号を最上位レイヤーから 1 番目の GND リファレンス・レイヤーの信号パッ
ドに転送します。その後、スルービアを使用して、信号を他のレイヤーに送信します。

• マイクロビアの寸法 :

— ビアホールド/ドリル径 : 5 mil

— ビアパッド径 : 10 mil

— ビア・アンチパッド径 : 22 mil

• スルービアの寸法 :

— ビアホールド/ドリル径 : 10 mil

— ビアパッド径 : 20 mil

— ビア・アンチパッド径 : 30 mil

• 47.5 Ω シングル・エンド・トレース・インピーダンスを使用して、マイクロ・ビア・パッドを GND リフ
ァレンス・プレーンのスルービア・パッドに接続。この 47.5 Ω シングル・エンド・インピーダンス・デザ
インは、目標の 95 Ω 差動インピーダンス特性デザインと一致させるためです。これは、PCB での高
速信号配線の推奨事項です。 ファンアウト・コンフィグレーションでの BGA パッド直下の GND カ
ットアウトを参照してください 。

関連情報
ファンアウト・コンフィグレーションでの BGA パッド直下の GND カットアウト (13 ページ)

ファンアウト・コンフィグレーションでの BGA パッド直下の GND カットアウト

ドッグボーン・ファンアウト・コンフィグレーションを使用する場合、インテルでは、GND リファレンス・プ
レーン・カットアウトを BGA パッド直下に 1 つ備えて、この領域の容量を減らすことをお勧めします。
GND カットアウトを大きくすると、ファンアウトでのインピーダンス遷移が改善されます。ただし、配線ス
ペースが限られているため、ファンアウトの GND カットアウトは制限されます。
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図 -7: 従来のドッグボーンと推奨されるドッグボーンの比較
オリジナルデザインで、BGA パッド直下に GND カットアウトがない場合とある場合

注意: このデバイスにはソケットを使用しているため、カットアウト径は 26 mil です。ソケットを使用しない場合、インテルでは、22 mil を
お勧めします。

図 -8: チャネル全体の TDR パフォーマンスのシミュレーションと FPGA BGA 領域部分の拡大表示
デザインでは、100 Ω および 90 Ω の差動インピーダンス配線を使用します。

TL インピーダンスの影響は、ドッグボーン・ファンアウト・コンフィグレーションを使用した場合、また
BGA パッド直下の GND カットアウトがある場合とない場合で約 10 Ω です。 これは、図 8 (14 ペー
ジ) の TDR 性能に基づいています。
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図 -9: 挿入損失およびリターン損失のパフォーマンスのシミュレーション
フル・チャネル・シミュレーションでは、100 Ω および 90 Ω の差動インピーダンス配線を使用します。

赤色の線は、オリジナルデザインおよび 100 Ω TL 配線インピーダンスを示しています。

ピンク色の線は、オリジナルデザインおよび 90 Ω TL 配線インピーダンスを示しています。

青色の線は、BGA パッド直下に直径 26 mil の GND カットアウトおよび 90Ω TL 配線インピーダンスを持つオリジナルデザインを
示しています。

挿入損失の改善は 1 dB です。リターン損失の改善は 14 GHz で約 5 dB です。

BGA 直下に GND カットアウトを備えたドッグボーンとビアインパッド・コンフィグレーションの比較

図 -10: ビアインパッド・コンフィグレーションとドッグボーン・コンフィグレーションの FPGA パッドからの
TDR の比較
ピンク色の線はドッグボーン・コンフィグレーションを示し、緑色の線はビアインパッド・コンフィグレーションを示しています。

TDR に関しては、２つのコンフィグレーションのパフォーマンスは類似しています。
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図 -11: ドッグボーン・コンフィグレーションのフルチャネル散乱パラメーターのパフォーマンス (GND/Void
カットアウトが BGA コンフィグレーション (オプション 2) の場合とビアインパッド・コンフィグレー
ション (オプション 1) の場合)
この図では、同一のチャネルを示していますが、FPGA 領域ではビアインパッド・コンフィグレーションまたはドッグボーン・コンフィグ
レーションを使用しています。

注意: • オプション 1 (緑色) : ビアインパッド

• オプション 2 (ピンク色) : BGA パッド・コンフィグレーションでの BGA カットアウトを備えたドッ
グボーン

この例では、ビアインパッドのパフォーマンスがわずかに向上しています。ビアインパッドのもう 1 つの
利点は、ファンアウト配線用のスペースが増えることです。

図 -12: TDR パフォーマンスと TL インピーダンスの影響
この例では、ドッグボーン・ファンアウト・コンフィグレーション、およびさまざまな TL 配線インピーダンスによる BGA パッド直下の 1
レイヤー GND カットアウトを使用しています。
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この例で示しているように、TL 配線インピーダンスをわずかに低くすると、BGA パッドからのスムーズな
遷移が保証され、チャネルでの反射が少なくなります。インテルでは、高速シリアル・インターフェイス
(HSSI) チャネルには、95 ΩTL 配線インピーダンスをお勧めします。

BGA ボイド領域でのトレース形状配線 (ティア・ドロップ・コンフィグレーション)

信号ビアパッドから信号トレースへのインピーダンス・マッチングは、高速インターフェイスにとって不可
欠な要素です。実質的な不連続性を避けるため、インテルでは、次のトレース・コンフィグレーションを使
用して、遷移を改善することをお勧めします (赤色で強調表示された領域を参照)。

図 -13: PCB 製造によるティア・ドロップ・コンフィグレーションの提案

FPGA ファンアウト領域の配線に関する推奨事項

インテルでは、95 Ω の差動トレースレーンを使用して PCB とファンアウト領域の両方の配線を行うこ
とをお勧めします。トレース・インピーダンスの許容誤差は、PCB 上で ±10％ 以内です。

バックジョグ配線コンフィグレーションは、高速信号に最適です。バックジョグ・コンフィグレーションの
利点は、スキューマッチングをブレークアウト領域の両方の差動レーンに対して維持することです。バッ
クジョグ配線は、シングルエンド・バックジョグ、またはファンアウト領域にバックジョグを備えたネック
ダウンのいずれかです。

図 -14: 推奨されるシングルエンド・バックジョグおよびバックジョグ・ブレークアウト配線による差動ネックダ
ウン

シミュレーションと測定から分かるのは、ブレークアウト領域での従来のジョグアウト配線コンフィグレ
ーションによって、特にリターン損失のパフォーマンスが低下することです。従来のジョグアウト配線で
は、デバイスエッジでスキューマッチングが必要です。
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図 -15: ジョグアウト・ブレークアウト配線による従来のインライン・ブレークアウトおよび差動ネックダウン

15 Gbps を超える信号データレートの場合、インテルでは、バックジョグ・ブレークアウト配線コンフィ
グレーションを使用することをお勧めします。15 Gbps 未満のデータレートの場合、デバイスエッジでス
キューマッチングをしたジョグアウト・ブレークアウト配線の使用が必要です。

この両方のオプションでは、ファンアウト領域でのシングルエンド配線により、挿入損失パフォーマンス
が向上します。

ファンアウト領域に配線する場合は、次のガイドラインに従ってください。

• 1 つの信号ペアを 1 mm BGA ピッチ間で配線して、ペア間のアイソレーションを最大限にします。

• ファンアウト配線の長さは 1 インチ未満にしてください。

• レーンの配線は、ボイド領域のエッジに近い場合は避けてください。トレースエッジとボイドエッジ
の間に十分なスペースを維持します。高速信号配線には、常に広いリファレンス・プレーンが必要で
す。

図 -16: ボイド領域からの配線の例
a および b のスペースの寸法は、トレース幅のサイズより大きくしてください。
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従来と推奨のブレークアウト配線トポロジーの比較

この評価では、24 層スタックアップを使用します。

図 -17: ブレークアウト配線例用 24 層スタックアップのサンプル部分
スタックアップ高さの合計は 117 mil です。

ブレークアウト直後のスキューマッチングによる従来のジョグアウト配線

この配線デザインのコンフィグレーションには、次の特性を使用します。

• 24 層で 117 mil 厚さのスタックアップ

• 8 つの信号レイヤー

• 4 つの PWR レイヤー

• 材料は Megtron6

• 8 mil 完成ドリルを使用したビアインパッド・トポロジー

• 18 mil 信号パッドと 28 mil 信号アンチパッド

• 水平アンチパッドは 68 mil (40 mil ピッチ + 28 mil アンチパッド）

• 水平アンチパッドは 28 mil

図 -18: ケース 1 : ネックダウンとジョグアウトを使用した従来の差動配線

A と B のトランシーバーのペアは、スタックアップのレイヤー 5 に配線されています。同じロウにある C と D のトランシーバーのペア
は、異なるレイヤーに配線されています。ネックダウンおよびジョグアウト配線による従来の差動配線を使用することにより、4 つのト
ランシーバー・ペアに必要な信号レイヤーは 2 つだけです。
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図 -19: ケース 2 : ジョグアウトを使用した従来のシングルエンドのインライン・ブレークアウト配線

黄色の配線は、レイヤー 7 で配線されたトランシーバー・ペア A を示しています。赤色の配線は、レイヤー 9 で配線されたトランシー
バー・ペア B を示しています。シングルエンド・ブレークアウトとスペース不足のため、同じ列のトランシーバー・ペア C と D は、異なる
レイヤーに配線されています。ジョグアウトによる従来のシングルエンド・インライン・ブレークアウト配線を使用することにより、4 つ
のトランシーバー・ペアに 4 つの信号レイヤーが必要です。

製造には常にレイヤー間ミスマッチがあるため、この例で実装するのは、上記の場合に一般的な 5 mil
のレイヤー間ミスマッチです。これにより、レイヤー間製造ミスマッチに対する感度のレベルが観察でき
ます。このレイヤー間製造ミスマッチにより、配線が GND ボイド領域を通過し、配線パスに不連続性が
追加されます。

図 -20: ケース 3 : ネックダウンとジョグアウトによる従来の差動配線での 5 mil のレイヤー間製造ミスマッ
チ

図 -21: ケース 4 : 従来のシングルエンド・インライン・ブレークアウト配線とジョグアウトでの 5 mil のレイヤ
ー間製造ミスマッチ
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ケース 1 とケース 3 のパフォーマンス比較

このセクションでは、ネックダウンおよびジョグアウトによる従来の差動配線パフォーマンスを、ミスマ
ッチあり/なしで比較します (ケース 1 とケース 3)。

図 -22: 差動挿入損失のシミュレーション結果

図 -23: BGA はんだボールでの差動リターン損失のシミュレーション結果
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図 -24: トレース端からの TDR 差動インピーダンスのシミュレーション結果

このパフォーマンス結果で示しているとおり、15 GHz の帯域幅内では、ケース 1 は、レイヤー間製造ミ
スマッチに対応するのに十分堅牢です。TDR インピーダンスでは、5 mil のレイヤー間ミスマッチによる
最大 7 Ω のインピーダンス・ミスマッチを示します。

ケース 2 とケース 4 のパフォーマンス比較

このセクションでは、ジョグアウトによる従来のシングルエンド・インライン配線パフォーマンスを、ミス
マッチあり/なしで比較します (ケース 2 とケース 4)。

図 -25: 差動挿入損失のシミュレーション結果
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図 -26: BGA はんだボールでの差動リターン損失のシミュレーション結果

図 -27: トレース端からの TDR 差動インピーダンスのシミュレーション結果

このパフォーマンス結果で示しているとおり、15 GHz の帯域幅内では、ケース 2 にはより堅牢なレイヤ
ー間製造ミスマッチがあります。TDR インピーダンスでは、最大 7 Ω のインピーダンス・ミスマッチが発
生していることを示します。これは 5 mil のインピーダンス・ミスマッチによるものです。

インテルでは、ブレークアウト配線は、バックジョグまたはシングルエンド・バックジョグ配線による差動
ネックダウンにすることをお勧めします。これは、BGA 領域での固定スキューマッチングのためです。次
の図で表しているのは、推奨されるブレークアウト配線のパフォーマンスです。
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図 -28: ケース 5 : ネックダウンとジョグアウトによる差動配線

図 -29: ケース 6 : バックジョグによるシングルエンド配線

ケース 1 とケース 5 のパフォーマンス比較

このセクションでは、ネックダウンおよびジョグアウトによる従来の差動配線と、ネックダウンおよびバ
ックジョグによる差動配線のパフォーマンスを比較します (ケース 1 とケース 5)。

図 -30: 差動挿入損失のシミュレーション結果
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図 -31: BGA はんだボールでの差動リターン損失のシミュレーション結果

推奨差動配線およびバックジョグによる従来の差動配線コンフィグレーションとジョグアウト配線コン
フィグレーションを比較して分かるのは、最大 0.1 dB の挿入損失の改善です。また、15 GHz 帯域幅内
で最大 5 dB のリターン損失の改善が見られます。これは、バックジョグ・コンフィグレーションを使用し
た場合です。

ケース 2 とケース 6 のパフォーマンス比較

このセクションでは、ジョグアウトによる従来のシングルエンド・インライン・ブレークアウト配線とバッ
グジョグによるシングルエンド配線のパフォーマンスを比較します (ケース 2 とケース 6)。

図 -32: 差動挿入損失のシミュレーション結果
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図 -33: BGA はんだボールでの差動リターン損失のシミュレーション結果

シングルエンド・ブレークアウト配線は、レイヤー間ミスマッチの影響を受けにくくなっています。

ジョグアウトによる従来のシングルエンド配線とバックジョグによる推奨シングルエンド配線とを比較
すると、バックジョグによるシングルエンド配線では、挿入損失が最大 0.25 dB 改善されます。また、1
GHz 帯域幅内で最大 7 dB のリターン損失の改善も見られます。

バックジョグによる差動ブレークアウト配線は、バックジョグによるシングルエンド・ブレークアウト配
線と比較して、15 GHz 帯域幅内で 0.1 db の挿入損失の改善と最大 6 dB のリターン損失の改善が見
られます。

さらに、バックジョグによる差動ブレークアウト配線は、バックジョグによるシングルエンド配線と比較
して、15 GHz を超えるパフォーマンスがわずかに優れています。

インテルでは、レイヤー間ミスマッチに対する感度の低さから、バックジョグによるシングルエンド配線
の使用をお勧めします。これは、お客様が使用するトランシーバー・チャネルの数が少ない場合、または
配線に十分な信号レイヤーがある場合です。このため、バックジョグによる差動ブレークアウト配線は、
バックジョグによるシングルエンド・ブレークアウト配線より優先されます。これは、差動ブレークアウト
配線には、シングルエンド・ブレークアウト配線に使用する配線レイヤーの半分が必要だからです。

挿入損失に対するビアの高さとビアのアンチパッドの影響

このセクションで示すのは、ビア長とアンチパッド・サイズによって挿入損失がどの程度変化するかにつ
いてです。この試験の結果は、次の基準に基づいています。

• 24 層のスタックアップ

• 10 mil のドリル (完成サイズ) の穴付きビアインパッド

• 18 mil パッド
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図 -34: 異なるビア長とアンチパッド・サイズ使用時の挿入損失影響の調査のための 24 層スタックアップに関
する情報

図 -35: 差動ビアおよびアンチパッド・コンフィグレーション

表 3. 挿入損失に対するビア長の影響
このケースでは、アンチパッド (バックドリルまでの各 GND 層の GND カットアウト) は、95 mil x 28 mil に固定です。

ケース 14 GHz での挿入損失 14 GHz でのリターン損失、 ~ dB

最上部から L3 までのビア長 (7.4 mil) -0.1730 dB -29

最上部から L5 までのビア長 (16.6 mil) -0.1768 dB -28

最上部から L7 までのビア長 (25.8 mil) -0.1828 dB -27
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図 -36: ビア長による差動挿入損失への影響 (SDD21)

図 -37: ビア長による差動挿入損失への影響 (SDD11)

表 4. 挿入損失に対するビア・アンチパッド長の影響
最上部からレイヤー 3 へのビア長は 7.4 mil です。

ケース GND02 カットアウト・サイズ GND04 カットアウト・サイズ IL 14 GHz

1A 68 mil x 28 mil 68 mil x 28 mil -0.1988 dB

2A 95 mil x 28 mil 95 mil x 28 mil -0.1730 dB

表 5. 挿入損失に対するビア・アンチパッド長の影響
各種 GND カットアウト (またはアンチパッド) の場合、最上部からレイヤー 5 までのビア長は 16.6 mil です。

ケース/カットアウト GND02 GND04 GND06 IL 14 GHz

1B 95 mil x 28 mil 95 mil x 28 mil 95 mil x 28 mil -0.1768 dB

2B 95 mil x 50 mil 95 mil x 50 mil 95 mil x 50 mil -0.1741 dB
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上記の表の信号アンチパッド・サイズの結果は、アンチパッドが大きいほど、挿入損失およびリターン損
失の結果が少ないことを示しています。スペースは常に考慮事項であるため、信号アンチパッド・サイズ
と適切なブレークアウト配線の必要性のバランスを取る必要があります。

AC 結合キャパシターのレイアウトおよび 適化のガイドライン

ボード上の 0402 と 0201 の両方のキャパシターのサイズをトランシーバー・リンク上の AC カップリン
グ・キャパシターとして使用できます。

図 -38: 両端にストリップライン配線による PCB 上の AC キャパシター配置と GND カットアウト
トレース配線がストリップラインで、AC キャパシターが最上位または最下位レイヤーに取り付けられている構造の詳細

構造の詳細には、次の仕様が含まれます。

• 10 mil のドリル穴と 20 mil のパッド

• キャップは最上位レイヤーに取り付けられ、トレース・ブレークアウトはレイヤー 7 に配線されます。

• 10 mil のスタブ長

• 0201 キャパシター・サイズ銅ブロック

— 24 mil x 12 mil x 12 mil

• 0402 キャパシター・サイズ銅ブロック

— 40 mil x 12 mil x 12 mil

ボード・スタックアップ・コンフィグレーションには、次の仕様が含まれます。

• 24 層で厚さ 117 mil

• 8 つの信号レイヤー、4 つの PWR レーン

• Megtron6 材料
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0201 AC キャパシター

アンチパッド半径の掃引

図 -39: 各種アンチパッド・サイズでの 0201 AC キャパシターの差動リターン損失および TDR インピーダン
スのパフォーマンス
この図で示している長方形の GND カットアウトは、キャパシター直下に固定されており、変更するのは信号ビアアンチパッド半径の
みです。

この TDR 応答に基づいて、より大きなビア・アンチパッドによって、構造全体のインピーダンスが最終的
に増加します。この場合、22 mil のアンチパッド半径を使用するのが最適なソリューションです。これに
よりミスマッチが最小になります。

キャパシター直下の 1 番目の GND プレーンのみでのボイド幅の掃引

ビア・アンチパッド半径を維持したまま、AC キャパシター直下にある 1 番目の GND プレーンのボイド
幅を調整することによってもまた、構造のインピーダンスに影響を与えます。

図 -40: 各種 GND カットアウト幅での 0201 AC キャパシターの差動リターン損失および TDR インピーダ
ンスのパフォーマンス

ボイド幅を 50 mil から 70 mil に変更すると、構造のインピーダンスとリターン損失に影響します。55
mil のボイド幅がこの場合の最適なソリューションです。これによりミスマッチが最小になります。
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0402 AC キャパシター

アンチパッド半径の掃引

図 -41: 各種アンチパッド・サイズでの 0402 AC キャパシターの差動リターン損失および TDR インピーダン
スのパフォーマンス
この図で示している長方形の GND カットアウトは、キャパシター直下に固定されており、変更するのは信号ビア・アンチパッド半径の
みです。

ビア・アンチパッドが大きいと、構造のインピーダンスが増加します。22 mil のビア・アンチパッドの使用
は、0402 キャパシターに最適なソリューションです。また、システムの他の部分とのミスマッチが最小限
に抑えられます。

キャパシター直下の 1 番目の GND プレーンのみでのボイド幅の掃引

ビア・アンチパッド半径を維持したまま、AC キャパシター直下の 1 番目の GND プレーンのボイド幅を
調整することでもまた、構造のインピーダンスが影響されます。

図 -42: 各種 GND カットアウト幅での 0402 AC キャパシターの差動リターン損失および TDR インピーダ
ンスのパフォーマンス

ボイド幅を 60 mil から 90 mil に変更すると、構造のインピーダンスとリターン損失に影響します。90
mil のボイド幅がこの場合の最適なソリューションです。これによりミスマッチが最小になります。

0201 AC キャパシターへのトレース・リファレンスの追加

小さなプレーンがリファレンス・プレーンとして GND プレーンの両側のアンチパッド・ボイド領域に追加
されます。これは、ストリップラインによってブレークアウト・トレースのインピーダンスを下げるためで
す。このセクションでは、追加されたリファレンス・プレーン幅の影響を調べます。
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図 -43: 0201 AC キャパシター GND カットアウトの追加トレース・リファレンスのコンフィグレーション

図 -44: 0201 AC キャパシター GND カットアウトのトレース・リファレンスを追加した異なる幅の差動リタ
ーン損失および TDR パフォーマンス

ストリップライン・トレース用の追加リファレンス・プレーンでは、信号ビアへの接続中にインピーダンス
変動を低減します。この場合、15 mil 幅がインピーダンス・ミスマッチを低減する適切なソリューション
です。

AC キャパシターがコネクターに近接している場合、マイクロストリップ配線を使用して AC キャパシタ
ーからコネクターに到達することをお勧めします。
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図 -45: PCB 上の 0201 AC キャパシターの配置および GND カットアウト
この図で示しているのは、片方がストリップライン配線で、もう片方がマイクロストリップ配線です。

上記の最上位レイヤー・ブレークアウトのパフォーマンスが好ましい理由は、1 つのレイヤー・トランジシ
ョン・ビアのみが含まれているからです。パフォーマンスの向上は、AC キャパシターがコネクターに近接
していることに依存します。

0402 AC キャパシターへのトレース・リファレンスの追加

図 -46: 0402 AC キャパシターの GND カットアウトに対する追加トレース・リファレンスのコンフィグレーシ
ョン

0402 キャパシターの場合、この構造のインピーダンス・ミスマッチを低減するために最適な幅は約 20
mil です。

AN 766: インテル® Stratix® 10 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
683132 | 2019.03.12

フィードバック AN 766: インテル® Stratix® 10 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

33

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=AN%20766:%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Stratix%2010%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%20%E9%AB%98%E9%80%9F%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%20(683132%202019.03.12)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


PCB AC キャパシター配置レイアウトに関する推奨事項

図 -47: 0402 AC キャパシターの推奨レイアウト
このレイアウトの場合、スタックアップへの依存はありません。

0402 AC キャパシターのレイアウトについては、次のガイドラインに従ってください。

• AC キャパシターは、RX レーンの最上位レイヤーまたは最下位レイヤーに取り付けます (特定のイ
ンターフェイスの場合)。

• AC キャパシターが最上位レイヤーに取り付けられている場合、RX 配線は、バックドリルを使用し
たストリップラインにして、可能な限り最上位レイヤーに近づけてください。これにより、AC キャパ
シター信号ビアが低くなります。

• AC キャパシターが最下位レイヤーに取り付けられている場合、RX 配線は、ストリップラインにし、
最下位レイヤーに可能な限り近接させ、最上部からのビアのバックドリルを使用してください。

• AC キャパシター直下の A x B GND カットアウト (1 レイヤー GND カットアウトのみ)

• 信号間ビアピッチ P = 40 mil

• 信号対 GND ビアピッチ C = 30 mil

• 信号/GND ビアドリル径 = 10 mil

• 信号/GND ビアパッド径 = 20 mil

• 信号アンチパッド径 = 45 mil
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図 -48: 0201 AC キャパシターの推奨レイアウト
このレイアウトでは、スタックアップへの依存はありません。

0201 AC キャパシターのレイアウトについては、次のガイドラインに従ってください。

• AC キャパシター直下の A x B GND カットアウト (1 レイヤー GND カットアウトのみ)

• 信号間ビアピッチ P = 40 mil

• 信号対 GND ビアピッチ C = 30 mil

• 信号/GND ビアドリル径 = 10 mil

• 信号/GND ビアパッド径 = 20 mil

• 信号アンチパッド径 = 45 mil

インテルでは、0402 AC キャパシターではなく 0201 AC キャパシターをできる限り使用することをを
お勧めします。これにより、差動リターン損失および TDR 性能が改善されます。

図 -49: 0402 AC キャパシターと 0201 AC キャパシターのレイアウト間での差動リターン損失および TDR
の比較
この図で示しているのは、GND カットアウトおよびビア・アンチパッドの最適化後の結果です。どちらの構造でも、22 mil 信号ビア・ア
ンチパッド半径を使用しています。0201 AC キャパシターの GND カットアウト幅は 55 mil で、0402 AC キャパシターの GND カ
ットアウト幅は 90 mil です。これは、キャパシター直下の 1 番目の GND レイヤーにあります。

AN 766: インテル® Stratix® 10 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
683132 | 2019.03.12

フィードバック AN 766: インテル® Stratix® 10 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

35

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=AN%20766:%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Stratix%2010%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%20%E9%AB%98%E9%80%9F%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%20(683132%202019.03.12)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


AC キャパシターのコンフィグレーションでの回避事項

差動信号ビアを結合して、個々の信号ビアのインダクタンスを減らす必要があります。インテルでは、シ
ングルエンド AC キャパシターよりも密結合 AC キャパシターの配置をお勧めします。

図 -50: AC キャパシターのレイアウト・コンフィグレーションの比較 (回避と推奨)

CFP2/CFP4 コネクター・ボード・レイアウトのデザイン・ガイドライン

CFP2 ホストコネクター、モジュール・アセンブリー、およびピン配置

図 -51: CFP2 ホスト・コネクター・アセンブリーおよび NX 25 Gbps ピンマップ

CFP2 モジュールでは、最大 25 Gbps で最大 10 チャネルをサポートします。また、最大 50 Gbps で最
大 8 チャネルも将来サポートします。この高速の電気的インターフェイスは、CFP2 モジュール内で AC
結合されます。25 Gbps 仕様は、OIF-CEI-28G-VSR で定義されています。

注意: 詳細については、CEI-28G-VSR の現行の条項の仕様を参照してください。(文書番号
OIF2010.404.08)
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CFP4 ホストコネクター、モジュール・アセンブリー、およびピン配置

CFP4 モジュールの高速の電気的インターフェイスでは、次のコンフィグレーションをサポートしていま
す。

• TX レーン 4 つ + RX レーン 4 つ、それぞれ 25 Gbps

• TX レーン 4 つ + RX レーン 4 つ、それぞれ 10 Gbps

図 -52: CFP2 ホスト・コネクター・アセンブリーおよび NX 25 Gbps ピンマップ

高速の電気的インターフェイスは、CFP4 モジュール内で AC 結合されます。25 Gbps 仕様は、OIF-
CEI-28G-VSR で定義されています。

注意: 詳細については、CEI-28G-VSR の現行の条項の仕様を参照してください。(文書番号
OIF2010.404.08)
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CFP2/CFP4 コネクターの推奨 PCB デザイン・ガイドライン

図 -53: PCB 上の CFP2/CFP4 コネクターの推奨レイアウト
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インテルでは、次のデザイン・ガイドラインに従うことをお勧めします。

• CFP4 の場合 : GND02 と GND04 の両方のレイヤーの長方形 (W = 62 mil x H = 60 mil)
カットアウト(1) 

• 信号ビアおよび GND ビア、ドリル径= 10 mil、ビアパッド径 = 20 mil

— すべての信号ビアはバックドリル加工されています

— 各信号ビアには、GND ビアが 1 つ必要です

• 信号アンチパッド : T = 90 mil、R = 22.5 mil

• G (信号対 GND ビアピッチ) = 30 mil

(1) これは、コネクター直下の 1 番目と 2 番目の GND レイヤーを指します。スタックアップ高さが 1:12 未満の場合、
8 mil 完成ビアドリルと 18 mil ビアパッドで使用することもできます。

注意: 実際のドリルは 10 mil ですが、内部に銅が充填されているため、完成ドリルは 8 mil になります。

インテルでは、信号ビアをコネクターの信号パッドに、GND ビアを GND パッドにそれぞれ近接して配置し、空洞
共振と高周波を避けることをお勧めします。
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図 -54: PCB 上の CFP2/CFP4 コネクター・ファンアウトの推奨配線
配線レイヤーは異なる色で表示されています。

緑色の差動レーンの配線は、任意の信号レイヤー上にすることができます。

青色の差動レーンを配線できるのは、GND リファレンス・レイヤーが GND02/GND04 以外の信号レイヤーの場合のみです。これは、
コネクター直下のカットアウト領域を通過するためです。このレーンの配線が反対方向 (緑色のレーンと同様) からできるのは、配線
するスペースがある場合です。この場合、すべての信号レイヤーを信号配線に使用することができます。

信号配線に対する適切な GND リファレンス・プレーンがあることを確認してください。
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メインチャネルの 28 Gbps でのパフォーマンスを向上させるため、次の CFP2/CFP4 ガイドラインに従
ってください。

• 各ペアの長さ (P レーンと N レーンの間) を一致させます。データを回復するには、P レーンと N レ
ーンの両方が同相であることが必要です。ペアのスキューマッチングは 2 ps です。

• ペア間の長さのマッチングは、設計者による指定がない限り、必須ではありません。

• 最適化された FPGA ブレークアウト・レイアウト・デザインについては、FPGA ファンアウト領域の
章を参照してください。

• FPGA からコネクターまでの配線は常に最短にして、挿入損失を最小限に抑えてください。スタック
アップと材料の選択については、PCB スタックアップ選択のガイドラインの章を参照してください。
HSSI PCB 配線については、高速信号 PCB 配線に関する推奨事項の章を参照してください。

• チャネルの挿入損失とリターンが仕様の範囲内であることを確認してください。仕様については、 電
気的仕様の章を参照してください。

関連情報
• PCB スタックアップ選択のガイドライン (6 ページ)

• 高速信号 PCB 配線に関する推奨事項 (9 ページ)

• FPGA ファンアウト領域のデザイン (10 ページ)

• 電気的仕様 (86 ページ)

CFP4 のデザイン例および 適化パフォーマンス

CFP4 コネクターレイアウト : 信号ビア、トレース配線の影響、および 適化

このデザイン例で示しているのは、ビア・アンチパッド径、ボイド領域のトレース幅、CFP4 コネクターのメ
イン伝送ライン・インピーダンスの影響です。CFP4 の信号ビア・アンチパッドの従来のデザインは、直径
50 mil に対するものでした。アンチパッド径を 40 mil に縮小すると、インピーダンスの整合性が高ま
り、反射が少なくなります。ボイド領域のトレース幅を変更すると、TDR、IL、および RL のパフォーマンス
も向上します。この両方のアプローチを組み合わせて、信号ビア・アンチパッド径を減らし、ボイド領域の
トレース幅を大きくすると、最終的にこの領域での反射が改善されます。90 Ω TL 配線インピーダンスの
ファンアウトで述べたように、このアプローチの結果をコネクターで確認して、IL および RL への影響を
確認します。

図 -55: PCB 上の CFP4 コネクター領域でのオリジナルおよび 適化されたアンチパッド、トレース幅、および
TL インピーダンス・コンフィグレーション
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図 -56: TDR ならびにフルチャネル IL および RL のパフォーマンス
オリジナルおよび最適化されたアンチパッド、トレース幅、TL インピーダンス・コンフィグレーション、および PCB 上の CFP4 コネクタ
ー領域。

赤色の線は、50 mil のアンチパッドと 100 Ω TL インピーダンスを備えたボイド領域の 4 mil トレース幅を示しています。

濃い青色の線は、40 mil のアンチパッドと 90 Ω TL インピーダンスのあるボイド領域の 6 mil トレース幅を示しています。

ピンク色の線は、40 mil のアンチパッドと 90 Ω TL インピーダンスを備えたボイド領域の 9 mil トレース幅を示しています。

IL および RL の改善は、14 GHz でそれぞれ約 0.5 dB と 3.6 dB です。

CFP4 コネクター領域での 2 つの異なるブレークアウト配線

図 -57: CFP4 コネクター領域での 2 つの異なるブレークアウト配線
3C コンフィグレーションは、以前に推奨されていたものです。3G コンフィグレーションは別の配線方法です。このとき、信号ビアはコ
ネクターパッドから離れています。これにより、ブレークアウト配線用にスペースをより多く確保できます。

メイン PCB 配線差動インピーダンスは、以前に推奨されたように 95 Ω 用にデザインされています。
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図 -58: PCB 上の CFP4 コネクターパッドからの TDR パフォーマンス

コネクターパッドから測定された TDR には、目立った違いはありません。

3C の全長は 3G より 60 mil 長くなります。

注意: インテルでは、上記の 3C で見られるように、2 つの GND ビアを 1 つの信号ビアに対して割り当てるこ
とはお勧めしません。

CFP4 コネクタ―配線トポロジーのデザイン例

次の図では、CFP4 コネクターがシミュレーションに含まれていないことに注意してください。このデザイ
ン例では、117 mil 厚の標準 24 層スタックアップを使用しています。スタックアップ材料は Megron6
で、8 つの信号レイヤーと 4 つの PDR レイヤーがあります。
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図 -59: CFP4 コネクターでのデザイン・レイアウトの提案寸法
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図 -60: デザイン例の側面および上面の図

チャネルトレース配線は、上記のペア両方のレイヤー 5 にあります。Pair1 には、コネクターパッド直下
に GND カットアウト (レイヤー 2 および 4) が 2 つあります。一方 Pair2 には、レイヤー 2 に GND カ
ットアウトが 1 つだけあります。

Pair2 のレイヤー 4 に GND カットアウトがない理由は、トレース配線がコネクターパッド直下に配線さ
れて通過する際にリファレンス GND プレーンが必要なためです。これにより、最小チャネルパスを取得
できます。これに対して、反対方向からブレークアウトしてループバックした場合は、より長いチャネルパ
スが作成されます。
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次の図は、Pair1 と Pair2 のパフォーマンスの比較です。

図 -61: Pair1 および Pair2 の差動挿入

図 -62: CFP4 コネクターパッドからの差動リターン損失

AN 766: インテル® Stratix® 10 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
683132 | 2019.03.12

AN 766: インテル® Stratix® 10 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

フィードバック

46

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=AN%20766:%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Stratix%2010%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%20%E9%AB%98%E9%80%9F%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%20(683132%202019.03.12)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


図 -63: CFP4 コネクターパッドからの TDR 差動インピーダンス

簡単な比較により、Pair2 では、15 GHz 帯域幅内で最大 0.2 dB の挿入損失があることがわかります。
これは、コネクターパッド直下の余分な配線長に加えて、コネクターパッド直下のレイヤー 4 に GND カ
ットアウトがないためです。Pair2 には、15 GHz 帯域幅で最大 2.5 dB のリターン損失もあります。

TDR 差動インピーダンスは、Pair1 のインピーダンス・ミスマッチも小さくなっています。

次の図では、レイアウト・コンフィグレーションが Pair2 (前の例) から Pair3 に変更されています。

図 -64: デザイン例の側面および上面の図

上の例では、Pair3 の信号ビアが左側に移動しています。これにより、GND カットアウトを CFP4 コネク
ターパッド直下の Pair2 のレイヤー 4 に追加できるようになります。このコンフィグレーションでは、
Pair3 の配線は、信号レイヤー 3 上にすることができます。Pair1 と Pair3 の両方の合計配線長はこれ
で等しくなります。

次の図は、Pair2 と Pair3 のパフォーマンスの比較です。
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図 -65: 差動挿入損失

図 -66: CFP4 コネクターパッドでの差動リターン損失
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図 -67: CFP4 コネクターパッドでの TDR 差動インピーダンス

上記の挿入損失およびリターン損失の結果が示しているのは、15 GHz 帯域幅内の Pair2 のパフォー
マンスがより優れているということです。これは、CFP4 コネクターパッド直下の大きな GND カットアウ
ト (長方形のカットアウトとアンチパッド経由の信号の組み合わせ) によるものです。これは、TDR 差動
インピーダンスの結果からも観察されます。ただし、15 GHz より上では、図 60 (45 ページ) の Pair2
は、図 64 (47 ページ) の Pair3 よりもパフォーマンスの低下が大きくなります 。

完全な CFP4 チャネル解析のデザイン例 (コネクターを除く)

このセクションでは、フル FP4 チャネルのシミュレーションについて説明します。
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図 -68: フルチャネル CFP4 のデザイン例
図で示しているのは、FPGA から CFP4 コネクターまでです。（コネクター自体は除く。）

チャネル全長は、BGA からコネクターパッドまで約 2.4 インチです。

メインの配線はレイヤー 5 のストリップラインです。コネクターのブレークアウト・コンフィグレーション
は、図 60 (45 ページ) の Pair2 と同様です。

図 -69: フル CFP4 チャネル挿入損失パフォーマンス
図には CFP4 コネクターは含まれていません。
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図 -70: フル CFP4 チャネルリターン損失パフォーマンス
図には CFP4 コネクターは含まれていません。

上記の散乱パフォーマンス (SDD21 および SDD11/22) を CEI-28G-VSR のホスト対モジュール仕
様と比較すると、挿入損失とリターン損失の両方が仕様を満たしていることが分かります。

CFP2 コネクターエリアのレイアウト

これらは、CFP2 コネクターとホスト・コンプライアンス・ボードに接続された PCB 部分を含むシミュレ
ーションの差動 TDR 結果です。TDR の結果は、次のコンフィグレーションに基づいています。

• GND カットアウトなし

• 単一 GND レイヤーのカットアウト

• CFP2 高速信号パッド直下の 2 つの GND レイヤーのカットアウト

ホスト PCB 配線のインピーダンスは 100 Ω です。
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図 -71: 部分 HCB、CFP2 コネクター、および TDR 差動インピーダンスの結果を含むホスト PCB のシミュレ
ーション構造
TDR 差動インピーダンスの結果は、ホスト PCB からのものです。この間、HCB ポートは終端しています。

次の図で示している差動 TDR は、CFP2 フルチャネル用の インテル Arria® 10 デバイス搭載 SI ボー
ドで実際に測定されたものです。2 つの GND レイヤーのカットアウトが、高速コネクターパッド直下に
あります。差動インピーダンスの減少は、PCB への CFP2 コネクター遷移で約 8.5 Ω です。
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図 -72: CFP2 コネクターでの インテル Arria 10 デバイス PCB レイアウト
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図 -73: CFP2 コネクターおよび HCB を含む インテル Arria 10 デバイス CFP2 フルチャネルの TDR 差
動インピーダンス

図 -74: インテル Arria 10 デバイス CFP2 チャネルの挿入損失およびリターン損失のパフォーマンス
この図では、図 72 (53 ページ) の例を、ベア・ホスト・ボードのみで使用しています。

SP パフォーマンスの測定を単一の TX ペアと単一の RX ペアの両方に対して行いました。このペアはいずれも CFP2 仕様を満たして
います。

QSFP+/zSFP/QSFP28 コネクター・ボード・レイアウトのデザイン・ガイドライン

QSFP+ モジュールのアセンブリーおよびピン配置

Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP) 仕様は、SFF-8665、SFF-8679、および OIF CEI
v3.1 規格に基づいています。
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図 -75: 簡略化された QSFP+ チャネル

最大 28 Gbps で動作する QSFP+ 規格のロードマップに含まれるのは次のとおりです。

• 10 Gbps QSFP10 SFF-8635

• 14 Gbps QSFP10 SFF-8685

• 28 Gbps QSFP10 SFF-8665

図 -76: QSFP+ モジュールおよびピン・マップ・レイアウト
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RX(n)(p/n) および TX(n)(p/n) は、モジュール・レシーバー・データ出力およびトランスミッタ
ー・データ入力です。これはすべて、Host ASIC (SerDes) で 100 Ω で差動終端する必要がある AC 結
合 100 Ω 差動ラインです。AC 結合はモジュール内にあり、ホストボードでは必要ありません。28
Gbps については、関連する規格 (OIF-CEI-03.1 規格ドキュメント) によって、高速差動回線の信号要
件が定義されています。低レートでの動作については、適切な規格を参照してください。

QSFP+/zQSFP/QSFP28 チャネルの推奨 PCB デザイン・ガイドライン

図 -77: QSFP+ コネクターでの推奨 PCB レイアウト
この図もまた、最大 28 Gbps で動作する PCB (ホスト) 上の zQSFP および QSFP28 コネクターに適用されます。

黄色の部分で示している GND2/GND4 カットアウト寸法は、それぞれ 1 番目と 2 番目のリファレンス・プレーンのコネクターパッド
直下のものです。

• QSFP+ パッド直下の GN02 (2) レイヤー (最大 17 Gbps のデータレートに推奨) 上の長方形
(W x H) カットアウト。28 Gbps までのデータレートの場合は、GND レイヤー・カットアウト
(GND04) を 1 つ追加します。W = 100 mil、H = 210 mil。

• 信号ビアと GND ビア、仕上げ後のドリル径 = 10 mil、ビアパッド径 = 20 mil

— 信号ビアはすべてバックドリル加工されています

— 各信号ビアには GND ビアが 1 つ必要です

— スタックアップの高さが 1:12 未満の場合は、代わりに、8 mil の仕上げ済みビアドリルと 18
mil ビアパッドを使用してください。

• P (信号間ビアピッチ) = 40 mil

• 信号アンチパッド : T = 90 mil、D = 45 mil

• G (信号対 GND ビアピッチ) = 30 mil

• 95 Ω 差動 PCB 配線

(2) GN02/GND04 で表しているのは、コネクター直下の 1 番目と 2 番目の GND レイヤーです。
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インテルでは、信号ビアと GND ビアの両方をそれぞれコネクター信号パッドと GND パッドに十分近接
して配置し、高周波での空洞共振を回避することをお勧めします。

推奨される QSFP+ 信号配線

図 -78: QSFP+ コネクターでの推奨信号ブレークアウト配線
異なる配線色は、異なる配線レイヤーを示します。
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信号配線用の適切な GND リファレンス・プレーンがあることを確認してください。黄色の差動レーンの
配線は、任意の信号レイヤー上にすることができます。オレンジ色の差動レーンの配線は、GND リファレ
ンス・レイヤーが GND02/GND04 以外の信号レイヤー上にのみすることができます。これは、コネクタ
―直下のカットアウト領域を横断するからです。

オレンジ色の差動レーン配線は、反対方向からすることができます (黄色のレーンと同様)。ただし、配線
するのに十分なスペースがあることが条件です。この場合、信号レイヤーすべてを信号配線に使用できま
す。

メインチャネルの 28 Gbps での QSFP+ パフォーマンスを向上させるため、次のガイドラインに従って
ください。

• 各ペアの長さ (P レーンと N レーンの間) のマッチングが必要です。データを回復するには、P レー
ンと N レーンの両方が同相である必要があります。ペアのスキューマッチングは 2 ps です。

• ペア間の長さのマッチングは必須ではありません。ただし、設計者が指定した場合は例外です。

• 最適化された FPGA ブレークアウト・レイアウト・デザインについては、FPGA ファンアウト領域の
章を参照してください。

• FPGA からコネクターまでの配線は常に最短にして、挿入損失を最小限に抑えてください。スタック
アップと材料の選択については、PCB スタックアップ選択のガイドラインの章を参照してください。
HSSI PCB 配線については、高速信号 PCB 配線に関する推奨事項の章を参照してください。

• チャネルの挿入損失とリターン損失が仕様を満たすようにしてください。電気的仕様の章を参照し
てください。

関連情報
• PCB スタックアップ選択のガイドライン (6 ページ)

• 高速信号 PCB 配線に関する推奨事項 (9 ページ)

• FPGA ファンアウト領域のデザイン (10 ページ)

• 電気的仕様 (86 ページ)

QSFP28 デザイン例およびパフォーマンスの 適化

このセクションでは、最適な挿入損失およびリターン損失パフォーマンスのためにコネクターで実行され
る最適化ならびにチャネルのクロストーク (アイソレーション) について説明します。
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図 -79: コネクターパッド (W(mil) x L(mil)) 直下に 1 レイヤーの GND カットアウトがあるコネクターで
の QSFP28 レイアウトデザイン
ここでのパフォーマンス結果は、50 mil x 65 mil、67 mil x 75 mil、および推奨される 100 mil x 110 mil の GND カットアウト
を使用することにより達成されます。

上の図では、信号処理済みドリルのサイズは 8 mil、ビアパッドは 18 mil、長方形の差動ビアアンチパ
ッドは 45 mil x 80 mil です。1 つのペアの信号ビア間ピッチは 40 mil です。信号ビア対 GND ビアの
ピッチは 27 mil です。配線はレイヤー 5 上です。すべての信号ビアはレイヤー 6 までバックドリルされ
ます。

リファレンス・デザインの考慮は、コネクターパッド直下の GND カットアウトなしで行います (図 80
(60 ページ) の青色のレファレンス・デザイン)。図 79 (59 ページ) のパフォーマンスが見られるのは、
各トランシーバー・ペア直下でさまざまな GND カットアウト (W) mil x (L) mil を使用することにより
ます。W は 50 mil から 100 mil まで、L は 65 mil から 110 mil まで掃引されます。図 79 (59 ペー
ジ) で示しているように、GND カットアウトは、GND レイヤー#2 のみに適用されています。

上の図では、差動リターン損失パフォーマンスは、ストリップライン・トレース・ポートからです。
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図 -80: 差動挿入損失パフォーマンス
青色のリファレンス・デザインには GND カットアウトはありません。

緑色のデザインには、50 mil x 65 mil の GND カットアウトが備えられています。

茶色のデザインには、67 mil x 75 mil の GND カットアウトが備えられています。

インテルでは、100 mil x 110 mil の GND カットアウトを特徴とする赤色のデザインを推奨します。
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図 -81: 差動リターン損失パフォーマンス
青色のリファレンス・デザインには GND カットアウトはありません。

緑色のデザインには、50 mil x 65 mil の GND カットアウトが備えられています。

茶色のデザインには、67 mil x 75 mil の GND カットアウトが備えられています。

赤色のデザインには、100 mil x 110 mil の GND カットアウトが備えられています。

インテルでは、100 mil x 110 mil の GND カットアウトを特徴とする赤色のデザインを推奨します。

上記の図で示しているとおり、推奨される GND カットアウトでは、他のすべてのカットアウトと比較して
最良のパフォーマンスが発揮されます。

図 79 (59 ページ) のレイアウト構造をさらに最適化するために、2 つの GND リファレンス・ダイビン
グ・ボードがストリップライン・トレース配線用に追加されています。
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図 -82: GND/リファレンス・ダイビング・ボードが追加されたコネクターの QSFP28 レイアウトデザイン
リファレンス・ダイビング・ボード構造は、レイヤー 4 および 6 にあります。ダイビングボードの幅は、差動レーンの外側のエッジからエ
ッジまでの幅の 2 倍です。ダイビングボードの長さは、信号ビアに向かって延長されます。

図 -83: 差動挿入損失パフォーマンス
コネクター直下の GND カットアウトは、67 mil x 75 mil に固定されています。
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図 -84: リターン損失パフォーマンス
コネクター直下の GND カットアウトは、67 mil x 75 mil に固定されています。

リファレンス・ダイビング・ボードを追加すると、挿入およびリターン損失のパフォーマンスが向上します。

2 つのペア間のアイソレーションを改善するには、GND を信号ペア間に追加挿入します。クロストーク
のほとんどは、2 つの異なる信号ペアの信号ビア間の垂直結合によって発生します。したがって、GND ビ
アを 1 つ追加することでアイソレーションが強化されます。

図 -85: GND ビアを追加した QSFP28 レイアウトデザイン

AN 766: インテル® Stratix® 10 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
683132 | 2019.03.12

フィードバック AN 766: インテル® Stratix® 10 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

63

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=AN%20766:%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Stratix%2010%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%20%E9%AB%98%E9%80%9F%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%20(683132%202019.03.12)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


図 -86: FEXT および NEXT クロストークのパフォーマンス
コネクター直下の GND カットアウトは、67 mil x 75 mil に固定されています。

SMA 2.4 mm レイアウトのデザイン・ガイドライン

SMA 2.4 mm Molex® コネクター・アセンブリー

下の図は、2 つの異なるバージョン (A および B) の SMA/Interface 2.4 mm (MOLEX_73387) の
構造を示しています。DC からの動作周波数は最大 50 GHz で、28 Gbps アプリケーションの範囲内で
す。
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図 -87: バージョン A Molex 2.4 mm SMA コネクター

図 -88: バージョン B Molex 2.4 mm SMA コネクター

2.4 mm コネクターを使用したチャネル向け PCB デザイン・ガイドライン

2.4 mm コネクターを使用してチャネルをデザインする場合は、次のガイドラインに従ってください。

• スタックアップおよび配線レイヤーの選択については、PCB スタックアップ選択のガイドラインの
章を参照してください。

• インテルでは、95 Ω の緩やかな差動、または 47.5 Ω のシングルエンドの配線トレース・インピー
ダンスを推奨します。FPGA でのブレークアウト配線については、 FPGA ファンアウト領域の章を
参照してください。

• 挿入損失とクロストークを最小限に抑えるため、可能な限り最短の配線を使用してください。
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• AC カップリング・キャパシターのレイアウトおよび最適化ガイドラインの章の AC カップリング・レ
イアウトのデザインガイドを参照してください。これは、すべての RX パスには AC キャパシターが必
要だからです。

• すべての TX および RX パスの長さ (2 ps 未満) は、必要に応じてマッチングさせます。FPGA での
長さマッチング方法については、高速信号 PCB 配線に関する推奨事項の章を参照してください。

• すべてのトランシーバー信号ビアにバックドリルを使用します。

• Molex コネクターおよびカットアウトは、Molex によって作成された標準的な推奨事項です。これ
は表面実装コネクターです。また、信号ビアには常にバックドリルがあり、これにより最上位レイヤ
ーから内側のレイヤーに信号を転送します。

関連情報
• PCB スタックアップ選択のガイドライン (6 ページ)

• 高速信号 PCB 配線に関する推奨事項 (9 ページ)

• FPGA ファンアウト領域のデザイン (10 ページ)

• AC 結合キャパシターのレイアウトおよび最適化のガイドライン (29 ページ)
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バージョン A SMA 2.4 mm コネクターの推奨 PCB レイアウトデザイン

図 -89: Molex バージョン A 2.4 mm SMA コネクターの推奨レイアウト
SMA は最上位レイヤーに表面実装されています。

信号ビアドリル穴径は 15 mil です。

最上位レイヤーの外側の GND 円径は約 180 mil です。

D1 : 信号アンチパッド = 直径 60 mil

D2 : 信号アンチパッド = 直径 26 mil
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SMA 信号配線用の GND リファレンス・プレーンは、信号ビアパッドまで延長され、この領域でのミスマ
ッチを防ぎます。

コネクターのみの挿入損失は、次のように計算されます。

コネクター RF挿入損失 (最大) = 0.03 x√f (GHz) dB

fは、チャネルの最大動作周波数です。例えば、28 Gbps で動作するチャネルの場合、個々の SMA コネ
クターの最大 RF 挿入損失は 0.12 dB です。

バージョン B SMA 2.4 mm コネクターの推奨 PCB レイアウトデザイン

最適化されたレイアウトにより、ビア GND リング内の自然空洞モードと、PCB 上の他の構造に追加さ
れた空洞結合が抑制されます。

図 -90: バージョン B 2.4 mm コネクターの起動
信号ビアドリル径は 10 mil です。

D1 : 最上位レイヤーの信号アンチパッド径 = 60mil

D2 : 信号パッド径 = 20 mil

D3 : 内部レイヤーの信号アンチパッド径 = 40 mil

D4 : 選択径 = 118 mil

リファレンス・ダイビング・ボードの幅は、信号トレース幅の少なくとも 2 倍にしてください。
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図 -91: コネクターの信号トレースおよびリファレンス・プレーン領域の拡大図

Option1 レイアウトと Option2 レイアウトのパフォーマンス比較

バージョン B Molex 2.4 mm SMA コネクターの図にあるバージョン B SMA コネクターモデルは、バ
ージョン A 2.4 mm SMA コネクターの推奨レイアウトデザインの図およびバージョン B 2.4 mm コ
ネクターの起動の図にある推奨レイアウトデザイン Option1 と Option2 の両方に実装されています。
Connector モデルと Host PCB のごく一部だけが、このシュレーションとパフォーマンスの比較に含ま
れています。シミュレーションの両方で同様のスタックアップ材料を使用しています。また、メイン PCB
配線はレイヤー 7 上です。信号ビアの高さには、約 6 mil のわずかな違いがあります (Option1 レイア
ウトの信号ビアの高さは、Option2 の信号ビアの高さよりも約 6 mil 高くなっています)。ビアの挿入損
失点からは、14 GHz で約 0.18 dB の差があります。これは、Option1 と Option2 の両方の推奨レイ
アウトデザインでのバージョン B SMA コネクターのシングルエンド挿入損失比較。 (14 GHz で 0.18
dB 改善) で示しているとおりです。
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図 -92: Option1 と Option2 の両方の推奨レイアウトデザインでのバージョン B SMA コネクターのシング
ルエンド挿入損失比較 (14 GHz で 0.18 dB 改善)。

Option 1 = バージョン A SMA 2.4 mm コネクターの推奨 PCB レイアウトデザイン

Option 2 = バージョン B SMA 2.4 mm コネクターの推奨 PCB レイアウトデザイン

ビアのポイントからの挿入損失は、14 GHz で約 0.18 dB 改善されます。
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図 -93: Option1 と Option2 の両方の推奨レイアウトデザインでのバージョン B SMA コネクターのシン
グル・エンド・リターン損失比較 (14 GHz で 4.5 dB 改善)。

Option 1 = バージョン A SMA 2.4 mm コネクターの推奨 PCB レイアウトデザイン

Option 2 = バージョン B SMA 2.4 mm コネクターの推奨 PCB レイアウトデザイン

ビアのポイントからのリターン損失は、14 GHz で約 4.5 dB 改善されます。

その他の 2.4 mm コネクター

必ずコネクターベンダーが推奨するコネクターの PCB のレイアウトに従ってください。インテルでは、リ
ファレンス GND プレーンで大きな信号アンチパッドを使用することをお勧めします。また、GND ビアの
円と GND リファレンス・ダイビング・ボードがあることを確認する必要があります。
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図 -94: GND カットアウトおよびリファレンス・ダイビング・ボード
この図で示しているのは、マイクロストリップ配線直下の 1 番目の GND レイヤーです。

2.4 mm チャネル仕様

最大 28 Gbps の 2.4 mm チャネルで使用可能な定義済みインターフェイスまたは仕様はありません。
上記のコネクターのレイアウトデザイン方法は、チャネル内のすべての不連続点から得られる最小反射
に基づいています。スタックアップの材料選択と信号配線の全長により、14 GHz で達成可能な最小挿
入損失が決まります。

2.4 mm デザイン例のパフォーマンス

前のセクションのレイアウトデザイン方法で、コネクター領域での実装を示しています。
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図 -95: TX0 レーンの Arria10 デバイス SI 開発キットのチャネルレイアウト
トレースの合計の長さは、コネクターを除いて約 4.5 インチです。

図 -96: コネクターからのシングルエンド TDR 測定の拡大図
下記の測定に使用される TDR 立ち上がり時間は 17 ps 未満です。

信号ビア・インピーダンスは、最小で 45 Ω に達し、信号ビア対メインの内部レイヤー配線の遷移により
55 Ω に達します。
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図 -97: シングルエンド散乱パラメーター S21 および S22 (コネクターから)

14 GHz でのシングルエンド挿入損失は約 5 dB、リターン損失は約 -12 dB です。

Tyco/Amphenol Interlaken コネクターのデザイン・ガイドライン

コネクター信号とピン割り当て

インテルでは、25+ Interlaken インターフェイスに対しては、TE Connectivity® 3.9 mm STRADA
Whisper コネクター (R/A レセプタクル) 、または IMPACT コネクターをお勧めします。このコネクタ
ーはケーブル接続に最適です。部品番号は TYCO 2187194-1 です。このコネクターで処理できるの
は、TX 信号と RX 信号の両方です。ケーブル・アセンブリーが信号を通過して、TX から RX および RX
から TX への接続が提供されます。1 つのコネクターで最大 24 チャネル (24 TX および 24 RX) をサ
ポートします。このコネクターの利点は、ペアでスキューなしで最大 57.8 Gbps で動作できることです。
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図 -98: Interlaken シングルまたはデュアルコネクターのセットアップ

シングルコネクターにより、別のボードに対して最大 22 レーンの高速差動が接続できます。これによっ
て相互運用が可能になります。現在、Interlaken Alliance によって規定されている相互運用性に必要
なレーンは、20 レーンのみです。

デュアルコネクターのセットアップにより、別のボードへの最大 44 レーンの高速差動接続が可能になり
ます。この場合、Interlaken Alliance で現在必要であると指定しているのは、相互運用性のための 40
レーンのみです。コネクターおよびケーブル・アセンブリーの定格により、非ゼロ復帰 (NRZ) エンコーデ
ィングで最大 28.9 Gbps のデータレートをサポートします。

注意: TX[20:21] および RX[20:21] はスペアのレーンです。これは、追加のレーンが必要な場合に使用し
ます。
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図 -99: コネクター信号ピンの割り当ておよび信号ピンの拡大図
高速差動ペアのピン割り当てです。TX のラベルが付いた信号はボードからの出力です。一方、RX 信号はボードへの入力です。

各 PCB のオンボードコネクター (STRADA Whisper コネクター対 R/A レセプタクル) を接続するケ
ーブル・アセンブリーでは、TX から RX への交換を処理します。したがって、コネクターのピン配列は、ど
のインター・オペレーティング・ボードでも同じです。

注意: TX_REFCK_P/N および RX_REFCK_PN は、高速の物理的相互運用性のためには提供されていま
せん。
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コネクターの挿入損失は 1 dB 未満で、最大 20 GHz までの線形です。85 Ω チャネルの場合、インテル
では、85 Ω バージョンのコネクターの使用をお勧めします。同様に、100 Ω チャネルの場合、 インテル
では、コネクターの 100 Ω バージョンの使用をお勧めします。コネクター内の高速差動ペアのスキュー
はほとんどありません。
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25 Gbps + Interlaken インターフェイス ・コネクターを持つチャネルの PCB デザイン・ガイドラインに
関する推奨事項

図 -100: Host PCB 上の TYCO Interlaken Connector GND プレーン・カットアウト
H = 72.5 mil

P = 47.5 mil

L = 82.5 mil

W = 52.5 mil

ペア内の最大スキュー (P/N 間) は 2 ps 以内です。
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GND リファレンス・カットアウトは、すべての GND およびリファレンス・プレーンに適用する必要があり
ます。GND カットアウトの寸法は、52.5 mil (W) x 72.5 mil (H) です。

図 100 (78 ページ) で使用している標準信号ビアには次の特性があります。

• 10 mil ドリルサイズ径

• 26 mil パッド径

• 36 mil アンチパッド径

機能しないパッドはすべて取り外してください。

信号配線は、メイン PCB 上で差動です。Interlaken コネクターに到達した後は、シングルエンド配線に
変換されます。
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図 -101: オプション 1 : スキューマッチングを使用した Host PCB 上の TYCO Interlaken コネクター配
線
コネクターエッジまでの 50 Ω シングルエンド配線です。
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図 -102: オプション 2 : スキューマッチングを使用した Host PCB 上の代替 TYCO Interlaken コネクタ
ー配線
下記に 2 つの図を示します。最初の図では、配線に 4 つのレイヤーを使用しています。2 番目の図は、配線に 2 つのレイヤー (最大ア
イソレーションのために TX に 1 つのレイヤー、RX に 1 つのレイヤー) を使用しています。

図 -103: Interlaken インターフェイス・コネクターのコンフィグレーション

バックドリル付き信号ビア、またはブラインドビアを Interlaken インターフェイス・コネクターで使用し
ます。
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図 -104: コネクターのピン長による推奨される配線レイヤー

信号配線は一番下のスタックアップ・レイヤーに配置され、チャネル内のスタブの影響を最小限に抑えま
す。スタックアップ PCB デザインに関する次の推奨事項を順守してください。

• 適切なスタックアップを選択します。PCB スタックアップ選択ガイドラインの章を参照してくださ
い。

• PCB 配線レイヤーの選択 :

— 最大分離のために TX レイヤーと RX レイヤーを分離します

— Interlaken インターフェイス・コネクター・ピンの長さは次のとおりです。

• コネクター GND ピン = 1.88 mm

• コネクター信号ピン = 1.3 mm

— 信号ピンの先端の下にあるレイヤーをすべての信号配線に使用します。これは、上位レイヤー
を配線に使用する場合、コネクターピンからのスタブの回避に役立ちます。バックドリル付き信
号スルービア、またはブラインドビアのいずれかを使用します。

• インテルでは、95 Ω 配線トレース・インピーダンスの使用をお勧めします。これは、次のガイドライ
ンと整合するからです。

— FPGA ブレークアウトの場合は FPGA ファンアウト・リージョンの章を参照してください。

— コネクターで図 101 (80 ページ) のオプション 1 を使用している場合は、100Ω の緩やかな
差動配線をメインホスト PCB で使用します。

— コネクターで図 102 (81 ページ) のオプション 2 を使用している場合は、100Ω の緊密差動
配線をメインホスト PCB でコネクターピンまで使用します。

• 可能な限り最短の配線を使用して、挿入損失とクロストークを最小限に抑えます。

• すべての RX パスに AC カップリング用の AC キャパシターがあることを確認してください。AC カ
ップリング・キャパシターのレイアウトおよび最適化のガイドラインの章にある AC カップリング・レ
イアウトのデザイン・ガイドラインを参照してください。

• すべての TX および RX パスの長さ (2 ps 未満) は、必要に応じてマッチングさせます。 FPGA で
の長さマッチング方法については、高速信号 PCB 配線に関する推奨事項の章を参照してください。

• スルービアを使用している場合は、バックドリルをすべてのトランシーバー信号ビアに使用します。
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関連情報
• PCB スタックアップ選択のガイドライン (6 ページ)

• 高速信号 PCB 配線に関する推奨事項 (9 ページ)

• FPGA ファンアウト領域のデザイン (10 ページ)

• AC 結合キャパシターのレイアウトおよび最適化のガイドライン (29 ページ)

Interlaken チャネル・インターフェイスのパフォーマンス例

この例にあるチャネルのデザインは、TYCO Interlaken コネクターを使用した Interlaken インターフ
ェイス用です。上記のボードレイアウトに関する推奨事項は、このチャネルデザインで使用します。このデ
ザイン例は、 インテル Arria 10 デバイス開発キットで実装します。

TX チャネルがこの 3D HFSS シミュレーション用に選択されています。TX チャネルのレイヤー 26 での
配線には、レイヤー 27 までバックドリルを使用します。PCB 配線の合計は、角の丸いストリップライン
配線を使用した場合、約 3.94 インチです。

図 -105: Interlaken チャネル例のスタックアップ・レイヤーおよび材料データ
チャネル例の仕様は次のとおりです。

• 30 層

• 銅箔-HVLP

• 表面粗さ= 2 µm

• バックドリル

• 材料 = Megtron6

• 総厚 = 153.3 mil
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図 -106: シミュレーション用 Interlaken TX チャネル

次の図で示すのは、FPGA BGA/ボールから最上位レイヤーの Interlaken コネクター信号パッドまでの
ホスト PCB TX チャネルのパフォーマンスです。

図 -107: ホスト PCB のみでの差動挿入損失
結果には Interlaken コネクターは含まれません。
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図 -108: PCB 上の Interlaken コネクターパッドからの差動リターン損失
結果には Interlaken コネクターは含まれません。

挿入損失は、電気的仕様の章に記載されている仕様を下回っています。この仕様で指定しているホスト
PCB の挿入損失は 7 dB 未満です。

図 -109: Arria 10 デバイス開発キットのさまざまな TX Interlaken チャネルの差動測定 TDR パフォーマ
ンス
この結果で示しているのは、さまざまな TX チャネルの PCB トレース・インピーダンスとコネクター・ファンアウト領域のみに焦点を合
わせたパフォーマンスです。
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関連情報
電気的仕様 (86 ページ)

電気的仕様

CFP2/CFP4/QSFP+/QSFP28/zQSFP/SMA 2.4 mm の CEI 28 超短距離 (VSR)
仕様

超短距離 (VSR)、短距離 (SR) および長距離 (LR) の電気的仕様の詳細については、Common
Electrical I/O (CEI) - Electrical and Jitter Interoperability agreements for 6G+ bps,
11G+ bps and 25G+ bps I/O を参照してください。

CEI-28G-VSR 超短距離チャネル/インターフェイスのすべての電気的仕様については、 Common
Electrical I/O (CEI) - Electrical and Jitter Interoperability agreements for 6G+ bps,
11G+ bps and 25G+ bps I/O の第 13 章を参照してください。リファレンス・モデルとテストポイン
ト、すべてのリファレンス・ポイントのリターン損失 (差動モードとコモンモードの両方) の仕様、フルチャ
ネル・リファレンス・モデルとその最大挿入損失の仕様は、Common Electrical I/O (CEI) -
Electrical and Jitter Interoperability agreements for 6G+ bps, 11G+ bps and 25G+ bps
I/O を参照してください。

関連情報
Common Electrical I/O (CEI) - Electrical and Jitter Interoperability agreements for 6G+
bps, 11G+ bps and 25G+ bps I/O

Interlaken インターフェイス仕様

Interlaken インターフェイスの電気的仕様は、Interlaken Interoperability Recommendations
に記載されています。

このドキュメントの焦点は、最大 400 Gbps のパケット転送の一般的なアプリケーションに対する
Interlaken インターフェイスの推奨事項です。また、コネクターおよびケーブル・アセンブリーのチャネ
ル、また寄与挿入損失を示しています。エンドツーエンドの相互運用性損失バジェットは、チャネルのデ
ザインプロセスで必要な仕様として、このドキュメントに記載されています。

関連情報
Interlaken の相互運用性に関する推奨事項
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ドキュメントのバー
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。

2018.08.14 グローバルな編集上の変更のみ。

2017.05.08 「AC カップリング・キャパシターのレイアウトと最適化のガイドライン」のトピックで、キャパシターを 0404 から 0402 に更
新しました。
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