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新モジュール「ＰＥＬ」（Photonic Element Library）

今バージョンより新しく追加されたオプションモジュールで、従来のWaveguide Element Kit
（WEK）の収録内容をグレードアップした、第二世代のフォトニックデバイスを PCell 化し
たデバイスライブラリーです。
WEK 同様、PEL に収録されたデバイス群も全て dw-2000 PCRef（PCell）アイテムとして
登録されている為、デバイス固有のパラメータを全て編集することが可能です。

【WEKから強化された点】
・ 編集時のスピードアップ
・ 四種類の一定幅を持つ導波管（constant width waveguide）を追加（polynomial, elliptic,

ring 及び polygon）
・ 二種類のテーパ状導波管（tapered waveguide）を追加（polynomial 及び parabolic）

※ PEL に 関 す る 詳 細 に つ き ま し て は「 dw-2000 Using the photonics Element
Library(PEL)」マニュアルをご参照下さい。

XDRC モジュール機能強化

最新の設計技術の検証に対応できるよう XDRC モジュールに以下の機能強化を施しました：

・ 新クエリーコマンド
・ エッジ選択用追加コマンド

新クエリーコマンド

Derived レイヤーの形状や断片の様々なパラメータの最大最小をクエリーできるコマンドと
して、XDRCFindMin と XDRCFindMax の二つのコマンドを追加致しました。例えば Derived
レイヤー上の最小幅をクエリーする場合「XDRCFindMin “WIDTH”」と言うコマンドで、
また Derived レイヤー上の最大エッジ長をクエリーする場合「XDRCFindMax “LENGTH”」
と言うコマンドでそれぞれクエリーできます。

【クエリーできるパラメータ一覧】
　・エリア ・曲げ半径（bend radius）
・エッジ長（edge length） ・周囲長（perimeter）
・相対角（relative angle） ・スティッチング（stitching）
・形状幅（shape width）

What’s New
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エッジ選択用追加コマンド

以下の五種類のエッジ選択（DlaSelEdge）用コマンドを新規追加致しました。

・ BENDRADII
指定した範囲内の曲げ半径を持つ Derived レイヤーからエッジを選択します。これによ
りフォトニクスアプリケーションなどのレイアウト上にあるポリゴンやパスの湾曲を計
測することが可能となります。

・ BUTTING
他のDerivedレイヤーの断片と接合しているDerivedレイヤーからエッジを選択します。

・ COINCIDENT
他の Derived レイヤーの断片と完全に一致している Derived レイヤーからエッジを選択
します。

・ REL_ANGLE
指定した範囲内のアングルを持つ Derived レイヤーから一組のエッジを選択します。こ
れにより Derived レイヤーを構成している様々なエッジから直角や 45 度、その他指定
した範囲のアングルを構成しているエッジの組合せを全て検出することが出来ます。

・ TOUCHING
他の Derived レイヤーの断片と完全に一致または接合している Derived レイヤーからエ
ッジを選択します。

ここに記載している各追加コマンドに関する詳細につきましては、「dw-2000 Working with
the XDRC」マニュアルをご参照下さい。

新世代 HLVS モジュール

最新の設計技術の検証に対応できるよう HLVS モジュールに大幅な設計変更を施し、新世代
HLVS モジュールとして新しくリリース致しました。今バージョンでは新たに Derived レイ
ヤーの作成ができるようになった他、デバイス抽出に大きな機能拡張を施しました。これに
よりデバイス、端子、ネットまたは形状に関連付けされたプロパティを通してデバイスのパ
ラメータを定義できるようになりました。

【主な改善点】
・ Derived レイヤー及び接続性の定義に Derived レイヤーコマンド（DLA）が使用できる

ように
・ セルポート定義及びネットワーク名定義用コマンドを改良
・ デバイス定義では、より広い範囲での基本デバイスの認識が可能かつ簡単に
・ デバイス定義をより明確かつ簡易にする為に、新しい構文セクションを追加
・ 追加プロパティの作成、割り当てが可能に

What’s New
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スクリプトの表記について

HLVS 抽出スクリプト表記において、新バージョンは従来のバージョンと互換性がありませ
ん。つまり従来お使い頂いて来たスクリプトをそのまま今バージョンで読み込んで頂いても
動作致しません。但し、新バージョンでも HLVS メニューに「Extract 7.50…」と言うメニ
ューコマンドを別途用意しておりますので、従来のスクリプトによる抽出機能はそのままご
利用頂けます。また従来のスクリプトを新バージョン用に翻訳をご希望される場合はお手数
ですが弊社までご相談下さい。

今バージョンでの最大の特徴は、dw-2000 XDRC エンジンで使用されている Derived レイヤ
ーテクノロジを HLVS でもサポートしている点です。この DLA コマンドは組立レイヤーを
簡単に作成し、様々なオペレーションを実行できるようにするもので、様々なデバイス、ネ
ット及び端子の特性を算出することができます。

デバイス抽出
従来のバージョンで抽出可能だったデバイスに加え、今バージョンでは以下のデバイスタイ
プの抽出をサポートしています：

・ 電界効果トランジスタ（Field Effect Transistor – FET）
・ 接合型バイポーラトランジスタ（Bipolar Junction Transistor – BJT）
・ ダイオード（Diode）
・ インダクタ（Inductor）
・ ユーザー定義デバイス

寄生抽出
従来のバージョンでサポートしてきた寄生抽出に加え、今バージョンでは以下の抽出をサポ
ートしています：

・ Fringe Capacitor
・ Parasitic Capasitor
・ ユーザー定義寄生デバイス

特性算出
今バージョンでは各デバイス、端子、電気ネット、及び任意の形状についての特性を算出し、
結果をプロパティリストに保存しておくことが出来ます。例えば、デバイスや端子、または
ネット番号を伴う形状の面積、周囲長または断片の長さなどを簡単に算出して行くことが可
能です。デバイス、端子及びネット番号は以下のオペレーション（コマンド）により検出、
割り当てられます：

What’s New
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・ DlaAND（ブール演算 AND）
・ DlaSUB（ブール演算 SUB）
・ DlaSelShape（形状選択）
・ DlaSelEdge（エッジ選択）
・ DlaSelSeg（断片選択）
・ DlaAssignNet（ネット番号割当）
・ HleAssignDev（デバイス番号割当）
・ HleAssignTerm（端子番号割当）

またプロパティリストでは以下のオペレーションを行うことが出来ます：

・ 各種演算

- 合計（Sum）
- 平方根（Square root – sqrt）
- コサイン（Cosine – Cos）
- 足し算

- 掛け算
・ 種類の変換

- 形状特性からネット、端子またはデバイス特性へ
- ネット特性から端子またはデバイス特性へ

- 端子特性からデバイス特性へ

デバイス特性はその一致するデバイスへパラメータとして添付し、スパイスファイルで出力
することが可能です。これはユーザー定義デバイスの抽出に非常に有効となります。

ライブラリ保全機能強化

停電やアプリケーションエラー、OS のフリーズなど不測の事態に遭遇した際にライブラリ
データの保全を行う機能を強化し、これらの事態に遭遇した後最初にライブラリを再読込す
る際、データベース全体に渡り整合性を再計算し不測の事態遭遇前の状態に完全に復旧する
ように改良を施しました（エラーの種類によっては完全復旧できない場合もあります）。また
システム内に異常を検出した際に、ライブラリの自動バックアップを取るかどうかユーザー
側に促す機能も追加されました。

※ 復旧できるのは保存してあるデータに対してのみです。こまめな保存の為にも
Tools:Preferences メニューにて自動保存の設定を行って頂くことを推奨致します。

その他システム上の致命的なエラーにより復旧が不調に終わった際は、お手数ですが弊社ま
でご連絡下さい。現状を確認の上、データ復旧できるよう解析を行わせて頂きます。

What’s New

44　　dw-dw-2000 Ver.8.10 Release Note 2000 Ver.8.10 Release Note    



互換性・インストール時の注意点など

GPE スクリプトについて

今回のバージョンアップに伴う GPE スクリプトの仕様変更は一切ありません。従って従来
のバージョンでご利用頂いてきた全てのスクリプトは、何も手を加えずに引き続き問題無く
ご利用頂けます。

インストール情報

バージョンアッププログラム取得方法

今回のバージョンアップではプログラム CD-ROM の配布は行いません。全てインターネッ
ト経由にて配布を行います。お手数をお掛け致しますが、以下の手順に従って更新プログラ
ムを取得下さいますようお願い申し上げます：

※更新版のリクエストは保守契約を結んでいるお客様のみ行うことが出来ます。

1、 ソフトウェアリクエストページでユーザー情報を入力し、更新版をリクエストする。
以下のサイトにアクセスし、次項の説明に従ってユーザー情報を入力し、更新版のリクエ
ストを行って下さい：

http://www.designw.com/SoftwareRequest.php

各入力項目につきましては次項をご参照下さい。
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互換性・インストール時の注意点など

ソフトウェアリクエストページ入力例

ご担当者様氏名
御社名

ご担当者様メールアドレス
御社電話番号

お使いのdw-2000
シリアル番号を全て

ご入力ください

お使いのOSを全て
チェックしてください

CD-ROMメディアにて更新版プログラムの送付を
ご希望なさる場合にはここをチェックしてください

全ての入力が完了したら
このボタンを押して下さい

※更新版CD-ROMの送付には二週間程度かかります。予めご了承ください。
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互換性・インストール時の注意点など

入力が正しく完了すると上記の確認メッセージが表示されます。これでソフトウェアリク
エストは完了です。

2、1 番のソフトウェアリクエスト完了後 1 営業日程度で、1 番でご入力頂いたご担当者様の
メールアドレス宛てに Design Workshop 社より ver.8.10 用のライセンスファイル
（license.dat）が送られて来ますので、適当な場所に保存して置いてください。

3、最後に ver.8.10 インストーラーを Design Workshop のサイトよりダウンロードします。
上記 2 番のメール中ほどにあります：

Downloading and installing dw-2000 v8.10
1. Click on the following link to start the download.

の次の行にありますリンクをクリックして下さい。自動的にダウンロードが始まりますの
で、適当な場所に保存して置いてください。

※DLするインストーラのファイルは以下のどちらかとなります（お使いのライセンスにより
　異なります：

（約29.2MB） （約16.6MB）

※インストーラー取得後ダブルクリックすることでインストーラーが起動します。インスト
　ールの方法は従来のバージョンと全く同じです。
※従来のバージョン（ver.7.00, 7.10, 7.50及び8.00）と平行してお使いになる場合は、それぞれ
　のバージョンがインストールされているフォルダにある「License」フォルダ内に上記2番で
　取得したlicense.datファイルを上書きコピーして下さい。
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互換性・インストール時の注意点など

サポート OS

今バージョンで公式にサポートしている OS は Windows2000 及び XP です。Windows98、
ME 及び NT でも動作致しますが、これらの OS での運用は保証対象外とさせて頂きます。
誠に勝手ながらご了承下さいますようお願い申し上げます。

88　　dw-dw-2000 Ver.8.10 Release Note 2000 Ver.8.10 Release Note    


