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ホワイトペーパー

シミュレーションおよび
測定ベースのワークフロー
により、パワーインテグリ
ティエンジニアは、無共振
電源供給を設計し不正な
過渡電圧を回避すること
が可能になります。

最新のワークフローが支える 
高速デジタルデザイン

マルチファンクションや always-on デバイス／システムが今日の高速デジタル設計の 

トレンドを牽引しています。新しいスマートデバイスや IoTデバイスは、複雑さが増えた

一方で、消費電力が低減し、よりコンパクトで堅牢なパッケージになっているのが特徴

です。例えばスマートカーは、センサーを搭載し、強力なオンボードコンピューターを

経由して、インターネット、GPS、他の車、信号機などと接続する複雑な通信システム

につながります（図１）。

複雑性、電力、スペースの制約に加え、より高速なデータ転送を目指す競争が続いてい

ます。最も一般的な民生品ではすでにギガビットデータスピードを実現させています。

クラウドデータは、400 Gbイーサネット通信やさらに広い帯域幅を備えたサーバファー

ムの必要性を押し上げています。

 

図1.　自動運転車はHSDサブシステムから膨大なデータを生成します。
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設計やテストの要件の急激な増加も、電子回路がより複雑になった原因とされています。例えば

5GはLTEよりも20倍のコンフォーマンステストが必要になります。Wi-Fi、Bluetooth® 多重無線、

デジタルメモリ、そして高速入力／出力が合わされば、膨大なデータ量が現在の設計やテスト 

構成の管理機能に負担をかけるのは明白です。そしてこれに拍車をかけるのは、世界20以上の 

地域で電子回路設計者がクリアしなければならない規格の問題です。

電磁波干渉およびコンプライアンスの早期予測の重要性
製品設計サイクルの最終段階で、伝導性エミッションなどのコンプライアンステストに不合格に

なるのは大きな痛手です。電磁波干渉を減少させるには、コンポーネントを追加したり再設計し

たりするのが一般的でコストも時間もかかっていました。フィルターの追加や、コンデンサを 

後付けしたりすると製造コストが増加する一方、電磁波干渉／コンプライアンス (EMI / EMC) の

問題修復のため再設計になると生産に遅れが生じ、収益損失につながります。

潜在的なEMIノイズソースに対応するには、設計段階の早い時期に着手することがより効果的 

です。電源ラインは1つのネットワークとして設計のあらゆるものにつながり、伝導EMIノイズは

システム中に伝搬してしまいます。スイッチングコンバータや負荷需要による高速di/dtトラン

ジェントは、容易に寄生インダクタンスと相互作用し、過度な Ldi/dt パワー・レール・ノイズの

発生を引き起こします。

HSD向けの電源供給はパワー・インテグリティ (PI)・エンジニアリングの分野へと進化してきま

した。最新の設計ツールや手法によって、PIエンジニアは潜在的なEMI源のシミュレーション、

コンプライアンスを早期予測できるようになりました。寄生効果による設計への影響は、コンプ

ライアンス仕様や設計された性能マージン、そして製造過程の許容範囲に拠るところが大きい 

です。

データシートでは高速PDNの電圧ノイズ・リップルのワーストケースを 
明らかにできない
自動運転車同様、電源分配回路(PDN)の複雑性が増す中、電力供給はもはやDCだけの問題ではな

くなりました。HSDデータはマイクロ波周波数でのスピーディーな電力供給を必要とします。 

自動運転車のPDNは、カメラ、レーダー、ソナー、GPSそしてLiDARサブシステムから収集した、

一日あたり4 TBを優に超えるデータを供給します。車両の中でデータを処理し、プロセッサー、

DDRメモリ、シリアライザー／デシリアライザー Tx/Rxデバイス（それぞれ point-of-load(POL)

電源が備わっている）を経由します。これらサブシステムからの高速di/dtスイッチングは、電源

供給経路のあらゆるインダクタンスに反応し電圧ノイズリップルを発生させる可能性があります。

低消費電力と高速なデータレートに対応するため、パワーレールの電圧が1 Vを下回ると、許容で

きるリップルの量は低減し続けます。
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注記：POL電源とは通常、バックレギュレータDC-DCコンバータデザインを備えたスイッチング

電源です。マイクロプロセッサを搭載したプリント基板ではこれを電圧レギュレーターモジュー

ルと呼びます。これらの用語は電源に置き換えられることもあります。

PDNは負荷に対してクリーンな電源を供給しなければいけません。電子デバイスはダメージや

データ損失、EMI／ EMC障害を回避する最大電圧とリップル仕様を有しています。パワーレール

の目標は、電流負荷が高周波 di / dtでオン／オフと切り替わっていても安定して電圧を供給する

ことです。パワーレール上のノイズの従来の測定方法では電圧リップルのワーストケースを検知

できないことが多々ありました。

パワーレールをテストするため、PIエンジニアは通常多くのデータシートから得られるステップ

負荷励振という従来の手法を使います。電流によるステップ負荷の変化が電圧レールに印加され

ると、エンジニアは電力レールに対する同様のレスポンスを、自然なものとして参照します。 

自然なレスポンスは多くの場合リンギングを伴いますが、急速に低下します。このステップ負荷

によって生成される低電圧リップルは、容易に仕様をパスするかもしれません。

負荷がそのリップルの周波数でパワーレールを振起することを強制応答といいます。（図３） 共振

の強制応答は、はるかに大きく、パワーレールのリップルのワーストケースになりえます。強制

応答は定常値になるまで急激に増加します。あまりに大きくなりすぎるとデバイスが過電圧に 

なり、データ転送障害やEMIノイズが発生します。負荷の通常操作は、この共振周波数を直接 

振起することはないかもしれませんが、デジタルシステムの広帯域に及び、すべての操作シナリ

オの組み合わせのテストを行うのは困難になります。例えばオンとオフに切り替わる節電モード

やデータ・バーストだと、kHzからgHzに拡張するHSDの負荷トランジェントが発生しやすくな

ります。
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図2.　自動運転車のPDNに代表される今日の複雑な電力供給システムにおいては、パワーインテグリティとはマイクロ波周波数での 
迅速な電力供給に他なりません。
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個別の電子コンポーネントのデータシートには、残念ながら強制応答データのワーストケースに

ついて十分な情報が載っていません。プリント基板(PCB)の分散されたインダクタンス、インター

コネクト、デカップリングキャパシタは過度に単純化されたステップ応答では明るみにでない複

雑な動的動作を引き起こします。PCBワイヤリングの電磁界シミュレーションが可能な最新のシ

ミュレーションツールによって、PIエンジニアはこの複雑性を解析し、デザインプロセスの初期

段階で問題を特定、緩和することが可能になります。

図3.　このリアルタイムオシロスコープでのパワーレール測定において、黄色のトレースは時間に対する 
パワーレール電圧の振幅を示しているのに対し、青色のトレースは対応する負荷電流（対時間）の振幅を 
示しています。

電圧リップルのワーストケースをテストするための最新のワークフロー方法は、周波数ドメイン

のインピーダンスピークを確認することです。（図4） PIエンジニアは、その周波数のdi/dtがイン

ピーダンスによって倍増し、リップルが最大値になるパワーレールインピーダンスピークを特定

しなければいけません。ピークがもしターゲットインピーダンス（フラットな緑色の破線）を下回

われば、ピーク周波数の電圧リップルは許容範囲内になるでしょう。

しかし、もし二つ目のインピーダンスピーク周波数が一つ目の周波数の強制応答の最大値で振起

され、そして三つ目のインピーダンスピーク周波数が最初の二つの周波数の最大値で振起された

らどうしますか？二つの波が揃うと一つの荒波ができるのとちょうど同じように、共振が複数揃

うと電圧の不正波がパワーレール上に発生するのです。これが起こる可能性は低いですが、電圧

の不正波は確かに存在します。次世代の自動運転車を使う人は不正波に乗るリスクを取るべきで

はありません。最新のシミュレーションや測定ワークフローがデータシートを超え設計プロセス

の初期で問題を緩和できるのならなおさらです。
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重要ポイント：
電圧の不正は確か
に存在する

失敗談：大西洋を横断するテレグラフケーブル

下記にあるニューファンドランド島Heart’s Contentにまで及ぶ大西洋横断ケーブルの当初の設計はシンプルな物でした。当時、トランス
ミッタとレシーバ間のワイヤーの伸長の何がそこまで難しかったのか？大西洋全体へのケーブル敷設作業に膨大な費用と時間が投資された
にも関わらず、1858年の最初のテストでは信号の質が非常に悪かったため、事業者が使用に適さないほどの速度まで伝送を遅らさざるを 
得ませんでした。翌月、電気技師のWildman Whitehouseがより高速な動作を可能にしようと高電圧を加えたため、ケーブルが破壊されて
しまいました。ACインピーダンスの相談をすべきシグナル／パワーインテグリティ―の担当エンジニアはいなかったのでしょうか？

図4.　周波数ドメインの複数のインピーダンスピークは、パワーレールリップルを引き起こし、 
電圧の不正波の根源となりえる。



 6本書の情報は、予告なしに変更されることがあります。© Keysight Technologies, 2019, Published in Japan, November 8, 2019, 5992-4281JAJP

詳細情報：www.keysight.co.jp
キーサイト・テクノロジー株式会社
本社〒192-8550 東京都八王子市高倉町9-1

計測お客様窓口
受付時間 9:00-12:00 / 13:00-17:00（土・日・祭日を除く）

TEL：0120-421-345 (042-656-7832)    |    Email：contact_japan@keysight.com

結論として、PIエンジニアはもはやレイアウト後にPDNにEMIを検知する測定を実行する余裕

はもうありませんでした。設計サイクルの後期段階で不合格になったEMCにかかるコストは 

甚大です。レイアウト後に電磁界解析を行えば、再設計の原因になる質の悪い設計がみつかっ

たかもしれません。最適化、レイアウト前に最適なデザインスペースを検証することで設計の

やり直しコストやサイクルタイム両方の節約が可能になります。

最新PIワークフローとしてのシミュレーションツールを活用することで、HSDデザインプロセ

スの後期段階での障害を未然に防ぐことができます。従来のデータシートベースアプローチか

ら最新のシミュレーションと測定をベースにしたワークフローへ移行することで、不正な電圧

波を回避する無共振電源分配回路を備えたより高品質なHSDデザインが実現します。

最新のワークフローを活用したHSDデザインの実現の詳細については、PathWave Platformを

参照してください。
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