複合コイルフィルタ の デカップリング技術 と ノイズ対策
磁性体コアを有し、マイクロ波帯域までの電磁波を止める
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６０８サイズの１μＦを用いた。

１． は じ め に
電子機器のＥＭＣ対策において、急速な高速、
高周波化の進む中で、電子回路設計者と半導体
の設計者との間では、半導体自体で行うのかボー
ド実装で行うのかといった、電磁気干渉に対する
対策意識の違いがあったり、 近年の部品メーカー
主導による超小型電子部品開発の進歩と、どうし
ても後追いになる、多量部品実装の技術進歩との
間にあるアンバランスなどと、「ノイズ対策」という言
葉でひと括りにされる電磁気共存性（ＥＭＣ）対策
に立ち向かう技術者の意識レベルのギャップ（温
度差）は、電子部品の材料開発技術者とそれを使
用する利用者との間にも見受けられる。

図１ Ｔ型フィルタの回路図
Fig. 1: Schematics of T- filters
個別部品として樹脂パッケージ化されるフィル
タ製品のマイクロ波帯域での等価回路は、パッケ
ージ等のパラシティックも加味すると複雑な等価
回路となるが、実際にパッケージの中に実装する
Discrete 部品レベルでは Ｔ型フィルタ（図１）の回
路となる。
試作実験では、オープンエアの基板上に単体
の個別部品を実際に実装して測定した。

このような状況の中で、「電源導体を伝搬する
電磁波の阻止」という目的に絞り込んで、キャパシ
タ系フィルタと呼ばれるセラミック材を用いた複合
化部品ではなく、既存の単体受動素子部品を組
み合わせた、ＬＣフィルタの電磁波阻止特性の実
測を通して、コイル部品とコンデンサを組み合わ
せたＴ型フィルタの実用性と有効性について検討
したので報告する。

２．既存部品によるフィルタ試作
従来からある市販の Discrete の Ｌ,Ｃチップ部
品を組み合わせて作ったＴ型フィルタの周波数特
性を最初に確認した。

最終製品に用いたコイル部品は、Ｑ値制御構
造を有するＫＲＦＭオリジナルのインダクタンス素
子（コイフィル TM）の中より、準ミリ波領域までの超
広帯域阻止を実現する１００５サイズと、マイクロ波
帯を中心帯域とする１６０８サイズおよび、１ＧHz
前後を帯域とする２２１２サイズを、阻止帯域の用
途ごとに組み合わせて用いた。

実際にガラエポ基板等に実装して使用するとき
と同じ実装条件を想定し、グランドが弱い状態（グ
ランド層にスルーホールで直接繋がないで、ＧＮ
Ｄを配線する）を擬似的に作り、この条件がフィル
タ特性にどのような影響を与えるかも確認した。
試作実験で用いた測定器は、５０ＭHz～１２Ｇ
Hz 帯域の特性測定には Agilent ８７２０D ネットワ

シャントに使うコンデンサは、低域をカバーする
バイパス･コンデンサの用途であるとの考えから、１
-1-

ーク・アナライザ、５０ＭHz～３０ＧHz 帯域の特性
測定には、Agilent E８３６１A ネットワーク・アナライ
ザを使用した。

このことは、市販のチップ型インダクタ部品に頼
った高調波の阻止効果は、狭い帯域でしか実現
できないことを表している。

2.1

また、低域（１ＧHz 以下）においてはシャント側
コンデンサによる減衰効果が主体となっている。

テストフィクスチャ

測定基板は、High Frequency の測定にふさわ
しい５０Ω系金メッキ測定基板（ガラスフッ素サブ
ストレート）を用い、単体部品は半田で実装し、こ
の実装基板をさらに金属製コネクタランチャにネ
ジ止めして GND の強化を計った。

図２は、Ｌ＝５.６ｎＨ、Ｃ＝１μＦ の市販の
Discrete チップ部品の配置図を示す。

(a) Lg=0mm

(b) Lg=3mm

図２ Ｔ型フィルタの部品配置
Fig.2: Elements Layout of T-Filter

写真１ 実装基板とコネクタランチャ
Photo １: View of Test Fiｘture and Substrate

0

部品からグランドまでの配線長（Ｌｇ）は３mm、
パターン幅は１ｍｍとした。
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線路基板上の部品配置は、部品以外に起因す
る寄生成分の影響が少ない理想的な状態を試行
すると同時に、グランドが弱い状態は、部品からグ
ランド面までの配線を長くすることで実現した。
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2.2 市販部品を用いた T 型フィルタ特性

0

図３は、Ｌｇの有無によるＴ型フィルタの周波数
特性である。
ＧＮＤの条件によらず ７ＧHz 付近に現れている
共振の現象は、チップ･インダクタ部品の持つ構
造上のキャパシタンス（容量）と、実装によって生
じる浮遊容量（静電容量=ｽﾄﾚｲ･ｷｬﾊﾟｼﾀ）によって
発生した自己共振と考えられる。
アイソレーション（減衰値）は、Ｌｇ＝０ｍｍの時
に、１０ＧHz で－２４.７ｄＢという値が得られた。こ
れに対してグランドが配線されて長くなると、ほぼ
全帯域でアイソレーションは低下し、４ＧHz 以下
では－２０ｄＢに満たない値しか得られていない。
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図３ 市販品のＬ,Ｃ部品を用いたＴ型
フィルタ の 周波数特性
Fig.3: Frequency Characteristics of T- Filter,
Made with Discrete Ls and Cs

2.3 実装基板のアイソレーション
図３の ７ＧHz 近傍での共振が評価基板のアイ
ソレーション不足が原因で、－６０ｄB 近辺で頭打
ちになっているのではないかという疑問から、実装
基板単体のアイソレション周波数特性を測った。

するには、共振のおきにくいインダクタが必要とい
うことになるが、市販のチップ型インダクタや、表
面実装タイプの巻線インダクタも、高いＱ値を志
向しているため、狭帯域のフィルタリングしか望め
ない。
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３．コイフィルによるフィルタ試作
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市販のＬ,Ｃ部品を用いたＴ型フィルタの実験結
果から、共振のおきにくいコイフィルを用いれば、
広帯域の電磁波阻止が実現できるであろうことは、
容易に想像できる。

図４

評価 試作 実装基板 の
アイソレーション周波数特性
Fig.4: Frequency Characteristics of ＤＵＴ
Substrate Isolation

図４に示す測定結果では、－８０ｄB 以上の表

また、周波数帯域の違う（サイズの違う）コイフィ
ルを組み合わせることによって、よりいっそう広い
帯域にわたって高いアイソレーション特性を実現
できることも考えられる。

示はノイズレベルのため省略した。
3.1
８GHz において－６６．３ｄB は、大きな余裕では

コイフィルを用いたＴ型フィルタの
周波数特性

ないが、アイソレーション不足での下げ止まりで無
コイフィルを用いたＴ型フィルタの周波数特性
を図５に示す。

いことはわかった。

2.4

市販のインダクタ部品を用いた
フィルタ試作の結果と考察

シャントに入るコンデンサのフィルタリング特性
は、グランドの引き回しの影響を受け易く、実使用
時のアイソレーション周波数特性が、グランド条件
の違いにより、大きく変化する可能性があることが
わかった。
ＧＮＤ条件（強弱）に左右されず広帯域なデカ
ップリング効果を得るには、シリーズのインダクタ
が広帯域にわたり高調波を阻止する必要がある。
図５

しかし、図３に示すＴ型フィルタ特性に見られる
鋭い共振のピークのように、フィルタ周辺の配線
や他の部品との間に生じる寄生成分によっても、
周波数特性はすぐに変化し、予期していない通
過帯域を生じる。
このため、Ｔ型フィルタを discrete 部品で量産
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コイフィルを用いたＴ型フィルタの
周波数特性
Fig.5: Frequency Characteristics of T- Filter,
Made with COILFILs
１０ＧHz で、－４１.９ｄＢという非常に高いアイソ
レーションが得られているが、９ＧHz 付近に共振
が見られる。

これは、後に示すコイフィル部品単体の固有の
特性による結果で、コア材料や加工精度のバラツ
キが影響していた。
グランド配線がある場合でも、１０ＧHz でのア
イソレーションは－２０ｄＢを超えているが、７～１０
ＧHz の周波数範囲で共振によると見られる周波
数特性の崩れが見られ、フィルタとしては望ましく
ない特性となった。

以上の結果からも、広帯域に電磁波を阻止で

２０００万個以上の製造実績がある１６０８サイズ
のコイフィルは、いままで６ＧHz 以下でしか検査さ
れていなかったが、準ミリ波帯域用フィルタの開発
時に、１０ＧHz 近辺に共振があるロットと、共振が
全くないロットがあることが判明した。
このことから、磁性体材料の違いを解析した結
果、本来１GHz 以下の周波数でしか効果がないと
考えられて来た磁性体が、同じ組成の粉体の材
料であっても、成形法、焼結方法などの違いによ
って、図６に示すようなマイクロ波帯域での特性改
善に効果があることがわかった。

き、グランド配線の影響も受けづらいフィルタの構
成は、コイフィルを用いたＴ型フィルタである。
しかし、今いままでの試作で見てきた１２ＧHz ま
での周波数帯域範囲で見ても、良好なフィルタ特
性を得るためには、コイフィル自体の特性を更に
改善する必要がある。

新規に開発した磁性体Ｃは、アイソレーションも
高く、１２ＧHz までの範囲で共振が無く、なだらか
な特性を実現した。

4.2

改良された磁性体Ｃを使用したコイフィルを用
い、Ｔ型フィルタの周波数特性の改善を行った。

4． コイフィルの特性改善
4.1

フィルタ特性の改良

コア材の改良
0
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Isolation (dB)

-10

Isolation (dB)

コイフィルの周波数特性改善に当たって、まず
手を付けたのは、コアに使用している磁性体材料
の見直しからであった。
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図７ 改良したコイフィルを用いた
Ｔ型フィルタの周波数特性
Fig.7: Frequency Responses of COIFIL
T-Filter with Renovated Ferrite C

▲ Ferrite A
× Ferrite B
● Ferrite C

-60
-70
-80
0

2

4

6

8

10

12

Frequency (GHz)

図６ 改良された磁性体コア材を用いた
コイフィルの周波数特性の比較
Fig.6: Frequency Responses of COIFILs with
Differently Renovated Core Materials
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図７は、磁性体Ｃを使って改良されたコイフィル
を用いたＴ型フィルタの周波数特性を示す。
共振によるピーク波形は見られず、１０ＧHz で
－３４.６ｄＢの高いアイソレーションが得られた。

グランド配線長がある場合も、全体的に見てア
イソレーションは低下するものの、６ＧHz から１４Ｇ
Hz まで－２４ｄＢ以上の値を保っている。

５． モジュール構造への改良
5.1

そこでモジュール基板上でも強力なグランドが
得られるようグランドパターン配線方法を改良した
ところ、理想の５０Ω線路上での特性とほぼ変わら
ない特性（図９の ● 印グラフ）まで改善することが
できた。しかし、最終製品は、樹脂で封止されるた
め、再度の特性劣化が想定される。
0

製品化の検討

ここまでの実験評価は、マッチングを取った５０
Ω線路基板上に直接単体部品を乗せて周波数
特性を測るというやり方で、実験室の最良のＧＮＤ
条件の下で行なわれた、理想的な特性評価であ
った。
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▲ Parallel Layout
● On 50Ω Line
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しかしこのようなオープンエアの評価基板の形
態では、販売できるフィルタ製品とはいえない。
最終的な表面実装部品フィルタとしての形態で良
好な広帯域阻止特性が得られるかどうかの検討
が必要となった。
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図９ モジュールとしてのフィルタ特性
モジュール製品用基板としては、入出力端子間
の信号パスを小さく抑えるため、比誘電率２.４、厚
さ０.４ｍｍのガラスフッ素基板を標準とした。

Fig.9: Characteristic of Filter Module

5.3
5.2

樹脂封止と 金 属 筐 体 封 止

製品の構造検討

図８に検討した部品配置を示す。単体部品の
実装後に実装面に樹脂を流し込み封止した後に、
切断して個別部品化する。

最終的な樹脂封止の製品（表面実装部品）とす
るために基板全体に樹脂を流して封止して、個別
に切断した。
この最終形状での周波数特性を、図１０に示す。
全体的に悪くはなったが、１０ＧHz で－２１.２ｄＢと
いうアイソレーションを得ることができた。

図８ 検討したフィルタ製品の部品配置
Fig.8: Element Layouts of Filter Module

３個の部品を並列に配置することで実装面積は
最小となるが、図９に示すように、モジュール基板
上におけるグランド配線の影響により、－２０ｄＢ点
でのアイソレーション周波数帯域は、８ＧHz 前後
まで落ち込んだ。（図９の▲印グラフ）
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写真２ 樹脂封止製品 写真３ 筐体封止基板
Photo 2: Resin PKG
Photo 3: Metal PKG
サイズは ３.８×３.７×２.０ ｍｍ（写真２）。

－２０ｄＢポイントの帯域で、１００ｋHz から１０Ｇ
Hz までのアイソレーション特性帯域を実現した。

②外来電波による画像のユレ、モアレ解消。
③半導体装置の誤作動解消と安定動作確保。

図１１は、Ｔ型フィルタを金属筐体に入れると同

④医療現場でのＡＣ電源ノイズ除去。

時に、コイフィルのサイズと組み合わせも換えて、

⑤光リンク電気信号変換装置の高速安定電源。

準ミリ波帯域までのフィルタリングを実現できるよう

⑥産業用ロボットの誤動作防止。安定動作確保。

いにと試作された、同軸コネクタ内蔵フィルタの周

⑦通信基地局装置の混信防止。デカップリング。

波数特性を示す。

⑧車載機器のサージ対策とデカップリング。

写真３からもわかる通り、実装時のパラシティッ
クを無くす工夫として、立体実装が行われている。

等々

より広帯域に、電磁波を阻止することによって、

0

Isolation (dB)

⑨高速プロセッサのデカップリング電源回路

-10

複雑に絡み合う「電磁波ノイズ」に対して、対応
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（阻止）できるフィルタが実現した。
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図１０ 改良後樹脂モールドされたコイフィル
を用いたＴ型フィルタの周波数特性
Fig.10: Frequency Characteristics of
Modified Resin Mold Filter

サイズの違う２個のコイフィルとキャパシタを
組み合わせることにより、準ミリ波帯域までの電

図１１ 同軸コネクタ型フィルタの周波数特性
Fig.11: Frequency Characteristics of Coaxial
Connector Filter

磁波を阻止する、Ｔ型フィルタを、個別部品で
実現できた。
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連絡先氏名
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６． ま と め

所在地

これらのフィルタを、電源導体に伝搬する、
電磁波の阻止フィルタとして用いることで、あら
ゆるＥＭＣ対策が実現できることを、すでに多く
の実例が実証している。
①画像処理電源回路でのスジやゴマ現象解消。
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