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あらまし： 準ミリ波帯を利用する広帯域移動アクセスシステムなどの大容量通信インフラの発達に伴い、これらの
システムと接続する有線系も含めた通信システム機器の D.C.電源デカップリングには、従来からある
受動素子を用いたフィルタ部品では対応できない広帯域アイソレーションが要求される。
そこで広帯域電源デカップリングに有効なオリジナルのインダクティブ・デバイスを用い、２０ＧＨｚを超
える準ミリ波領域まで視野に入れたディスクリート･フィルタ･デバイスの開発がはじまった。本稿は今回
実現した２４.６GHｚ（-10ｄB 帯域）、１６.７GHｚ（-20ｄB 帯域）の電磁波阻止フィルタについて報告する。
キーワード： デカップリング デバイス、準ミリ波帯域、高調波、電磁波、アイソレーション、受動素子
Keywords: decoupling device, quasi-millimeter wave, harmonics, electromagnetic wave, isolation, passive component

1. まえがき
アナログ・デジタル混載回路や無線通信機器な
どとの接続で、広い周波数領域にわたる電磁波干
渉が複雑化してきたことから、従来のバイパス･コン
デンサ中心の EMC 対策では効果を上げることが
できなくなってきた電子回路基板に、これまで以上
に広帯域な電源デカップリングが要求されるように
なり、コンデンサに頼ってきた電源デカップリングを
見直す動きが表われてきた［1］。
それでも、コンデンサ系による電源デカップリング
対 策 部 品 の 需 要 は 根 強 く 、 Ｌ Ｔ Ｃ Ｃ （ Low
Temperature Co-fired Ceramic）技術を用いた貫通
型三端子コンデンサや広帯域阻止フィルタの周波
数は小型化して数ＧＨｚ帯域まで伸びた特性が
年々更新されている。
しかし、グランド条件（強さ）に依存するコンデン

(a) π型フィルタ
(a) π- section

サ系の電源デカップリング対策は、マイクロ波帯域
までの実例を挙げるまでもなく、周波数が高くなる
に従って、カタログデータと実際に実装された時の
特性の差は、大きく開いてくるばかりである。
本稿は、準ミリ波領域までの超広帯域にわたる有
効な高調波の阻止フィルタを、実使用時におけるグ
ランド条件の影響も受けづらい、オリジナルのＱ値
制御構造を有するインダクタンス素子（ コイフィル
TM
）を組み合わせることによって、１６．７ＧＨｚにわた
る阻止帯域を実現した広帯域高調波阻止フィルタ
（電源デカップリング･フィルタ）の開発について報
告する。

2. 従来部品によるフィルタ試作実験
従来からある Discrete の Ｌ,Ｃチップ部品を組み
合わせて作ったπ型と Ｔ型フィルタの周波数特性
を最初に確認した。
更に実際に基板に搭載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。
部品点数は、それぞれのフィルタともに最小数量
の３個として、シャントのコンデンサには低周波数領
域での確実なバイパスフィルタ効果を得るため １
μＦのチップコンデンサを使用した。
初期の試作実験での測定周波数範囲は、高域
側が５０ＭＨｚ～１２ＧＨｚ、低域側が３０ｋＨｚ～６ＧＨ

(b) Ｔ型フィルタ
(b) T- section

図１ フィルタの回路図
Fig.1 Schematic of Filters

1 /6

ｚとした。高域特性の測定には Agilent 8720D ネット
ワーク・アナライザ、低域特性の測定には Agilent
8753D ネットワーク・アナライザを使用し、最終の測
定には、Agilent 8510B ネットワーク・アナライザを
使用した。

(a) Lg=0mm

(b) Lg=3mm

図３ π型フィルタの部品配置図
Fig.3 Parts Layout of π-section Filter

KRFM コイルフィルタと従来部品
のインダクタ との周波数特性比較
Fig.2 Comparison of Frequency Characteristics
with COILFIL & Conventional Inductor
図２

2.1

テストフィクスチャ

フィルタを構成する discrete チップ部品はコイフィ
ルのサイズに合わせ１６０８サイズの表面実装部品
を用いた。この部品を High Frequency 測定にふさ
わしい５０Ω系マッチングで設計された測定基板
（ガラスフッ素ｻﾌﾞｽﾄﾚｰﾄ）に半田実装し、この実装
基板をさらに金属製コネクタランチャにねじ止めし
て GND を強化した。
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し
た。
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再現し、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。
2.2

従来品 discrete 部品を用いた

図４
Fig. 4

グランドを弱くするためにＧＮＤ配線を長くした基
板では（Ｌｇ＝３ｍｍ）－２０ｄＢ減衰の周波数は５.２
ＧＨｚまで低下する一方、４.４ＧＨｚに鋭い共振が見
られた。
グランド配線インダクタンスが増加したことで、見
か け 上 コ ン デ ン サ の Ｅ Ｓ Ｌ （ Equivalent Series
Inductance）が増加し、自己共振周波数が４ＧＨｚ付
近まで低下したものと思われる。

π型フィルタの特性
図３に、π型フィルタの部品配置図を示す。
図４は、Ｌ＝１０ｎＨ、Ｃ＝１μＦ 時のπ型フィルタ
の周波数特性を示す。理想的なＧＮＤの状態（Ｌｇ
＝０ｍｍ）の時は、６.８ＧＨｚまで－２０ｄＢのアイソレ
ーションが得られている。またインダクタ部品固有の
自己共振（５ＧＨｚ付近）も影響は見られず、低い周
波数領域では１μＦ コンデンサの周波数特性がそ
のまま見て取れる。

従来品のＬ,Ｃ部品を用いた
π型フィルタの周波数特性
Frequency Characteristics of π- section
Filter, using Conventional L, C Parts

2.3

従来品 discrete 部品を用いた
T 型フィルタの特性

図５に、π型フィルタの部品配置図を示す。
図６は、Ｌ＝５.６ｎＨ、Ｃ＝１μＦとしたときのＴ型フ
ィルタの周波数特性を示す。
ＧＮＤの条件によらず７ＧＨｚ付近に現れている共
振のピークは、インダクタの持つ容量と、実装に
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グランド条件の違いにより、周波数特性に大きな差
を生じることが解った。
使用条件（ＧＮＤの強弱）に左右されずに広帯域
なデカップリング効果を得るには、シリーズ側のイン
ダクタが広帯域にわたり高調波を阻止する特性を
持つ必要がある。
(a) Lg=0mm

(b) Lg=3mm

また図６に示すＴ型フィルタの特性に見られた鋭
い共振のピークは、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（ﾊﾟﾗｼﾃｨｯｸ）によりその
周波数特性が変化するだけではなく、予期していな
い通過帯域が生じることもあり得るため、Ｔ型フィル
タを discrete 部品で量産する場合には、共振のおき
にくいインダクタが必要ということになる。

図５ Ｔ型フィルタの部品配置図
Fig.5 Parts Layout of T-ｓｅｃｔｉｏｎ Filter
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従来品のＬ,Ｃ部品を用いた
Ｔ型フィルタの周波数特性
Frequency Characteristics of T-ｓｅｃｔｉｏｎ
Filter, using Conventional L, C Parts
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よって生じる浮遊容量（静電容量=ｽﾄﾚｲ･ｷｬﾊﾟｼﾀ）
による自己共振と考えられる。
アイソレーションは Ｌｇ＝０ｍｍの時、１０ＧＨｚで
－２４.７ｄＢという値が得られたが、グランド配線が長
くなるとほぼ全帯域でアイソレーションが低下して、
４ＧＨｚ以下では－２０ｄＢに満たない値しか得られ
なかった。
これは従来品インダクタによる高調波阻止効果が
高周波領域の狭い帯域でしか現れておらず、低域
においてはシャントしているバイパスのコンデンサ
による減衰効果が主体となっているためと考えられ
る。
2.4

従来品 discrete 部品を用いた
フィルタ試作の結果と考察
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図７
Fig. 7

コイフィルを用いたπ型フィルタ
の 周波数特性
Frequency Characteristics of π-section
Filter, using COILFIL

コイフィルを用いてπ型フィルタを構成した場合
の周波数特性を、図７に示す。
－２０ｄＢ以上のアイソレーションが、８.９ＧＨｚまで
得られている。
グランド配線長が、３ｍｍと長くなった場合では、
－２０ｄＢ減衰帯域の周波数は７.１ＧＨｚまで低下す
るものの、従来部品では起こった図４に示されるよう
な共振のピークは見られない。

シャント側コンデンサのフィルタリング効果を主体
として得られるフィルタ特性は「グランドの強さ」の影
響を受け易く、実使用上でのデカップリング効果は

3.2

コイフィルを用いた

T 型フィルタの特性
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4． コイフィル の 特性改善
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コイフィルの周波数特性改善に当たって、まず最
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材料（フェライト）からであった。
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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.8 Frequency Characteristics of T-section
Filter, using COILFIL

本来１GHz 以下の周波数でしか効果がないと考
えられて来た磁性材料を、組成、成形、焼結方法の
細部にわたって見直した結果、図９に示すようなマ
イクロ波帯域での特性改善を実現した。
新規に開発した磁性体Ｃは、アイソレーション特
性も高くなり、１２ＧＨｚまでの範囲で共振がないな
だらかな特性を実現した。

0

コイフィルを用いたＴ型フィルタの周波数特性を
図８に示す。
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付近に共振による、
気になる不連続性が見られる。

Isolation (dB)

-10

これは、図９に示すコイル素子単体の特性に起
因するもので、コア材料や加工精度のバラツキが影
響していた。このことは、後のコア材料の評価実験
で明らかになった。
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グランド配線が長い場合でも、１０ＧＨｚでのアイ
ソレーションは－２０ｄＢを超えているが７～１０ＧＨｚ
の周波数範囲で共振によると見られる連続性の悪
い、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。
3.3

図９ 改善されたコア材料を用いた
コ イ フ ィ ル の周波数特性比較
Fig.9 Comparison of Frequency Characteristics
with Different Ferrite Materials

コイフィルを用いたフィルタ

4.2

の試作結果と考察
以上の結果から、最も広帯域に電磁波を阻止で
きて、グランドの条件(配線)の影響も受けづらいフィ
ルタの部品構成は、コイフィルを用いたＴ型フィルタ
であると考えられる。
しかし、今回の試作で見てきた１２ＧＨｚまでの周
波数範囲で見ても、基板に実装しても良好なフィル
タ特性を得るには、コイフィル自体（素子単体）の周
波数特性の改善および、樹脂モールドを施したモ
ジュール･パッケージの影響も加味した試作開発が
必要であることも解った。

フィルタ特性の改良

磁性体Ｃを使用することで周波数特性が改善さ
れたコイフィルを用いて、Ｔ型フィルタ構造に的を絞
り、準ミリ波帯域まで視野に入れた周波数特性の改
善を開始した。
図１０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。
グランド配線長が長い場合も、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１０ＧＨｚ
で－２5ｄＢ以上の値を保っている。
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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
特性まで改善することができた。
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図１１ 試作フィルタ･モジュールの部品配置図
Fig.11

図１０

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.10 Characteristics of T-section Filter using
COILFIL with Improved Ferrite Material

Parts Layouts of Trial Filter Module

0

Isolation (dB)

-10

５． モジュール構造への改良
5.1 モジュール製品化への検討
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いままで行ってきた評価は、マッチングを取った５
０Ω線路基板上に直接部品を乗せて特性を見る、
実験室内の最良ＧＮＤ条件下での、理想的な特性
評価であった。
しかしこのような形態では、製品化して出荷するこ
とが難しいので、最終的な表面実装部品フィルタ･
モジュール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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(a) Ｔ字配置
(a) T Layout
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モジュール用基板としては、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０.４
ｍｍのガラスフッ素基板に固定し実験した。
5.2 モジュール製品の構造検討
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図１１に比較した部品配置、図１２には５０Ω線路
上に構成した時と、モジュール基板上に構成した時
の特性の比較を示す。
５０Ω線路上と同様のＴ字型に部品を配置した場
合、特性にほとんど変化は見られないが、モジュー
ルのサイズとしては大きくなる欠点がある。
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１２(b)に示すように、モジュールの
基板上におけるグランド配線長の影響により、－２０
ｄＢ減衰の周波数帯域は、８.５ＧＨｚまで低下した。
そこでモジュール基板上でも強力なグランドが得
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(b) 並列配置
(b) Parallel Layout
図１２ モジュールとしてのフィルタ特性
Fig.12 Characteristic of Filter Module
5.3 モ ジ ュ ー ル 製 品
最終的なモジュール製品（表面実装部品）とする
ためには全体を樹脂封止する必要があるが、この
状態でも図１３に示すように、１０ＧＨｚで－２１.２ｄＢ
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というアイソレーションを得ることができた。

開発された同軸コネクタ･タイプの電源デカップリ

３.８×３.７×２.０ ｍｍという小型（写真１）のモジュ

ング･フィルタの周波数特性を図１４に示す。

ールで１００ｋＨｚから１０ＧＨｚまで－２０ｄＢを超える
アイソレーション特性を持つフィルタが実現した。

写真１ 広帯域デカップリングフィルタの外観
Photo １ View of Wideband Decoupling Filter

図１４

同軸コネクタ･タイプ電源デカップリング
フィルタ の 周波数特性
Fig.14 Frequency Characteristics of
Coaxial connector type filter
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(a) 高域特性（リニアスケール）
(a) High Frequency Characteristic
写真２ 同軸ｺﾈｸﾀ型電源ﾃﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾌｨﾙﾀ

図１３ 樹脂モールド後の周波数特性
Fig.13 Frequency Characteristics of
Modified Resin Mold

Photo 2

Coaxial connector type filter

７． ま と め

６． 準ミリ波帯域へのチャレンジ

パラシティックの無い理想に近い状態で組み合わ
樹脂封止することによって、マイクロ波から先の

せて実装できれば、コイフィルはミリ波帯域までのア

帯域では徐々に電磁波が通り抜けてしまい、１０ＧH

プリケーションで活用できる。また、グランド強弱条

ｚでは１０ｄＢ以上の通過ロスが起こる。

件の影響も受けにくいことが実証された。

このことは、図１３と図１２（a）を比べることでも解る
が、封止しないコイフィルの組み合わせシミュレー
ションでは、準ミリ波まで帯域は延びていることから
２０ＧHｚの壁を越えるためには部品に樹脂を被せな
い中空のパッケージか、樹脂やセラミックを用いな
いパッケージの開発が必要である。
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今回は準ミリ波帯域まで伸ばすことができるかど
うかに重点を置いた開発であることから、標準的なＳ
ＭＡの同軸コネクタ（Ｐ-Ｊ）の中に立体実装で組み込

所在地

む試作開発を中心に行った。
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