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　本章では、電子回路について最新のEMC設計手法を概説します。

もちろん基本的な部分［1-4］はいつの時代でも共通なので、変わ

っていない所も多々ありますが、周波数帯が上昇している分、より

細かい点に注意が必要になっているようです［5］。EMCの問題は

現象が複雑なせいか、充分解明されていないところもあります。そ

のため、見えないものを見たかのように説明したり、擬人法を使っ

たり、といったことがしばしばなされるわけです。しかし、それら

が妥当かどうか（裏がしっかりしているかどうか）、自分のケース

に適用できるかどうか、そういったことを判断する能力が、EMC

技術者には求められます。これこそがEMC問題の基本かもしれま

せん。

　ノイズによる電子機器の誤動作や性能の劣化を減らすには、ノイ

ズを出す側とノイズを受ける側、両方での対策が必要になります。

前者、すなわち加害システムから放出されるノイズを抑制する対策

を「エミッション対策」、後者、すなわち被害システムへのノイズ

の侵入を減らしたり、侵入したノイズによる誤動作を防止したりす

る対策を「イミュニティ対策」と言います（図1）。EMC（Electro-

Magnetic Compatibility）という用語＊1は、この両輪をうまく回し、

どのような環境下でも不具合の無いシステムを実現するという意味

を持っています。

　ノイズ耐性という観点からすると、センサなどの微小アナログ信

号を扱う回路が、イミュニティ対策を一番必要としています。一般

にアナログ回路はノイズに弱く、デジタル回路はノイズに強いと言

えます。その裏返しですが、デジタル信号はその高調波として高い

周波数成分を有し、ノイズ源となります。従って、アナログ回路は

デジタル回路やスイッチング回路から物理的に離しておく必要があ

ります。またグランドも共通化しないのが普通です。その一方で、

デジタル回路もまた、駆動電圧の低下によって弱くなる（誤動作を

生じやすい）傾向にあります。

　最近では、イミュニティ対策として、静電気の問題がクローズア

ップされてきました。機器の軽薄短小化に伴い、人間の手に触れる

機会が増加していることがその背景にはあります。静電気対策に関

しては、後章に詳述しています。

　伝導ノイズ対策は周波数が低いということもあり、わりとオーソ

ドックスな対策（ノイズを伝導させないようフィルタを挿入する）

が通用します。それに対して、放射ノイズは厄介です。電磁波は目

に見えないし（図2）、また計測するのも容易ではないということが
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＊1　 似たような言葉に、EMI（Electro-Magnetic Interference）というもの
もありますが（古くはRFI（Radio Frequency Interference）とも言われ
た）、これは電磁的なノイズによる障害そのものを指します。「対策」とい
うことでは、EMI対策とEMC対策、そしてノイズ対策はほぼ同じ意味と言
えるでしょう。しかし、"EMI"の場合は主としてエミッションを意識してい
る使われ方も散見されます。
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うに作用し、二次放射源となるからです。図7はパソコンを用いて

実験した結果です［11］。穴や隙間を金属製のシールドテープでふ

さぐと、550～ 750MHz付近のノイズレベルが10dBほど改善しま

した。

　金属シールドに類した効果のあるものとして磁性シートがありま

す。フェライトの作用で、電磁波を遮断、吸収します（後章参照）。

●アンテナでの対策
　放射ノイズは別名、不要輻射とも呼ばれ、意図していないアンテ

ナから出る電磁波です。そのようなアンテナとしては、放射効率か

ら考えて、長いもの、あるいは大きいものが候補となります。一番

怪しいのは、多くの場合、機器から出ているケーブルです。

　ケーブルの対策としては、ケーブル自身に対策を施すというより

は、ケーブルにノイズが乗らないよう、フィルタなどを挿入し、水

際で食い止めるというのが一般的です。ケーブルがどのように使わ

れるか（曲げるかどうかなど）、ケーブルの先にどのようなものが

つながるか、（インタフェースケーブルなどでは特に）わからない

のが普通なので、安全を見込んでフィルタが必要とされます。また

ケーブルの場合は受信アンテナとしての作用も考慮する必要があり

ます。アンテナは可逆な受動部品なので、電磁波を出しやすいもの

は同じだけ受けやすいのです［12，13］。そういった意味ではイミ

ュニティ対策としての側面も見逃せません。ケーブルから入ってく

るノイズを抑えるのも、またフィルタの役目です。

　ケーブルの次に大きいのは、プリント基板です。特に電源、グラ

ンド面は面積が大きく、その放射アンテナとしての存在が最近、問

題になってきています。いわゆる基板共振の問題です［14，15］。

共振対策としては、パスコンの位置や容量値を変えることで共振周

波数を移動させ、クロック高調波からはずすといった手法もありま

すが、より根本的には、回路に損失成分を与え、共振をダンピング

するといったことが有効です［7］。損失を付与する方法は種々あ

りますが、パスコンのESR（等価直列抵抗，Equivalent Series 

Resistance）もその1つです。電解系のコンデンサは無意識のう

ちにそういった役目をしていることが多いと思います。最近では、

セラミックコンデンサでも、Controlled ESR Capacitorと称す

るものが登場し、その一翼を担っています（後章参照）。ちなみに、

これらのコンデンサは、スイッチング電源などのフィードバックを

有する回路での共振抑制にも役立っています。

　また基板共振は、そのGNDに乗ったノイズが他の回路、例えば、

同一基板上の別なICやケーブル（=アンテナ）に達したとき、コモ

ンモードノイズ＊3として影響するので、伝達経路としても要注意で

す（PI→SI）。

　最近はIC自体からの放射も話題になっています［16］。ICは基板

の中で少なくない面積をとっていますので、影響は見逃せません。

図7　シールドの効果
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（b）隙間なし
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＊3　 一般に、コモンモードは帰路が遠くにあるため、ループ面積が大きくなり
がちで、放射ノイズの主要因とされています［3］。
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その下地となっています。また周波数が高いので、寄生成分＊2や共

振が顕在化し、原因をわかりにくくしています。とは言え、いくつ

かの鉄則は存在します。以下では、①ノイズ発生源、②伝達経路、

③アンテナ（放射ノイズの場合）に分けて、解説します。

●ノイズ発生源での対策
　ノイズは発生させなければ、それに越したことはないのですが、

なかなかそうはいかないのが常です。あるものにとっては有益な信

号でも、別なものにとってはノイズとなることだってあります。で

すので、次善の策として、発生源のそばで対策するということにな

ります。その手法は次項（伝達経路）に列挙しています。

　それ以外で、発生源として行なう対策に、スペクトラム拡散クロ

ック（SSC）という手法が挙げられます。これは回路動作に影響

がない程度に、わざとジッタを持たせたデジタル信号を扱うという

ものです（図3）。ジッタのおかげで信号スペクトラムに幅を生じ、

単一周波数への集中が緩和されます。もちろんノイズの総量として

減っているわけではないのですが、特定の周波数が問題となってい

るのであれば、それはやわらぎます。

●伝達経路での対策
　伝達経路で行なう対策としては、いわゆるパターンニング、グラ

ンディング、フィルタリング、シールディングといったEMC設計

の4大要素が挙げられます。

　パターンやグランド（GND）の課題は、多くの場合、平行配線

が長いとクロストークが増加する、高速回路では特性インピーダ

ンスのコントロールと適切な終端をしなければ反射が生じる、適

切な帰路が確保されていないと信号が乱れるなど、EMCの問題で

あると同時にSI（Signal Integrity, 信号品質）の問題でもありま

す。これらはプリント基板設計そのものと言っても過言ではありま

せん。例えば、図4のように配線が表面から裏面へビアで抜けてい

く場合、帰路もそれに追従する必要があります。GNDどうしのよ

うに同電位で良いならばビアで、電源とGNDのように異電位であ

ればコンデンサ（AC結合）などで帰路をつなげるといった処置が

なされます［6］。それを怠ると、信号が劣化するだけでなく、ビア

部分を通った信号が電源やGND面を励振し、電源品質（PI=Power 

Integrity）に影響を及ぼす場合があります（SI→PI）。

　SIの問題と同じぐらい、あるいはそれ以上に大切なのがPIの問題

です。デジタルICのクロック周波数もGHzオーダーに達するもの

があり、従来のように0.1μFのパスコン（バイパスコンデンサ）を

無造作に置いておけば済むといったことが通用しなくなってきたか

らです。とは言っても、「ICの直近にパスコンを配置する」といっ

た基本的なことは変わりありません［7］。最近ではICやインターポ

ーザ、プリント基板に内蔵するケースもあります。そのようなパス

コンは、ICから出たノイズを局在化させる（裏返せばICに電圧を

供給する）役割を担っています。別名、デカップリングコンデンサ

（decouple=減結合）と言われるゆえんです。静電容量値はICの規

模などによるので、いくつが最適かは一概に言えませんが、ESL（等

価直列インダクタンス，Equivalent Series Inductance）はクロ

ックの高速化によって、より低いものが望まれる傾向にあります。

　一方、まったく別な手法ですが、EBG構造（Electro-magnetic 

Band Gap）と言われるものが、最近、PI対策として注目されて

います。繰り返し模様を施すなど、電源あるいはGND面に周期構

造を取り入れることにより（図5）、ある特定の周波数帯の電磁波の

伝搬を阻止しようというものです［8-10］。これは、導波管フィル

タなどで古くから使われていた手法を面に展開した、一種の帯域素

子フィルタと言えます（図6）。

　次にシールドについて考えてみます。金属シールドが電磁波を遮

断し、放射ノイズを低減するのは想像にかたくありません。しかし、

その効果も穴があいていると半減です。穴がスロットアンテナのよ

図3　スペクトラム拡散とは
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＊2　 回路図に明示されていないリアクタンスなど。例えばコンデンサのESLや
パターン間の結合（図2）。
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その下地となっています。また周波数が高いので、寄生成分＊2や共

振が顕在化し、原因をわかりにくくしています。とは言え、いくつ

かの鉄則は存在します。以下では、①ノイズ発生源、②伝達経路、

③アンテナ（放射ノイズの場合）に分けて、解説します。

●ノイズ発生源での対策
　ノイズは発生させなければ、それに越したことはないのですが、

なかなかそうはいかないのが常です。あるものにとっては有益な信

号でも、別なものにとってはノイズとなることだってあります。で

すので、次善の策として、発生源のそばで対策するということにな

ります。その手法は次項（伝達経路）に列挙しています。

　それ以外で、発生源として行なう対策に、スペクトラム拡散クロ

ック（SSC）という手法が挙げられます。これは回路動作に影響

がない程度に、わざとジッタを持たせたデジタル信号を扱うという

ものです（図3）。ジッタのおかげで信号スペクトラムに幅を生じ、

単一周波数への集中が緩和されます。もちろんノイズの総量として

減っているわけではないのですが、特定の周波数が問題となってい

るのであれば、それはやわらぎます。

●伝達経路での対策
　伝達経路で行なう対策としては、いわゆるパターンニング、グラ

ンディング、フィルタリング、シールディングといったEMC設計

の4大要素が挙げられます。

　パターンやグランド（GND）の課題は、多くの場合、平行配線

が長いとクロストークが増加する、高速回路では特性インピーダ

ンスのコントロールと適切な終端をしなければ反射が生じる、適

切な帰路が確保されていないと信号が乱れるなど、EMCの問題で

あると同時にSI（Signal Integrity, 信号品質）の問題でもありま

す。これらはプリント基板設計そのものと言っても過言ではありま

せん。例えば、図4のように配線が表面から裏面へビアで抜けてい

く場合、帰路もそれに追従する必要があります。GNDどうしのよ

うに同電位で良いならばビアで、電源とGNDのように異電位であ

ればコンデンサ（AC結合）などで帰路をつなげるといった処置が

なされます［6］。それを怠ると、信号が劣化するだけでなく、ビア

部分を通った信号が電源やGND面を励振し、電源品質（PI=Power 

Integrity）に影響を及ぼす場合があります（SI→PI）。

　SIの問題と同じぐらい、あるいはそれ以上に大切なのがPIの問題

です。デジタルICのクロック周波数もGHzオーダーに達するもの

があり、従来のように0.1μFのパスコン（バイパスコンデンサ）を

無造作に置いておけば済むといったことが通用しなくなってきたか

らです。とは言っても、「ICの直近にパスコンを配置する」といっ

た基本的なことは変わりありません［7］。最近ではICやインターポ

ーザ、プリント基板に内蔵するケースもあります。そのようなパス

コンは、ICから出たノイズを局在化させる（裏返せばICに電圧を

供給する）役割を担っています。別名、デカップリングコンデンサ
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●差動伝送
　ここ数年、デジタル信号の伝送方式として、差動伝送（平衡伝送

とも言う）が注目を集めています。差動伝送方式は古くからあった

技術ですが、クロックの高速化とともにクローズアップされてきま

した（図8）。

　通常のデータ伝送は、送信端と受信端を一本の線（帰路も一本必

要なので行き帰りで合計2本必要）で結び、High/Lowの電圧を送

ります。それに対して、差動伝送は、二本の線（帰路が一本必要な

ので合計3本）を使い、High/Lowの電圧とその逆でLow/Highの

電圧の2種類を伝送するものです（図9参照）。

　そして受信側では、その差だけを検出します。差だけを見ている

ので、情報量としては一本線のときと同じになってしまい、一見す

ると、線路を増やした分もったいなく感じますが、そこに差動伝送

の強みが隠されています［17］。差動伝送で使われる二本の線路は、

一般に近くに存在する（ケーブルではツイストペア線になっている

ことが多い）ので、外来ノイズが来たとき、それらの線路に誘起さ

れるノイズはほぼ同じ大きさになります（図10）。従って、受信端

ではそういったノイズの影響を受けません。だから振幅を小さくし

ても安心して信号を送ることができるのです。一方、ノイズの放射

という観点からも差動伝送は有効です。差動伝送では、電流は近接

した二本の線を往復するため、遠方から見た場合、それらが相殺し

てほとんど電流が流れていないように見えます。また振幅が小さい

こと（二本線なので基本的に半分で済みますし、外来ノイズに強い

のでその分低減できます）もノイズには有利に働きます。

　このようにノイズに強い（出さない、受けない）差動伝送方式、

これも一種のEMC設計と言えます。しかし、そのような差動伝送

も完璧ではありません。回路系に非対称性因子（信号や配線、部品

などのいずれか）が存在すると、差動信号の一部がコモンモードに

転換されるからです［18，19］。その影響は、信号のスキューや振

幅バラツキなどとして表われます（SI）し、ひいてはEMCの問題

にもなります。そのようなコモンモード成分を抑制するのがコモン

モードフィルタ（CMF）の役目です。CMFは差動信号を素通りさ

せる一方、コモンモードを減衰させる作用があり、適切に使うこと

で、上記問題をクリアできます［20］。高速インタフェースの対策

については後章をご参照ください。

図9　 信号伝送の方式
（a） 通常の伝送

（b） 差動伝送
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