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■フィルタとしてのEMC対策部品
　EMC対策部品というのは、読んで字のごとく、EMC対策（ノ

イズ対策）に使う電子部品のことです。実体は、図1に挙げたよう

なコンデンサやフィルタなどの部品ですが、それらの総称として

「EMC対策部品」という名称が使われます。ですので、EMC対策

部品という特定の物が存在するわけではありません。また、EMC

対策部品の中には、コンデンサやコイルなどEMC対策以外にも使

われる、いわゆる汎用部品もありますが、多くはEMC対策専用の

部品です。図に載っている部品以外にも、ダンピング抵抗やクラン

プダイオードなども広い意味ではEMC対策部品と言えますが、む

しろSI（Signal Integrity）的な役割が主なので、ここでは省きま

した。

　さて、これらのEMC対策部品の作用は、総じて言えば、必要な

信号（情報）と不必要な信号（ノイズ）を分離するための ｢フィル

タ｣ と考えられます。フィルタですので、何かの違いに着目して分

けるのですが、その着目点ごとに部品を分類してみましょう。

●周波数で分離する
　一般にノイズは周波数成分が高い［1］ので、そういった性質を

利用して分離することができます（図2）。この場合のEMC対策部

品はLPF（Low Pass Filter）と言えるでしょう。図1の中ではコ

イル、ビーズ、コンデンサ、3端子フィルタなどがこれに分類され

ます。LPFですので、コイルやビーズは回路に直列（series）に、

コンデンサは回路に並列（shunt）に挿入して使います。より急峻

1 EMC対策部品とはどのようなものか

図1　各種EMC対策部品
（1）周波数で分離するタイプ
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図2　周波数でノイズを分離するタイプ
（a）EMC対策部品なし
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　以下ではインピーダンスについて概説します。Sパラメータにつ

いては章を改めて解説します。

■インピーダンス
　周波数で分離するタイプの部品は、インピーダンスの周波数特性

が重要です。ノイズの周波数と（必要な）信号の周波数で、インピ

ーダンスがどう違うかを見ます（図4（a））。

　その際、インピーダンスの絶対値 も大事ですが、

ビーズなどの損失性の部品では、その内わけ（RとXの割り合い）

にも注意が必要です。｢内わけ｣ は周波数によって変わりますが、

そのパターンはほぼ材料固有のもの（透磁率の周波数特性）と思っ

ても良いでしょう。ですので、ビーズに使われている磁性材料（製

品のシリーズ）の選択が鍵となります。リンギングを抑制したい場

合などは比較的低周波から損失性になるものを選ぶと良いでしょう

し、高速性を重視するのであれば、そうでないものを選ぶ必要があ

ります。

　一方、損失が少ない部品であれば、その性能はリアクタンスX（あ

るいはサセプタンスB）で特性付けられますが、それを角周波数ω

で除した値、すなわち、コイルであればインダクタンスL、コンデ

ンサであれば静電容量Cが良く使われます。これらの値は周波数に

よらずほぼ一定なので、グラフではなく数値（何nHとか何pFとか）

で表現できる利点があります。ただし、どちらの部品も自己共振（容

量性だったものが誘導性になる。あるいはその逆）があるので、高

い周波数を扱うのであれば、やはりインピーダンス（の周波数特性）

に戻って考える必要があります。コンデンサではESLを自己共振

の指標として用いることもあります。

　振幅で分離するタイプの部品では、インピーダンスの電圧あるい

は電流特性（周波数特性ではなく）が重要です。しかし、バリスタ

などでは｢電圧 vs．電流｣でグラフ表示するのが慣例です（図4（b））。

その場合は、グラフの傾きがインピーダンス（抵抗）になっています。

　前節ではEMC対策部品の評価方法を見てきましたが、本節では、

それを使って部品を選定する際の注意点をいくつか考えてみます。

EMC対策部品が効くかどうかは、部品の特性そのもの以外に、

　①終端条件

　②実装位置、実装状態

　③ 放射ノイズであれば、その放射機構（どこからどのように放

射されているか）

　④周囲の環境：熱結合、磁気結合など

などが関係しています。ですから、いくら性能が良いものを使って

も、効果を発揮するかどうかは使い方次第とも言えます。ここでは

①と②を取り上げます。

①終端条件

　インピーダンスやSパラメータという評価パラメータは以下のよ

うな性質があります。

▶ インピーダンスは部品単体（GNDから充分離れているという前

提で）の特性を表わしています。ですので、それが効くかどう

かは終端インピーダンスとの相対評価となります。つまり、何

Ω以上なら良くて、何Ω以下なら悪いといった絶対的な判断は

できないわけです。しかし、次のような傾向は知っておくと便

利です。高インピーダンス環境下では、shuntにコンデンサを

入れると効果的です＊3。効果的というのはseriesにコイルを入

れて同じような効果を得るには、かなり大きなインダクタンス

値が必要となるということです。逆に、低インピーダンス環境

下では、seriesにコイルを入れた方が効果的です。また低周波

で使うならば比較的定数（L値、C値）の大きな物が必要となり

ます。そのため、形状も大きくなる傾向があります。高周波で

はその逆です。

▶ それに対して、Sパラメータは終端条件が考慮されています。

し か し、 通 常 は50Ωと い う 純 抵 抗 終 端 の と き の 特 性 で す

（CISPR17：1981やMIL-STD-220B：2000）。もちろん、現実に

はずばり50Ω終端ということは少ない＊4でしょうし、またリアク

タンス成分も存在します。

3 EMC対策部品選定時の注意点R2＋X2=｜Z｜

図4　インピーダンス特性
（a）ビーズの例

（b）バリスタの例

信号の帯域では
低インピーダンス

ノイズの帯域では
高インピーダンス

X R
｜Z｜

低電圧では高抵抗

高電圧では低抵抗

＊3　 ここでの話は抵抗終端を想定している。そうででない場合は後述。
＊4　 差動伝送などの整合回路はその少ないものの1つで、Sパラメータの値その

ものが回路の挙動を表わしています。従って、例えば、高速差動伝送用の
CMFでは、ディファレンシャルモードのカットオフ周波数（|Sdd21|=-3dBに
なる周波数）が十分高く、また特性インピーダンスZ0dが整合しているとい
ったことが重要な指標となっています。
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な減衰特性を得るため、コイルやビーズとコンデンサを組み合わせ

3端子フィルタを構成したり、抵抗とコンデンサ（両者とも安価）

を組み合わせRCフィルタを構成したり、という使い方もなされま

す。コンデンサ（Xコン、Yコン）とコモンモードフィルタ（とき

にはコイルも）を組み合わせたAC電源ライン用フィルタもその1つ

です。

　コイルとビーズには明確な線引きはありませんが、高周波帯で損

失的になるのがビーズです。EMC対策には損失性が有利に作用す

る（エネルギーを吸収するとか）ことが多いので、好んで使われま

す。一方、コイルは高いインダクタンスが得られますので、比較的

低周波で、絶対値が必要な個所に用いられます。

●モードで分離する
　ノイズと情報（必要な信号）で伝搬モードが違う場合、そのモー

ドの違いによって分離することが可能です。例えば、差動伝送では

必要な信号はディファレンシャルモードに乗っており、コモンモー

ドは不必要な成分であることが普通です（規格によってはコモン

モードに情報を乗せる場合もありますが）。コモンモードフィルタ

（CMF＝Common Mode Filter）やフェライトコア＊1（含クラン

プフィルタ）、および伝送トランス＊2は、そういったコモンモード

成分を抑制するための部品です。磁気結合をうまく利用し、ディファ

レンシャルモードには影響を与えず、コモンモードだけに作用する

よう工夫されています。これらの部品は回路に直列に挿入します。

●振幅で分離する
　バリスタやツェナーダイオードは振幅の小さいうちは何も作用し

ないのですが、大電圧（ノイズ）が来ると桁違いに低抵抗に変身し、

それらを逃がすという働きがあります。静電気などの突発性のノイ

ズに対して、効果を発揮します。これらの部品は回路に並列に入れ

ます。

■機能面以外での分類
　以上は作用面から見た分類でしたが、EMC対策部品としては、

後付けが効くかどうかというのも重要な視点です。クランプフィ

ルタや磁性シートなどはそういった面で重宝に使われています。

ビーズやCMFなどの電子部品もランドをあらかじめ設けておけば

（EMC対策部品を使わない場合はジャンパー線でつなぐ）、いざと

いうときに使えます。

　またGNDを要するかどうかという点も大切です。3端子フィルタ

はGND端子を有していますので、性能を十分発揮するためには、

最短で接地する必要があります。コンデンサやバリスタ、ツェナ

ーダイオードもshuntで使う場合は同様にGNDが必要となります。

また伝送トランスも中間タップのあるタイプでは、間接的ですが、

GNDを使う場合が多いと思います。

　ここでは、紙面の都合上、個々の部品についての説明は省きまし

た。より詳しい情報は、後章あるいは文献［2‒5］などを参考にし

てください。

■評価パラメータ

　EMC対策部品はどう効くのでしょうか。本節では評価方法につ

いて考えてみます。

　2端子部品の場合は、図3（a）のように端子間のインピーダンス

で特性を表現できます。端子が3つ以上でも、それらを適当につな

ぎ2端子にすればインピーダンスで特性付けることが可能です。コ

モンモードフィルタ（CMF）などはそうです。つなぎ方の種類を

変え、何種類かのインピーダンスの組で特性を表現します（図3

（b））。

　グランド（GND）を要する部品はインピーダンスでは特性を表

現しにくいので、Sパラメータが使われます。図1の中では3端子

フィルタがそれに相当します（図3（c））。3端子フィルタ以外の部

品でも、適当にGNDを設ければ、Sパラメータで特性を表現でき

ます。その際、部品の配置については注意が必要です。ビーズや

CMFなどコイル系の部品はseriesに、コンデンサはshuntに置い

て（図3（c）の3端子フィルタでCあるいはLを取り去った状態）測

ります。

2 EMC対策部品の評価方法

＊1　 フェライトコアはいわば半製品で、導線（ケーブルなど）を通すと、CMF
あるいはビーズとなります。

＊2　 伝送トランスの役目はコモンモードの抑制というよりは、むしろ絶縁と捉
えるべきでしょう。トランスは電気エネルギーをいったん磁気エネルギー
に換え、また電気エネルギーに戻すという構成になっており、電気的なパ
スが途切れます。

図3　EMC対策部品の評価パラメータ
（a）2端子部品はインピーダンスで評価する
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（b）CMFは平衡/不平衡インピーダンスで評価する

（c）3端子フィルタはSパラメータで評価する
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ルタや磁性シートなどはそういった面で重宝に使われています。

ビーズやCMFなどの電子部品もランドをあらかじめ設けておけば

（EMC対策部品を使わない場合はジャンパー線でつなぐ）、いざと

いうときに使えます。

　またGNDを要するかどうかという点も大切です。3端子フィルタ

はGND端子を有していますので、性能を十分発揮するためには、

最短で接地する必要があります。コンデンサやバリスタ、ツェナ

ーダイオードもshuntで使う場合は同様にGNDが必要となります。

また伝送トランスも中間タップのあるタイプでは、間接的ですが、

GNDを使う場合が多いと思います。

　ここでは、紙面の都合上、個々の部品についての説明は省きまし

た。より詳しい情報は、後章あるいは文献［2‒5］などを参考にし

てください。

■評価パラメータ

　EMC対策部品はどう効くのでしょうか。本節では評価方法につ

いて考えてみます。

　2端子部品の場合は、図3（a）のように端子間のインピーダンス

で特性を表現できます。端子が3つ以上でも、それらを適当につな

ぎ2端子にすればインピーダンスで特性付けることが可能です。コ

モンモードフィルタ（CMF）などはそうです。つなぎ方の種類を

変え、何種類かのインピーダンスの組で特性を表現します（図3

（b））。

　グランド（GND）を要する部品はインピーダンスでは特性を表

現しにくいので、Sパラメータが使われます。図1の中では3端子

フィルタがそれに相当します（図3（c））。3端子フィルタ以外の部

品でも、適当にGNDを設ければ、Sパラメータで特性を表現でき

ます。その際、部品の配置については注意が必要です。ビーズや

CMFなどコイル系の部品はseriesに、コンデンサはshuntに置い

て（図3（c）の3端子フィルタでCあるいはLを取り去った状態）測

ります。

2 EMC対策部品の評価方法

＊1　 フェライトコアはいわば半製品で、導線（ケーブルなど）を通すと、CMF
あるいはビーズとなります。

＊2　 伝送トランスの役目はコモンモードの抑制というよりは、むしろ絶縁と捉
えるべきでしょう。トランスは電気エネルギーをいったん磁気エネルギー
に換え、また電気エネルギーに戻すという構成になっており、電気的なパ
スが途切れます。

図3　EMC対策部品の評価パラメータ
（a）2端子部品はインピーダンスで評価する

V
I I

Z=V/I

（b）CMFは平衡/不平衡インピーダンスで評価する

（c）3端子フィルタはSパラメータで評価する

ZU

Zb

3端子フィルタ
（T型の例）

S22S21
S12S11

S＝
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　それでは、どうすればノイズに対する効果を直接測る事ができる

のでしょうか。もし、抵抗性の終端でよければ、50ΩのときのSパ

ラメータから50Ω以外のSパラメータを計算することができます。

ですので、それを使えば、任意の（抵抗性の）終端に対する減衰効

果を見積もることができます。具体的な計算方法については、Sパ

ラメータの章をご参照ください。

　終端が抵抗性でないならば、もはや実使用条件で検証するしかな

いと思います。もちろん、現物をはんだ付けして観測すれば間違い

ないのですが、回路シミュレーションでもある程度つかめるでしょ

う（その際インピーダンスやSパラメータ＊5の情報が使われます）。

　図5はTDKが無償提供しているソフト ｢SEAT｣ を使ってEMC対

策部品の効果を簡易シミュレーションしたものです。｢入出力にリ

アクタンス成分があるため、50Ω系のSパラメータから期待される

ような減衰効果は得られていない｣ という例になっています。その

ような場合は、試行錯誤が容易というシミュレーションの特長を生

かし、最適部品を絞り込むことも可能です。

②実装位置、実装状態

　EMC対策部品はノイズの発生個所に入れるが基本です。その方

が予想通りの効果が得られやすいですし［6］、また途中の経路が無

い分、ノイズが拡散してしまう危険性が減ります。バリスタなどの

静電気対策部品も、なるべく侵入経路の近くに配置するのが肝要で

す。

　また部品の入出力の位置関係やGNDの取り方なども特性に影響

を与えます。入出力を近づけないこと、GNDには最短で落とすこ

となどは鉄則です。
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図5　不適切な部品を挿入すると波形が乱れるという例
（a）Sパラメータ

（b）｢SEAT｣ での簡易シミュレーション

｜S11｜

｜S21｜

50Ω系であれば、10MHz～1GHzの信号を10dB以上減衰できる

条件設定画面

700MHz付近の信号は逆に増幅している


