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あらまし LSI の Core 回路用電源供給系の高周波電流をシミュレーションするための EMC マクロモデルと
して LECCS-core モデルと呼ぶ電源系デバイスモデルを開発している．これまで，電源端子を複数もつ LSI に
関しては，直流抵抗の大小に応じてブロック分けを行い，ブロックごとにモデル化してきたが，本論文では電源
端子を複数もつマイクロコントローラを対象とし，Core 用電源端子と I/O 用電源端子が高周波において結合し
ていることを実測により示し，この結合を含んだ 3 ポートの LECCS-core モデルを提案する．また，このモデ
ルを用いて，I/O 用電源端子の条件の違い（バイパスコンデンサの有無）による Core 用電源端子間の伝達イン
ピーダンス変化がシミュレーション可能となることを示す．更に，等価回路の構築に用いた Symbolic Analysis，
及び，インピーダンスの絶対値・位相両方を考慮して等価回路の各回路素子の値を決定する方法についても示す．
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1. ま え が き

近年，ディジタル機器は高機能化・複合化が進み，そ

れに伴い機器内の LSI動作の高速化が進んでいる．そ

の結果，LSIの電源系高周波電流により発生する EMI

が大きな問題となっている．EMI問題は機器開発の下

流工程で顕在化するため，いったん問題が発生すると

工程の後戻りが大きく，開発期間・コストの増大につ

ながる．これを回避するには，設計の段階から EMI発

生の主要因である電源系高周波電流をシミュレーショ

ンし，EMIの発生を予測する必要がある．そこで，現

在，電源系高周波電流のシミュレーションに向けて，

LSIの電源・グランド電流の振舞いを表す EMCマク

ロモデルの開発・国際規格化がなされている [1]．
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我々は，EMC マクロモデルの一つとして，LSI の

内部を線形等価回路と等価内部電流源で表現する電

源系デバイスモデルを開発しており，これを LECCS

(Linear Equivalent Circuit and Current Sources)モ

デルと呼んでいる [2]～[5]．LECCSモデルは線形素子

のみで構成したモデルであり，SPICE モデルなどの

非線形素子を含むモデルに比べ，電源系高周波電流を

高速に解析することが可能という特徴をもつ．

一般に LSIは図 1 に示すようにCore部と I/O部に

分けられる．Core部は電源・グランドを除き，直接外

部回路とはつながっていない演算回路部であり，I/O

部はデータ送受信のため外部回路と接続している入出

力回路部である．これら二つの回路部のそれぞれで，

トランジスタのスイッチング動作に起因して，EMIの

原因となる電源系高周波電流が発生する．

これまで，このような複数の電源・グランド端子を

もつ LSIの LECCSモデルを構築する場合には以下の

ような手順でモデル化を行ってきた [2]．

（ 1） 供給電圧や電源端子名をもとに Core回路用
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図 1 LSI のマクロモデル
Fig. 1 Macro-model of an LSI.

図 2 Core 部の電源端子間の伝達インピーダンス変化
Fig. 2 Transfer impedance variation of a core block.

の電源端子と I/O回路用の電源端子を分ける．

（ 2） 直流抵抗値をもとに各回路用の電源・グラン

ド端子をブロック分けする．

（ 3） ブロックごとに LECCSモデルを構築する．

しかし，このようなモデル化手法では，各端子間に

高周波での結合があってもそれらを無視することとな

る．実際に，Core 部に属するある 2 本の電源端子間

の伝達インピーダンスが I/O部の電源にバイパスコン

デンサ（以下，パスコン）を付けたときに変化する様

子も観測されている（図 2）が，後述するように，こ

れまでのモデルではこの変化をシミュレーションする

ことはできない．

そこで本論文では，マイクロコントローラH8S/2623

を対象として，Core部と I/O部が高周波においてブ

ロック間結合していることを示し，ブロック間結合を考

慮した 3ポートの LECCS-coreモデル構造とその構築

方法を提案する．更に，その 3ポートの LECCS-core

モデルを用いることで，I/O 部の電源端子に付加し

たパスコンによる Core部の電源端子から観測される

LSI内部のインピーダンス変化をシミュレーションす

ることが可能となることを示す．

3ポートの LECCS-coreモデルの構築では等価回路

の構造を決定し，Symbolic Analysis [6], [7]と呼ぶ手

法を用いて等価回路の Zパラメータを回路素子の値を

変数とした数式で抽出し，インピーダンスの絶対値・

位相両方を考慮して回路素子の最適値を求めている．

当初提案された LECCSモデルでは RLC直列回路を

複数並列に接続した形で等価回路を表現しており，等

価回路の各回路素子の値の最適化方法としてインピー

ダンスの絶対値を用いるアルゴリズムが提案されてい

る [8]．このアルゴリズムは以下の手順で回路素子の値

の最適化を図るものであり，本手法により，非常に短

時間で最適値が求められている．

（ 1） インピーダンスの絶対値の周波数特性から極

小値を谷として谷の数と周波数を求める．

（ 2） 谷の数から RLC直列回路の段数を決定する．

（ 3） 谷の周波数から RLCの初期値を決定する．

（ 4） 局所探索法により RLCの値を改善する．

しかし，提案されている方法ではインピーダンスの絶

対値のみを考慮しており，位相までは考慮していない．

また，1ポートのインピーダンスを対象としたもので

ある．このため，位相を考慮した 3ポートモデルの等

価回路構築には適用できない．

2. 多電源ピンLSIのLECCS-core従来
モデル

今回モデル化対象とした DUT (H8S/2623)のパッ

ケージは 100pin の QFP であり，その中の電源とグ

ランド端子の名称と端子番号を表 1 に示す．三つの電

源系 (Core：3.3 V，I/O：5.0 V，Analog：5.0 V) を

もち，かつ，それぞれの電源系の中で異なる複数の電

源・グランド端子ペアをもつことがこの DUTの特徴

である．なお，各電源端子に対応するグランド端子は

端子位置を考慮して選定している．

表 1 より，本 DUTの電源端子数は Core電源：3，

I/O電源：4，Analog電源：2の 9端子であるが，Ana-

logの VREF端子は参照電位供給用端子なのでほとん

ど電流は流れないため対象外とし，8組の電源・グラ

ンド端子ペアをもつと考えても問題はない．

これらの電源端子のうち Core 用電源の core1 と

core3は電源・グランドともに低抵抗で結線されてい

る．そのため，これまでは core1 と core3 は図 3 に
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表 1 DUT の電源・グランド端子
Table 1 Power and ground terminals of DUT.

電源種類 ブロック名 端子名（端子番号）
core1 VCC (6), VSS (8)

Core (3.3V) core2 (PLL) PLLVCC (59), PLLVSS (57)

core3 VCC (63), VSS (65)

I/O 1 PVCC1 (17), VSS (15)

I/O (5V) I/O 2 PVCC2 (39), VSS (37)

I/O 3 PVCC3 (52), VSS (54)

I/O 4 PVCC4 (97), VSS (95)

Analog (5V) analog VREF (77), AVSS (94)

AVCC (76), AVSS (94)

図 3 H8S/2623 の従来の LECCS モデル
Fig. 3 Conventional LECCS model for H8S/2623.

示すように 2ポートの LECCS-coreモデルで表され，

その他の電源については 1 ポートの LECCS-core モ

デルとして表されていた [3], [4]．文献 [3]では LSIを

実装する基板上の配線のインダクタンスと浮遊容量を

シミュレーション時に考慮することで，このモデルを

用いてインピーダンス特性を精度良くシミュレーショ

ンすることが可能であることが示されている．また，

文献 [4]では core1，core3を低抵抗で接続し一つのブ

ロックとしたモデルを用い，core1にパスコンを付け

た場合の電源電流スペクトルを精度良くシミュレー

ション可能であることが示されている．しかし，これ

らの文献ではインピーダンスの位相は考慮されておら

ず，また，core1・core3と I/O1は分離してモデル化

されているため，図 2 に示すような I/O 用電源端子

の状態の違いによる Core用電源インピーダンスの変

化は再現できない．

3. Sパラメータによるブロック間結合確認

前に述べたように，これまで LECCS-coreモデルを

構築する際には LSIの各電源端子間の直流抵抗値を測

定し，直流抵抗値をもとに内部を複数のインピーダン

スブロックに分割していた．しかし，それでは寄生イ

図 4 S パラメータ測定基板
Fig. 4 Test board for S parameter measurement.

ンピーダンスによる高周波でのブロック間結合を無視

した形でモデル化を行うことになる．そこで高周波で

のブロック間結合の有無を確認し，ブロック間の結合

を含めたモデルを構築するため DUTの多ポート Sパ

ラメータ測定を行った．DUTの Sパラメータ測定に

用いた基板を図 4 に示す．本基板は 4 層基板であり，

第 1，4層は配線層，第 2層はグランド層，第 3層は

電源配線層となっている．第 1層には DUTのみを実

装し，他の部品は第 4層に実装している．測定器接続

用の SMA コネクタと DUT は第 1 層を用いて 50 Ω

のマイクロストリップラインで接続している．この基

板に部品を実装し，ネットワークアナライザ (Agilent

E5071C) を用いて S パラメータ測定を行った．測定

時には，測定対象以外のポートは 50 Ω で終端すると

ともに，基板上の SMAコネクタから DUTの電源端
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子までの 50 Ω 線路の電気長を算出し，ネットワーク

アナライザのポートエクステンション機能を用いて線

路の影響を取り除いている．図 5，図 6 に DUT未実

装状態でのポートエクステンション機能使用前後での

SI/O1−core1と Score1−core1（位相）の測定結果を示す．

図 5 より，基板上で I/O1-core1間に不要な結合は存

在しないことが確認できる．また，図 6 よりポートエ

クステンション機能により，1 GHz まで 50Ω 線路の

影響が取り除けていることが確認できる．

図 7 に core1-core3間の伝達特性の測定結果を示す．

なお，Score3−core1については Score1−core3と相反性が

あり，ほぼ同一であるため省略している．また，図 8

に core1 と I/O1 間，及び，core3 と I/O1 間の伝達

特性の測定結果を示す．

図 7 において Score1−core3 を見ると，低周波領域

図 5 50Ω 線路間の伝達特性
Fig. 5 Transfer characteristics between the

micro-strip lines.

図 6 50Ω 線路の反射特性（位相）
Fig. 6 Reflection characteristics of the micro-strip

line.

（20MHz以下）では Score1−core3 が大きく結合は強い

が，高周波領域（30 MHz以上）においてはScore1−core3

は小さく結合も弱い．一方，図 8の SI/O1−core1を見る

と，Score1−core3とは逆に，周波数が低い領域では結合

が弱く，周波数が高い領域では結合が強くなっている．

ここで，5%（Sパラメータの値が −26 dB）以上を電

源供給回路間の結合を考慮すべき基準とすると，図 7，

図 8 より，core1は 30 MHz以下では core3と強く結

合しているが，140～340 MHz の間ではむしろ I/O1

と結合しているといえる．これは文献 [4] で core1 に

パスコンを付けた場合に core3 の電流スペクトルが

30MHz以下では大きく変化したのに対し，それ以上の

周波数帯ではほとんど変化が見られなかったこととも

よく一致する．また，570MHz以上では Score1−core3

で見られる共振と同等の共振が SI/O1−core1 にも多数

図 7 core1-core3 間の伝達特性
Fig. 7 Transfer characteristics of the core block.

図 8 I/O1-core1，I/O1-core3 間の伝達特性
Fig. 8 Transfer characteristics between I/O1 and the

core block.
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図 9 寄生結合を考慮した LECCS-core モデル
Fig. 9 LECCS-core model with the coupling to the

I/O1 block.

図 10 I/O2-core1，I/O2-core3 間の伝達特性
Fig. 10 Transfer characteristics between I/O2 and

the core block.

見られ，これらは寄生結合によるものと思われる．こ

れらの Sパラメータ測定結果から，高周波においては

core1-core3 間の結合より，I/O1 と core1 間，I/O1

と core3間の結合をより重視すべきと考えられる．こ

のため，Core部と I/O1部とのブロック間結合を考慮

し，H8S/2623 の LECCS-core モデルは図 9 で示す

ように core1-core3と I/O1間に LSI内部で結合した

モデルとすべきであるといえる．

I/O1 と同様に，I/O2 に関して core1，core3 との

伝達特性の測定結果を図 10 に示す．I/O1と同様に周

波数が高い領域において I/O2への結合が見られるが，

I/O1に比べて若干結合が弱いことから，まずは I/O1

のみの結合を考慮してモデル化を行うこととした．

4. ブロック間結合を考慮した LECCS-
coreモデルの検討

ここでは core1-core3 と I/O1 間のブロック間結合

を含めた 3 ポートの LECCS-core モデルの構築につ

いて示す．手順は以下のとおりである．

図 11 Z パラメータの絶対値
Fig. 11 Magnitude of measured impedance.

図 12 Z パラメータの位相
Fig. 12 Phase of measured impedance.

Step1 Sパラメータを Zパラメータに変換

Step2 Zパラメータから等価回路構造を設定

Step3 Symbolic Analysis により各回路素子の値を

変数としたインピーダンスの式を抽出

Step4 等価回路の各回路素子の値を最適化

Step5 構築したモデルの精度検証

4. 1 S-Z 変 換

core1-core3，core1-I/O1，core3-I/O1 それぞれに

ついて測定した Sパラメータを以下の式に従い Zパラ

メータへの変換を行った．変換後の各 Zパラメータの

絶対値と位相をそれぞれ図 11，図 12 に示す．

[Z] = [
√

Z0]([E] + [S])([E] − [S])−1[
√

Z0] (1)

[
√

Z0] =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

√
Z01 0 · · · 0

0
√

Z02 · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · ·
√

Z0N

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
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[E]：単位行列

なお，N はポート数であり，本論文では N = 3 で

ある．

4. 2 等価回路構造の設定

今回のモデル構築では最初に等価回路の構造を定義

し，その後に Symbolic Analysisにより等価回路のイ

ンピーダンスを各回路素子の値を変数とした式で抽出

し，最後に等価回路の各回路素子の値を Z パラメー

タに合うように最適化を行うため，等価回路の構造

をどのように定義するかが非常に重要となる．図 13

に本論文で定義した等価回路の構造を示す．この等価

回路では core1-GND1，core3-GND1，I/O1-GND2

の各端子ペアをそれぞれ core1，core3，I/O1ポート

と定義している．core1-core3 間が低周波数領域で結

合が強いことから，core1-core3（図 9 の Zcore13）に

関しては抵抗 (Rcore1，Rcore3) を介した T 型回路で

表し，図 9 の Inter-Block Coupling を抵抗 (RIBC1，

RIBC2)，キャパシタ (CIBC1，CIBC2)，相互インダク

タンス (MVCC，MGND)で表す構造としている．なお，

LSI内部では各電源・グランドが交互にリング配線さ

れていると予想し，寄生結合は core1-core3の電源と

I/O1のグランド，core1-core3のグランドと I/O1の

電源間に交差する形で設定している．また，パッケー

ジのリード部での誘導性結合を考慮し，電源端子部分，

図 13 等価回路の構造
Fig. 13 Configuration of equivalent circuit of 3-port

LECCS-core model.

グランド端子部分のそれぞれに相互インダクタンスが

発生していると想定している．

4. 3 Symbolic Analysisによるインピーダンス

の式の抽出

等価回路のインピーダンスの式の抽出に用いた Sym-

bolic Analysis では各回路素子の値を変数として，3

ポートの Zパラメータの各要素を複素周波数 sの式と

して導出する．s領域の式の導出には SAPWIN（注1）と

いうソフトを用いた．このとき，Zパラメータの各要

素は sと回路素子の値を用いて次のように表される．

Z(s) = f(s; Ccore, CI/O1, · · · , RG−core, RG−I/O1)

= f(s; μ) (2)

μ =
(
Ccore, · · · , RG−I/O1

)T
, μ ∈ R

nµ (3)

ただし，nµ は回路素子の次元であり，nµ ∈ Nである．

Z(s)を 3ポートの Zパラメータの要素で表すと以下

のようになる．

Zmn(s) =
A

(0)
mn + · · · + A

(5)
mn · s5

B
(1)
mn · s + · · · + B

(4)
mn · s4

(m, n = 1, 2, 3) (4)

ここで係数について，例えば A
(0)
11 ～A

(5)
11 ，B

(1)
11 ～B

(4)
11

は以下のように求まる．
⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

A
(0)
11 = CIBC1 + CI/O1

A
(1)
11 = Ccore

(
CI/O1 + CIBC2

)

× (RG−core + Rcore1)

+ CIBC1

(
CI/O1 + CIBC2

)

×
(
RG−I/O1 + RIBC1 + Rcore1

)

+ CI/O1CIBC2

(
RG−I/O1 + RIBC2 + RG−core

)
...

B
(1)
11 = (Ccore + CIBC1)

(
CI/O1 + CIBC2

)
...

これに，ある周波数 ωi に関して s = jωi を代入する

ことで，周波数 ωi における Zパラメータを得る．

Zmn(jωi) =
A

(0)
mn + · · · + A

(5)
mn · (jωi)

5

B
(1)
mn · (jωi) + · · · + B

(4)
mn · (jωi)4

(5)

（注1）：http://cirlab.det.unifi.it/Sapwin よりダウンロード可能なフ
リーウェアである．
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表 2 回路素子の値
Table 2 Derived impedance parameters of circuit

elements.

回路素子 値 回路素子 値
Rcore1 2.48Ω LI/O1 3.05 nH

Rcore3 2.47Ω LG−core 0.209 nH

RI/O1 3.09Ω LG−I/O1 1.97 nH

RG−core 0.0958Ω Ccore 1.99 nF

RG−I/O1 0.895Ω CI/O1 0.698 nF

RIBC1 0.0347Ω CIBC1 0.506 nF

RIBC2 0.001Ω CIBC2 0.001 nF

Lcore1 4.06 nH MVCC 0.145 nH

Lcore3 3.91 nH MGND 0.585 nH

4. 4 回路素子の値の最適化

4. 3で求めた Zパラメータを ζ(ωi)と表し，最適化

誤差を評価する関数 (Fval) をインピーダンスの絶対

値，位相両方を考慮して以下のように定義する．

Fval

=
∑

i

W (ωi)
{
log (Zmag(ωi)) − log (ζmag(ωi))

}2

+
∑

i

W (ωi)
{
Zpha(ωi) − ζpha(ωi)

}2
(6)

なお，W (ωi)は周波数 ωi に対する重み付け関数であ

り，回路素子の値決定の際に周波数に応じて変化する

結合の強度を反映するために設けたものである．

この誤差評価関数 Fval が最小となるように，式

(3) の各回路素子の値の最適化を行う．最適化には

MATLABの Optimization Toolboxで提供されてい

る lsqcurvefit()関数を用い，各回路素子の値それぞれ

の下限値・上限値と初期値，重み付け関数を与え，Fval

が最小値となる各回路素子の値を求めた．今回の最適

化では対象とする周波数を 10～500MHzとし，周波

数ごとの重み付け関数については図 7，図 8 に示した

Sパラメータの値が −26 dB以上の周波数に関しては

1.0，−26 dB以下の周波数については 0.5と設定した．

なお，一連の最適化を各回路素子の値の初期値を下限

値・上限値の間でランダムに変更しながら 25 回繰り

返し，25回の中で Fval が最小となる回路素子の値を

最終的な最適解とした．繰返し回数を 25 回としたの

はその繰返しの中で Fval の最小値がほぼ同程度とな

る場合が 2～3 回あり，そのときの各回路素子の値が

ほぼ同じ値であったためである．表 2 に最適化により

求められた各回路素子の値を示す．

4. 5 モデリング精度の検証

表 2 に示す値を用いてインピーダンスを求めた結果

図 14 インピーダンス（絶対値）の比較
Fig. 14 Comparison between simulated and mea-

sured magnitude of impedance characteris-

tics.

図 15 インピーダンス（位相）の比較
Fig. 15 Comparison between simulated and mea-

sured phase of impedance characteristics.

を図 14，図 15 に示す．絶対値・位相ともに 300 MHz

程度の周波数範囲まで実測値をほぼ再現できており，

250MHz付近の第 1の反共振も表すことができている．

5. I/O1の外部条件の違いによるCore用
電源の伝達特性変化の確認

前に述べたように，図 2 に示すとおり I/O1 の電

源にパスコンを付加することで core1-core3間の伝達

特性 Zcore3−core1 が変化することが実測で確認されて

いる．今回，外部条件を開放（パスコンなし）とし

て求めた 3 ポート LECCS-core モデルを用いてこの

core1-core3 間の伝達特性変化が再現可能かどうかシ

ミュレーションで確認を行った．

シミュレーションに用いた回路を図 16に示す．I/O1

の終端条件は実測に合わせてパスコンによる高周波
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図 16 シミュレーションモデル
Fig. 16 Simulation model for transfer characteristics

between Core1 and Core3.

図 17 Zcore3−core1 の比較
Fig. 17 Comparison of magnitude of impedance

Zcore3−core1 with and without bypass capac-

itor.

短絡とした．パスコンの等価回路の各回路素子の値は

Cpass = 0.01 μF，ESL = 1 nH，ESR = 0.01 Ωであ

り，その他の回路素子の値は表 2 のものを用いた．ま

た core1に付加した電流源は 1 Aで 10 MHz～1 GHz

までのサイン波とし，そのときの core3の電位を測定

することで Zcore3−core1 を求めた．

図 17 に I/O1の終端条件の違いによる Zcore3−core1

の変化を示す．実線がシミュレーション結果であり，

破線が実測結果である．これを見ると，パスコンなし・

ありで 250MHz 付近の反共振が 300 MHz 付近に移

動している実測結果をシミュレーションでも再現でき

ている．反共振の周波数が高域にずれたのは I/O1の

終端にパスコンを付加することで高周波短絡となり，

Core用電源側から見て，I/O1用電源側のインダクタ

ンス LI/O1 とグランドのインダクタンス LG−I/O1 が

並列になるため実効インダクタンスが小さくなったた

めと考えられる．このように I/O1を含めた 3ポート

LECCS-coreモデルによって I/O1の終端条件を含め

たシミュレーションが可能となった．

6. む す び

本論文では，8ビットマイコンを対象として，直流

的には絶縁されている Core 部と I/O 部の電源端子

間に高周波領域では寄生インピーダンスによる結合

が存在することを示し，それを考慮した 3 ポートの

LECCS-coreモデルを提案した．モデルの各回路素子

の値の最適化には新たに Symbolic Analysis，及び，

インピーダンスの絶対値・位相両方を考慮した最適化

手法を適用し，3 ポートの LECCS-core モデルが構

築できることを示した．今回は 3ポートのモデル化を

行ったが，本論文で示したモデル構築方法は 4ポート

以上の更に多ポートのモデル化にも適用可能である．

また，これまでの LECCS-core モデルは直流結線

情報をもとに構築しており，高周波でのブロック間結

合を無視していたため，I/O1 電源にパスコンを追加

した際に core1-core3部の伝達特性 Zcore3−core1 の反

共振周波数が 50MHz程度高域にシフトする現象をシ

ミュレーションすることは不可能であった．しかし，

本論文では，ブロック間結合として LSI 内部での R，

C による結合とパッケージリード部分での誘導性結

合の 2 通りの結合を考慮して構築した 3 ポートモデ

ルを用いることにより，この反共振周波数の高域への

シフトをシミュレーションで再現できることを確認し

た．今後は更に高い周波数までシミュレーション可能

な LECCS-coreモデルの構築に向けて，他のブロック

との結合も考慮に入れていく．
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