
 
 

 
 

大規模プリント基板の電源ノイズ解析 

Power Noise Analysis of Large Scale Printed Circuit Boards 

あらまし  

デジタル機器の動作周波数の高速化とLSI動作電圧の低電圧化に伴いLSI，パッケージ

（PKG），システムインパッケージ（SIP）およびプリント基板（PCB）などから構成され

る機器において，電源グランドバウンスノイズ，同時スイッチングノイズ，EMIなどのノ

イズ問題のために開発期間の長期化とコスト増加の問題が顕在化している。著者らは，LSI，
PCB一体の大規模電源ノイズ解析を設計上流段階から設計完了後の検証段階までのすべて

の設計段階において適用することにより，最適なノイズ対策設計の作り込みが実現可能な

CADシステムである電源ノイズ解析システムを構築して装置設計に適用した。これにより

ノイズ問題発生による設計手戻りの発生を大幅に削減することができた。 
本稿では，本システムの特徴とハイエンドサーバへの適用について説明する。 

Abstract 

The problems posed by ground bounce noise, simultaneous switching noise, and EMI noise 
with regard to higher digital equipment operating frequency and lower LSI supply voltage 
are prolonging the development period and increasing costs.  We have developed a system 
that enables us to optimize noise countermeasure designs by performing large-scale 
simulation to unify LSI and PCB design from the upper stage to verification stage of final 
design.  The power noise analysis system is used to greatly reduce the time and cost of 
redesign necessitated by noise problems.  This paper introduces the features of the system 
and describes the results of application to high-end servers. 
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ま え が き 

 高性能ハイエンドサーバをはじめとするデジタル

機器に使用されるプリント基板（PCB），マルチ

チップモジュール（MCM），システムインパッ

ケージ（SIP）などの動作周波数の高速化が進んで

いる。また，これらに搭載されるLSIは高性能化と

高機能化を実現するために最先端のプロセス微細化

技術を駆使して集積度を飛躍的に向上させてきた。

これに伴ってLSIの消費電流は大幅に増加する傾向

にある。このような動作周波数の高速化と消費電流

の増加による消費電力の増加を抑制するためにLSI
の低電圧化が進んできた。この結果，LSI動作に起

因して発生する消費電流の時間変化に伴って発生す

る電源グランドバウンスノイズ，(注 ) 1 同時スイッチン

グノイズ，リターン電流に起因するノイズなどの問

題のない機器設計を実現することは，従来の計算式

または理論式ベースのノイズ対策設計手法では非常

に困難になってきている。このため過剰設計による

ノイズ対策設計コストの増加や，逆に不十分なノイ

ズ対策設計によるノイズ問題が顕在化する設計事例

が多くなっている。 
 このような電源グランドバウンスノイズと同時ス

イッチングノイズへの対策が困難になってきている

ことに対しては，シミュレーションを駆使すること

により高精度な解が得られるノイズ対策設計手法の

適用が必須である。 
 著者らはLSI，パッケージ（PKG），MCM，SIP
およびPCB一体の大規模な電源ノイズ解析を設計

上流段階から設計完了後の検証段階までのすべての

設計段階において適用することにより最適なノイズ

対策設計の作り込みが実現可能なCAD（Computer 
Aided Design）システムである電源ノイズ解析シ

ステムを構築して装置設計に適用している。これに

より，ノイズ問題発生による設計手戻りの発生を大

幅に削減することができた。本稿では，本システム

の特徴である大規模ノイズ解析の仕組み，フロアプ

ランツール(注 )2 による設計上流段階でのノイズ対策

                                                      

                                                     

（注1） プリント基板に搭載されるLSIなどの消費電流の時間変

化に伴って素子の電源およびグランド端子に発生するノ

イズ電圧。 
（注2） プリント基板に搭載される素子の配置案，素子間の配線

ルートと引き回し，および電源供給系の設計条件を設計

上流段階で検討するためのCADツール。 

設計およびハイエンドサーバへの適用について解説

する。 

電源ノイズ解析システム構成と処理フロー 

 電源ノイズ解析を駆使して，開発期間短縮，品質

向上とコストダウンなどの効果を十分に得るために，

設計上流段階から設計完了後の検証段階までのすべ

ての段階において各種のCADツールとシームレス

に連携して容易に利用可能なノイズ解析システムを

構築した（図-1）。(1) 著者らはこのシステム全体を自

主開発した。電源ノイズ解析の実行機能は本システ

ムに組み込まれて，社内ユーザに提供されている。

本システムではPCBの設計初期段階での大まかな

素子配置と配線ルート検討を実行するPCBフロア

プランナを使用することにより，各種の解析ツール

を駆使してシグナルインテグリティ，(注 ) 3 電源グラン

ドバウンスノイズおよびEMI（電磁波干渉：

Electro Magnetic Interference）を考慮した最適な

PCB仕様案と設計制約条件を効率的に作成可能で

ある。さらに，作成された設計制約条件はPCBの

回路設計および実装設計に受け渡されて設計に適用

される。またPCBの実装設計完了後にこれらの解

析ツールを使用して解析検証を行うことによって，

最終的にノイズ問題のない設計を実現することがで

きる。 
 本システムを使用してLSI，PCB一体の電源ノイ

ズ解析を行う場合の処理フローを図-2に示す。各サ

ブユニット間のデータ連携と処理の流れはおおよそ

以下のとおりである。PCBフロアプランナまたは

PCBレイアウトCADを使用して作成されたPCBレ

イアウトデータをノイズ解析システムに入力する。

ノイズ解析システムではPCBレイアウトデータか

らPCBシミュレーションモデルを生成する。また，

LSIレイアウトデータからLSIモデル生成機能を使

用してLSI内部モデルを作成してノイズ解析システ

ムに取り込む。ノイズ解析システムではこれらの

LSI内部モデルとPCBシミュレーションモデルを接

続してLSI，PCB一体のシミュレーションモデルを

生成する。さらに，回路シミュレータを使用してこ

のシミュレーションモデルを解析する。解析結果と

して電源インピーダンス特性と同時スイッチングノ

 
（注3） デジタル信号伝送において伝送波形の品質とタイミング

が良好で正しい信号伝送が行われること。 
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シミュレータ/ソルバPCBフロアプランナ

構想設計 PCBの回路設計，実装設計

LSI 設計

フロアプラン検討
（シミュレーションを活用）
　- プリント基板部品レイアウト
　- 配線戦略，配線条件
　- 電源/グランド層構成，分割
　- デカップリングキャパシタ
　

伝送波形解析
　- 伝送波形
　- クロストークノイズ

電源ノイズ解析
　- 電源インピーダンス
　- 同時スイッチングノイズ
　- 直流電圧ドロップ

電磁界ソルバ
　- EMI（電磁波干渉）
　- ESD（静電気放電）
　- リターン電流

 
図-1 電源ノイズ解析システムの構成 

Fig.1-Configuration of power noise analysis system. 
 

電源ノイズ解析
システム

PCBレイアウトCADPCBフロアプランナLSI内部モデル生成機能

LSI内部モデル

EMIスペクトラム

・電源グランドバウンスノイズ過渡解析波形
・同時スイッチングノイズ過渡解析波形

・電源インピーダンス特性
・直流電圧ドロップ特性

回路シミュレータ

EMI（電磁波干渉）解析

LSIレイアウトデータ

LSI，PCB一体シミュレーションモデル

PCBシミュレーションモデル

PCBレイアウトデータ

 
図-2 電源ノイズ解析フロー 

Fig.2-Power noise analysis flow. 
 

イズや電源グランドバウンスノイズの過渡解析波形

を得ることができる。これらの一連の処理は完全に

自動化されており，回路シミュレータの知識があま

りない論理設計者，システム設計者や実装設計者が

容易に利用可能となっている。 

 また，ノイズ解析システムで算出した電源グラン

ドバウンスノイズの過渡解析波形をEMI解析シス

テムに取り込むことによって，LSI，PCB一体での

電波放射（EMIスペクトラム）の解析を実行可能

とした。 
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（a）プリント基板のメッシュモデル  
 

（b）電源インピーダンス解析結果
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図-3 電源インピーダンスの解析事例 

Fig.3-Application sample of power impedance analysis. 
 

電源ノイズ解析システムの解析機能の詳細 

 本章では，電源インピーダンス解析，直流電圧ド

ロップ解析，LSI，PCB一体電源ノイズ解析，およ

び大規模並列電磁界解析のそれぞれについて，詳

細に示す。 
● 電源インピーダンス解析，直流電圧ドロップ

解析 
 本システムを富士通が開発したPCB上のデカッ

プリングキャパシタ(注 )4 の適正な配置条件の検討に

使用している。このシステムを使用することにより，

PCB CADの設計データを用いて手軽で効率的に電

源ノイズ問題を検証している。図-3は電源インピー

ダンス解析を適用したPCBの事例である。PCBの

レイアウトデータから自動的にメッシュモデルを生

成した｛図-3（a）｝。この事例では電源インピーダ

ンスを低減するためにLSI周辺部にコンデンサを置

く場合とLSI裏面に置く場合の特性の違いを解析で

                                                      
（注4） 電源グランドバウンスノイズを小さく抑制するために，

プリント基板上に搭載されて電源とグランド間に接続さ

れるコンデンサのこと。 

比較した。その結果，LSI周辺部にコンデンサを搭

載する場合の方が1 MHz～10 MHzの周波数領域に

おいて大幅に電源インピーダンスを低く抑制できる

ことが判明した｛図-3（b）｝。これにより設計段階

で電源ノイズ問題の発生を防止することができた。

この例ではPCBの左端にLSIが搭載されており，そ

の直下および周辺部は微細にメッシュが切られてい

るが，そのほかの部分は粗くなっている。すなわち，

LSI周辺部の電流の集中する部分はメッシュを細か

くし，そのほかの部分はメッシュを粗くする工夫に

より，解析精度を低下させることなく，メッシュ数

を削減することにより，メッシュ数に比例する

RLC素子モデルの数を少なくして解析規模の拡大

と計算時間の短縮を両立させた。これにより，ハイ

エンドサーバ向けの大規模PCBを含むすべての

PCBについて，PCB全体を対象に解析することが

可能となった。このような解析を駆使して設計段階

で適正なデカップリングキャパシタの搭載条件を決

定することにより，電源グランドバウンスノイズ，

同時スイッチングノイズ，直流電圧ドロップなどに

よる設計手戻りを大幅に削減することに成功した。
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図-4はハイエンドサーバ用PCBの直流電圧ドロッ

プ分布の解析事例である。この事例では図-4の破線

で囲んだ素子の電源電流が大きいため，周辺部の直

流電圧ドロップが懸念された。直流電圧ドロップ分

布を可視化することにより，電源供給系の設計改善

を容易に実施することができた。これにより直流電

圧ドロップを設計段階で許容値以下に抑制すること

ができた。 

直流電圧
ドロップ最大部

図-4 PCBの直流電圧ドロップ解析事例 
Fig.4-Result of DC voltage drop analysis. 

 前章で述べたとおり，電源ノイズ対策を設計の上

流段階で作り込むことは，設計手戻りを防止する上

で非常に効果的である。PCB設計上流段階で簡易

的なフロアプラン検討用CADツールを使用してデ

カップリングキャパシタの搭載条件を決定して設計

に適用することにより，後工程の解析検証でのノイ

ズ問題発生による設計手戻りの発生を大幅に減らす

という大きな効果も得られている。(1),(2)

 

● LSI，PCB一体電源ノイズ解析 
 LSI，PCB一体ノイズ解析では図-5に示すように

PCB部分の電源およびグランドパターン部分は

RLCメッシュモデルで表現されるPEEC（Partial 
Element Equivalent Circuit）法を使用してモデル

化し，LSI間の配線については伝送線路としてモデ

ル化する。(3)-(7) LSI内部については，電源およびグラ

ンドパターンはRLCメッシュモデルで表現され，

IO回路モデルについてはSPICEモデル(注 )5 を使用す

る。LSIコア部の電源電流はLSIの各セルを流れる

電源電流を電流源で表現して分布させたものでモデ

ル化する。(8),(9) これらのモデルをすべて結合すること

によりLSI，PCB一体のシミュレーションモデルを

構成する。このようにして構成されたモデルを回路

シミュレータで解析することにより，同時スイッチ

ングノイズ，電源グランドバウンスノイズの過渡波

形を得ることができる。本機能は富士通製LSIを搭

載した社内外の多くのデジタル機器の解析に適用さ

れてノイズやタイミング問題の低減に大きな効果を

上げている。 
● 大規模並列電磁界解析 
 前節で説明したPEEC法による解析手法では，

PCBモデル化における近似手法の完成度が解析精

度に影響することが一般的に知られている。とくに

                                                      
                                                     （注5） SPICE（回路シミュレータ）のために考案されたトラ

ンジスタモデルを使用して記述された回路素子モデル

のこと。 

ハイエンドサーバのように大規模，高速かつ高密度

な先端技術を駆使する装置では，その影響は無視で

きない。そこで，PEEC法による解析手法に電磁界

をマクスウェルの方程式に沿って忠実に解く高精度

なフルウェーブ電磁界解析手法(注 )6 を併用すること

が必要となる。富士通では図-6に示すようにPCク

ラスタによる並列解析環境を構築することにより，

大規模プリント基板の解析を可能にした。本システ

ムではFDTD（Finite Difference Time Domain）
法による電磁界ソルバを高速ネットワークで接続し

て構成したPCクラスタ上で並列動作させる。図-6
に示すように解析空間を分割した領域をそれぞれ一

つのPCに割り当てて演算を行う。各PC間は高速

ネットワークを利用して高速で演算情報を交換する。

このような手法を採用することで大規模な電磁界解

析を高速で実行することを可能にした。 
 図-7は富士通のハイエンドサーバ機器の大規模プ

リント基板に適用した事例の部分拡大図である。

図-7の下部のバス信号が同時スイッチングしたとき

のリターン電流の迂
う

回に起因して発生する制御系信

号のノイズを確認した。これにより製品設計段階で

事前に対策設計を実施することができた。 

む  す  び 

 本稿では富士通が開発した電源ノイズ解析CAD
システムとハイエンドサーバへの適用と効果につい

て説明した。今後，動作周波数の高速化，低電圧化

と高密度化が更に進展することが予想される。この

ような状況において適確なノイズ対策設計を実施し

ていくためには，より一層の精度改善と計算時間短

 
（注6） 電磁気的現象を近似手法を用いることなく，マクス

ウェルの方程式に従って忠実に解析する手法のこと。 
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PCB

内部回路（コア）:
分布電流源，
三角波近似

内部電源網：
格子状RLC網

IOセル：
SPICEモデル

パッケージ：
ピンごとのRLC

電源ピン：
ピンごとのRLC

配線/ビア：
RLCラダー

・・・

LSI

基板V/G：
電源/GND層を
メッシュ分割し，
RLCモデル化

　RLCメッシュモデル　

V層

G層

パスコン：
C, ESL, ESR
引き出し配線

 
図-5 LSI，PCB一体ノイズ解析モデル構成 

Fig.5-Configuration of LSI and PCB unified analysis model. 

①
②

③
④

CPU 1 CPU 2

HUB 

CPU 3 CPU 4

HUB HUB 

HUB 

PCB
ビア部をモデル化

PCクラスタ④③②①

図-6 PCクラスタによる大規模並列電磁界解析システム
Fig.6-Large scale parallel electromagnetic field 

analysis system by PC cluster. 
 

LSI

電磁界変動の発生

ノイズ影響箇所

電磁界変動の伝播

バス信号

図-7 大規模並列電磁界解析によるリターン電流シミュ
レーション 

Fig.7-Return current simulation by large scale 
parallel electromagnetic field analysis. 

縮が必要になってきている。このような課題の解決

に向けて，今後，さらに新しい解析技術を開発して

適用を推進していく予定である。 
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