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論文の内容の要旨

論文題 目 誘 電 .磁性 シー トを装着 したマ イ ク ロス トリップ線 路 の伝 送 特性 の 
FDTD法 による電磁界解析

近年 ,電化製 品,携帯電話 , 自動車な どに多数 の電子機器 が使用 され るよ うに

な り,各機器 が不要電磁 波な どの影響で誤作動 を起 こ さない,又 は,他 の機器 -

影響 を与 えない とい う,いわゆる電磁環境 両立性 ME( C:E icl t tecromagne

ity)問題が重要性 を増 している. この問題 の 1つ として,電子 回路libitcompa

基板 にお ける伝 導及び放射 ノイズが あ り,その解決策 の 1つ として ノイズ抑制 シ

ー トな どの誘 電 ･磁気損失材料 を回路基板 に装着す る方法が注 目されている.

ノイズ抑制 シー トを回路基板 の基本構造であるマイ クロス トリップ腺 路の ノ

イズ抑制 に適用す るには,目的 に応 じた材料設計及び使用方法 の検討 が必要 であ

り,このた めには数値解析 が有効 であ る.しか しなが ら,従来の数値解析 の方法

では,ノイズ抑制 シー トは周波数 分散性 を有す る材料 で あるた め任意 の材料 の解

析が行 えない,または十分 な計算点数 を得 るのに多大 な時間がかかる とい う問題

点が あった .

本論 文では,任意 の ノイズ抑制 シー トの材料 に適用 で き,榊かな周波数 間隔を

実用 的な時間で計算で きる数値解析法 を新 たに茸果 し,ノイズ抑制 シー トを装着

したマイ クロス トリップ線 路 の伝送特性 の計算 に適用可能 であることを示 して,

ノイズ抑制 シー トの材料設計 の指針や使用方法 の検討 等 に寄与す るこ とを 目的

とす る.ノイ ズ抑制 シー トの使用 によ り,本来 の 目的 としてい る電子 回路の性能

が低 下 してはな らず,ノイズ抑制 シー トの装着 によるマイ クロス トリップ線 路の

伝送特性 を把握す るこ とは最優先 の課題 である と考 え られ る.そのた め,本論文

では, この伝 送特性 に関 して検討 を行 う ,
t
iin
本論文 では,数倍解析法 として F eD

を採用 した.この計算法 において周波数分散性 を計算す るために,畳み込み積分

を計算 アル ゴ リズムに組み込みを行 った.また,ノイズ抑制 シー トの材料定数 に

ついて,離散 フー リエ逆変換 によ り,通 常得 られ る周 波数領域 での測定デー タか

ら,畳み込み積分 の計算 に必要 な時間領域 でのデー タを導 出 した,その際,測定

周波数範 囲以上 の周波数デー タが必要 とな る.畳み込 み積分 では , 1つ の周波数

のデー タが他 の周波数 のデー タに影響 を及 ぼ さないた め,必要な測定周波数範 囲
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以上のデー タについては外挿 を行 い,材料 定数 の時間デー タを導 出 した.

提案手法 に よ り,ノイズ抑制 シー トを装着 したマイ クロス トリップ線 路 の伝送特

性 の計算 を行 い,従来 の FDTD法 による計算手法の 1つである正弦波励振 による計

算結果 と比較 した ところ,両者 は良好 に一致 した.このこ とか ら,提案法の信演

性が示 された.また,従来法 と比較 して,計算時 間が大幅 に短縮 できるこ とを示

した.更 に,提案手法 による計算結果 と測定結果 との比較 を行 った結果 ,両者 の

数値 は一致 しなかった ものの,その傾 向については概 ね一致 した.

提案手法に よる計算結果 と測定結果 が一致 しなか った理 由 として,基板 とノイ

ズ抑制 シー トの間の隙間が考 えられ る.そのため,隙間を模擬す るこ とができる

サブセル法 を用 いて器案手法の計算 を行 った.その結果,両者 は良好 に一致 した

ことか ら,この隙 間については,サブセル法 に よ り模擬 で きるこ とが 明 らか にな

った.また,提案手法 を用 い るこ とで,ノイズ抑制 シー トを装着 したマイ クロス

トリップ線 路の伝送特性 の計算 において,基横 とノイズ抑制 シー トの間の隙間

が,計算上,重 要な要 因で あることを明 らかに した.

マイ クロス トリップ鹿 路の伝送特性 の 1つである複数 の線 路間 に発生す る電

磁結合 (クロス トー ク)は,電子 回路の性能 に大 きな影響 を与 えるた め,その把

握 は重 要な課題 である.本論文では,平行 した 2本 のマイ クロス トリップ線 路 に

ノイズ抑制 シー トを装着 した線 路間のクロス トー クにつ いて,提案手法 に よる計

算が適用可能 で あるかの確認 を行 うとともに,ノイズ抑制 シー トを装着 した場合

の影響 につ いて検討 を行 った.その際,一方 のマイ クロス トリップ線路 について,

反射 が小 さい終端 を用 い る必要があるた め,抵抗 とイ ンダクタの集 中定数 回路を

模擬 した終端 を器案 した.測定結果 と提案手法 に よる計算結果 との比較 か ら,両

者 は良好 に一致 し,提案 手法が適用可能 であるこ とが示 された.また,測定結果

か ら,ノイズ抑制 シー トをマイ クロス トリップ線 路に装着 した場合 には,クロス

トー クが大幅 に増加す るこ とが明 らか とな った.

更 に,クロス トー クの低減法 として ,2本 のマイ クロス トリップ線路 間で ノイ

ズ抑制 シー トを分割す る方法 について,測定及び提案手法 によ り検討 した.その

結果 ,ノイズ抑制 シー トの分割 によ りクロス トー クが低減す ることが明 らか にな

った.また,ノイズ抑制 シー ト分割 にお ける間隔 に関 しては , 2本 のマイ クロス

トリップ線 路の うち,誘 導側 の線路の給電位置 と離れた側 のポー トで の伝送特性

に注 目して検討 す るべ きであ ることが分か った.

以上 よ り,提案手法 に よる計算 は非常に有効 で あ り,ノイズ抑制 シー トの材料

設計や使用方法 の指針等 に適用可能である.
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論文審査の結果の要旨

学位 申請者 氏名 松 村 英樹

審 査委員 主査 和 田 ′光司

委員 唐 沢 好男

委員 桐本 哲郎

委員 安藤 芳晃

委員 岩 崎 俊

● 委員

委員

要 員 R｣

本論 文 は,誘 電 ･磁性 シー トを装着 したマ イ ク ロス トリップ緑 路 の伝 送 特性 の 

FDTD法 に よ る電磁界解析 について述 べ られて お り6章 か ら構 成 され て い る.

第 1章 では,本研 究の背景 と して,近年 ,電化 製 品,携 帯 電話 , 自動 車 な どに

多数 の電子機 器 が使 用 され る よ うにな り,各機 器 が不要 電磁波 な どの影響 で誤 作

動 を起 こさない ,又 は,他 の機器 -影 響 を与 えない とい う,い わ ゆ る電磁 環境 両

立性 tompail t tecromagneME( C:E cc itylibi )問題 が重 要性 を増 してい るこ とが

述べ られ た . また, この問題 の 1つ と して ,電子 回路基板 にお け る伝 導及 び放射

ノイ ズが あ り,その解 決策 の 1つ と して ノイズ抑 制 シー トな どの誘電 ･磁 気損 失

材料 を回路基板 に装 着す る方法が注 目され てい るこ とが述 べ られ た.そ して , ノ

イズ抑 制 シー トを回路基板 の基本構 造 で あ るマ イ ク ロス トリップ線 路 の ノイズ抑

制 に適用す る場合 ,本 来 の 目的 と してい る電子 回路 の性 能 が低 下 して はな らず ,

信号 を確 実 に伝 送 しな けれ ばな らないた め, ノイズ抑制 シー トの装着 に よるマ イ

ク ロス トリップ線 路の伝送 特性 を把握す るこ とは重要 な課題 で あ るこ と,更 に,

目的 に応 じた材 料設計及び使用 方法 の検討 の必 要性 が述べ られ た .そ して, これ

らの検討 のた め には,数値 解析 が有効 で あ るものの,従 来 の数 値解析 の方法 で は

ノイ ズ抑制 シー トは周 波数分 散性 を有す る材料 で あるた め任 意 の材料 の解析 が行

えない ,又 は十分 な計算 点数 を得 るの に多大 な時 間が かか る とい う問題 点が あ る

ことが示 され た.以上 の説 明か ら,本研 究 の 目的 は,任 意 の ノイ ズ抑 制 シー トの

材料 に適用 で き,細 か な周波数 間隔 を実用 的な時 間で計算 で き る数値解析 法 を新

た に提案 し, ノイズ抑制 シー トを装着 したマ イ ク ロス トリップ線 路の伝 送特性 の

計算 に適用 可能 で ある こ とを示 して , ノイズ抑制 シー トの材料設 計 の指針や使 用

方法 の検討 等 に寄与す るこ とで あ るこ とが述べ られ た .第 2章で は,本論文 で用

い る基本 的 な計算方法 ,測定構 成及び 計算 モデル につ い て説 明 した.具体 的 には 
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DTDF( 法) の計算原理 の説 明 し,本論文 において基 本

とす るマ イ ク ロス トリップ線 路の測定構 成及 び計算 モ デル につ いて説 明 した .更

に,それ らの計算方 法 ,測 定構 成 ,計算 モ デル に よ り,そ の伝 送特性 の測 定結 果
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とFDTD法 に よる計算結果 を示 して,測定構成及び計算モデル の妥 当性 が示 され

た.第 3章 で は,第 2章で説 明 した FDTD法 に基づいた新たな計算方法が提案 さ

れ ,その提案 法の信頼性及び有用性が示 された.具体 的 には ,FDTD法 において周

波数分散性 を計算す るた めに,畳み込み積分を計算 アル ゴ リズムに組 み込み を行

った.また,ノイズ抑制 シー トの材 料定数 について,離散 フー リエ逆変換 に よ り,

通常得 られ る周波数領 域での測定デー タか ら,畳み込み積分 の計算 に必要 な時間

領域 でのデー タを導 出 した.そ の際 , 測定周波数範囲以上 の周波数デー タが必要

となる.畳み込み積分では , 1つ の周波数 のデー タが他 の周波数 のデー タに影 響

を及 ぼ さないた め,必要 な測定周波数範 囲以上 のデー タについては外挿 を行 い,

材料定数 の時 間デー タを導 出 した.提案手法 によ り,ノイズ抑制 シー トを装着 し

たマイ クロス トリップ線 路の伝送特性 の計算 を行 い,従来 の FDTD汝 による計算手

法の 1つで ある正弦波励振 による計算結果 と比較 した ところ,両者 は一致 した.

この こ とか ら,提案法 の信頼性 が示 され た.また,従来法 と比較 して,計算 時 間

が大幅 に短縮 で きるこ とを示 した.更 に,提案 手法 に よる計算結果 と測 定結果 と

の比敏 を行 った結果 ,両者 の数値 は一致 しなか った ものの,その傾 向については

一致 した.第 4章では,第 3章で提案 した FDTD法に新たな機 能 を追加す るこ と

で,計算結果 の精度 を向上 させた.具体 的には,提案 手法 による計算結果 と測定

結果が一致 しなかった理 由が,基横 とノイズ抑制 シー トの間の隙 間が考 え られ る

ため,隙間 を模擬す ることができるサブセル法 を用いて提案手法の計算 を行 っ

た,その結果,計算結果 が改善 され て,計算結果 と測定結果 の差異 は縮小 され た.

また ,2GHz以下の周波数範 囲において,両結果 は良好 に一致 した.この こ とか ら,

サブセル法 を適用 した提案 法 は,ノイズ抑制 シー トを装着 したマイ クロス トリッ

プ線 路の伝 送特性 の計算 に適用可能であることが示 され た.また,ノイズ抑制 シ

ー トを装着 したマイ クロス トリップ線路の伝送特性 の計算 において,基板 とノイ

ズ抑制 シー トの隙間を考慮 しなけれ ばな らない こと,その隙 間の模擬 にサ ブセル

法が適用可能 で あるこ とが 明 らかに され た.第 5章では,電子回路 の性能 に大 き

な影響 を与 える複数 の線路 間に発 生す る電磁結合 (クロス トー ク)が,マイ クロ

ス トリップ線 路 の伝送特性 として重要であるこ とか ら,平行 した 2本のマイ クロ

ス トリップ,*路 に ノイズ抑制 シー トを装着 した線 路間の クロス トー クの計算 に

第 3章及び 第 4章で埠案 した FDTD法による計算 が適用可能かについて検討す る

とともに,ノイ ズ抑制 シー トを装着 した場合の クロス トー クについて検討 を行 っ

た,その際,一方 のマイ クロス トリップJ*路について,反射 が小 さい終端 を用 い

る必要が あるた め,抵抗 とイ ンダクタの集 中定数 回路 を模擬 した終端 を提案 し

た,測定結果 と提案手法 による計算結果 との比較 か ら,両結果は一致 し,提案 手

法が適用可能 で あるこ とが示 された.また,測定結果 か ら,ノイズ抑制 シー トを

マイ クロス トリップ線 路に装着 した場合 には,クロス トー クが大幅 に増加 す るこ

とが明 らか に された.更 に,クロス トー クの低減法 として , 2本 のマイ クロス ト

リップ緑路 間で ノイ ズ抑制 シー トを分割す る方法 について,測定及び提案手法 に

よ り検討 した,その結果 ,ノイズ抑制 シー トの分割 に よ りクロス トー クが低減す

るこ とが示 され た .また,ノイズ拘制 シー ト分割 にお ける間隔に関 しては , 2本

のマイ クロス トリップ線 路の うち,誘導側 の線路 の給電位 置 と離れた側 のポー ト

での伝送特性 に注 目して検討す るべ きであるこ とが分 か った.第 6章 では,本研

究で得 られ た結論 をま とめる とともに今後 の課題 につ いて述べている.

上記 内容 をま とめた本論文 は博士 (工学)の学位請求論文 として､十分 に価値

があるもとの と認 める.




