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［２］研究経過 
 近年，電子機器の電磁両立性（electromagnetic 
compatibility：EMC）への要求が高まっている．

これは，電子機器中のプリント基板が，CPU / 
Memory，通信LSI（large scale integration）を搭

載し，複数の電源電圧とクロック発信機によって動

作することで，プリント基板の電磁気特性が複雑化

する方向に進化しているためである．EMCのうち，

電子回路の不要電磁放射（ electromagnetic 
interference：EMI）の主要因がコモンモード電流

に起因していることが知られており，コモンモード

電流の発生を抑制することができれば EMI 対策部

品を削減できると考えられる．本プロジェクトでは，

基板配線のレイアウト設計で平衡度を考慮すること

でコモンモード電流に起因する EMI を抑制する設

計の指針を得，基板配線の平衡度が最適となる配線

レイアウトの現実解の探索を目的とする． 
 三菱電機の島嵜氏が浅井研究室の社会人博士課程

での最終学年であることも考慮し，島嵜氏の学位論

文テーマと関連する題材を中心として議論を進め

た. 
 本プロジェクトは本年度が初年度であり，三菱電

機株式会社が有する問題点と検討中の対応策の紹介

と静岡大学電子工学研究所浅井研究室が有する回路 

/ 電磁界解析技術を展開することで，本プロジェク

トの目的が達成できるかを検討した． 
 本プロジェクトにおける研究会は二回開催され，

最初の研究会では，島嵜氏より平衡度を考慮した基

板配線のレイアウト設計の取り組みについて，浅井

教授より回路 / 電磁界解析技術の変遷が紹介され

た．そして，二度目の研究会では，西氏と高橋氏よ

り，問題が発生しているプリント基板上の配線形状

の紹介，井上より浅井研究室で開発中のMulti-GPU 
HIE-FDTD 法が紹介された．本稿では，島嵜氏が

取り組んでいる平衡度整合レイアウトを用いた

EMI の抑制の研究と井上が紹介した Multi-GPU 
HIE-FDTD法について概要を述べる． 
 島嵜氏の平衡度整合レイアウトを用いた EMI の

抑制の研究は，プリント基板上の伝送線路とグラン

ド面の関係を示す平衡度をCMRR（common mode 
rejection ratio）で評価し，EMIの抑制についての

指標にするものである．ここでは例題として，無線

LAN 通信用の小型電子機器に着目している．これ

は製品に高い信頼性が求められること，製品の進化

が速いこと，設計変更が困難な電子機器の代表であ

ることが挙げられ，設計に必要な工数の短縮，プリ

ント基板上の EMI 対策部品の削減が求められてい

る．そして，この例題に対する EMI と平衡度の関

係の検証，CMRRの測定方法の提案と検証，平衡度

の評価について述べられた． 
 EMIと平衡度の関係では，基板両面にて二枚の平

行平板で構成した平衡配線と，片側をマイクロスト

リップラインとした不平衡配線で構成された解析モ

デルの数値シミュレーションで不平衡配線の場合の

ほうが，EMIとして放射される電界強度が増加する

ことを明らかにした．同時に，EMI対策ではプリン

ト基板だけではなく，ケーブルを接続した状態で検

証する必要があることを示した． 
 CMRRの測定方法の提案と実験検証では，ベクト

ルネットワークアナライザ（vector network 
analyzer：VNA）を用いてSパラメータを測定し，

求めていく．このとき，従来のカレントクランプを

用いた測定ではなく，ファラデーゲージ内のプリン

ト基板の入力にVNA の高周波電力を入力し，二つ



 

の出力端子にて三端子のMixed-mode S パラメー

タを求めてディファレンシャルモードとコモンモー

ドのSパラメータの比からCMRR を算出する．こ

れにより，平衡度と CMRR の関係式が理論的に求

められ，平衡度の評価を実現できることが示された． 
 今後の課題としては，EMI抑制のために基板配線

の平衡度が最適となる配線レイアウトの現実解の探

索，ノイズ発生部品や EMI 対策部品の構造の決定

方法について研究が必要であることが挙げられる． 
 井上が紹介したMulti-GPU HIE-FDTD法は，浅

井研究室で開発している高速な電磁界解析手法の一

つである．一般的に，シミュレーションの高速化に

は，高速なアルゴリズムの開発とPC クラスタとい

った並列計算機環境の適用の二つが挙げられる．し

かしながら，いずれか一方のみでは高速化に限界が

あるため，これらを両立することが求められる． 
 FDTD （finite difference time domain）法のよ

うに厳しい時間刻み幅の制限がある場合，無条件安

定な手法にすることで時間刻み幅の制限を緩和し，

高速な解析を実現する試みが行われてきた．しかし

ながら，無条件安定な手法は大規模疎行列を連立一

次方程式の解法を用いて解くため，並列化の効果を

得ることが困難である．これは，連立一次方程式の

解法中で通信や同期，逐次処理の時には必要なかっ

た計算処理といった多くのオーバーヘッドが発生す

るためである．一般的に，CPU 内の計算処理とネ

ットワークを介した通信処理では，通信処理に必要

な処理時間のほうが大きくなる．そのため，並列計

算ではオーバーヘッドを最小にすることが求められ

る．弱条件安定な手法であるHIE（hybrid implicit 
explicit）-FDTD 法は領域分割の仕方によっては，

このオーバーヘッドを数回の通信処理のみにできる．

そのため，無条件安定な手法と比べ，並列化の効果

を得やすいアルゴリズムであることが示され，先行

研究として， PC クラスタを用いた並列分散型

HIE-FDTD 法や，GPU（graphics processing unit） 
を用いたGPGPU（general purpose computing on 
GPU） HIE-FDTD 法が提案されている． 
 しかし，より効率的な電磁界解析の実現するため

には，CPUよりも高速なGPUを用いることが求め

られるが， GPUボード上のメモリ容量の制限から，

大規模問題の解析には適さない．そのため，複数の

GPU ボードを用いることによるメモリ容量の拡張

が求められる． 
 Multi-GPU HIE-FDTD法はその名が示すように，

HIE-FDTD 法に Multi-GPU を適用させた手法で

ある．Multi-GPU HIE-FDTD法では，計算時に各

GPU 間を繋ぐ通信処理が必要になるが，このオー

バーヘッドを削減するために，通信処理と計算処理

を同時に実行することで，通信処理のみを行う処理

時間を最小にしていることが示された． 
 数値実験結果では，Multi-GPU HIE-FDTD 法は

8 個のGPU を用いることで，CPU1 個のみを用い

た解析と比べて 50 倍以上，FDTD 法と比べると

300 倍以上の高速化を達成したことが述べられた． 
 電磁界解析の高速化は，プリント基板上の電磁気

的振る舞いを知るのに用いられる．特に，大規模な

問題が解析対象となる場合には，必要な計算機資源

は非常に多くなり，実用的な時間で解を得ることが

困難である．そのような問題に対して，最適な配線

レイアウトの探索を行うことは従来の電磁界解析手

法では解を得られない．そのため，Multi-GPU 
HIE-FDTD 法と最適化手法を結びつけ，実用的な

時間で最適解を得るシミュレータを確立することが

課題として挙げられる． 
 
［３］成果 
 （３－１）研究成果 
 本プロジェクトは現在，研究課題に対して，互い

の協力範囲と項目が絞られつつあり，今後，成果が

大いに期待される. 
 
（３－２）波及効果と発展性など 
 基板配線設計において，平衡度整合レイアウトに

よるコモンモード電流の抑制のための現実解の探索

が実現した場合，EMI 対策部品が削減され，高機

能・高密度実装されたプリント基板を用いる電子回

路の作成コストが抑えられ，電子機器産業への貢献

は大きいものと考えられる． 
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氏名 期間 用務内容 担当教員(主た

る対応者） 
島嵜睦 7/30 共同研究プロジェクト実施計画打

ち合わせ 
浅井 

島嵜睦 8/27 共同研究プロジェクト研究会開催

打ち合わせ 
浅井 

島嵜睦 9/30 共同研究プロジェクト研究会開催

準備 
浅井 

島嵜睦 10/16-10/17 共同研究プロジェクト研究会 浅井 
山岸圭太郎 10/16 共同研究プロジェクト研究会 浅井 
西慎矢 10/16 共同研究プロジェクト研究会 浅井 
高橋秀彰 10/16 共同研究プロジェクト研究会 浅井 
島嵜睦 11/13-11/14 共同研究プロジェクト共通作業項

目検討 
浅井 

島嵜睦 12/24 共同研究プロジェクト研究会開催

打ち合わせ 
浅井 

島嵜睦 1/22-1/23 共同研究プロジェクト研究会＃２ 浅井 
高橋秀彰 1/23 共同研究プロジェクト研究会＃２ 浅井 
西慎矢 1/23 共同研究プロジェクト研究会＃２ 浅井 


