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概要 

移動通信端末内の RF 受信部における高速信号伝送の品質を向上させるため、高分解能ＲＦ電磁界プローブの開発、Ｉ

Ｃチップレベルのノイズ解析と電磁界モデルの創出、磁性薄膜を用いたＩＣチップレベルのノイズ対策基盤技術の創出、

およびＩＣチップレベルのノイズ対策基盤技術の評価・実証を行った。その結果、ＩＣチップ内のデジタルノイズ源から

近接する RF 処理部に混入する無線通信帯域内ノイズを 10 dB 低減し、かつ LTE 級移動通信端末における RF 受信部を

模擬したスループットの効果検証により高速信号伝送の品質向上を明らかにできた。

Abstract 
In order to improve signal transfer rate in an RF receiver circuit of a cellular phone handset, developments of high 
special resolution RF electromagnetic near field probe, IC chip level noise analysis & electromagnetic modeling 
methodology, IC chip level noise countermeasure by means of magnetic film, and evaluation & demonstration of IC 
chip level telecommunication performance improvement are systematically performed. It has been clarified that 
proposed technology well suppress intra RF IC chip noise coupling from digital circuit to RF receiver circuit by the 
degree of 10 dB, and improves throughput of LTE-class RF receiver circuit. 

１．まえがき
移動体通信市場は、スーマートフォンの普及等で移動通

信トラフィック数は近年 1 年で約 2 倍増している。トラ

フィック容量増加のために携帯電話方式として、今後は第

4 世代 LTE-Advanced（下り１Gbps）に移行していく、

また、平行して使用周波数バンド数の増加、周波数帯域の

拡大を行い、これを実現するハードウエアの開発とともに

移動通信トラヒックの拡大を各課題を解決しながら実現

していく必要がある。特に RF 信号処理用の RFIC は第

三世代以降 IC チップ内のデジタルノイズ問題による携

帯電話システムの受信感度劣化が問題になっている。

この原因は RFIC に搭載されるデジタル回路数の増加

とプロセスの進化によるデジタル回路と RF アナログ回

路のチップ内での距離が短くなったために、顕著な問題に

なってきた。

 デジタルノイズ低減対策としては、チップレイアウトの

最適化やガードリングを行っているが、今後さらにデジタ

ル回路の増加、プロセスの微細化を進める上での技術革新

が必要な状況にあり、チップ内の空間結合の解析ができる

高分解能 RF 電磁界プローブの開発と磁性膜を活用した

ノイズ低減基盤技術を開発した。

本ノイズ低減技術により、RF 回路およびデジタルノイ

ズ発生回路を内蔵した、チップレベルでのデジタル回路か

ら RF 回路に結合されるデジタルノイズを約 10dB 低減

した。さらに、テストチップと、システム Simulation を
利用し、LTE 携帯電話システムでの受信特性評価を行い、

本技術が、デジタルノイズによる生じる通信受信性能の劣

化を改善できることの検証を行った。

２．研究内容及び成果

2.1 高分解能 RF 電磁界プローブ 

2.1.1 電磁誘導型アクティブ磁界プローブ
IC チップレベルにおいて EMI 対策を行うためには、

電磁ノイズの発生源、伝搬経路および混入先の特定が重要

である。その方法として、IC チップ上の微細な信号線や

構成素子を流れる電流から発生する高周波近傍磁界を計

測することは有効である。従来技術の検出周波数帯域は

0.5GHz を超えているものの、検出センサの空間分解能は

おおむね数十μm にとどまっている。そのため、最小配

線間隔がサブミクロン程度である RFIC チップでは、その

微細な信号配線や構成する素子を流れる電流が作る磁界

成分を検出することは困難である。したがって、より高い

空間分解能を有する検出センサを用いた新たな計測法を

開発した。
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 本研究開発で直接の対象とする LTEBand1(受信 2110 
MHz～2170 MHz)において、電流 0.1 mA の微弱な集積

回路基板内リーク電流を 10 µm の高さから検出可能とす

る電磁誘導型近傍磁界プローブを開発した。2GHz 帯で増

幅度 25dB、雑音指数 2.5dB 以下の性能を有し、2GHｚ帯

で 60 μV の検出電圧を S/N 比 6 dB 以上で検出できる。 
後述するノイズ結合評価チップ上において、図 1 に示す

ように分解能 40um が得られ、本研究開発における解析

ツールとして十分な性能を有している。 
 
2.1.2 高周波磁気力顕微鏡ＨＦ－ＭＦＭの開発： 
磁気力顕微鏡と変調検波方式を組み合わせた高周波電

磁ノイズ計測プローブにより空間分解能 130 nm、周波数

帯域 4 GHz 以上、感度 0 dBμA/√Hz を実現した。MFM
探針近傍に微小な励磁コイルを設置し、このコイルに参照

波電流を与え、ＩＣチップからの被検出磁界と励磁コイル

からの参照波磁界のうなり周波数がカンチレバの機械的

共振周波数（数十 kHz）に等しくなるよう参照波電流の

周波数を調節した。 
図 2 に示すように、100 nm 厚の Ni-Fe 膜をコートした

MFM 探針を、信号線幅 3μm の CPW 上にリフト高さ 0.8 

µm で固定して CPW の信号線断面方向に走査させた結果、

磁界をサブミクロンの分解能で計測できている。 
電流検出は帯域 7 GHz まで、また計測装置を 67GHz

対応として別途評価した結果、最高 30 GHz まで可能であ

った。このうち 7 GHz 以下の帯域で、空間分解能 100 nm
まで CPW 上の高周波近傍磁界の計測に成功した。 
 
2.2 ＩＣチップレベルのノイズ解析と電磁界モデ

ルの創出 

2.2.1 ノイズ結合評価チップ (1)RF 受信回路 
 IC チップでのノイズ解析のために、LTE 級の携帯電

話用 RFIC 受信回路とノイズ発生をエミュレートする任

意ノイズ発生回路（Arbitrary Noise Generator：ANG）

を同一チップに内蔵した評価用解析チップを作成した。 
 図 3 にテストチップのブロック図、レイアウト図を示す。

テストチップは携帯電話通信システムでの LTE 級の RF 
信号処理が可能な RF 受信回路とデジタルノイズを発生

するノイズ発生回路、RF 回路を制御するコントロール回

路から構成されている。 
 RF 受信回路のブロック図を図 4 に示す。RF 受信回路

は携帯電話用周波数バンドの Band1（受信周波数；2,110 
～ 2,170 MHz）を増幅、ベースバンド周波数に変換、LTE 
帯域のフィルタリング処理機能で構成されており、ベース

バンド処理用 IC に接続可能な I /Q 信号を出力する。 
 

 
 
 
 
 

 
（b）物理レイアウト図 

図 3 LTE 級携帯端末用 RFIC 受信フロントエンド実回

路を実装したテストチップ 

図 1 アクティブ磁界プローブ 
 

図 2 高周波磁気力顕微鏡の測定系および分解能 

 
 
（a）テストチップブロック図および RF ノイズ結合の

評価システム 
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 ノイズ発生器は任意のデジタルノイズを発生させるこ

とが可能な機能を有する。ノイズ発生器で発生させたデジ

タルノイズが RF 回路に結合することで、RF 回路のノイ

ズとなり、そのデジタルノイズ量を RF 回路の出力で観

測できる。 
 チップ内でのデジタルノイズ解析のため、任意ノイズ発

生器（ANG）を 124.8MHz のクロック周波数で動作させ、

その第 17 次高調波（2121.6MHz）が RF 受信回路の帯

域内ノイズになるように設定しノイズ解析を実施した。 
 上記条件での RF 受信回路の I/Q 出力信号を図 5 に示

す。 I/Q 出力信号には、LTE 信号のほかに、ANG で発

生したデジタル信号が RF 受信回路に結合しデジタルノ

イズとなって出力されている。 
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図 4 テストチップ RF 受信回路ブロック配置図 
 

 
図 5  RF 受信回路 I/Q 出力信号 

 
2.2.2 ノイズ結合評価チップ (2)オンチップノイズ

発生回路 
デジタル LSI の動作による動的な消費電流を、解析時

区間毎の等価容量の充電動作に置き換えて表現するシミ

ュレーション手法が提案されている。容量充電モデル（図

6）と呼び、各時区間において動作する回路の規模に応じ

た大きさの等価容量を、そのタイミングで充電することで、

デジタル回路が発生する電源電流を表現する。 
オンチップノイズ発生回路（図 7）は、容量充電モデル

をハードウェアとして回路化した構造で、時間とともに変

化する電源電流の変化を作り出す。電源供給網の寄生イン

ピーダンスに電源電流が作用することで電源ノイズとな

る。容量充電セル(TSDPC セル)を MOS スイッチと可変

容量キャパシタから構成し、アレイ状に配置する。容量充

電セルを時系列に充電動作させることで、動的な電源電流

を生成する。容量充電セルの動作は、容量値を設定するメ

モリ構造（ループシフトレジスタ）および外部クロック信

号から内部動作タイミングを生成する可変分周器と可変

遅延器によりプログラマブルに設定する。オンチップノイ 

 
図 6 容量充電モデル 

 

 
図７ オンチップノイズ発生回路 

 
ズ発生回路の電源電流が、チップ内部電源配線およびチッ

プ・ボードの電源供給網のインピーダンスに作用して、電

源電流および電圧変動（電源ノイズ）の時間波形が定まる。 
 

2.2.3 ノイズ結合評価チップ (3)オンチップノイ

ズ観測回路 

チップ内部の電源ノイズや基板ノイズをチップ内部で波

形として捕捉するオンチップノイズ観測技術が確立され

ている。本技術により、チップの実動作環境におけるチッ

プ内各所の電源ノイズやグラウンドノイズの発生、伝播、

回路への影響の様子を観測することで、チップのノイズ問

題について見通しの良い理解が得られる。ここで、実動作

環境とは、チップがパッケージングされ、かつプリント基

板上にマウントされた状態である。 
オンチップノイズ観測回路の構成を図 8 に示す。前段の

ソースフォロワにより、チップの基板電位や回路内部の電

源配線、グラウンド配線の電位変動を検出する。後段のコ

ンパレータにより、ソースフォロワの出力電圧を基準ステ

ップ電圧と逐次比較することで、離散化する。また、オフ

チップのデータ処理系において、コンパレータの出力デー

タ列からソースフォロワの出力電圧値を読み取ることで、

ノイズの時間波形を抽出する。本モニタ回路は測定対象と

なるデジタル回路に同期動作しながら、デジタル回路の動

作ノイズ波形を等価サンプリング原理により捕捉する。こ

のようなノイズ観測回路をチップ内に複数チャネル搭載

することでチップ内各部のノイズ発生量や伝搬特性を定

量的に評価できる。 
 
2.2.4 テストチップによるノイズ発生の評価 

オンチップノイズ発生回路とオンチップノイズ観測回路、

および LTE 級 RF フロントエンドを搭載した RF ノイズ

結合評価チップを、65 nm CMOS 技術により開発した。 

デジタルノイズ 
(Spurious) 

希望波 
(Wanted) 

電波資源拡大のための研究開発  
第７回成果発表会（平成 26 年） 



 

 

 
図 8 オンチップノイズ観測回路 

 

 
図 9 オンチップノイズ発生回路のグラウンド雑音波形 

 
オンチップノイズ発生回路のグラウンド配線上で観測し

た電圧変動（ノイズ波形）を図 9 に示す。容量充電セルの

充電動作を 10 ns 毎（100 MHz の周波数）で繰り返すこ

とで、周期的なノイズが発生していることがわかる。とこ

ろで、容量充電セルアレイにおけるセルの充電動作タイミ

ングのずれ（スキュー）を調節することで、同時スイッチ

ングするデジタル路論理回路数を表現できる。波形の拡大

図にて明らかなように、スキューを最小化することにより、

ノイズのピーク波形が鋭く、かつ大きい振幅になる。 
観測したノイズ波形の周波数成分を分析した（図 10）。

周期的なノイズピーク発生により、100 MHz に対する高

調波成分が広帯域に発生している。また、スキュー最小化

により高調波成分の強度が増大していることがわかる。本

研究開発で扱う LTE 移動体通信は 2.1 GHz 帯のキャリア

信号を用いている。高調波はこの帯域内にも発生しており、

同一チップ上の RFIC ブロックにスプリアス（不要成分）

として混入する可能性がある。 
 

 
図 10 ノイズ波形の周波数成分 

 

 

 
図 11 ノイズ発生回路による帯域内スプリアスの発生 

 

 
図 12 ノイズ発生回路による帯域内スプリアス強度 

 

2.2.5 HILSによるノイズ干渉の評価 

RF ノイズ結合評価チップと通信システムシミュレーシ

ョンの連携により、オンチップノイズ発生回路によるノイ

ズが RFIC ブロックに干渉し、LTE 通信性能に及ぼす影

響を評価できる（図 3(a)）。通信システムシミュレータが

模擬的に生成する LTE 変調信号を、信号発生器により実

際の 2.1 GHz 帯の無線信号として RFIC ブロックに入力

する。RFIC ブロックは、周波数変換（ダウンコンバージ

ョン）と帯域内フィルタリングおよび I/Q 信号分離を実回

路により実行する。RFIC ブロックから出力されるベース

バンドのアナログ信号を信号解析器で捕捉し、その波形デ

ータを再び通信システムシミュレータで解析し、受信機能

を完了する。このように、実チップの評価系を通信システ

ムシミュレータと結合することにより、通信システム全体

の機能シミュレーションに実回路動作を組み入れ、通信性

能の評価に実デバイスの性能を反映することができる。こ

のようなハードとソフトの統合環境を、ハードウェア・イ

ン・ザ・ループ・シミュレーション(HILS)と呼ぶ。RF ノ

イズ結合評価チップを組み入れた HILS 環境では、オンチ

ップノイズ発生回路による可制御ノイズ環境の下で、

RFIC ブロックの LTE 通信性能を評価することにより、

ノイズと通信性能の関係を実験評価できる。 
オンチップノイズ発生回路によるノイズ発生量は、容量

充電セルの容量値により可変できる。すなわち、RFIC ブ

ロックへのノイズ混入量を実験パラメタとすることがで

きる。RFIC ブロックに LTE 変調信号を導入した状態で

オンチップノイズ発生回路を動作すると、図 11 に示すよ

うに、RFIC ブロックの出力帯域内にスプリアス成分が観

測される。さらに、容量充電セルの容量設定コードにより、

帯域内のスプリアス強度(Pspur)を制御できる。実験結果を

図 12 に示す。 
オンチップノイズ発生回路によるスプリアスは、図 9

及び図 10 に示したように、周期的なノイズ波形による高

調波成分であるから、RFIC ブロックの入力端子における

同じ周波数のトーン（単一周波数の正弦波）により等価的

に置換できる。すなわち、オンチップノイズ発生回路の動
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作によりシリコン基板等を経由したノイズが RFIC ブロ

ック内の回路に混入して出力端にスプリアスとして表れ

る過程は、入力に重畳した同じ周波数のトーンが RFIC 信

号処理される過程と等価と考えることができる（図 13）。
このことは、オンチップのノイズ結合の主要成分が、RFIC
の入力端に配備されるアンプ回路におけるノイズの混入

であることに等しい。オンチップノイズ発生回路による帯

域内スプリアスの大きさと通信性能（スループット）の関

係を HILS 環境により測定した（図 14）。スプリアスの増

大により、通信スループットが著しく低減することがわか

る。 
 

 
図 13 オンチップノイズと入力換算によるスプリアス 

 

 
図 14 LTE 通信性能とノイズ強度の評価結果 

 

2.3 磁性薄膜を用いたＩＣチップレベルのノイズ

対策基盤技術 
2.3.1 アモルファス Co-Zr-Nb 直交磁化膜 

膜面内において等方的で高い透磁率を有するアモルフ

ァス Co-Zr-Nb 直交磁化膜の基礎特性を確認するととも

に IC チップ上に集積化するための薄膜プロセスの開発

を行った。RF および RF マグネトロンスパッタ装置を用

いて、各磁性層の面内に一軸磁気異方性を誘導するために

磁界中製膜を行った。作製した膜の構成は、50 nm 厚の

SiO2 を TEG チップ上に製膜したのち、[Co-Zr-Nb (250 
nm)/SiO2 (10nm)]4 /SiO2 (100 nm) / [Co-Zr-Nb(250 
nm)/SiO2 (10 nm)]4 積層構造とした。磁性層では、

Co-Zr-Nb の膜厚方向におけるスピン波の発生を防ぐた

め、図 15 のように 250 nm 厚の Co-Zr-Nb と 10 nm 厚
の SiO2 を交互に 4 回積層した Co-Zr-Nb/SiO2 多層構造

として、総膜厚 1,000 nm の磁性層ユニットとし、SiO2 層
を介した上下 2 層の磁性層ユニットの磁化の向きを 90°
変えて面内等方的な透磁率を得ている。Co-Zr-Nb 膜の飽

和磁化 4πMs は 1.1 T、異方性磁界 Hk は 1.2 kA/m、強

磁性共鳴周波数は 1.1 GHz である。 
 図 16 は、この直交磁化膜における透磁率の周波数特

性である。比透磁率の実部μ’ は低周波帯域で 680 程度で

あり、一方、損失の要因となる比透磁率の実部μ”は、1.05 

GHz 付近で最大となり、それらの値はいずれも 730 であ

る。外部磁界の印加方向によらずほぼ同じ周波数特性とな

っており、膜面内で所期の等方的な透磁率を有しているこ

とが明らかである３）。 

TEG チップ上への薄膜プロセスの模式図を、図 17 に
示す。厚膜ポジ型レジストを TEG チップ上に塗布し UV
コンタクト露光し、一般的な現像法によりチップ上にレジ

ストフレーム（パターン）を形成した。次に RF および

RF マグネトロンスパッタリング装置の試料ホルダに設

置し、真空引きを行った後、チップ上に法により 50 nm の
SiO2 下地層、[Co-Zr-Nb (250 nm)/SiO2 (10nm)]4 / SiO2 
(100 nm)/ [Co-Zr-Nb ( 250 nm)/SiO2 (10 nm)]4直交磁化

膜、500 nm の SiO2 キャップ層と順番に積層させた。 
図 17 中には Co-Zr-Nb 直交磁化膜を集積化した TEG 

チップの光学顕微鏡像も掲載している。外周のパッド部を

避け、RF アナログ回路ブロックと、ANG を含む RF デ
ジタル回路ブロックそれぞれに磁性膜を集積化した。パタ

ーン端部まで均一な膜厚による磁性膜の集積化が可能で

ある。 
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図 17 TEG チップ上への磁性薄膜プロセス 

SiO2 (100 nm) / [Co-Zr-Nb(250 nm)/ SiO2 (5 nm)]×4 / SiO2 (100 nm) / [Co-Zr-Nb (250nm)/ 
SiO2 (5nm)] × 4 / SiO2 (50 nm) (/ Glass substrate)
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図 16 外部磁界印加方向の異なる Co-Zr-Nb 直交磁化膜

における透磁率の周波数特性 
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2.4 ＩＣチップレベルのノイズ対策基盤技術の評

価・実証 

2.4.1 ノイズ結合経路解析 
  図 18 に電磁界プローブによる結合マップを示す。

LNA 回路付近の電磁界が ANG からチップ内配線を経由

し高くなっていることがわかる。ノイズ結合解析を電磁界

プローブによる結合マップ、RF 受信回路でのデジタルノ

イズ感度解析の結果、デジタルノイズの RF 受信回路へ

の結合は受信回路の LNA のソースおよびロードインダ

クタへの結合が支配的ということがわかった。 

 
図 18 近傍磁界測定結果（2.1GHz） 
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図 19 デジタルノイズ結合経路 

 
表 1  I/Q 出力のデジタルノイズ変化量 

Total 
Spurious 
intensity

Air coupling Si substrate 
coupling

Board/Package
coupling

Without
magnetic film -29 dBm -33 dBm (63 %)

Almost same
(within 3 dB)

Almost same
(within 3 dB)With magnetic 

film -41 dBm -63 dBm ( 8 %)
 

 
 デジタルノイズの結合は、チップ内配線およびチップ上

の磁界を経由した空間結合のほかに、図 19 に示すように

Si 基板および評価ボードを経由した結合がある。それら

を電磁界および回路シミュレータをツールとして解析し、

空間結合は図 18 の近傍磁界測定の結果と比較検証し、基

板結合は 2.2.3節のオンチップノイズ想定回路で検証した。

ボード・パッケージ結合の検証には 2.4.4 節で述べる

APD 解析も用いた。 
 表 1 はその結果をまとめたもので、磁性薄膜の有無に

よって、ANG からの LNA のソースインダクタおよびロ

ードインダクタへのノイズ結合を前提に、磁性膜ありなし

の I/Q 出力のデジタルノイズ変化量をシミュレーション

解析したものである。この結果、磁性膜の適用によりデジ

タルノイズが12dB 低減しており、これは実測の10dB と
ほぼ一致しているため、空間結合は LNA のソース・ロー

ドインダクタへの結合が支配的であると推定できる。また、

磁性薄膜が無い場合、I/Q 出力のデジタルノイズが－

29dBm に対し、空間結合によるノイズ量は－33dBm で

あり、全体の 63％と最も著しく、デジタルノイズの低減

には磁性膜によるデジタルノイズ低減効果が大きいと考

えられる。 
 

2.4.2 ノイズ結合量の検証と磁性薄膜の効果 
 図 20 に磁性膜によるデジタルノイズ量の評価結果を

示す。本測定では、テストチップに Band1（ ≒ 2GHz）、
－100dBm の LTE RF 信号を入力し、同時にチップ内の

任意ノイズ発生回路からデジタルノイズを発生させ、RF 
回路の出力をベースバンド信号に変換処理しスペクトラ

ムアナライザで観測した。観測の中心周波数は 0 Hz、観

測の帯域幅は 10MHz とした。これにより周波数帯域

5MHz の LTE 信号と、任意ノイズ発生回路から RF 回
路に結合したデジタルノイズを同時に評価できる。 
 磁性膜の有無に対する測定結果を比較すると、RF 回路

で処理された本来の LTE 信号レベルには変化がなく、デ

ジタルノイズのみ磁性膜ありの結果を磁性膜なしの結果

と比較すると約 10dB 小さくなっている。以上より、磁

性膜により、RF 回路の基本性能を十分に維持しながら、

チップ内デジタルノイズを約 10dB 低減できることが確

認できた。 
 

磁性薄膜なし 磁性薄膜あり  
図 20 磁性膜によるデジタルノイズ評価結果 

 
2.4.3 テストチップおよびシステム Simulator に    

よる LTE 級携帯電話通信受信性能の評価 

 評価システム概要を図 21 に示す。本システムでは携帯

電話システムにおける高速通信方式である LTE 方式で

の受信特性の評価の重要な項目であるスループット性能

評価が可能で、デジタルノイズが磁性膜で低減した場合の

通信性能に及ぼす効果の検証を実施した。 
 図 22 に本システム評価において、磁性膜によるスルー

プット特性改善効果評価結果を示す。 本結果からデジタ

ルノイズで劣化したスループット特性が約 10dB 磁性膜

により改善することが明らかである。 
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図 21 通信性能評価システム概要 
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図 22 携帯電話 LTE 受信スループット評価結果 

 
 以上の結果、RF 回路の特性劣化を生じることなく、

RF 回路に結合していたチップレベルでのデジタルノイ

ズを 10dB 低減でき、デジタルノイズにより携帯電話

LTE 方式でのスループット劣化の改善につながり、無線

通信システムにおける受信感度の改善寄与する技術であ

ることが確認できた。 
 

2.4.4 振幅確率分布の相関解析によるノイズ伝搬

評価 
従来、ＩＣ実装ボード上のノイズ評価の内容として、プ

ローブなどを用いて電流・電圧あるいは磁界・電界の強度

測定を行い、それらの強度の大小を基にノイズ源やノイズ

経路を推定することが多かった。しかし、このような方法

ではノイズの時間波形情報を含んだ考察が出来ないため、

ノイズ強度が時間と共に変動する場合、ノイズ源やノイズ

経路に関して精度の高い推定を行うことが難しかった。振

幅確率分布（Amplitude Probability Distribution: APD）

は、上記物理量の時間波形を統計処理してその特長を抽出

する手法であり、この手法を用いることによりノイズにつ

いて精度の高い情報を得ることが可能となる。APD とは

「被測定信号があるレベルを超える時間率」と定義され、

被測定信号をノイズと置き換えると図 23 に示すように、

あるしきい値を超えるノイズ振幅強度の時間的な発生確

率を表す。ノイズの時間波形を確率としきい値レベル（振

幅強度）の関係で表現したものが APD カーブであり、こ

れを導出することにより周期的なノイズのみならず不規

則に発生するノイズの特徴をも抽出できることが有意な

点である。 
本研究開発では、図 24 に示すミックスト・シグナルＩ

Ｃ実装ボード上で、ピアソン相関係数の式を用いて APD
カーブの類似度を比較する（相関解析を行う）ことにより

ノイズの伝搬経路に関する知見を得た。本ボードでは、Ｉ

Ｃのデジタル部に繋がるグランドプレーンとアナログ部

に繋がるグランドプレーンが、図の点線部で完全に分離さ

れた構成をとっている。 
 図 25 に、APD カーブ相関解析用の測定系を示す。(a)
は相関元の APD カーブ取得のための測定系、(b)は相関先

の APD カーブ取得のための測定系であり、(a)(b)それぞ

れに記載されている基板（評価用ボード）は同一のもので

ある。評価用ボードには二つの逆 F アンテナが実装され

ているため、それぞれのアンテナ端子から出力された電圧

の APD カーブを相関元に選んだ（図 24 参照。二つのア

ンテナの名称をアンテナ 1、アンテナ 2 とした。）。測定条

件は、周波数 2.121GHz（LTE 受信周波数）、帯域 5MHz、
APD 計測時間 0.2ms とした。相関先の APD カーブは、

Φ6mm のループ型磁界プローブを使用して取得した。 

 図 26 に、それぞれのアンテナで受信したノイズの APD
カーブ、およびＩＣ上で磁界プローブにより計測したノイ

ズの APD カーブを示す。アンテナ 1 と比較して、アンテ

ナ 2 とＩＣ上で測定した APD カーブの形状が急峻に変化

していることが認められる。これらの APD カーブの形状

は、ＩＣにおけるデジタル回路から発生したノイズの特徴

を示していると推測できる。アンテナ 1 ではノイズフロア

や熱雑音などのランダムノイズの特徴を表す緩やかなカ

ーブを描いており、ＩＣから発生したノイズの混入が少な

いことを示している。特に、変化が大きい確率 0.1 以上の

高確率領域において、ＩＣ上で観測した APD カーブの傾

きは、アンテナ 1 における APD カーブの傾きと著しく異

なる結果となっており、当該領域でアンテナ 2 における

APD カーブの傾きと近いことがわかる。この結果から、

ＩＣから発生したノイズは、主にアンテナ 2 に結合してい

ると言うことができる。 
 次に、アンテナ 2 で受信したノイズを相関元とし、磁界

プローブをボード全域に走査し（図 25(b)参照）相関先を

多点とした時のボード上の相関係数分布を図 27 に示す。

カラーバーの右側の値は相関係数を示しており、図よりア

ンテナ 2 で受信したノイズとＩＣ上で検出したノイズと

の相関が強いことを確認することができる。また、本手法

により、ＩＣ外においても相関の高い点が抽出されている

ことが分かる。前述したように、本評価ボードではデジタ

ル回路部とアナログ回路部のグラウンドプレーンが完全

に分離された構成となっている。相関の高い箇所は分離さ

れたグラウンドプレーン間のスリットの部分であり、そこ

からノイズが放射している様子が見て取れる。 
以上の結果から、ＩＣのデジタル回路（ANG）から発

生したノイズは主にアンテナ 2 に結合し、結合の仕方とし

てＩＣからボードに漏洩し広がったノイズが主にグラウ

ンドプレーンを伝搬してアンテナ 2 に結合したことが考

えられる。また、APD カーブの相関解析を行うことによ

り、アンテナに混入する、すなわち通信に影響を与え得る

ノイズがボードを伝搬していることを実証できた。 
 

 

図 23 APD についての説明図 
 

 
図 24 ミックスト・シグナルＩＣ実装ボード 
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(a) 相関元の APDカーブ測定系 

 

 
 

(b) 相関先の APD カーブ測定系 
 

図 24 APD カーブ相関解析用の測定系 

 

 
図 25 各アンテナ端子から出力された電圧とＩＣ上の 

磁界から算出された APD カーブ 
 

 
図 26 相関係数分布によるアンテナ 2 に混入する 

ノイズの可視化 
 

2.5 実証実験等 

2.5.1 MWE2013 実証展示 
成果の有効性を示すとともに研究開発へのフィードバ

ックを得るため、4研究機関で連携し平成 25年 11月 27

～29日にパシフィコ横浜で開催されたマイクロウェーブ

展 2013（MWE2013、参加登録者数 5,425）において図 14 に

示すような実証実験を行い、技術成果の有効性を実証した。 

 

  
(a)磁性膜有無による   (b)展示ブースでの質疑応答 

スプリアス低減の実証実験 

図 27 MWE2013 における実証展示 

 
2.5.2 電気通信事業者による立会い実験 
電波の有効利用の視点から研究開発の有効性を示すた

めに、4 研究機関で連携し平成 26 年 2 月 5 日に電気通信

事業者による立会い実験を行い、以下のコメントを得た。 

磁性薄膜を形成したノイズ結合評価チップにおいて RF

受信回路での内部雑音レベルを 10 dB以上低減できること

を確認できた。加えて、この雑音の低減により通信品質を

示す指標であるスループット特性の向上が確認できた。こ

れにより、本研究開発によるＩＣチップレベルのノイズ対

策基盤技術が、高速信号伝送の品質の向上に寄与する技術

であることが確認できた。 

 

  
(a)スループット評価 (b)アンテナによる希望波受信 

図 28 電気通信事業者による立会い実験 
 

３．今後の研究成果の展開 

3.1 標準化活動 
ノイズ源モデルとそのモデル化手法に関する研究成果

について、特許出願を行った上で半導体の EMC モデリン

グに関する IEC 国際規格案について審議を実施している

JEITA・半導体 EMC モデリング WG の会合にて標準化

提案に向けた考案内容（上記出願特許の内容）を報告した。

その結果、今後さらに検討を要する技術内容を明確化した。 
 

3.2 電波資源の有効利用への寄与 
ＩＣチップ上の磁性薄膜形成によるノイズ低減が、安定

したスループットで通信可能な基地局―端末間の距離の

拡大に及ぼす効果について、仮定に基づいた条件下で試算

した。ここでは、基地局と端末が適用される想定シナリオ

として、スモールセル基地局の屋内設置を仮定し、ITU-R
屋内電波減衰モデルに対する次式を採用して試算した  

fLdNfL +−+= 28loglog20 1010total  
f [MHz]: 周波数 

   N : 伝播経路の品質を表す係数 
d [m]: 基地局からの距離 
Lf : 壁、天井、床の通過による損失を表す係数 

(Recommendation ITU-R P.1238-7, 2012, “Propagation 
data and prediction methods for the planning of indoor 
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radio communication systems and radio local area 
networks in the frequency range 900 MHz to 100 GHz”
による)。本式は、屋内を考慮した周波数と距離に依存す

る伝送損(20log10f + Nlog10d - 28)に、壁やフロア通過によ

る損失項Lfが加味された伝送損Ltotalを表す推定式となっ

ている。 
アンテナ給電端子における受信電力をモニターしたと

きのスループット依存性評価結果から、無線通信環境にお

ける磁性薄膜のノイズ対策効果は、スループット 95%時

の受信電力に換算して 10 dB であった（磁性薄膜ありの

場合のスループット 95%時の受信電力は-96dBm、磁性薄

膜なしの場合は-86dBm）。この結果に基づき、上述した

伝送損の推定式を用いて、受信距離に与える影響について

考察する。 
図 28 は、周波数 2.1 GHz における基地局から距離 d 離

れた地点における受信電力を、上式を用いてプロットした

結果である。大きな商業施設への適用を想定し、送信電力

を 20 dBm（100mW）とした。尚、各係数については、

N＝22（ITU-R 勧告に記載された商業施設の場合の係数）、

Lf = 6（基地局と端末間にフロアが存在する場合の係数）

と仮定している。 
携帯端末の受信部にノイズが混入した場合を考えると、

スループットの実測結果より、ノイズ対策なし（磁性膜な

し）の場合のスループット 95％となる受信電力は-86dBm
であった。図 28 によれば、ノイズが存在し対策がなされ

ない場合、スループット 95％で通信できる距離は 622m
となる。これに対して、磁性薄膜によりノイズを抑制する

と、同スループットでの受信電力は 10dB 改善し-96dBm
となった。これは、図 28 を参照して、基地局から 1773m
離れた地点においてもスループット 95％で通信でき、受

信距離が約 2.8 倍拡大したことを意味している。 
以上より、本研究開発によるＩＣチップレベルのノイズ

低減技術の適用により、良好な通信を可能とする受信距離

を拡大する効果について試算できた。特に屋内伝搬におい

ては、想定する伝送損推定式の係数や送信電力の値が変わ

った場合、信号減衰を表すカーブの傾きは大きく変化する。

そのため、受信距離の絶対値での値は参考程度にとらえる

べきである。しかしながら本試算結果は、新たに開発した

ノイズ低減技術が基地局と携帯端末の送信電力を増大さ

せることなく所望のカバーエリアを確保する一技術とな

り得ることを示唆するものであり、その意味で、開発した

ノイズ低減技術は電波資源の有効利用に大きく貢献でき

るポテンシャルを有していると言える。 

 

 
 

図 29 磁性薄膜による 10 dB ノイズ低減が基地局の受信

距離に及ぼす影響の計算例 
（送信電力 20dBm(100mW)、Lf = 6、N = 22） 

 

 

3.3 発展的展開 
 本研究開発の成果技術は、デジタルノイズ対策に広く適

用可能であるため、以下のような発展的展開が期待される。 

①第 4世代から第 5世代の携帯電話システムでは、スモー

ルセル基地局のハードウェア技術は、携帯端末技術と可能

な限り共通化されるため、本研究開発による成果技術は、

近い将来、携帯端末のみならず、無線設備としての基地局

技術としても適用可能な技術である。 

②携帯電話用 RFトランシーバの送信回路におけるデジタ

ルノイズによる EVM特性、出力ノイズ特性劣化の改善 

③WiFi、WiMAX等のデジタル回路を内蔵した RF無線回路

への応用 

④MCU、デジタル TV等における RFとデジタルプロセッサ

との 1チップ化製品への応用 

⑤小型化が進むフィルタ、RFスイッチ等の RF部品の基板

Isolation技術への応用 

⑥通信性能を劣化される雑音源として問題化している高

速化する電源スイッチング回路、USB-PCMCIAカード等か

ら発生するノイズの抑制技術への応用 

⑦本研究開発で開発した高精度電磁界プローブによるＩ

Ｃの主要配線レベルでの ICチップでの高周波解析による

ＩＣ開発の加速 

 

４．むすび 

 半導体からみて異種材料である磁性体を集積化すると

いう大胆な手法により、確実にデジタルノイズを 10 dB
低減させ、かつＩＣチップ内の信号品質を充分に確保可能

な新技術を開発できた。 
RF アナログ回路に伝達されるデジタルノイズが 10 dB

低減できることで、携帯電話しシステムにおけるデジタル

ノイズで劣化していた周波数チャンネルでのスループッ

ト特性を改善でき、受信感度を向上できることを確認した。 
ＩＣの設計や製造技術を変えることなく、後から磁性薄

膜を付加するだけで雑音を抑制できる斬新な技術を開発

できた。 
ハードウェア・エミュレーション技術で、RFIC チップ

に搭載されるデジタル回路のノイズ発生および Si 基板中

のノイズ伝搬をノイズ発生回路により模擬して、RFIC チ

ップ内のノイズ分布や RF チャネルへのノイズ混入を実

験検証可能な新技術を開発できた。 
従来デジタルノイズ対策技術として、経験則で設計され

たガードバンド構造等、に対して解析的根拠を与え、ＩＣ

チップ設計に直接反映できる高度技術を開発できた。 
ＩＣチップの内部ノイズが携帯端末の受信性能に及ぼ

す影響を診断し、空間の磁界ノイズ結合や基板ノイズの振

幅や形状と、通信品質指標であるスループットや EVM の

関係を明らかにできる評価技術を開発できた。 
 以上を通して、携帯電話基地局のカバーエリアを拡大し、

あるいは送信電力を増大させることなくセルエッジのス

ループットを確保できる新技術を開発できた。 
開発技術については、設計法展開の取り組みを通してよ

り国際競争力の強化、維持に努めていく。これらの成果を

用いた新たなサービスにより広く国民、社会に役立つ技術

へと展開していきたいと考える。 

電波資源拡大のための研究開発  
第７回成果発表会（平成 26 年） 



 

 
【査読付き誌上発表論文】 

[1]Masahiro Yamaguchi, Wataru Kodate, Yasushi Endo, 
“On-Chip Intra Decoupling Measurements for 
Integrated Magnetic Thin Film”, IEEE Transactions 
on Magnetics, Vol. 48, No.11, pp.4394-4397（2012 年

11 月 1 日） 
[2]Shunsuke Shimazaki, Shota Taga, Tetsuya Makita, 

Naoya Azuma, Noriyuki Miura, Makoto 
Nagata, ”Emulation of high-frequency substrate noise 
generation in CMOS digital circuits”, Japanese 
Journal of Applied Physics, Vol. 53（2014 年 3 月 6 日） 

[3]Y. Endo, M. Fukushima, K. Arai, K. Yanagi, Y. 
Shimada, M. Yamaguchi, “Measurement of GHz 
Range Magnetic Field Distribution Near a Coplanar 
Waveguide Using a Beating Field － Type MFM”, 
Journal of Applied Physics Vol. 115 (Accepted) （2014
年 5 月 1 日） 

【その他の誌上発表】 

[1]田中 聡、山口 正洋、“高周波信号処置 IC チップレ

ベルのデジタルノイズ低減化技術”、月刊 EMC，Vol.318 
No.10 pp17-21（2014 年 10 月 5 日） 

[2]永田 真、“オンチップノイズの発生と干渉の評価”、

月刊 EMC，Vol.318 No.10 pp31-37（2014 年 10 月 5 日） 
[3] 岩波 瑞樹、塚本 健太、“ミックスト・シグナル IC
実装ボードにおけるノイズ伝搬の評価と対策”、月刊

EMC，Vol.318 No.10 pp38-48（2014 年 10 月 5 日） 
【査読付き口頭発表論文】 

[1]Naoya Azuma, Tetsuya Makita, Shinichiro Ueyama, 
Makoto Nagata, Satoru Takahashi, Motoki 
Murakami, Kazuaki Hori, Satoshi Tanaka, Masahiro 
Yamaguchi, “In-System Diagnosis of RF ICs for 
Tolerance against On-Chip In-Band Interferers”,  
Proc. 2013 IEEE International Test Conference (ITC 
2013)、#12.3, pp. 12.3.1-12.3.9、（2013 年 9 月 12 日） 

[2]M. Iwanami, T. Kushta, K. Tsukamoto, K. Kondo, 
“Suppression of conducted noise coupling in a board 
with digital and RF circuits by a ferrite film plated on 
an interposer”, Proc. 2013 IEEE Electrical Design of 
Advanced Packaging & Systems Symposium (EDAPS 
2013), pp.213-216, Nara（2013 年 12 月 12 日） 

[3]Masahiro Yamaguchi, Satoshi Tanaka, Yasushi Endo, 
Makoto Nagata, Hiroaki Matsui, Mizuki Iwanami, 
Kenta Tsukamoto, “IC Chip Level Low Noise 
Technology for High Speed and High Quality 
Telecommunication Systems(Invited)”, 2014 Asia- 
Pacific Microwave Conference(APMC 2014), TH2E-1, 
Sendai（2014 年 11 月 6 日） 

【口頭発表】 

[1]Masahiro Yamaguchi, “A challenge to suppress 
inductive noise coupling in LTE-class RFIC using soft 
magnetic thin film(Invited)”, International 
Conference of Asia Union of Magnetics Society 
2012(IcAUMS 2012) Abstracts、p.432（2012 年 10 月

5 日） 
[2]Y. Endo, S. Muroga, Y. Shimada, M. 

Yamaguchi, ”Study on magnetic thin films for 
electromagnetic noise suppression in LTE class IC 
chips(Invited)”, 12th International Union of Materials 
Research Societies (IUMRS) International 
Conference on Advanced Materials Abstracts Book、

C4-12、p.70（2013 年 9 月 24 日） 
[3]M. Yamaguchi, S. Tanaka, Y. Endo, S. Muroga, Y. 

Shigeta, N. Azuma, M. Nagata, “Soft Magnetic Thin 
Film Applications in Radio Frequencies(Invited)”, 
10th European Conference on Magnetic Sensors and 
Actuators,  TO10（2014 年 7 月 8 日） 

【申請特許リスト】 

[1]山口正洋、室賀翔、“ノイズ抑制部材”、日本、特願

2012-063174、2012 年 3 月 21 日 
[2]遠藤 恭、山口 正洋、島田 寛、室賀 翔、“高周波電磁

界測定装置”、国際特許出願 PCT/JP2013/074059、
2013 年 9 月 6 日 

[3]岩波 瑞樹、クシュタ タラス、“半導体モジュール”、

日本、特願 2014‐062879、2014 年 3 月 26 日 
【受賞リスト】 

[1]室賀翔、平成 22 年度電気学会優秀論文発表賞、“オン

チップ薄膜電磁ノイズ抑制体における損失極大周波数

の反磁界による制御”、2011 年 9 月 21 日 
[2]重田洋一郎、第 27 回エレクトロニクス実装学会春季講

演大会ポスターアワード、“ＩＣチップレベルのノイズ

結合評価を目的とした 3D 近傍磁界計測装置の開発”、

2013 年 3 月 14 日  
[3] 山口・遠藤(恭)研究室，NE ジャパン・ワイヤレス・

テクノロジー・アワード 2014 優秀賞、“磁性薄膜によ

る無線 IC の自家中毒抑制技術”、2014 年 5 月 30 日 
【報道発表リスト】 

[1]“次世代携帯 電磁ノイズ抑制へ 東北大グループ技術

開発着手”、河北新報、2011 年 2 月 6 日 
[2]“HILS の手法を A-D 変換器や RF 回路のテストに応

用、神戸大学が LTE で有効性を確認”、Tech-On!（日経）、

2013 年 9 月 18 日 
[3]“磁性薄膜をチップ上に形成し内部の自家中毒を抑制 

東北大学などが開発、Co-Zr-Nb 膜で、GHz 帯の雑音を

吸収”、日経エレクトロニクス、pp. 10-11、2014 年 1
月 6 日 

【参加国際標準会議リスト】 
[1]IEC TC51/WG10・国内会議，東京、2013 年 4 月 1 日 
[2]IEC SC47A/WG2・国内会議、東京、2014 年 3 月 6 日 
[3IEC TC51/WG10・IEC 東京会議（国際）、東京、2014
年 11 月 14 日 

 

電波資源拡大のための研究開発  
第７回成果発表会（平成 26 年） 


	Abstract
	１．まえがき
	移動体通信市場は、スーマートフォンの普及等で移動通信トラフィック数は近年1年で約2倍増している。トラフィック容量増加のために携帯電話方式として、今後は第4世代LTE-Advanced（下り１Gbps）に移行していく、また、平行して使用周波数バンド数の増加、周波数帯域の拡大を行い、これを実現するハードウエアの開発とともに移動通信トラヒックの拡大を各課題を解決しながら実現していく必要がある。特にRF 信号処理用のRFIC は第三世代以降IC チップ内のデジタルノイズ問題による携帯電話システムの受信感度...
	この原因はRFIC に搭載されるデジタル回路数の増加とプロセスの進化によるデジタル回路とRF アナログ回路のチップ内での距離が短くなったために、顕著な問題になってきた。
	デジタルノイズ低減対策としては、チップレイアウトの最適化やガードリングを行っているが、今後さらにデジタ
	ル回路の増加、プロセスの微細化を進める上での技術革新が必要な状況にあり、チップ内の空間結合の解析ができる
	高分解能RF 電磁界プローブの開発と磁性膜を活用したノイズ低減基盤技術を開発した。
	本ノイズ低減技術により、RF 回路およびデジタルノイズ発生回路を内蔵した、チップレベルでのデジタル回路からRF 回路に結合されるデジタルノイズを約10dB 低減した。さらに、テストチップと、システムSimulation を利用し、LTE 携帯電話システムでの受信特性評価を行い、本技術が、デジタルノイズによる生じる通信受信性能の劣化を改善できることの検証を行った。
	２．研究内容及び成果
	2.1　高分解能RF電磁界プローブ
	2.1.1　電磁誘導型アクティブ磁界プローブ
	IC チップレベルにおいてEMI 対策を行うためには、電磁ノイズの発生源、伝搬経路および混入先の特定が重要である。その方法として、IC チップ上の微細な信号線や構成素子を流れる電流から発生する高周波近傍磁界を計測することは有効である。従来技術の検出周波数帯域は0.5GHz を超えているものの、検出センサの空間分解能はおおむね数十μm にとどまっている。そのため、最小配線間隔がサブミクロン程度であるRFICチップでは、その微細な信号配線や構成する素子を流れる電流が作る磁界成分を検出することは困難で...
	本研究開発で直接の対象とするLTEBand1(受信2110 MHz～2170 MHz)において、電流0.1 mAの微弱な集積回路基板内リーク電流を10 µmの高さから検出可能とする電磁誘導型近傍磁界プローブを開発した。2GHz帯で増幅度25dB、雑音指数2.5dB以下の性能を有し、2GHｚ帯で60 μV の検出電圧をS/N 比6 dB 以上で検出できる。
	後述するノイズ結合評価チップ上において、図1に示すように分解能40umが得られ、本研究開発における解析ツールとして十分な性能を有している。
	2.1.2　高周波磁気力顕微鏡ＨＦ－ＭＦＭの開発：
	磁気力顕微鏡と変調検波方式を組み合わせた高周波電磁ノイズ計測プローブにより空間分解能130 nm、周波数帯域4 GHz 以上、感度0 dBμA/√Hz を実現した。MFM探針近傍に微小な励磁コイルを設置し、このコイルに参照波電流を与え、ＩＣチップからの被検出磁界と励磁コイルからの参照波磁界のうなり周波数がカンチレバの機械的共振周波数（数十kHz）に等しくなるよう参照波電流の周波数を調節した。
	図2に示すように、100 nm厚のNi-Fe膜をコートしたMFM探針を、信号線幅3μmのCPW上にリフト高さ0.8 µmで固定してCPWの信号線断面方向に走査させた結果、磁界をサブミクロンの分解能で計測できている。
	電流検出は帯域7 GHzまで、また計測装置を67GHz対応として別途評価した結果、最高30 GHzまで可能であった。このうち7 GHz以下の帯域で、空間分解能100 nmまでCPW上の高周波近傍磁界の計測に成功した。
	2.2 ＩＣチップレベルのノイズ解析と電磁界モデルの創出
	2.2.1 ノイズ結合評価チップ (1)RF受信回路
	IC チップでのノイズ解析のために、LTE 級の携帯電話用RFIC 受信回路とノイズ発生をエミュレートする任意ノイズ発生回路（Arbitrary Noise Generator：ANG）を同一チップに内蔵した評価用解析チップを作成した。
	図3にテストチップのブロック図、レイアウト図を示す。テストチップは携帯電話通信システムでのLTE 級のRF 信号処理が可能なRF 受信回路とデジタルノイズを発生するノイズ発生回路、RF 回路を制御するコントロール回路から構成されている。
	RF 受信回路のブロック図を図4に示す。RF 受信回路は携帯電話用周波数バンドのBand1（受信周波数；2,110 ～ 2,170 MHz）を増幅、ベースバンド周波数に変換、LTE 帯域のフィルタリング処理機能で構成されており、ベースバンド処理用IC に接続可能なI /Q 信号を出力する。
	（b）物理レイアウト図
	図3　LTE 級携帯端末用RFIC 受信フロントエンド実回路を実装したテストチップ
	図1 アクティブ磁界プローブ
	（a）テストチップブロック図およびRFノイズ結合の評価システム
	ノイズ発生器は任意のデジタルノイズを発生させることが可能な機能を有する。ノイズ発生器で発生させたデジタルノイズがRF 回路に結合することで、RF 回路のノイズとなり、そのデジタルノイズ量をRF 回路の出力で観測できる。
	チップ内でのデジタルノイズ解析のため、任意ノイズ発生器（ANG）を124.8MHz のクロック周波数で動作させ、その第17 次高調波（2121.6MHz）がRF 受信回路の帯域内ノイズになるように設定しノイズ解析を実施した。
	上記条件でのRF 受信回路のI/Q 出力信号を図5に示す。　I/Q 出力信号には、LTE 信号のほかに、ANGで発生したデジタル信号がRF 受信回路に結合しデジタルノイズとなって出力されている。
	図4　テストチップRF 受信回路ブロック配置図
	図5　 RF 受信回路I/Q 出力信号
	2.2.2 ノイズ結合評価チップ (2)オンチップノイズ発生回路
	デジタルLSIの動作による動的な消費電流を、解析時区間毎の等価容量の充電動作に置き換えて表現するシミュレーション手法が提案されている。容量充電モデル（図6）と呼び、各時区間において動作する回路の規模に応じた大きさの等価容量を、そのタイミングで充電することで、デジタル回路が発生する電源電流を表現する。
	オンチップノイズ発生回路（図7）は、容量充電モデルをハードウェアとして回路化した構造で、時間とともに変化する電源電流の変化を作り出す。電源供給網の寄生インピーダンスに電源電流が作用することで電源ノイズとなる。容量充電セル(TSDPCセル)をMOSスイッチと可変容量キャパシタから構成し、アレイ状に配置する。容量充電セルを時系列に充電動作させることで、動的な電源電流を生成する。容量充電セルの動作は、容量値を設定するメモリ構造（ループシフトレジスタ）および外部クロック信号から内部動作タイミングを生成する...
	図6　容量充電モデル
	図７ オンチップノイズ発生回路
	ズ発生回路の電源電流が、チップ内部電源配線およびチップ・ボードの電源供給網のインピーダンスに作用して、電源電流および電圧変動（電源ノイズ）の時間波形が定まる。
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	観測したノイズ波形の周波数成分を分析した（図10）。周期的なノイズピーク発生により、100 MHzに対する高調波成分が広帯域に発生している。また、スキュー最小化により高調波成分の強度が増大していることがわかる。本研究開発で扱うLTE移動体通信は2.1 GHz帯のキャリア信号を用いている。高調波はこの帯域内にも発生しており、同一チップ上のRFICブロックにスプリアス（不要成分）として混入する可能性がある。
	図10 ノイズ波形の周波数成分
	図11　ノイズ発生回路による帯域内スプリアスの発生
	図12 ノイズ発生回路による帯域内スプリアス強度
	2.2.5　HILSによるノイズ干渉の評価
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	半導体からみて異種材料である磁性体を集積化するという大胆な手法により、確実にデジタルノイズを10 dB低減させ、かつＩＣチップ内の信号品質を充分に確保可能な新技術を開発できた。
	RFアナログ回路に伝達されるデジタルノイズが10 dB低減できることで、携帯電話しシステムにおけるデジタルノイズで劣化していた周波数チャンネルでのスループット特性を改善でき、受信感度を向上できることを確認した。
	ＩＣの設計や製造技術を変えることなく、後から磁性薄膜を付加するだけで雑音を抑制できる斬新な技術を開発できた。
	ハードウェア・エミュレーション技術で、RFICチップに搭載されるデジタル回路のノイズ発生およびSi基板中のノイズ伝搬をノイズ発生回路により模擬して、RFICチップ内のノイズ分布やRFチャネルへのノイズ混入を実験検証可能な新技術を開発できた。
	従来デジタルノイズ対策技術として、経験則で設計されたガードバンド構造等、に対して解析的根拠を与え、ＩＣチップ設計に直接反映できる高度技術を開発できた。
	ＩＣチップの内部ノイズが携帯端末の受信性能に及ぼす影響を診断し、空間の磁界ノイズ結合や基板ノイズの振幅や形状と、通信品質指標であるスループットやEVMの関係を明らかにできる評価技術を開発できた。
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