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AN 574: プリント基板（PCB）電源供給
ネットワーク（PDN）デザインの手法
AN-574-1.0
このアプリケーション・ノートでは、電源供給ネットワークを構成する各種コンポーネン

トの概要を提供します。 また、効率的なシステム電源供給ソリューションを設計する際に、

PCB 遮断周波数 (FEFFECTIVE) の役割について説明します。 さらに、アプリケーション・ノート

では PCB デザインのトレード・オフについて説明し、ボード上で複数の電源レールを組み

合わせるときに、従うべき上位レベルのデザイン手法を備えています。

はじめに
プロセス形状が小さいほど電源電圧が減少します。 電圧での縮小はダイナミック消費電力を

低減するのに役立ちます。 プロセス強化を利用して、半導体ベンダは 1 つの世代製品から次

の世代製品にデバイス集積度を増加しています。 これにより、全電流要求の増加が発生しま

す。設計者が適切なデバイス動作のためのますます厳しいノイズ条件を満たす必要がある

ので、これは電源供給の観点から大きなチャレンジです。

図 1 に、130 nm Stratix® I デバイス・ファミリから 40 nm Stratix IV デバイス・ファミリに移

動するとき、 1.5 V ～ 0.9 V のコア電源電圧低下の例を示します。デバイス集積度における増

加によって、全電流は Stratix I から Stratix IV に増加します。 Stratix I デバイス・ファミリ上の

ロジック・エレメント（LE）の最大数は 79 K で、Stratix IV デバイス・ファミリ上のロジッ

ク・エレメント（LE）の最大数は 681 K です。これは～ 8.6 の増加です。

図1. プロセスの微細化によるコア電圧の低下
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電源供給ネットワーク
電源供給ネットワークの目的は、ダイ上のアクティブなデバイスにクリーン電源お

よびリファレンス電圧を提供します。 ASIC と同様に、フィールド・プログラマブル・

ゲート・アレイ (FPGA) デバイスは最大動作周波数 (fMAX) の仕様に適合するようク

リーン電源が必要です。 システム電源供給ネットワークの簡単な表現を図 2に示しま

す。 

電源供給ネットワークは FPGA への電圧レギュレータ・モジュール（VRM）からパス

に関連付けられたインピーダンス (ZPDN) を備えています。 電源レール上で現れるノイ

ズの振幅（電圧リップル）はインピーダンス (ZPDN) とそのレールに関連する過渡電

流 (ITRANSIENT) の使用率に比例します。 図 3 に、ITRANSIENT の略図を示します。

オームの法則に基づいて、

VRIPPLE = ITRANSIENT * ZPDN

図2. システム電源供給ネットワーク

図3. Itransient の定義
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過渡電流は、アプリケーション特有であり、切り換えシグナル・パターンによって

決定されます。ボード設計者として、このパラメータを制御できません。 ZPDN を低下

することにより、許容電圧リップルを低下することができます。ZPDN の PCB 部分が

制御できます。 適切なデザイン手法を通して、このパラメータを最適化することがで

きます。 電圧リップル・ノイズが FPGA 仕様内に存在するのを確認するために、特定

のインピーダンス（ZTARGET と呼ばれる）に適合するように ZPDN を設計する必要があ

ります。ZTARGET は PCB インピーダンス (ZPCB) の振幅上でガイドラインとして機能しま

す。

ZTARGET は以下のどおりに定義することができます。

ここで、

MaxTransientCurrent は全電流の使用率のパーセンテージとして推定される過渡電流で

す。

f 「PowerPlay Power Analyzer」または「Early Power Estimator」を使用して、さまざまな

Altera® 電源レールの全電流を概算できます。 

リップルのパーセンテージはアルテラによって指定された最大の許容電圧リップル

です。リップルのパーセンテージおよび最大過渡電流の値は各種の電源レールに

よって異なります。

Stratix IV GX デバイス・ファミリの PDN ツールは PCB デカップリングのために推奨周

波数を提供します。 この周波数は、FEFFECTIVE と呼ばれます。 以下の章で説明されてい

るとおり、この周波数を超えて PCB デカップリングを設計することはシステム PDN
プロファイルを改善をしません。 PDN ツールは、PCB、パッケージ、およびダイの寄

生を考慮することによってこの周波数を計算します。

f Stratix IV GX デバイス・ファミリの推奨される設定については、「Power Delivery 
Network (PDN) Tool for Stratix IV Devices User Guide」を参照してください。 

効率的な PDN デザインは、ZPDN が ZTARGET に適合するか、または ZTARGET より低くなる

ように、VRM とダイの間のインピーダンスを最小化にします。 広い周波数帯域で

ZTARGET の下の ZPDN による電源供給ネットワークを設計することは、すべてのシナリ

オで可能なまたは不可能な場合があります。 また、デザイン観点から、費用がかかる

可能性があります。 コストと性能の間の妥当なバランスを実現するには、トレード・

オフを図る必要があります。  12 ページの「PCB デザインのトレード・オフ」および  
17 ページの「マルチ・レール・シナリオのデザインのトレード・オフ」に、デザイ

ンのトレード・オフについて説明します。

例1.
© 2009 年 5 月 Altera Corporation AN 574: プリント基板（PCB）電源供給ネットワーク（PDN）デザインの手法

http://www.altera.com/support/devices/dvs-index.html
http://www.altera.com/support/devices/estimator/pow-powerplay.jsp
http://www.altera.com/literature/ug/ug_pdn_siv.pdf
http://www.altera.com/literature/ug/ug_pdn_siv.pdf


4ページ はじめに
PDNコンポーネントの略図
この PDN ツールは、電源供給ネットワーク・トポロジーの集中等価モデル表現を利

用しています。 図 4 は、このツールの一部としてモデル化された回路トポロジーの略

図を示します。PDN インピーダンス・プロファイルとは、デバイス側から見た周波

数に対するインピーダンスの変化です。

PCB PDN ネットワークには、以下が含まれています。

■ 電圧レギュレータ・モジュール (VRM)

■ デカップリング・コンデンサ

■ パワー / グランド・プレーン・スプレッディングの寄生、および BGA ビア

■ プレーン・キャパシタンス

電圧レギュレータ・モジュール (VRM)
図 5 に示すように、一次解析のために、VRM は直列接続された抵抗とインダクタと

してモデル化できます。 シミュレーションされた周波数応答は図 5にもプロットして

あります。

約 50 KHz までの低周波数では、VRM のインピーダンスは低く、FPGA の瞬間電流要

件に対応することができます。 高周波数では、VRM のインピーダンスは主に誘導性

になり、過渡電流要件を満たすことができなくなります。 等価直列抵抗（ESR）およ

び等価直列インダクタンス（ESL）の値は、VRM のメーカーから入手できます。 

図4. PDN トポロジーの略図

図5. 電圧レギュレータ・モジュール (VRM) の回路図および周波数応答
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デカップリング・コンデンサ
R、L、および C の直列接続としてデカップリング・コンデンサをモデル化できます。 

■ R はコンデンサの等価直列抵抗（ESR）を表示

■ L は等価直列インダクタンス（ESL）を表示

■ C はコンデンサのキャパシタンスを表示

図 6 に、コンデンサの周波数応答を示します。 1 つのコンデンサの同等回路は RLC 直

列共振回路です。 自己共振周波数 (SRF) は回路の L および C によって決まります。 
例 2 に示すように、この周波数は材料およびコンデンサの構成によって設定されま

す。

コンデンサの固有の ESL を最小化するために、小さい実装面積のあるコンデンサを

選ぶことができます。 例えば、同じ誘電体材料およびコンデンサ構築（例、0402、
0603、0805 など）に対する大きい実装面積のある 0.1nf コンデンサと比較すると、

0.1nf 0201 コンデンサは低い固有の ESL を持っています。 コンデンサの ESR は周波数

の関数に従って変化します。集中 RLC モデルを使用することでコンデンサを表すの

に SRF で抵抗を使用しなければなりません。 SRF の他に、コンデンサのインピーダン

スは ESL によって決定され、周波数の関数に従って増加します。 インピーダンスとは

コンデンサの値から独立しております。 

例2.

図 6. コンデンサの回路図および周波数応答

 LC2/1F= π
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パワー・グランド・プレーン・スプレッディングおよび BGA ビアの寄生
図 7 に、スプレッディング・インダクタンスおよびボール・グリッド・アレイ

（BGA）ビアのインダクタンスの略図および等価表示を示します。 PCB 上でコンデン

サを配置することに関連するマウンティング・インダクタンスに加えて、デカップ

リング・コンデンサの有効性は、コンデンサがロードに対して検出するスプレッ

ディング・インダクタンスに依存します。 スプレッディング・インダクタンスはデザ

インに依存しており、パワー・プレーン / グランド・プレーン間に誘電体の厚さ (h)
の関数としてスケールします。 ロードを基準とするコンデンサの空間的位置 (d) に
よって決定されます。 誘電性の厚さ (h) を最小にすることにより、コンデンサ位置感

度を減少させて、コンデンサをロードから遠く置くことができます。

パワー・プレーン / グランド・プレーンからのスプレッディング・インダクタンスに

加えて、FPGA デバイスに到達する前に、電流は BGA の下部のビア・フィールドを通

じて伝達する必要があります。PDN ツールにおいて、BGA ビアに関連付けられたイ

ンダクタンスは BGA ビア・インダクタンスとしてモデル化されます。 デカップリン

グ・コンデンサによって見られた全インダクタンスは、マウンティング・インダク

タンス、スプレッディング・インダクタンス、および BGA ビア・インダクタンスの

直列組み合わせです。 

プレーン・キャパシタンス
パワー / グランド・サンドイッチによる見られた分布キャパシタンスの量は、下記の

要因に応じて異なります。

■ プレーンの長さ

■ プレーンの幅

■ 比誘電率

■ 誘電体厚

図7. コンデンサ・マウンティング、スプレッディング・インダクタンス、BGA ビア・インダクタンスの回路
図
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例 3 の平行板コンデンサの式を使用することで、キャパシタンスの量を概算できま

す。 図 8 に、パワー / グランド・サンドイッチ間のプレーン・キャパシタンスの等価

表示を示します。

パッケージおよびダイの寄生
さまざまな PCB コンポーネントと同様に、パッケージおよびダイの寄生をモデル化

できます。 オン・ダイ・キャパシタンス (ODC) およびオン・パッケージ・デカップリ

ング (OPD) は高周波数電源供給ネットワークの要件を満たす役割を持っています。

ダイ・キャパシタンス、次に OPD コンデンサは、高周波数での電流要求における突

然のスパイクがあるとき、チャージを供給することによって最初に応答します。 特定

のアルテラ・デバイス・ファミリ；例えば、Stratix III および Stratix IV は OPD で設計

されています。

例3.

図 8. プレーン・キャパシタンスの回路図および周波数応答
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PCB PDN 遮断周波数の定義
電源供給ネットワークを設計することに対して、アルテラのデバイス固有 PDN ツー

ルは PCB デザインに基づく個別のターゲット周波数を計算します。この周波数は

ツールにおける FEFFECTIVE とも呼ばれ、ツールで選択した PCB 上の寄生、パッケージ、

およびダイを考慮することによって計算されます。 FEFFECTIVE の目的は、

■ パッケージ / ダイを受け継く遷移周波数上のガイダンスを提供します。

■ PCBデカップリングは有効である周波数範囲でかなり正確な見積りを提供します。 
FEFFECTIVE を超える SRF のあるデカップリング・コンデンサを選択することによっ

て、ダイによって見られた総合的なインピーダンス・プロフィールで改善のない

PCB 図案が得られます。

PCB デカップリングの FEFFECTIVE
PDN ツールにより計算される PCB PDN 遮断周波数 (FEFFECTIVE) は PCB 上で形成されたデ

ザインのトレード・オフに依存します。 FEFFECTIVE の役割は OPD および非 OPD パッケー

ジの両方のために解析されます。

非 OPD シナリオ
図 9 に、オン・パッケージ・デカップリングなしでレールの単純なトポロジーを示

します。

図 10 は、図 9 のプローブ位置でダイによって見られたインピーダンス・プロファイ

ルです。このシミュレーションのプローブ・ポイントは FPGA デバイスなしで PDN
ツールにおける ZEFF をプロットするのに使用される BGA ビア・プローブ位置とは異

なります。図 10 の波形を生成するために選択されたダイ (R ダイと C ダイ ) および

パッケージ (Lpkg) の寄生は、アルテラ・デバイスからの特定の電源レールに基づい

ていません。 これらのシミュレーションは PDN デザイン・コンセプトを示すのに使

用されます。 PCB で見られたインダクタンスのバリエーションに共振周波数の感度を

示しているために、高ダイ・キャパシタンス (C ダイ ) と共にパッケージ・インダク

タンス (Lpkg) の Low 値と仮定しています。 

図 10 における共振周波数 (F1、F2、および F3) は PCB に関連しているインダクタン

スとオン・ダイキャパシタンスを備えたパッケージの直列組み合わせの相互作用に

起因しています。 例 4 を使用することで、共振周波数を計算することができます。

図9. 非 OPD トポロジー
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共振周波数 F1 を有する図 10 の紫の波形 (A) は、Lpcb および Rpcb の値がゼロである

Z- プロファイルを示します。これは「理想的な PCB」のシナリオを表します。ここ

で、PCB はデバイスおよび電源の間に寄生を全く発表しません。

共振周波数 F2 を有する図 10 の緑の波形 (B) は「低い PCB の寄生」のシナリオを示

します。ここで、PCB には低い寄生インダクタンスおよび抵抗を持っています。こ

のシナリオに対して、シミュレーションは 30 ph PCB インダクタンスおよび少量の抵

抗と仮定します。 図 10 に示すように、インピーダンス・ピークはピークの振幅の増

加に伴う左 ( 低い周波数 ) に移行します。 追加された PCB 抵抗により、低い周波数で

Z- プロファイルの上方シフトが発生します。

共振周波数 F3 を有する図 10 のオレンジ色の波形 (C) は「高い PCB 寄生」のシナリ

オを示します。ここで、PCB には非最適化デザインのために、高い寄生インダクタ

ンスと抵抗を持っています。 「低い PCB 寄生」のシナリオと比較するとき、シミュ

レーションは PCB インダクタンスの 160 ph およびもっと高い抵抗と仮定します。 イ
ンピーダンス・ピークはより高いピークの振幅に伴うさらに低い周波数 (F3) に移行

します。 Z- プロファイルも低い周波数で高くなります。

1 PCB 上のインダクタンスのバリエーションはデザイン・プロセス中に作成されたデザ

インのトレード・オフに起因しています。

例4.

図 10. 非 OPD トポロジーの周波数応答

CdieLpcbLpkg *)(2/1 +πF=
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オン・ダイおよびオン・パッケージ (OPD) のシナリオ
図 11 はオン・ダイおよびオン・パッケージを備えたレールの一般的なトポロジーで

す。

図 12 は、図 11 のプローブ位置でダイによって見られたインピーダンス・プロファ

イルです。 右に 2 番目のピークはダイから OPD コンデンサまでのダイ・キャパシタ

ンスと直列インダクタンスの相互作用によるものです。 最初のピークは OPD コンデ

ンサと OPD で検出された PCB スプレッディング・インダクタンス、BGA ビア、およ

び BGA ボールの相互作用によるものです。 

2 番目のピークは PCB 上のデザイン・バリエーションに対する影響を受けません。 そ
れは主として FPGA オン・ダイのキャパシタンスとパッケージ・デザインの機能で

す。 このピークの振幅および周波数位置を制御する必要がありません。 ただし、PCB
寄生とデカップリングを変更することによって、このピークの位置と振幅に影響で

きるので、最初のピークの位置と振幅は肝心なポイントです。

図11. OPD トポロジー

図12. OPD 周波数応答
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図 12 に、3 つのシナリオに対するシミュレーションされた波形を示します。

■ 「理想的な PCB」の Z- プロファイル — 共振周波数 F1 を有する紫の波形 (A) 

■ 「低い PCB 寄生」の Z- プロファイル — 共振周波数 F2 を有する緑の波形 (B)

■ 「高い PCB 寄生」の Z-プロファイル — 共振周波数 F3を有するオレンジ色の波形 (C)

PCB インダクタンスが増加すると、最初の共振ピークの位置はピークの振幅の増加

に伴う左 ( 低い周波数 ) に移行します。

例 5 を使用することで、周波数におけるシフトを計算できます。 

PCB 上で電源供給ネットワークを設計するとき、ツールによってレポートされた

FEFFECTIVE 周波数をもっとよく見る必要があります。 次の例のように、FEFFECTIVE を超える

SRF でコンデンサを追加することによる PCB の過剰設計は、性能の改善なしの追加

の部品（BOM）コストという結果が得られます。 

2 つのデザイン（A と B）が調べられます。 SRF がプロットに示される旋回された位

置に配置している追加の高周波コンデンサを持つデザイン B を除いて、2 つのデザ

インのすべてのパラメータが同じです。 図 13 に、FPGA デバイスがないとき、BGA ビ

ア位置におけるプローブした 2 つのデザインの Z- プロファイルを示します。プロッ

トに示すように、両方のプロフィールは低周波数で完全に同じに見えます。 高周波数

コンデンサの追加のために、高周波数ではデザイン B( 緑色のカーブ ) のインピーダ

ンスはデザイン A( 紫色のカーブ ) より低いです。

例5.

図 13. BGA ビア位置における Z- プロファイル

 CopdLpcbLLopd *)1(2/1 ++πF=
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図 14 で示されたプロフィールは、ダイによって見られたシステム ZPROFILE です。 オレ

ンジ色のカーブはデザイン A の Z- プロフィールを表します。また、青いカーブはデ

ザイン B の Z- プロフィールを表します。 図 14 に示すように、OPD および ODC の存

在は PCB に存在する高周波数コンデンサの影響をマスクします。 これにより、アル

テラ PDN ツールによってレポートされるように、PCB 遮断周波数 (FEFFECTIVE) を超える

PCB コンデンサを追加することは、全体的なシステム PDN 性能を改善しません。

また、高周波数 PCB デカップリング・コンデンサは高周波数でそれほど効果的では

ないことを示します（図 13 を参照）。 PCB コンデンサの有効性は、PCB スプレッディ

ング、BGA ビア、およびコンデンサ・マウンティングからの寄生インダクタンスの

影響を受けます。 高周波数 PCB コンデンサの有効性を向上させるために、寄生イン

ダクタンスを減少させなければなりません。 次の項では、寄生インダクタンスの減少

に役立つデザイン手法について説明します。

PCB デザインのトレード・オフ
ボード・デザイン・プロセスの複雑さにより、デザインのトレード・オフを作成す

る必要があります。 これらのトレード・オフのために、得られる PCB 電源供給ネッ

トワーク・デザインの有効性の性能に影響があります。

PCB 上でコンデンサがマウントされると、コンデンサ・マウンティングに関連する

追加のループ・インダクタンスがあります。 このループ・インダクタンスの値はデザ

インに依存します。 ループ・インダクタンスはビアを接続するトレースの長さと幅、

パワー / グランド・プレーンにコンデンサを接続するのに使用されるビアの長さ、ビ

ア間のピッチ、ビアの直径、コンデンサ・パッドなどに基づいています。 図 15 に、

さまざまなコンデンサ・マウンティングのコンフィギュレーションを示します。

図14. OPD システム Z- プロファイル
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次はコンデンサ・ループ・インダクタンスを最小化するためのキー・デザイン・

ルールです。

■ ビアはコンデンサにできるだけ近接して配置します。 パワー / グランド・ビア間の

ビア・ピッチを最小化します。 可能な限り、複数のパワー / グランド・ビア・ペ

アを使用します。 逆電流極性ビアは接近していて、同じ極性ビアはお互いから遠

いようにビアを配置します。 

■ 幅の広い短いトレースを使用して、ビアにコンデンサ・パッドを接続します。

■ 対応するパワー/グラウンド・プレーンの最も近くに PCBの表面 (上下 )にコンデン

サを配置します。 これで、ビアの長さを最小化します。 パワー / グラウンド・プ

レーン間に薄い誘電体を使用します。

図15. 最適および非最適なコンデンサのレイアウト
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次はコンデンサ・マウンティングおよびスプレッディング・インダクタンスに対す

る 3 つのデザイン・シナリオです。 図 16 に、ループ・インダクタンスが貢献した

様々なデザイン・シナリオを示しています。

第 1 のケース̶不適切なデザイン・シナリオ
■ 設計者は PDN デザインに注意しません。

■ ビアのピッチが最適化されません。

■ パワー / グランド・プレーン間の誘電体材料の厚さは最適化されません。

■ トレース長は長いです。

他の 2 つのシナリオと比べると、トレース長が 5 倍より長いので、トレース・ルー

プ・インダクタンスは全体のループ・インダクタンスの主要な原因です。 また、コン

デンサの底表面から最も近いプレーンへの高さはトレース・ループ・インダクタン

スに大幅に貢献します。 これが最適化されなかったので（10 ミル）、全体のループ・

インダクタンスへのトレース貢献は非常に高いです。また、設計者はパワー / グラン

ド・プレーンの間に 10 ミルの厚い高誘電材料を使用したので、スプレッディング・

インダクタンスは 2 番目の最も主要な原因です。非最適なビア・ピッチの効果は大

幅に表示されなく、比較的小さいビア長（10 ミル）で与えられます。 より長いビア

長になるほどビア貢献は重要になります。 

第 2 のケース̶適切なデザイン・シナリオ
■ 設計者は PDN デザインに注意します。

■ ビアのピッチが改善されます。 ビア長の変更はありません。

■ パワー / グランド・プレーン間の誘電体材料の厚さは改善されます。

■ 表面トレースの長さは最適化されます。

図16. デザイン・シナリオ
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トレース・ループ・インダクタンスはまだ全体のループ・インダクタンスの主要な

原因です。 しかし、トレース長の減少のために、トレース・ループ・インダクタンス

の貢献は不適切なシナリオより～ 2.75 倍少ないです。 設計者が誘電体の厚さを 10 ミ

ルから 5 ミルに減少したので、スプレッディング・インダクタンスは不適切なシナ

リオから半分に切られます。 ビア・ピッチにおける減少のためにビアの貢献はもわず

かに改善されます。

第 3 のケース̶非常に良いデザイン・シナリオ
■ 設計者は PDN デザインを完全に最適化します。

■ ビアのピッチおよび長さが改善されます。 

■ パワー / グランド・プレーン間の誘電体材料の厚さは完全に改善されます。

■ 表面トレースの長さは最適化されます。

トレース・インダクタンスの貢献は不適切なシナリオより～ 7.65 倍少ないです。 こ
れはコンデンサの底表面から直近のプレーンまでのボードの厚さの減少と共に減少

したトレース長ので達成されます。 設計者はパワー / グランド・プレーン間の誘電体

の厚さを最適化したので、スプレッディング・インダクタンスが更に減少します。 ビ
ア・ピッチおよびビア長におけるさらなる削減のために、ビア・ループ・インダク

タンスの貢献は大幅に改善されます。 不適切なデザイン・シナリオと比較するとき、

全ループ・インダクタンスは 7 のファクタによって減少されます。

PCB 上でコンデンサのマウンティングによって生じる追加のビア・ループ・インダ

クタンスはコンデンサの観測した SRF を減少します。 電源供給ネットワークを設計

する際に、これを考慮に入れる必要があります。 ループ・インダクタンスを最小化す

ることは、高周波数で検出されたインピーダンスを減少させる唯一の方法です。

特定の電源レールについて、PDN ツールは不適切なデザイン・シナリオと比較する

とき、「非常に良い」デザインの PCB 遮断周波数が高くなるとレポートします。 低い

FEFFECTIVE 周波数へのデカップリングと比較すると、高い FEFFECTIVE 周波数へのデカップ

リングはより多くのコンデンサを必要とするので、直観的な可能性があります。

「非常に良い」シナリオの場合、高い FEFFECTIVE とはボードが高周波数へのデカップリ

ングが可能であることを意味します。 ボード上で配置されたコンデンサは高周波数ま

でのノイズの低減に効果です。 

「不適切な」デザイン・シナリオの場合、ボードが低い FEFFECTIVE 周波数を超えるデ

カップリングが不可能です。 FEFFECTIVE 周波数を超える追加されたいずれかの追加のコ

ンデンサは影響を受けることなく、部品 (BOM) コストのみを増加します。 このシナ

リオでは、「非常に良い」シナリオと比べて、PDN デザインは特定の周波数でノイズ

に対する感受性が高いです。

別の例では、115 ミルの全厚さのある 20 レイヤの PCB を仮定します。 肝心なパ

ワー・プレーンはレイヤ 3 に配置されます。 FPGA がレイヤ 3 に配置されるボードの

先端部からの厚さは 12 ミルです。 ボードの底面からレイヤ 3 への厚さは 103 ミルで

す。 パワー / グランド・プレーンは 3 ミルの誘電体の厚さで区切られます。 このレー

ルの BGA ビア・インダクタンスの貢献は 0.05 nh です（この電源レールの場合、5 ビ

ア・ペア）。 ボードの上層での狭いブレイクアウトの配線のために、レールの関連す

るデカップリング・コンデンサはボードの下層に配置されます。 長いビア長のため

に、このトレード・オフはコンデンサ・マウンティング・インダクタンスの非常に

高い値をもたらします。 下層上に配置された 0402 コンデンサの完全な最適化された

コンデンサ・マウンティング・インダクタンスは 2.3 nh ですが、上層上に配置され

た同じコンデンサは 0.57 nh のマウンティング・インダクタンスを生成します。 
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このレールに対する PDN の有効性を向上させるためには、中周波数およびバルク・

コンデンサを元の位置に保ちながら、いくつかの高周波数コンデンサを上端に移動

することができます。 高周波数コンデンサが FEFFECTIVE 周波数以下の PCB 上で応答する

最初のものであるので、これは有効な PDN ソリューションのために重要です。 コン

デンサの有効性は FPGA デバイスに関する全ループ（コンデンサ・マウンティング +
スプレッディング + BGA ビア・インダクタンス）インダクタンスによって異なりま

す。 これらの高周波数コンデンサを最上層のデバイスからわずかに遠くに配置するこ

とができます。 上記のコンフィギュレーションの場合、FPGA ブレイクアウト領域か

ら遠くに配置されるコンデンサのスプレッディング・インダクタンスは 0.2 nh です。 
元のシナリオと比較すると、全ループ・インダクタンス (0.57 nh + 0.2 nh + 0.05 nh = 
0.82 nh) はコンデンサのマウンティング・インダクタンスの下層より低いため、この

新しい配置はまだ有益です。 

PCB スプレッディング・インダクタンスはデザインに依存します。 それはパワー / グ
ラウンド・プレーンの間の誘電体の厚さに比例しています。 プレーンのスプレッディ

ング・インダクタンスを最小化するには、3 ミル以下の厚さは最適です。 有効な PDN
性能のために、これらのガイドラインを従うことができます。 

以下のガイドラインの重要性は上から下まで順番的に並んでいます。1 番上のガイド

ラインは最も重要です。

■ パワー / グラウンド・プレーンの間の誘電体の厚さを最小化します。 ボードのス

タックアップを設計するとき、パワー / グラウンド・プレーンはお互いに隣り

合っていることを確認します。 例として、PWR1 - GND1 - SIG1 -  SIG2 - GND2 - 
PWR2 のスタックアップ配置が PWR1 - SIG1 - GND1 - SIG2 - GND2 - PWR2 よりも適

しています。 2 番目の方向は PWR1/GND1 の非最適の配置をもたらします。 
PWR2/GND2 と比較すると、このコンフィギュレーションは PWR1/GND1 に対する

大きいコンデンサのスプレッディング・インダクタンスをもたらします。 追加の

PCB コストなしで、パワー / グラウンド・プレーンの間の 3 ミルの標準的な誘電

体の厚さを達成できます。 追加の性能の改善のために、3 ミルより低い誘電体の

厚さを考えます。 ただし、こらは PCB のコストの増加につながります。

■ コンデンサを選択する際、目標インピーダンスを満たすように、大量な同じ値の

コンデンサよりも複数の値のコンデンサを選択します。 Z- プロファイルにおける

インピーダンスのピークは電源供給ネットワーク内の共振挙動によって形成され

ます。 共振周波数における高い ESR は、共振の振動に役立っています。それに

よって、インピーダンス・ピークの振幅を減少します。 大量な同じ値のコンデン

サを使用することで、コンデンサ SRF の近くにある ESR を減少して、近くのイン

ピーダンス・ピークのより高い振幅をもたらします。 複数の値のあるコンデンサ

を選択すると、幅の広い周波数にわたって関連する高い ESR を維持するのに役立

ちます。

■ 全ループ・インピーダンスを最小化するように、高周波数コンデンサの配置を選

択します。 この総合的なインダクタンスはコンデンサ ESL、コンデンサのマウン

ティング、コンデンサのスプレッディング、および BGA ビア・インダクタンスの

組み合わせです。 中間と低周波数コンデンサと比べたら、高周波数コンデンサに

優先度の高い配置を与えます。

■ プレーンの形状を彫刻するとき、プレーンの形状は形で合理的に正方形です。 こ
れが電流を制限して、プレーンのスプレッディング・インダクタンスを増加させ

るので、細長いプレーンの形状を避けます。

■ 中間と低周波数コンデンサは配置に対する感度がありません。 それらを FPGA から

遠くに配置することができます。
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マルチ・レール・シナリオのデザインのトレード・オフ
結局になる、デザインはボード上の電源とデバイス上の複数のレールを共有できま

す。 これはデザインによって必要とされるかもしれません。ここで、DDR インタ

フェースを実装するには、様々な I/O バンク・レールを結合するか、または様々なト

ランシーバ・レールを結合ことによって、PCB BOM コストおよび PCB レイアウトの

複雑さを減少します。

電源レールの共有は PDN の複雑さを増加します。 レールの共有は PCB およびダイの

位置でのノイズ量を増加する可能性があります。 マルチレール・シナリオのための電

源供給ソリューションを設計するには、2 つのステップ・プロセスがあります。

1. 低周波数のソリューション

2. 高周波数のソリューション

非常に低い周波数では、最初のステップは、この電源を供給するさまざまなレール

の電流要件を処理するように VRM が適切にサイズされることを確認します。 様々な

電源レールの結合した電流を考慮に入れることによって、低周波数デカップリング

を設計する必要があります。周波数の範囲にわたって目標インピーダンスを満たす

ように（結合した電流を使用）、バルク・コンデンサを選択する必要があります。 同
じ電源を供給する他のすべてのレールに関連する結合した電流の使用率からではな

く、ダイで見たレールは独自の電流の使用率に基づくインピーダンス・プロファイ

ルを超える遷移領域があるので、この周波数範囲を完全に定量化するのは難しいで

す。 バルク・デカップリングを設計するための合理的な見積りは DC から約 5–10 MHz
までの周波数範囲です。

PDN ツールによって使用される手法は、同様のアプローチに従いますが、共有され

たレールの中で最も高い FEFFECTIVE 周波数にデカップリングすることを推奨していま

す。 これはシングルおよび共用される電源レール・デカップリングの両方にシングル

の PDN ツール・デザイン・フローに到着するように行われます。この手法は同様な

電流要求と電源レールの中で電源レール共有に適当です。 ただし、この手法の例外が

あります。

例えば、コア電源 (VCC) と PCI ハード IP ブロック (VCCHIP) の電源の間の電源レール共

有です。 例外の原因は、

■ VCC レールの電流の使用率は VCCHIP より大きくになります。

■ VCCHIP と比較すると、VCC の BGA ビア・インダクタンスの貢献ははるかに低いです

（大量な BGA ボール / ビア・ペア）。

■ VCC の FEFFECTIVE 周波数は VCCHIP よりはるかに低いです。

したがって、最高の FEFFECTIVE を有するレールの BGA ビアを使用する最高の FEFFECTIVE 周

波数へのデカップリングの既存の手法は、このシナリオに適用されません。 図 17 に、

結合した VCC のインピーダンス・プロファイル、VCCHIP レールは VCCHIP レール FEFFECTIVE 
周波数までの ZTARGET を満たしていないことを示します。 これは、総合的な PCB イン

ダクタンスによって課される Decap 有効性の制限のためです。
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前述したように、電源レール内の高周波数ノイズは独自の過渡電流によって主に作

成されます。 総一時的な過渡電流に基づく計算された ZTARGET を共有されたレールの最

高の FEFFECTIVE へのデカップリング・ガイドラインとして使用することは、非常に悲観

的です。 

このような状況で、最大電流の使用率と共に総一時的な過渡電流で電源レール

FEFFECTIVE までの ZTARGET を使用して計算されることで、PCB デカップリング手法を得る

必要があります。VCC における VCC レールの FEFFECTIVE および VCCHIP 電源レール共有の例

を使用する必要があります。 A はコア・インタフェースの FEFFECTIVE 周波数にデカップ

リングするとき、結合したレールの ZPROFILE を示します（図 18 を参照）。 コア・イン

タフェースの BGA ボール / ビア・ペアと共に全電流 (VCC + VCCHIP) は ZPROFILE を得るた

めに使用されます。 また、これらのレールに対して、得られた PCB デカップリング

の方法で個々の FEFFECTIVE まで個々のターゲット・インピーダンス・ガイドラインを満

たしているかどうかをチェックできます。

図17. VCCHP FEFFECTIVE 周波数を有する ZPROFILE

図 18. 修正電源レール共有のシナリオ
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図 18 の B は、図 18 の A に使用される同じデカップリングの方法に基づく VCCHIP イ

ンタフェースの ZPROFILE を示します。ただし、このプロフィールを得る際に、VCCHIP だ

けの電流の使用率および BGA ビア・カウントは考慮されます。 図 18 の B を示すよう

に、ZPROFILE は VCCHIP レールの FEFFECTIVE 周波数まで ZTARGET を満たします。

到着する最終的なデカップリングの方法は個々の ZTARGET 周波数をそれぞれの FEFFECTIVE

周波数に満たす必要があります。 特定の違反がある場合、デカップリングの方法を最

適化するために少し調整をすることができます。

類似した特性のある任意の電源の組み合わせのために、VCC および VCCHIP の例を従う

ことができます。

複数の FPGA デバイスをボード上の同じ電源から供給されるシナリオに同様の戦略を

適用できます。 低周波数ソリューションを設計するのに両方のデバイスからの全電流

の使用率を使用する必要があります。また、1 つのデバイスに関連している電流の使

用率を高周波数ソリューションに使用する必要があります。 他のデバイスの高周波数

シナリオに到達するコンデンサの同数を複製できます。 

FPGA デバイスが空間的にお互いに近接して配置する場合、ボード・レイアウトを考

慮したフィールド・ソリューション・ツールから提供されているソリューションと

比較するとき、高周波数の手法はわずかなオーバー・デザインとなる場合がありま

す。 これは、デバイスが空間的にお互いに近接して配置し、そして少ないコンデンサ

は両方のデバイスの要求に対応する十分な可能性があるためです。また、これらの

FPGA デバイスに関してコンデンサから検出された有効なデータ・レートによって異

なります。

最も一般的に使用されたデザインのトレード・オフの 1 つは、独立した電力島を作

成することです。そして、フィルタを使用して様々な電源レールを供給する電源か

ら、電源レールにクリーン電力を供給します。 ほとんどの場合、フィルタとはボード

上の 2 つの電源レールを接続するフェライト・ビーズです。 ルールのとして、ある電

源レールにクリーン電力を供給するために、これらのガイドラインを従います。

■ 肝心な 2 つのレールにわたってフェライト・ビーズを接続するとき、マウンティ

ング・インダクタンスが最小化されることを確認します。

■ 以下に記載された特性に基づくフェライト・ビーズを選択します。 電源レールの

電流の使用率はフェライト・ビーズの定格電流より小さいことを確認します。

■ パッケージ (0603、0402 など )

■ 定格電流

■ DC 抵抗 

■ ターゲット周波数でのインピーダンス (10 MHz、100 MHz、1 GHz など )

■ フェライト・ビーズの同等な RLC モデルはデータ・シートにある周波数応答と厳

密にマッチングするよう作成する必要があります。

■ 肝心な周波数内の目標インピーダンスを満たすために選択された様々なコンデン

サでフェライト・ビーズ・モデルを含むことによって、AC 解析を実行しなけれ

ばなりません。 コンデンサのための同等な RLC モデルを設計するとき、マウン

ティング・インダクタンスはモデルの部分として含める必要があります。 AC 応答

が肝心な周波数 (DC ～ 200 MHz) にピーキングを示しない場合、レールに供給す

るのにフェライトビーズを使用できます。

■ 上のシミュレーションから得られる PDN プロファイルは肝心な周波数内の目標イ

ンピーダンスを満たす必要があります。
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表 1 に、このアプリケーション・ノートの改訂履歴を示します。

表1. 改訂履歴

日付およびドキュメ
ント・バージョン 変更内容 概要
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