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ズ量を定量的に求める手法を、実測と検証しなが
ら構築してきた内容について述べる。

2 電磁ノイズシミュレーション

2.1 配線の寄生成分
　回路図では、部品と部品の間は理想的な線で接
続されるが、実際の配線は抵抗値をもつ。また、配
線に電流が流れると磁界が発生（アンペアの法則）
することから、配線はコイル（インダクタンス）と
しても振る舞う。
　例えばコンデンサは、回路図上ではCだけで表
現されるが、実際の形状では図2のように部品自
身や配線がもつ寄生抵抗ESRと寄生インダクタン
スESLが直列に接続されることになり、C,ESR,ESL
が直列に接続された等価回路で表される。

　コンデンサのインピーダンス周波数特性の例
を図3に示す。コンデンサ（C）のみの場合は、周波
数に比例してインピーダンスが小さくなるが、
2MHz以上では、周波数に比例してインピーダン
スが増加するコイルとして振る舞う。
　AM帯（510kHz 〜1710kHz）やFM帯（71MHz
〜113MHz）など、電磁ノイズはその高周波領域
であり、精度よいシミュレーションをするため
には、この配線のESL，ESRを正しく抽出しシミュ
レーションモデルに組み込む必要がある。

図1 DC-DCコンバータの回路図
Fig.1 Circuit diagram of DC-DC converter
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図2 配線のESRとESL
Fig.2 Wiring ESR and ESL
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2.2 空間磁界による配線間の結合
　図4は、空間に発生する磁界によってノイズ電
流が伝搬する原理を示したものである。ループ状
の配線L1に電流i1が流れると強い磁界が発生し、
その近傍の配線L2では、ファラデーの電磁誘導の
法則に従って、磁界の時間変化を妨げる向きに生
じる逆起電力によって電流i2が流れる。
　例えば、コイルの磁性体コアから漏れる磁束が
図1の回路で出力線から低圧バッテリを通りC2
で戻るループを形成している領域に入ると、L1電
流の交流成分が磁界の変化となって、ループ内の
磁界の変化を妨げる向きに電圧が発生し、電流が
流れる。
　このように、ノイズ電流は、磁界によって配線
がなくても伝搬する。設計計算と試作でノイズ性
能が違ってくる主な理由がこれで、部品配置や配
線形状などの磁界分布による違いが大きく影響
する。

　3次元電磁界シミュレーションでは、空間を含め
た計算領域全体でMaxwellの方程式を解くこと
で、配線の寄生成分や空間磁界による電磁結合を
含めたノイズの伝搬特性を求めることができる。
　電磁界シミュレーションで得られた伝搬特性

図3 コンデンサのインピーダンス
Fig.3 Capacitor impedance
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図4 磁界によるノイズ伝搬
Fig.4 Noise propagation by magnetic field
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1 はじめに
　近年、生産が拡大しているHV/PHV/EV等の電
動車両では200Vほどある高電圧バッテリから、
ライトやワイパー用に14Vの低電圧に変換する
DC-DCコンバータが搭載されている。
　DC-DCコンバータは、半導体スイッチを高速で
動作させることで高効率かつ正確に電圧コント
ロールしているが、その反面、電流や電圧がスイッ
チング毎に振動するため、スイッチング周波数の
整数倍の交流成分が電磁ノイズとして発生する。
　DC-DCコンバータからAMラジオ放送の周波
数帯域（AM帯：510kHz 〜1710kHz）の電磁ノイ
ズが漏れると、放送波と混信してAMラジオを聞
こえにくくするといった障害を引き起こす原因と
なる。このように電磁ノイズは周囲の電子機器の
正常な動作に影響を及ぼす可能性があるため、各
車両メーカーが定めた各種の規格以下に抑えるこ
とが求められる。
　DC-DCコンバータの回路図を図1に示す。直流
200Vの高圧電圧は、半導体スイッチQ1によっ
て矩形波となり、トランスTの1次巻き線に印加

され、トランスの巻数比に応じて変換された電圧
が2次巻き線に出力される。2次側電圧によって
流れる電流は、一方向にのみ通電するダイオード
D1,D2 によって流れる向きが揃えられる（直流
化）。この直流電流には、大きな交流成分が含まれ
ているため、出力フィルタ回路（L1，C1，L2，C2）
を使って交流成分を取り除いて、低圧バッテリに
出力させる。
　従来は、規格を十分満たすようにフィルタ回路
を設計するものの、試作してノイズを測定すると
性能を満たさないことが多く、コンデンサを後付
けしたり、シールド部品を追加したりするなど、経
験と勘で後追いの対策をしてきた。
　しかし小型化によってノイズ対策部品の数や配
置箇所が限られてきており、従来の試作評価をし
た後にノイズ対策を実施するという方法ではノイ
ズ性能を満足させることが難しく、ノイズレベル
の予測や対策検討を設計初期の段階で行うことが
必要になっている。
　本稿では、DC-DCコンバータの出力線伝導ノ
イズを対象に、3次元電磁界シミュレータANSYS 
HFSSと回路シミュレータCircuitを連成し、ノイ
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であればダイオードが接続されるが、本モデルで
は、ノイズ源となるダイオード電流波形（図12）を
直接注入した。

4.2 シミュレーション結果
　電磁ノイズシミュレーションで求めたAM帯の
DC-DCコンバータの出力ノイズ電流の結果と実
測結果を図13に示す。シミュレーション結果は、
電流計で取得した電流波形をフーリエ変換して周
波数成分に分解して求めている。
　両者はよく一致し、精度よくノイズ電流量をシ
ミュレーションできているといえる。

　次に、DC-DCコンバータの磁界強度を磁界可視
化装置（EMIスキャン）で測定した結果と、シミュ
レーションの結果を図14に示す。赤色は磁界強度
が強く、青色は弱いことを表している。両者の分布
はよく一致しており、空間の磁界を精度よく再現
できていることが分かる。

図11 回路シミュレーションモデル
Fig.11 Circuit simulation model
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Fig.12 Diode current waveform
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図13 AM帯出力ノイズ電流結果
Fig.13 AM band output noise current result
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4 DC-DCコンバータの出力ノイズ
電流シミュレーション

4.1 実験系の等価回路モデル
　DC-DCコンバータの出力ノイズ電流は、図10
の実験系で測定される。車体を模したグランド板
上で、DC-DCコンバータと疑似電源回路網（LISN: 
Line Impedance Stabilization Network）と負
荷が、ワイヤハーネス（W/H）で接続されている。
DC-DCコンバータの出力W/Hに流れるノイズ電
流をスペクトラムアナライザで測定する。ここで、
スペクトラムアナライザは、入力信号がどのよう
な周波数、振幅の正弦波の合成として表されるか
を表示する機器であり、LISNは、ノイズ電流など
の交流成分に対してインピーダンスを規定する負
荷装置である。

　この実験系を、図11のように回路シミュレータ
上で等価回路にして構築することで、出力ノイズ
電流がシミュレーションで求められる。DC-DCコ
ンバータは、2.3項で出力したSパラメータモデル
であり、D1,D2,Outの3端子のモデルとなる。Out
端子には、LISNとLoadの等価回路モデルが接続
されている。LISNとLoadは、それぞれ試験規格で
特性が決められている。D1端子とD2端子は、本来

図9 配線レイアウトの影響確認結果
Fig.9 Result of wiring layout influence check
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図10 出力ノイズ電流の実験系
Fig.10 Experimental system of output noise current
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は、対象回路のポート（出入口）間で信号がどの
程度増幅や減衰して伝搬されるかを示す、Sパラ
メータとして評価できる。

2.3 DC-DCコンバータのモデル化
　DC-DCコンバータの3次元電磁界シミュレー
ションモデルを図5に示す。本モデルでは、2次側
出力フィルタ部を詳細にモデル化するため、1次
側は省略している。
　ダイオードD1,D2がノイズ源となり、出力端子
Outからノイズ電流は出ていくため、D1,D2,Out
に測定ポイントを設定し、3ポートのSパラメータ
を求める。
　その経路の間に存在する、トランスT、コイル
L1,L2は配線とフェライトなどによる磁性体に
よって形成され、磁性体モデルにそれぞれ使わ
れている材料の透磁率を設定する。コンデンサ
C1,C2は、境界条件を用いて電極間に素子自身の
インピーダンス特性を設定する。

3 実測との整合性確認

3.1 DC-DCコンバータ単体
　3ポイントのSパラメータは3×3のMatrixで
出力される。図6に一例として、ダイオードD1か
ら出力端子OutまでのSパラメータのシミュレー
ション結果と実測結果を示す。両者の結果はよく
一致しており、正確に特性の抽出ができているこ
とが分かる。

図5 DC-DCコンバータのシミュレーションモデル
Fig.5 Simulation model of DC-DC converter
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図6 D1〜 Out間のSパラメータ結果
Fig.6 S parameter result between D1 and Out
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　次に、レイアウトの違いがノイズ性能に与
える影響の確認を行った。図7に示すように、
DC-DCコンバータの配線を模した2種類の基板
を作製し、図8のように、信号発生器（SG: Signal 
Generator）を用いて、トランス部にノイズ電流
を注入し、出力線に出てくる出力ノイズ電流を測
定した。ノイズ基板Bは、基板AのL2，C2の配線を
90度回転しただけで、使用する部品と配線のサイ
ズはすべて同じである。
　結果は図9のように、基板Bは基板Aよりもノイ
ズ電流量が約30dB小さい値となった。これは、
基板Bのノイズ電流量が基板Aの10分の1以下に
なったことを意味する。
　この結果の理由として、以下のことが考えられ
る。コイルL1はノイズ成分を含んだ磁界の発生源
であり、発生した磁界の大きさは距離の2乗に反
比例する。基板Aは、L1近傍に出力配線があるた
め、L1と出力配線の磁界による結合が強い。一方、
基板Bは、出力配線がL1から離れたため、L1との磁
界の結合が弱い。この結合の差が出力されるノイ
ズ電流の差として現れた。
　また、同図9のようにシミュレーションでも、同
様の結果が得られた。実測との誤差の原因として
は、出力ループ線の形状と電流プローブの影響が
考慮しきれていないためと考えられる。

図7 配線レイアウトの影響確認用基板
Fig.7 PCB for confirming the influence of wiring layout
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図8 配線レイアウトの影響確認用実験
Fig.8 Experiment to confirm the influence of wiring layout
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1 背景

1.1 はじめに
　ダイカスト部門では、生産性の向上、コスト削
減のニーズが益々高まり、ハイサイクル化が求め
られている。しかし、ハイサイクル化によって、単
位時間当たりに金型に入る熱量が増加するため、
金型への負荷が大きくなる。この熱負荷の増大に
よって、ヒートクラックが早期に発生し、金型の短
命化や［1］金型が高温になるとアルミニウム合金が
付着する焼き付きが発生しやすくなり、金型不良
の増加が懸念される。そのため、金型の熱負荷を軽
減させる手法の構築が必要であり、今回は3Dプリ
ンタを用い3次元冷却回路を導入した冷却能力の
高い金型を開発した。

1.2 ハイサイクル化の影響を受けるダイカスト金型不良
　アルミニウムダイカストでは、図1に示すよう
に金型に離型剤を付着させ（STEP1）、金型を締め
た後（STEP2）、溶けた高温のアルミニウム合金を
高速で金型内に射出し（STEP3）、アルミニウム合
金を金型内で凝固させる（STEP4）。金型は溶けた
アルミニウム合金からの入熱により高温となるた
め、金型内に設けた穴に通水して金型を冷やすが、
冷却が不十分な場合、アルミニウム合金が高温に
なった金型と反応し付着する。この現象を焼き付
きと呼ぶ。焼き付きが発生すると、金型から製品を

取り出す時、化合物が金型に焼き付いたままにな
り、焼き付き量が増加すると製品の外観品質が悪
化する。そのため、焼き付いた化合物を磨き作業

（Die polishing）により、除去しなければならな
い。現状、図2に示すようにこの磨き作業がマシン
停止割合の多くを占めており、ハイサイクル化で
焼き付きが増えれば、よりマシン可動率が低下す
ると予想される。
　また、金型は常にヒートサイクル環境に曝され
ているため、長時間の使用により、図3に示すヒー
トクラックが発生する。従って、ハイサイクル化に
より従来に比べ早期にヒートクラックが発生する
ことが想定され、それによる金型の短寿命化が懸
念される。

図1 ダイカスト工程
Fig.1 Die casting process
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要　旨 　現在、車体の軽量化に伴うアルミニウム部材割合の増加が続いており、アルミニウムダイカストのハイサイクル化
は避けられない。ハイサイクル化は、金型への熱負荷を増大させるため、金型起因の不良や、金型の短寿命化が懸念さ
れる。そこで、熱負荷を減少させるため、3Dプリンタを用いた3次元冷却回路を金型に導入した。3次元冷却回路によっ
て、冷却能力を向上させることで、金型寿命を延長し、金型不具合を低減することが出来た。
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Abstract 　Improvement for high-cycle of Die casting is necessary due to increasing of aluminum parts ratio of 
car body on the background of weight saving manufacturing these days. High-cyclization of die casting 
increase heat load to die casting dies so that we need to think about Die cast defects due to dies and 
die duration shortening problems. We tried to reduce the heat load by using 3D-cooling die parts. 
These parts are manufactured by Additive manufacturing. We succeeded to prolong the die duration 
and solved die problems by using 3D-cooling die parts.

Keywords:  3D cooling, Die, Die lifetime, Aluminum, Die casting, Additive manufacturing, 3D printer
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5 まとめ
　3次元電磁界シミュレータを用いて、導体だけ
でなく空間まで含めた複雑な伝搬経路を伝達特性
として抽出することによって、精度よくDC-DCコ
ンバータ出力線のノイズ電流を求めることができ
るようになった。
　製品開発でシミュレーションを活用するには、
精度とスピードを満足できるレベルで両立するこ
とが重要で、部品の簡易化、物性値、メッシュ分割
といったモデリングのノウハウを蓄積する必要が
ある。また、シミュレーションで得られた結果につ
いて、「なぜその結果が得られたのか」と、解析者自
身が紐解く必要があり、この考察力や知見を磨い
ていくことも重要である。
　電磁ノイズの規格は多種多様であり、DC-DCコ
ンバータ以外にも車載電源機器はある。多くの事
例をこなしてモデリングノウハウや知見を蓄積
し、よりよいシミュレーションモデルを構築し、製
品開発の効率化に貢献していきたい。
　最後に、本開発に当たり多大なご指導・ご協力を
いただきました（株）豊田中央研究所をはじめとす
る社内外の関係部署の皆様に深く感謝いたします。

■著者紹介■

図14 磁界分布結果
Fig.14 Magnetic field distribution result

実測結果 シミュレーション結果
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