
電源シミュレーションの解析精度が大幅に向上
DCバイアス／直流重畳を考慮したモデルで実現

顧客事例 TDK株式会社

RF分野の設計現場では、当たり前のように回路シミュレータが活用されている。設計対象の周波
数が高いため、寄生インダクタンスや寄生キャパシタンスなどが原因で思わぬトラブルが発生する危
険性が高いからだ。RFモジュールやRFボードを試作する前には必ず回路シミュレータで解析し、トラ
ブルに発展しかねない問題点を一つずつ潰していく。こうすることで、事前の手間は増えるものの、そ
の後のトラブル発生を未然に防ぎ、設計に費やすコストや時間を最小限に抑える。

ところが電源分野の設計現場では、回路シミュレータがあまり活用されていない。なぜなのか。理
由の1つとして、電源回路はかつて、実測値とシミュレーション結果がほとんど合わなかったことが挙
げられるだろう。このため、回路シミュレータを一度は試してみたものの、「実測値と合わないのなら、
シミュレーションしても意味がない」と継続的な利用をあきらめる電源回路設計者が少なくなかった。

受動部品のモデルに課題
電源回路において実測結果とシミュレーション結果が合わなかった原因の一つは、コンデンサやイ

ンダクタといった受動部品のシミュレーション・モデル（以下、モデル）にある。コンデンサには、電圧
を印加すると静電容量が変化する特性があり、インダクタには電流を流すとインダクタンスが変化す
る特性がある（図1）。前者を「DCバイアス特性」、後者を「直流重畳特性」と呼ぶ。
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図1　DCバイアス特性と直流重畳特性

図1：コンデンサには、電
圧を印加すると容量が変化
するDCバイアス特性、イ
ンダクタには電流を流すと
インダクタンスが変化する
直流重畳特性がある。
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コンデンサ（積層セラミック・コンデンサ）でDCバイアス特性が発生するのは、強誘電体材料を採
用している点に原因がある。強誘電体材料は、電圧を印加すると誘電率が低下するからだ。一方で、
インダクタにおいて直流重畳特性が発生するのは、そのコアにフェライトや金属磁性体といった強磁
性体材料を採用しているからだ。強磁性体材料は、巻線に電流が流れることで発生する磁界がコアに
印加されると透磁率が低下してしまう。

電源回路設計者であれば、DCバイアス特性も直流重畳特性も誰しも知っていると言って過言では
ない。しかし、かつての受動部品のモデルはこれらの特性を考慮していなかった。これでは実測結果
とシミュレーション結果が合うはずがない。

実際のところ、これらを考慮しないモデルを使ってシミュレーションを実行すると、実測結果との間
にどの程度の違いが生じるのだろうか。TDK株式会社（以下、TDK）の実験／検討では、かなり大き
な差異が発生することが分かっている。図2に示す回路で、コンデンサに対して1kHzの正弦波電圧
を印加した。その電圧は時々刻々と変化するため、コンデンサの容量はDCバイアス特性によって変
化する。その結果、コンデンサ電流波形は大きく歪むことになる。

これを、DCバイアス特性を考慮していないモデルを使って回路シミュレータで解析してみる。する
と容量は一切変化しないため、端子電圧はきれいな正弦波になる。つまり、実測結果とシミュレーショ
ン結果の間には大きな違いが存在することになる。

図2　DCバイアス特性を考慮しないと実測結果と合わない

図2：DCバイアス特性を
考慮してない従来のモデル
を使ったシミュレーション結
果は、実測結果と大きく異
なる。コンデンサ電流波形
の歪みは一切再現できて
いない。
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図3：コンデンサとインダ
クタはいずれも、複雑なイ
ンピーダンス周波数特性
を持つ。

SiC/GaNデバイスの普及が転機に
TDK 電子部品ビジネスカンパニー 製品戦略推進Grp. PAC（Passive Application Center）で課

長を務める江畑克史氏によると、「6年前ごろから、DCバイアス特性と直流重畳特性を考慮した受動
部品のモデルを提供してほしいという要望が数多く届くようになった」という。

6年前の2013年と言えば、ちょうどSiCパワーデバイスやGaNパワーデバイスの製品化が本格化
し始めた時期と符合する。SiC／GaNパワーデバイスは、スイッチング波形の立ち上がり／立ち下
がりが急峻だ。このため、非常に高い周波数成分が含まれている。冒頭で説明したRF分野と同様に、
回路シミュレータを実行しておかなければ、その後の設計段階でトラブルが発生することは必至だ。

さらに、「電源回路設計者の手元に、回路シミュレータが広がり始めたのも5～6年前のこと」（同氏）
という。これも、DCバイアス特性と直流重畳特性を考慮したモデルの提供を求める声につながったと
言えるだろう。

こうした背景から、TDKでは約6年前にDCバイアス特性と直流重畳特性を考慮したモデルの開発
に着手した。開発の完了後、2014年半ばから同社のウェブサイトで提供を始めている。それぞれコン
デンサの「DCバイアスモデル」、インダクタの「直流重畳モデル」と呼ぶ。

物理モデルがベース
開発したモデルは、コンデンサとインダクタのインピーダンスの周波数特性を表現したモデルを
ベースとする。そこにDCバイアス特性と直流重畳特性を考慮したモデルを組み込んだ。

まずは、周波数特性を考慮したモデルを説明する。コンデンサもインダクタも、そのインピーダン
スの周波数特性は非常に複雑だ（図3）。コンデンサは、周波数が高くなるとともにインピーダンスが
減少し、自己共振周波数を境に今度は上昇していく。インダクタはその逆である。周波数が高くなる
にしたがってインピーダンスは上昇し、自己共振周波数を境に減少していく。

TDKは、こうした周波数特性を物理モデルで表現する。具体的には、コンデンサとインダクタの内
部構造と材料特性を正確に把握して作成したモデルである。インダクタの場合、コア部に使う強磁性
体材料の複素透磁率を正確に測定してモデル化する。一方、磁気回路や浮遊容量といったインダクタ
の部品構造に起因する要因を回路トポロジへと落とし込む。この2つの結果を合わせ込むことで、物
理モデルが完成する。

DCバイアスモデルと直流重畳モデルは、これをベースとして、コンデンサであれば強誘電体材料
に電圧依存性を持たせるモデルを、インダクタであれば強磁性体材料に電流依存性を持たせるモデ
ルを追加した。この電圧／電流依存の材料特性は、物理モデルではなく、数式モデルで記述している。

積層セラミック
チップコンデンサ フェライトインダクタ

現実のコンデンサ
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理想のインダクタ
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図3　コンデンサとインダクタのインピーダンス周波数特性
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図4：降圧型DC-DCコン
バータ ICには米テキサス・
インスツルメンツ（TI）社の
「TPS62140」を採用し、
入力コンデンサには10µFの
「C3225X5R1E106K250AA」、
出力コンデンサには22µFの
「C2012X5R0J226K125AB」、
インダクタには2.2µHの
「VLS4012ET-2R2M」を
使った。インダクタ電流と
出力電圧とも、実測結果と
シミュレーション結果はほ
ぼ一致しており、DC-DC
コンバータのインダクタ電
流波形、出力電圧波形をシ
ミュレーションで得られるこ
とが判る。

拡張性や収束性が高い
物理モデルをベースに、数式モデルで記述した材料の電圧／電流依存性を追加する。このTDKが

採用したモデル化手法には複数のメリットがある。

1つ目は、物理現象とモデルの関連性が明確なことである。このため、開発したモデルを使ってシ
ミュレーションした結果を、同社の受動部品の開発部門にフィードバックできる。ユーザーが必要とす
る特性を有する受動部品をいち早く開発する一助になる。

2つ目は、モデルを拡張しやすいことである。材料の電圧／電流依存性を追加したように、さまざま
な特性を比較的簡単に追加して拡張できる。将来的には、温度依存性のモデルの追加が考えられるだ
ろう。

3つ目は、回路シミュレータの収束性を高められることだ。世の中に流通しているモデルの中には，
コンデンサやインダクタの周波数特性を物理モデルではなく、数式モデルで記述しているものがあ
る。しかし、数式モデルの場合、数値解析にニュートン法を採用している回路シミュレータでは、条件
によっては常識的な数値範囲を逸脱してしまうケースがある。すると、演算が発散してしまい、エラー
となってしまう可能性がある。一方で物理モデルであれば、実際の材料と構造を使っているため、同
様な問題は起きない。

ただしデメリットもある。それは、実測結果とシミュレーション結果がピッタリ一致しない場合がある
ことだ。数式モデルであれば、それに微調整を加えることで、両者をピッタリ一致させられる。しかし、
物理モデルは材料特性と部品構造で決まるので、材料や構造の製造ばらつきによる特性変化の影響
は避けられない。これが若干の誤差となり、両者がピッタリ一致しない原因になる。

実測とシミュレーションの結果が一致
それでもDCバイアスモデルと直流重畳モデルを使えば、非常に高い精度の回路シミュレーショ

ンが可能になる。実際に、DC-DCコンバータの動作をキーサイト・テクノロジーの回路シミュレータ
「PathWave ADS」で解析し、実験結果と比較した（図4）。解析の対象は、インダクタ電流と出力
電圧である。いずれも実測結果とシミュレーション結果は、過渡的な波形には若干違いがあるものの、
波形は高い精度で一致している。「このシミュレーション結果が得られるのであれば、電源回路設計者
は回路シミュレータを使ってみようと思うだろう」（江畑氏）という。

現在、DCバイアスモデルと直流重畳モデルは、TDKのウェブサイトから無償でダウンロードでき
る。例えば、キーサイト・テクノロジーの回路シミュレータ「PathWave ADS」のユーザーであれば、
「回路シミュレータ用ライブラリ」の項目内にある「Keysight ADS」をクリックし、次のページで使
用条件に同意すればダウンロードできる。その後、PathWave ADSを立ち上げてセットアップを実行
すれば、DCバイアス特性と直流重畳特性を考慮したモデルを使えるようになる。

今後TDKは、受動部品のモデルをさらにブラッシュ・アップしていく考えだ。物理モデルを採用しな
がらも実測結果との一致度をさらに高めるほか、将来的には前述のように温度モデルを取り込んでい
く考えである。
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図4　降圧型DC-DCコンバータでの実測結果とシミュレーション結果
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図5　キーサイト・テクノロジーの「PathWave ADS」向けモデル
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TDK株式会社 
〒103-6128 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 
https://product.tdk.com/info/ja/index.html 

TDKのADS用ライブラリのダウンロードサイト
https://product.tdk.com/info/ja/technicalsupport/tvcl/ads/index.html
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