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スパイスモデルの整備のお手伝いをしております。是非、お問い合わせ下さい。回路解析のプロセスの90%がスパイスモデルの整備と言われて
います。お客様に重要なシミュレーション解析にお時間を充てれるよう、スパイスモデルの整備(材料表ベースで必要なスパイスモデル及びデバ
イスモデリング、スパイスモデルの解析精度の調査)はお任せ下さい。
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1-4-2.　デバイスモデリングサービス

2.回路方式をテンプレート化する
2-1.　コンセプトキット
2-2.　デザインキット
2-3.　デザインキットの配信サービスについて
3.センサーのデバイスモデリング
3-1.　酸素センサーのデバイスモデリング
3-2.　フォトインタラプタの
            デバイスモデリング
3-3.　フォトインタラプタのアプリケーション
            回路シミュレーション
4.フォトカプラを利用したセンサー
    回路解析事例

ビー・テクノロジーの発表は、1-3になります。
皆様のご参加、お待ちしております。

[お問い合わせ先] 
株式会社ビー・テクノロジー 
電話番号： 03-5401-3851 
メールアドレス：horigome@beetech.info

PSpice関連 
セミナー情報
サイバネットシステム主催
東京(秋葉原)開催

　PSpiceアプリケーションセミナー(センサー
編)を開催致します。
　PSpiceを用いたアナログ回路シミュレーショ
ンは、多くの分野で様々な解析に利用されてい
ます。本セミナーでは、回路解析を活用するた
めの環境構築として、スパイスモデルの重要性
や必要性、センサーのデバイスモデリングのご
紹介、フォトカプラやフォトインタラプタの光伝
達素子のセンサー回路解析事例をご紹介致し
ます。是非、ご来場いただきPSpiceをさらにご
活用ください。

日時：2012年12月6日(木曜日)13:30-16:30
場所：サイバネットシステム株式会社（秋葉原）
場所のご案内は下記のURLをご参照下さい。 
http://www.cybernet.co.jp/company/map/
hq.html
費用：無料
お申し込み先：下記のURLからお願いします。
http://www.cybernet.co.jp/eda/seminar_
event/special/pspice10.html

お申し込みは、ビー・テクノロジーではお受けし
ておりません。上記のURLから直接、お申し込み
ください。

1.回路解析シミュレータを活用するための環境
1-1.　スパイスモデルについて
1-2.　シンプルモデルについて
1-3.　用途に応じたスパイスモデルについて
1-4.　スパイスモデルの入手方法について
1-4-1.　スパイス・パーク

お知らせ

メールアドレス
変更

　メールサーバの移行に伴い、ビー・テクノロ
ジー本社及び子会社のメールアドレスが下記
のとおり変更になります。

[旧メールアドレス]
@bee-tech.com

[新メールアドレス]
@beetech.info
2012年11月17日より完全に移行致します。



マルツエレック主催にて、LTspiceを活用したワークショップを計画しています。スパイスモデル作成とそれらのスパイスモデルを活用した回路解
析シミュレーションの学習を体験型学習で習得して頂くプログラムです。実務に役立ついぇー間を選定し、回路解析シミュレーションの有効活用
を促進して参ります。
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スパイス・パーク

2012年12月度
アップデート情報
BJTのスパイスモデル

　日本国内のデバイスを中心に3,972個のモ
デル（2012年11月現在）が格納されています。
また、それぞれのモデルにデバイスモデリン
グ・レポートが含まれています。随時、アップデ
ートされる発展型製品です。半導体部品31種
類、受動部品10種類、モータ1種類、ランプ2種
類、バッテリー9種類(太陽電池モデル含む)、
機械部品2種類、合計55種類で構成されてい
ます。
　ご提供方法は、一括販売を始め、分類販
売、1個からの販売も行っております。是非、お
問い合わせ下さい。スパイス・パークのWEB
版あります。次のURLをご参照下さい。http://
www.spicepark.comまた、以前のスパイス・
パーク(日本語版)は、ログインは、メールアドレ
スとパスワードが必要でしたが、リニューアル
したスパイス・パークでは、登録なしにご参照
及びご購入が可能です。スパイス・パークは下
記のURLをご参照下さい。現在、2つのURLが
有効です。
http://www.spicepark.com
http://www.spicepark.info
　また、お客様の回路解析シミュレーションに
必要不可欠なスパイスモデルの整備について
もご相談下さい。
　スパイス・パークの2012年12月度アップデ
ートのスパイスモデルリストは次のとおりで
す。今回は、東芝セミコンダクター&ストレージ
社のトランジスタのスパイスモデルを6モデル
配信致しました。

トランジスタのスパイスモデルの種類

は、Gummel-Poonモデルになります。ビー・テ
クノロジーがデバイスモデリングするGum-
mel-Poonモデルは、逆特性についてもデータ
シート等に記載がないため、カーブトレーサ
ーにて測定し、抽出しております。トランジスタ
のスパイスモデルの型名に次のとおりです。
　また、Gummel-Poonモデルについて学習
したい方は、デバイスモデリング教材：トラン
ジスタモデル編をご活用下さい。詳細は次の
URLをご参照下さい。
http://ow.ly/fnwD5

[メーカー]
東芝セミコンダクター&ストレージ社
[型名]
[NPN]
2SC4118-Y
2SC5376FV-B
2SC5703
2SC6026MFV-Y
[PNP]
2SA1955FV-B
2SA2154MFV-Y
 　今後のスパイスモデルの開拓分野として、
センサー分野を計画しております。センサー
＋回路でより詳細なシミュレーションができま
す。また、ハーベスティングの分野は回路実験
が非常に難しく、時間と費用がかかります。比
較的センサーのデバイスモデリングは難易度
が低いので、低コストで供給できるため、回路
実験前の仕様検討の評価にも活用できます。
まだ、ホームページには反映されていません



現在、スパイス・パークを全面的にリニューアル中です。現在のスパイス・パークはユーザー登録が必要ですが、リニューアル後のスパイス・パー
クはユーザー登録が不要になります。また、スパイス・パークのご購入もペイパル決済(クレジットカード決済)から、ご請求書払いまで、お客様に
あったお支払い方法にてスパイスモデルをご購入できます。是非、スパイスモデルの整備にご利用ください。
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が、センサー分野も是非、お問い合わせくだ
さい。
　また、スパイス・パークの一部のカテゴリー
にて、スパイスモデルの価格を大幅に値下げ
致しました。現在、値下げ中のカテゴリーは下
記のとおりです。

[ダイオード]
プロフェッショナルモデル
1,050円
スタンダードモデル
525円

[ショットキ・バリア・ダイオード]
プロフェッショナルモデル
1,050円
スタンダードモデル
525円
ただし、SiCショットキ・バリア・ダイオードのス
パイスモデルの価格は据え置きです。

[パワーMOSFET]
プロフェッショナルモデル
3,150円
スタンダードモデル
2,100円

[IGBT]
プロフェッショナルモデル
3,150円
スタンダードモデル
2,100円

[トランジスタ]
プロフェッショナルモデル
1,575円

　是非、この機会にご利用ください。

[お知らせ]
　ビー・テクノロジーの製品のラインナップ
が新しくなりました。第16版です。下記のURL
にてご参照ください。 http://beetech-icyk.
blogspot.com/2012/11/16.html

新製品情報
[Kindle]+[SPICE]
SPICE(PSpice,LTspice)を活用 
した電子書籍を発売開始

AMAZON.COM

　アマゾン(Amazon.com)にて、LTspiceで学
習する降圧回路及び昇圧回路の電子書籍が
発売開始になりました。価格帯は10ドル前後
です。英語版です。現在、円高のため、アマゾン

（日本）で
ご購入されますと、800円前後でご購入でき
ます。

[降圧チョッパ回路方式]
Simulation of the Buck Converter using 
LTspice (Design Kit)

[AMAZON.COM：アメリカ]
http://ow.ly/fiWdt 

[アマゾン：日本](Fig.1)
http://ow.ly/fiWAg

[昇圧チョッパ回路方式]
Simulation of the Boost Converter using 
LTspice (Design Kit)

[AMAZON.COM：アメリカ]
http://ow.ly/fnxag 

[アマゾン：日本] (Fig.2)
http://ow.ly/fnxbQ

この電子書籍は、降圧回路の理論とデザイン
をLTspiceを活用して、学習するものです。
必要な電子部品のスパイスモデル及びシミュ
レーション一式は、電子書籍内の記載の
URLからダウンロードできます。この電子書籍
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電源ICは、スイッチング電源IC、PWM IC、DCDCXコンバータ、シャントレギュレータ、ボルテージレギュレータ、そして今回のLDO、あらゆる電源IC
のスパイスモデル(等価回路モデル)をご提供しています。是非、お問い合わせ下さい。メールアドレス：horigome@beetech.info

はシリーズものであり、順次、下記の回路方式
について出版されます。

降圧チョッパ
昇圧チョッパ
昇降圧チョッパ
フォワード
フライバック
フルブリッジ
ハーフブリッジ
プッシュプル
CUK
SEPIC
ZETA
絶縁CUK
電圧共振
電流共振
共振
E級共振
複共振
アクティブクランプ
位相シフト
同期整流
電流モード
力率改善
マルチフェーズ
電流型
三相フルブリッジインバータ
　続々、発売されるKindle+SPICEのデザインキ
ットを是非、ご活用ください。日本語版を徐々に
翻訳されていきますが、相当のタイムラグがあ
ります。英語版が優先され、世界市場に提供さ
れます。

Fig.1 降圧回路(アマゾン)

　この製品に関する構想及びイメージは下記
のURLにてご参照できます。
http://ow.ly/fnxGL

Fig.2 昇圧回路(アマゾン)



電子書籍媒体のスタンダード
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　東北地方太平洋沖地震により被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し
上げます。発生から1年半が経過し、復興半ばですが一刻も早い原発問題の収
束、エネルギー問題の収束を望みます。被災された皆様の安全と一日も早い復
興をお祈りいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビー・テクノロジー・グループ　一同

　電子媒体の発展また、日本語版の登場に伴
い、ビー・テクノロジーもいち早く、AMAZONの
キンドルに注目し、電子書籍とSPICEを連動し
た製品を発売致しました。まずは、圧倒的に普
及している北米及び欧州向けに対して、英語
版をご提供致します。英語版ですが、日本のア
マゾンでも購入可能です。

道具箱
kindle

Fig.3 PSpice Stimulus Editor の画面

新製品情報
シンプルモデル

DCモーター
自分で作成できるSPICEモデル

　ユーザー定義にて、カタログ情報のスペック
を入力するだけでスパイスモデルが作成でき
るシンプルモデルに新製品です。
　今回の新製品は、「DCモーター」 になりま
す。モーター関連は、三相ACモーターに引き
続き、第二弾となります。DCモーターのシンプ
ルモデルの最新詳細情報は、下記のURLをご
参照ください。 http://ow.ly/fnxQx
　Iloadのパラメータにて、負荷設定が可能で
す。このパラメータにより、負荷に応じた回路
動作を検証できます。DCモーター自体のパラ
メータは、下記の4項目を入力します。これら
の情報は、モーターのカタログに記載してあ
ります。
V_norm(適正電圧)
mNm(適正負荷)
kRPM_norm(回転数)
I_norm(消費電流)
また、オプションとして、DCモーターの抵抗成

分及びインダクタンス成分を把握している場
合には、Rm,Lmに値を入力することができま
す。この機会に負荷がDCモーターの場合、シ
ンプルモデルを採用し、回路解析を充実しま
せんか？


