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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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http://www.slideshare.net/
TsuyoshiHorigome/30jul2012

今後もモデルのご提供を増やしていきます。ま
た、スパイス・パークの一般会員になると下記
の3つのカテゴリーにアクセスできます。

スパイスモデル配信
　ここでは、無償でスパイスモデルを配信して
います。

等価回路学習(ICモデリング偏)
　等価回路の考え方を体験学習します。解説書
及びシミュレーションデータ一式を公開してお
ります。現在は3つの回路ブロックが公開され
ています。順次、充実していきます。

(1)2入力コンパレータ
(2)3入力コンパレータ
(3)UVLO(Under Voltage Lock Out)

回路解析シミュレータ技術情報
　回路解析シミュレータの活用方法を体験学
習形式で習得します。体験に必要なシミュレー
ションデータ及びスパイスモデルのご提供をし
ています。

　今後も、スパイスモデルの充実、等価回路学
習のプログラムの充実、回路解析シミュレータ
の技術情報の充実をしていきます。
　是非、ご登録し、実務にご活用下さい。

スパイス・パーク 
一般会員募集中

無料登録で3つの特典

スパイス・パークの一般会員(無料会員)のご登
録受付開始致しました。スパイス・パークの一
般会員(無料)になると下記の特典があります。

(1)一般会員専用スパイスモデル配信サイトへ
アクセスできます。
(2)技術情報へのアクセスができます(図1)。
(3)スパイス・パークのスパイスモデルを
10%OFFでご購入出来ます。

是非、一般会員の登録を行ってください。受理
後、会員番号と、一般会員専用サイトへのアク
セスパスワードをご登録頂いたメールアドレス
に返信致します。スパイス・パークのスパイスモ
デルをご購入の際には、お知らせした会員番号
をお伝え下さい。また、スパイス・パークのプレ
ミアム会員を準備しております。プレミアム会員
につきましては。準備出来次第、アナウンス致し
ます。下記のURLが受け付けサイトになります。
http://ow.ly/drc7p
是非、ご登録下さい。現在(2012年8月31日現
在)、19種類のPSpice用のスパイスモデルを無
料配信しております。

PSpice用のスパイスモデル
PSpice用の回路図シンボル
デバイスモデリングレポート
データシート

が各フォルダにて提供していますので、直にご
活用出来ます。内訳は、次のURLをご参照下さ
い。

図1 技術情報への特設サイト



セミナー情報
LTspice
活用入門

2012年9月1日開催

　体験学習を通じて、LTspiceの活用方法を学
習します。基本的な操作から、外部のモデルの
取り込み、回路図シンボルの作成方法、パラ
メトリック解析、モンテカルロ解析を習得しま
す。また、便利な活用方法も解説します。

【対象者】
・これからSPICEを使って回路設計をしたい方
・LTspiceを習得したい方
・LTspiceをもっと活用したい方

【開催日時】2012年8月31日(金)13:00-16:30

【開催場所】マルツメイク館(東京都：秋葉原)

場所情報1： http://ow.ly/cvrVm 
場所情報2： http://ow.ly/cvrWp

【参加費用】5,000円(税込み)　
 
お申し込みは下記のURLからお願い致します。
http://ow.ly/cvrYv

【セミナー内容】

1.LTspiceの特徴

2.LTspiceの基本的な使い方

3.スパイスモデルと回路図シンボル
　の取り込み方
3.1LTspice用スパイスモデルとLTspice用

　回路図シンボルがある場合の取り込み方
3.2パラメータモデル(.model)の取り込み方
　と既存回路図シンボルの関連付けの方法
3.3サブサーキットモデル(.subckt)の
　取り込み方と新規回路図シンボル
　の作成方法

4便利なシミュレーションの解析機能
4.1パラメトリック解析で影響度合いを知る
4.2モンテカルロシミュレーションで部品の
　バラツキの影響を知る
4.3オシロスコープの測定データを入力信号
　として取り込む方法
4.4シミュレーションの出力波形を音声
　ファイルで出力する方法

5.最新の活用事例

5.1太陽電池アプリケーション事例
Case1.標準回路(太陽電池が電圧源の場合)
Case2.太陽電池モデルを使用(快晴)
Case3.太陽電池モデルを使用(曇り)
Case4.太陽電池モデルを使用(雨)

5.2リチウムイオン電池アプリケーション回路
5.2.1リチウムイオン電池充電回路(LTC4077)
5.2.2リチウムイオン電池充電回路(LTC4000)

【持参物】
LTspiceをセットアップしたノートPC(LTspice
のダウンロード先：
 http://www.linear-tech.co.jp/designtools/
software/

皆様のご参加、お待ちしております。

【追記1】
　2012年9月1日開催分は満席になり、キャン
セル待ちの状態でした。主催者とも相談し、時
期を改めて、再度、同じ内容で開催する計画で
す。アナウンスをお待ち下さい。

【追記2】
　LTspiceをさらに使いこなす活用入門2も企
画中です。楽しみにしてください。

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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　日本国内のデバイスを中心に3,927個のモ
デル（2012年9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

2012年9月度
アップデート情報
Cree社のSiC SBD

セミナー情報
PSpice
アプリケーション
セミナー
2012年9月7日開催

PSpiceアプリケーションセミナー
～PSpiceを活用したモータアプリケーション
事例ご紹介～  

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、モーターアプリケー
ション事例と題しまして、PSpiceをご活用いた
だくために、モーター回路解析、モーターのモ
デング、システムを含めた効果的な解析を行
うための便利な方法もご紹介いたします。是
非ご来場いただき、PSpiceをさらにご活用く
ださい。  

本セミナーは、体験型ではなく座学形式となり
ますので演習はございません。  

日時：2012年9月7日(金曜日)13:30-16:30
場所：サイバネットシステム株式会社 
           東京本社
地図は下記のURLをご参照下さい。
http://www.cybernet.co.jp/company/map/
hq.html
参加費用：無料 
お申し込み先は下記のURLからお願い致しま
す。
http://ow.ly/drf4U

アジェンダ  

コンセプトキット モーターの制御回路をコン
セプトキットでデザインする 　　

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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1-1.　ステッピングモーター制御回路 　　
1-2.　ACモーター制御回路

デザインキット デザインキットで詳細を
デザインする 　　
2-1.　ステッピングモーターの
           デザインキット 　　
2-2.　DCモーターのデザインキット 　　
           スピードコントロール回路 　　
           Hブリッジ回路

デバイスモデリングのご紹介 　　
     DCモーター

PSpice/SLPSを用いたモーター回路解析事例
のご紹介

レゾルバ回路を用いたPSpice解析事例
ご紹介

 皆様のご参加、お待ちしております。



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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LTspiceはフル機能のSPICE回路解析シミュレ
ータです。リニアテクノロジーから無償で提供
されています。まだ、セットアップしていない方
は是非、次のURLからダウンロードして、セット
アップしてみてください。
http://www.linear-tech.co.jp/designtools/
software/
Bee Style:では、実務に役立つ情報をご提供
していきます。今回は、オシロスコープの測
定データを入力信号として取り込む方法で
す。LTspiceの電圧源は、「voltage」であり、図2
のとおりです。プロパティのアドバンスの設定
で次のような電源の機能があります。
パルス電源
正弦波の電源
EXP電源

　スパイス・パークのWEB版あります。こちら
のURLをご参照下さい。http://www.spi-
cepark.com また、ログインしますと全てのス
パイスモデルのデバイスモデリングレポート
をご参照出来ます。ログインは、メールアドレ
スとパスワードのみでユーザー登録出来ま
す。スパイス・パークは下記のURLをご参照
下さい。現在、スパイス・パークの最新版WEB
サイトを構築しております。一部公開ですが、
次のURLで閲覧可能です。こちらは、ユーザー
登録の必要が無いサイトです。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9月度アップデー
トのスパイスモデルリストです。今回は、Cree
社のSiCのショットキバリアダイオードのスパ
イスモデルを6モデル配信致しました。型名は
以下の通りです。また、SiC SBDのスパイスモ
デルは、SiC SBDの専用等価回路モデルを採
用しています。

C4D15120A(SiC SBD等価回路モデル)
C4D20120A(SiC SBD等価回路モデル)
C4D20120D(SiC SBD等価回路モデル)
C4D30120D(SiC SBD等価回路モデル)
C4D40120D(SiC SBD等価回路モデル)
C4D40120D(パラメータモデル)

ショットキバリアダイオードのスパイスモデル
につきましては、下記のURLに詳細情報が掲
載されています。 http://ow.ly/drfRc

また、 SiCショットキバリアダイオードのスパイ
スモデルにつきましては、下記のURLに詳細
情報が掲載されています。 http://ow.ly/drfTk

次世代デバイスにつきましてもデバイスモデ
リングを充実しております。
SiC SBD
SiC SIT
SiC MOSFET
SiC JunctionFET
SiC BJT
GaN MOSFET
　是非、お問い合わせ下さい。

入力信号に 
測定データを活用

LTspiceをもっと活用しよう

図2 voltage:電圧源
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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：info@bee-tech.com

SFFM電源
PWL電源
PWLのファイル取り込み

があります。入力信号の電源は、PWLのファイ
ル取り込みを選択して、ファイルを選定するだ
けで、外部データを簡単に取り込むことができ
ます(図3)。

入力信号は、オシロスコープの測定データで
す。このファイルを図3のPWLのファイル取り
込みで選択するだけです。オシロスコープの
波形データは波形写真だけではなく、プロット
データもCSV形式、TXT形式で出力することが
できます。
　LTspiceの回路図は図6に示します。V1が入
力信号です。ここでは、ノイズ信号源になりま
す。そして、ノイズ対策用部品、フィルターとし
ての活用を行います。型名は、「WRA2R0102
」です。フィルター部品のデバイスモデリング
は、周波数特性から等価回路を作成し、再現性
をもたせていきます。そして、ILOADで負荷を
設定し、フィルター通過後に、どのくらいのノイ
ズが除去できるかをシミュレーションで検証

図3 voltageの設定画面

背景はFPGA電源の出力ラインのノイズを削
減する必要性です。大電流低電圧であり、
許容される電圧変動が小さいため、ノイズ対
策が必要であります。ノイズ除去フィルター等
を活用して、ノイズを除去する必要がありま
す。図4が流れです。

図4 ケース・スタディ

図5 オシロスコープの波形データ



シンプルモデルは、電源回路用のコンバータ、3相インバータ、電源装置、ヒューズ、2次電池等のスパイスモデルをご提供しています。これらは、パ
ラメータベースのスパイスもでるであり、ユーザーが簡単にモデル化できるスパイスモデルです。こういうスパイスもでるがあったらいいなあ。
のお客様の声を是非、お聞かせ下さい。
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　図7がLTspiceでのシミュレーション結果で
す。上記の上図が入力のノイズ信号源です。こ
れは、実測のオシロスコープのデータになりま
す。下図がフィルター通過後のシミュレーショ
ン結果です。ノイズが低減されているのが、

確認できます。このようにノイズの低減の効
果もノイズ対策用部品のスパイスモデルがあ
れば、簡単にLTspiceで検証することができま
す。これでノイズの低減の仕様を満たさなけ
れば、さらにノイズ対策をする必要がありま
す。FPGAの電源は、低電圧大電流であり、低電
圧の方は、電源ラインにすこしでも抵抗成分
があれば、電圧降下を発生し、電圧変動の原
因になります。この電圧変動の許容範囲が数
10m[V]という仕様もあります。
　FPGAの電源の場合、安定的な電源供給が
最大の課題であり、回路実験では正確な現象
を見るのは難しく、このように回路解析シミュ
レーションを活用することで、検証が容易に

しています。

図6 回路図

図7 シミュレーション結果

なる事例です。今回のケースだけではなく、何
かの電源を複雑な信号源として考慮する場
合、等価回路開発ではなく、実際のデータを使
用することも1つの選択肢であることを把握し
てください。応用範囲が広がります。
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　LTspiceのユニークな活用方法のご紹介で
す。LTspiceには、出力特性をコマンドで音声フ
ァイル(.wav)に変換することができます。音声
ファイルにすることで、音声再生ソフト(iTune)
で人間が耳で音を聞くことが出来ます。
　今回の事例は、ドレミの出力ファイルをSIN
電源を使用し、周波数を設定し、出力波形を生
成します。回路図を図8に示します。

V1はドの周波数
V2はレの周波数
V3はミの周波数

図8　ドレミを生成する回路図

出力波形を
音声ファイルに
変換
LTspiceをもっと活用しよう(2)

.wave C:\output02.wav 16 44.1k V(n001)
がコマンドです。意味は下記のとおりです。 
V(n001)の波形データを16ビット、サンプリン
グ周波数44.1k[Hz]にて、Cドライブに out-
put02.wavのファイル名称のwaveファイルを
生成すると言うことです。後は、生成された音
声ファイルを聞くだけです。このケースでは、
負荷抵抗をRL=8[Ohm]で表現していますが、
スピーカーにもスパイスもでるがあります。RL
にスピーカーのスパイスモデルを入れ替える
と、出力波形では差異はそれほど、わかりませ
んが、WAVEファイルにて、耳で聞くと全然音が
変わります。
　電圧波形では区別がつかない現象も音で
聞くことで、はっきりと相違点が認識できる事
例です。スピーカーのスパイスモデルは現在、
ビー・テクノロジーのホームページで情報を
公開しております。[デバイスモデリングサービ
ス]ー＞[スピーカー]でご参照下さい。機会が
ありましたら、スピーカーの等価回路について
もBee Style:で解説していきます。LTspiceのシ
ミュレーション結果を図9に示します。
　オーディオ回路もこの様な活用方法で応用
範囲が広がります。



複雑な信号源も簡単に生成
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紹介致します。回路にて、入力信号にホワ
イトノイズ信号を入力したい場合がありま
す。LTspiceのwhite関数で生成もできますが、
ピンクノイズの生成信号を生み出す等価回路
を作成するのは大変です。このソフトを活用す
ると簡単に信号が生成でき、重ね合わせもで
き、.wav出力もできます。是非、活用してみてく
ださい。 WaveGene（任意波形生成ソフト）(図
10)はフリーソフトであり、下記からダウンロー
ドできます。 http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/
soft/wg/wg.html

道具箱
WaveGene

図10 WaveGeneの画面

図9 シミュレーション結果

ビー・テクノロジーでは、LTspiceの活用方法
を音関連で追求していくサイトを開設しまし
た。LTspiceでミュージックです。下記のURLを
ご参照下さい。http://ow.ly/drms7

　今回の道具箱のご紹介は、信号を簡単に生
成できるソフトウェアです。入力信号源にオシ
ロスコープのデータを活用する事例をご紹介
しました。入力信号は、.wavファイルも取り込
むことができます。取り込み方は別途の機会で


