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LTspice関連セミナー情報

スパイス・パーク 
2012年10月度アップデート情報

スパイス・パーク一般会員
3つのカテゴリーにアクセス 

新製品情報
コンセプトキット
3相ACモーターインバータ回路
シンプルモデル
3相ACモーター

道具箱
SpiceMod5(簡易モデリングツール)

株式会社ビー・テクノロジー



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.linear-tech.co.jp/designtools/
software/ltspice.jsp　
[内容]
1. LTspice IVとは？
2. 入手方法
3. アップデート方法
4. GUI操作方法
5. シミュレーション回路作成方法
6. シミュレーション項目 
    電源編およびオペアンプ編
7. シミュレーション例
8. ライブラリ追加方法
9. 周囲温度変更方法 
10. モンテカルロ解析
11. 演習
[講師]　 
東京エレクトロンデバイス社
フィールドアプリケーションエンジニア

[LTspiceを使用した太陽電池/バッテリーモデ
ルのシミュレーション事例]

近年、開発期間短縮等の要求によりシミュレー
ションによる事前確認の需要が高まっていま
す。今回は特にシミュレーションの要求が高い
バッテ リーや太陽電池について、ビー・テクノ
ロジー社製デバイスモデルとリニアテクノロジ
ー社製デバイスを組み合わせたシミュレーショ
ン事例、及び リニアテクノロジー社より無償提
供されるLTspiceⅣでの収束エラーの回避方法
等について解説します。

[日程・時間]
2012年12月12日(水)14：00～17：00 

（受付13：45～）締切：2012年12月4日 　 

※締切日前でも定員になり次第締め切らせて
いただきますので、お早めにお申し込み下さい
　 
[会場]
東京エレクトロンデバイス　新宿オフィス

[参加費用]10,000円（税抜き）

[内容]
1. 太陽電池及び最大電力点コントローラ    

LTspice関連 
セミナー情報
東京エレクトロンデバイス
開催

　2012年10月度はビー・テクノロジー開催の
セミナーはありません。2012年11月及び12月
に開催を予定しております。また、企画段階で
すが、スパイス・パークの一般会員向けに準備
中です。今回は、LTspice関連のセミナーを定期
的に開催している東京エレクトロンデバイスの
セミナー情報をご案内します。3つのコースが
あります。

[LTspice IVセミナー（初級編）]
開催日時：
2012年10月19日(金)10：00～12：30(東京)
2012年11月28日(水)14：00～17：00(大宮)
2012年12月12日(水)10：00～12：30(東京)
お申し込みは下記のURLからお願いします。
http://ow.ly/eaWoL
上記のセミナーは無料です。 「LTspice Ⅳ」は、
リニアテクノロジー社が無償で提供している
アナログ回路シミュレータです。本セミナーでは

「LTspice Ⅳ」の紹介から基本的な使い方を実
習形式で学ぶことができます。電源ICやOPアン
プを用いたアナログ回路のシミュレーションを
実際におこなうことで、回路図の作成からシミ
ュレーション結果の確認までの一連の流れを
体験することができます。 ※本セミナは演習形
式のため、無償ソフトLTspice IV(メモリ容量約
60M程度)をインストールしたパソコンをご持
参いただけますようお願い致します。（ご持参
いただけない方はご相談ください。）
　LTspice IVはリニアテクノロジー社のホーム
ページよりダウンロードいただくことができま
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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  （MPPC）搭載デバイスを使用した 
   シミュレーション事例
2. リチウムイオン電池モデル及びバッテリーチ
ャージャーを使用したシミュレーション事例
3. 収束エラーの回避方法

[講師] 
東京エレクトロンデバイス社
フィールドアプリケーションエンジニア

[セミナー参加により取得できること] 
太陽電池、リチウムイオン電池のモデルと
LTspiceを組み合わせた事例を紹介しますの
で、その使用方法やそれらによってどの様なシ
ミュレーションが可能かが理解できます。

（セミナー時間内に実習は行いません）また、
事例紹介で使用する太陽電池のシミュレーシ
ョンサンプルをお持ち帰りいただけますので、
セミナー後にご自身でご確認いただくことがで
きます。

＊LTspice IVセミナー初級編（参加費：無料）で
は基本的な使い方を実習形式で学ぶことがで
きます。これからLTspiceの導入をご検討されて
いる方、使い始めたばかりの方に、お奨めして
おります。

[参加者全員プレゼント]
株式会社ビー・テクノロジー提供の太陽電池シ
ミュレーションサンプル一式を参加者全員にプ
レゼント致します。

[LTspiceを使用したシミュレーション事例トラ
ンスモデル／絶縁電源]

　絶縁電源の設計は、その設計の難しさから
一般的にはモジュール製品が使われています。
しかしながら、リニアテクノロジー社の絶縁電
源ICおよび同社が無償で提供しているLTspice
を使用することによって絶縁電源の設計がより
身近になります。

　本セミナーではトランスのスパイスモデルの
紹介からフォトカプラを使用しない絶縁電源IC
のシミュレーション事例や評価方法について解
説します。

[日程・時間]
2012年10月19日(金)14：00～17：00  

（受付 13：45～）締切：2012年10月11日 　 

※定員になり次第、締め切らせていただきます
ので、お早めにお申し込み下さい。
　 
[会場]
東京エレクトロンデバイス　新宿オフィス

[参加費用]　\10,000（税抜き）

[内容]
1. 磁気飽和を考慮したトランスのスパイス
    モデルのご紹介
2. LTspiceを用いたトランス設計の絞り込み
3. リニアテクノロジー社絶縁電源を用いた
    評価とシミュレーション結果
4. 収束エラーの回避方法

[講師]
東京エレクトロンデバイス　フィールドアプリ
ケーションエンジニア

[参加者全員プレゼント]
株式会社ビー・テクノロジー提供のトランスモ
デルを配置したLT3511シミュレーションモデル
をプレゼントいたします。

　お忙しい回路設計者にとって、新しいソフト
ウェアの習得はなかなか時間が取れなくて大
変かも知れませんが、半日の初級コースを受講
すれば、オペレーション及び何ができるのかが
理解できます。この機会に各種セミナーをご活
用下さい。
　また、LTspiceの関連情報はインターネットを
はじめ、多種の書籍も入手できます。LTspiceは
PSpiceと互換性が非常によいので、PSpiceの
情報、文献、書籍も流用できます。LTspiceは奥
深く、工夫次第で適応範囲が広がります。また、
ビー・テクノロジーは、デバイスモデリング研究
所(ブログ)を通じて、LTspiceに特化したカテゴ
リーを準備し、情報をご提供しております。是
非、ご参照ください。 
http://beetech-icyk.blogspot.com/search/
label/LTspice



等価回路モデルを採用しております。型名は以
下の通りです。また、 SiCショットキ・バリア・ダ
イオードは温度特性に優れていますので、常
温モデルにて高温も同時に使用可能です。
[デバイス]SiCショットキ・バリア・ダイオード 
[メーカー]
Cree社
[型名]
C3D25170H
C4D02120A
C4D02120E
C4D05120A
C4D05120E
C4D08120A
C4D08120E
C4D10120A
C4D10120D
C4D10120E
　今回のアップデートにて、Cree社が現時点
で提供している SiCショットキ・バリア・ダイオ
ードのスパイスモデルのライブラリー化は完
了しました。また、 SiCショットキ・バリア・ダイ
オードに関するスパイスモデルの情報は次の
サイトに掲載しています。
http://ow.ly/eaY1z
また、スパイス・パークの一般会員向けサイト
では、無償でスパイスモデルもご提供してい
ます。是非、ご活用下さい。一般会員に入会す
るには、無料の会員登録が必要になります。こ
ちらからご登録ください。
http://ow.ly/eaY5I
次回は、太陽電池をアップデートします。

　日本国内のデバイスを中心に3,937個のモ
デル（2012年10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、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(半導体部品の
カテゴリーのみ)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10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ショットキ・バリア・ダイオー
ドのスパイスモデルを10モデル配信致しまし
た。SiCショットキ・バリア・ダイオードは独自の

スパイス・パーク

2012年10月度
アップデート情報
Cree社(SiC SBD)

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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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

スパイス・パーク
一般会員
(無料会員)

無料登録受付中

3つの等価回路モデルを公開しています。
2入力コンパレータ
3入力コンパレータ
UVLO(Under Voltage Lock Out)
です。完成イメージは、DCDCコンバー
タ、PWM ICもモデリングを想定しています。
後、基本となるブロック図は下記のモデルで
す。

オシレータ
参照電圧
遅延回路
スタートアップ回路
出力ドライブ回路
PWMラッチ(RSFF)
UVLO
OVP

順次公開していきます。

[回路解析シミュレータ技術情報]
　現在は、LTspice中心に進めていま
す。PSpiceでも同様なことは可能です。このカ

　現在、ビー・テクノロジーでは、スパイス・パ
ークの一般会員を募集しております。無料でご
登録できます。お申し込みは下記のサイトにな
ります。
http://ow.ly/eaY5I
上記のサイト(Fig.1)にアクセスし、お名前、会
社名、メールアドレスを入力し、「送信」ボタン
を押してください。これで受付完了です。折り返
し、3つのカテゴリーにアクセスできるパスワ
ードと会員番号をお知らせ致します。自動返信
ではなく、人間が対応しておりますので、タイ
ムラグがあります。ご了承ください。そして、現
在、プレミア会員(有料会員)を準備中です。

　2012年10月3日現在のカテゴリーのご紹介
です。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]

　無料のスパイスモデルをご提供します。16
種類19モデルのスパイスモデルをご提供し
ています。今後、順次、無料のスパイスモデル
を増やしていきます。こちらのURLで詳細をご
確認できます。http://www.slideshare.net/
TsuyoshiHorigome/30jul2012

[等価回路学習(ICモデリング編)]
　このサイトでは、ICに必要なブロック図の等
価回路モデルの作成方法をご提供し、体験出
来るように、シミュレーションデータ一式もダ
ウンロードできます。動画もありますので、シミ
ュレーションの様子も確認できます。

Fig.1 無料会員登録サイト



コンセプトキットの「3相ACモーターのインバータ回路」に関する詳細情報は、次のURLをご参照ください。 http://ow.ly/eb5Ol　技術資料と動画
を公開しています。動画を参照すれば、シミュレーション時間も把握できると思います。PSpice及びLTspiceの情報が掲載されています。他の回路
解析シミュレータで動作させたい方はお問い合わせください。損失波形、効率計算結果、トルク及びスピードの波形もご参照できます。
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テゴリーでは、回路解析シミュレーションの活
用事例をご紹介しています。ここでも自分で体
験出来るように、資料及びシミュレーションデ
ータ一式をご提供しています。可能な限り、実
務に役立つ情報を掲載していきます。現在公
開しているコンテンツは下記のとおりです。

回路図シンボルの作成方法
ラウドネス回路シミュレーション
パラメトリック解析
モンテカルロシミュレーション
外部データを入力信号に取り込む
ホワイトノイズ信号源の作成方法
シミュット・トリガ・インバータ

また、収束エラー解決ガイドもご提供してい
ます。

是非、一般会員のご登録を行い、これらのサー
ビスをご活用ください。

制御信号はアナログビヘイビアモデルで回路
モデリングします。これは等価回路モデルでの
ご提供になります。そして、スイッチング素子
は、オン抵抗のみ入力できるスイッチモデル
です。実際には、パワーMOSFET、IGBTに相当
します。コンセプトキットで概念設計が終了し
たら、スイッチング素子(パワーMOSFET、IGBT
等)を選定した型名のスパイスモデルに置換
することで、詳細シミュレーションに直ぐに移
行できます。それぞれのスパイスモデルの詳
細は下記の情報をご参照ください。

パワーMOSFETのスパイスモデル
http://ow.ly/eb3lB

IGBTのスパイスモデル  
http://ow.ly/eb3nL

コンセプトキットの回路図をFig.2に示します。
回路図はLTspiceの画面です。PSpiceも同様で
す。制御モデルは、端子が6端子あります。
UP
UD
VP
VD
WP
WD
これらは、制御信号発生回路として、回路モデ
リングされています。それぞれの端子がスイッ
チング素子相当のスイッチ(S1,S2,S3,S4,S5,S6)
に接続されます。これらは、オン抵抗を任
意の数値で入力できます。デフォルト値は
1m[ohm]そして、U1が3相ACモーターです。こ
れらはパラメータ入力で簡単にモデル作成が
出来ます。詳細は、3相ACモーターのシンプル
モデルで解説します。負荷は、LOADに入力で
きます。LOAD=ILOADです。ILOADの値を入力
すれば、負荷における回路動作も把握できま
す。過渡解析を行えば、各部の電圧波形、電流
波形(Fig.3)が観察でき、トルク及びスピードも
波形表示できます。また、Traceで計算式を入
力すれば、損失及び効率も計算できます。
　まずは、コンセプトキットで概念設計を行
い、スイッチング素子をスパイスモデルに置き
換えることで、詳細設計へと移行できます。

新製品情報
コンセプトキット

3相ACモーターインバータ回路
PSpice & LTspice

　コンセプトキットに新製品です。3相ACモー
ターインバータ回路のコンセプトキットです。
対応している回路解析シミュレータは、PSpice
とLTspiceの2種類になります。価格は、税抜き
で80,000円です。
　3相ACモーターのインバータ回路の構成
は、制御回路とスイッチング素子とACモーター
です。ACモーターはシンプルモデルと同等の
スパイスモデルであり、ユーザーがカタログか
らスペックの値を入力し、簡単にACモーター
のスパイスモデルが作成できるモデルです。
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Fig.3 負荷を変化させた場合の電流波形

Fig.2 コンセプトキットの回路図

Load 50Arms

Load 140Arms

Load 200Arms

 Reference of Phase U



簡単便利なデバイスモデリングツール
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　ICAP4に付属している簡易デバイスモデリン
グツールです。これは、スペックデータを入力
しますので、解析精度はありません。デフォル
トのスパイスモデルを採用するよりもまし。と
考えてください。PSpiceにも付属で簡易デバイ
スモデリングツールがあります。PSPice Model 
Editorです。こちらは、電気的特性図を入力す
るので、PSPice Model Editorで抽出したスパ
イスモデルの方が、格段に解析精度は優れて
います。では、何故、このツールを活用する機
会があるかというと、3分でスパイスモデルが
作成でき、デフォルトよりはましだからです。

道具箱
SpiceMod5

Fig.4 SpiceMod5の画面

新製品情報
シンプルモデル

3相ACモーターモデル
PSpice & LTspice

　シンプルモデルに新製品です。3相ACモー
ターモデルです。対応している回路解析シミュ
レータは、PSpiceとLTspiceの2種類になりま
す。価格は、税抜きで50,000円です。
　ユーザーがカタログからスペックの値を入
力し、簡単にACモーターのスパイスモデルが
作成できるモデルです。

(1)LOAD:任意のILOADを入力します。単位
は、[Arms]です。
(2)LL:フェーズインダクタンス値[H]
(3)RLL:フェーズ抵抗値[Ohm]
(4)逆起電力定数[V/RPM]
(5)トルク定数[Lb-in/A]

(1)は負荷情報の入力、(2)-(5)の4つのモデル
パラメータは、3相ACモーターのスペック情報
を入力します。簡単便利の自分で作成できる
スパイスモデルをご活用下さい。


