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概要 電子回路シミュレータである SPICE を電子回路の講義や実験に利用している例－トランジタの
バイアス回路、降圧形直流チョッパ回路のシミュレーション－と、実際に使用した LTspice の特徴あ
る.measure コマンドと階層化機能を紹介している。

1. はじめに

析、.SENS：感度解析の機能は組み込まれていな
い。
SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit
LTspiceⅣ を最初に起動したときに、デフォル
Emphasis, スパイス)は電子回路の動作をシミュ
トのままでは、 μ の表示が文字化けするので
レーションするソフトウェアであり、カリフォ
Tools メニューから Control Pannel を選び、その
ルニア大学バークレー校で開発された。シミュ
Netlist Options タブにより図1の画面を表示させ、
レーション対象となる回路は一般的な受動素子
Convert 'μ' to 'u'[*]にチェックを入れ、μ の代替表
（抵抗、コンデンサーなど）と能動素子（ダイ
示を u にする。このように、Control Pannel では、
オード、トランジスタ、FET、OP アンプなど）と
LTspiceⅣ の動作条件などを細かく設定すること
伝送線路、各種電源を組み合わせたものである 。 ができる。
解析手法としては過渡解析、直流解析、小信号
交流解析、雑音解析などが可能である。
現在使われている電子回路シミュレータの多
くはバークレー校の SPICE3 を元に改良、機能付
加したものである。名称に SPICE の語を含む場
合も多く、それらを含めて SPICE と呼ばれるこ
ともある。LTspice もそのような SPICE の1つで、
リニアテクノロジ社が、無償で提供している。
ここでは、この LTspice の概要と機能の一部の紹
介、電子回路の講義、学生実験における利用例
について報告する。

2. LTspice の概要
2.1 LTspiceⅣ のダウントロードとインス
トール、起動

図 1 Control pannel
なお、Tools メニューの Sync Release を選択す
リニアテクノロジー社の LTspiceⅣ という回路
るとリニアテクノロジー社の Web ページで新し
シ ミ ュ レ ー タ は 、 フ ル セ ッ ト の Windows 用
い回 路シ ミュ レ ータ ・モ デ ルの 有無 や 新し い
SPICE シミュレータで、機能制限なしで無償で
バージョンの有無をチェックして、新しいもの
一般ユーザー開放されている。このソフトの入
がある場合は自動的にダウンロードして更新す
手は、リニアテクノロジー社のホームページか
る。
ら LTspiceⅣ.exe をダウンロードする。登録する
LTspiceⅣ 起動直後の初期画面でツール・バー
かどうかきいてくるが特に登録する必要はない 。 の Neｗ Schematic をクリックするかメニューより
インストールは、自己解凍ファイルなのでダウ
File＞Neｗ Schematic を選択すると、新しい回路
ンロードしたファイルをダブルクリックするだ
図を作成するための window(図2)が開かれる。
けである。
LTspiceⅣ により目的の回路のシミュレーショ
なお、LTspiceⅣ は、wine により Linux 上にお
ンを行う手順は、(1)目的の回路をこの window
いても使用可能 である。 また、 LTspiceⅣ には、 上に描き、(2)個々の素子のパラメータを設定す
SPICE3 の . DISTO： 歪 み 解 析 、 . PZ： 極 零 解

る、(3).シミュレーションパラメータを設定し、
(4).シミュレーション結果の表示を行う、である。
これらの基本的な操作については、参考文献
(3)の「電子回路シミュレータ LTspice 入門編」に
詳しいので、ここでは省略する。

入力しても良いが、Cntr-M により改行され、複
数行の入力が可能となる。
.measure ac ans1 max V(vo)
.measure ac ans2 when mag(V(vo))=10^(log10(ans1)-0.15)
.measure ac ans3 find V(vo) at 100Hz

結果は、View メニューの Spice Error Log をク
リックすると開かれる、.asc ファイルと同じフォ
ルダに作成されている.log ファイルに記録される。
log ファイル中の.measure の結果のみを示すと
ans1: MAX(v(vo))=(107.193dB,-3.80836°) FROM 1
TO 1000
ans2: mag(v(vo))=10^(log10(ans1)-0.15) AT 15.1
319
ans3: v(vo)=(90.6507dB,-81.4575°) at 100

図 2 回路図入力 window
3. LTspice の機能の紹介（.measure、階層化）
3.1 .measure コマンド

となる。
なお、ans1 は1-1000 Hz における vo の最大値、
ans2 は最大値より3 dB 減衰する周波数、ans3 は1
00 Hz のときの vo の値である。
(b) .measure の syntax
パターン1 .MEAS [param1] <name>[param2]
param1：[AC|DC|OP|TRAN|TF|NOISE]

param1 はデータを検出するシミュレーション
のタイプを指定する。省略することができる。
name：log ファイルに該当データを書き込むときの
識別のラベルとして使用され、任意の文字列が
利用できる。
param2：[<FIND|DERIV|PARAM] [WHEN<expr> |
AT=<expr>]] [TD=<val1>] [<RISE|FALL|
CROSS>=[<count1>[|LAST]]
パターン2. MEAS [param1]<name> [param2] [トリガの設
定]

図 3

図 4
シミュレーション結果をグラフ表示し、その
グラフから値を読み取るには、 Plot Plane 上に現
れる十字キーのカーソルポインタの中心を、読
み 取り たい 位置 に 移動 すれ ば 、ス テー タ ス・
バーに x 軸と y 軸の値が対応する単位とともに表
示される。より一層正確に測定するには.measure
コマンドを使う。
(a) OP アンプの周波数帯域幅測定例（図3、

4）
ここでは.measure コマンドにより OP アンプの
周波数帯域幅を求める例を示す。
ツール・バーの右端にある.op をクリックし、
現れるダイアログ・ボックスに次のようなコマ
ンドを入力する。一行ごとに、ボックスを開き

param1、name はパターン1と同じである。
param2:[<AVG|MAX|MIN|PP|RMS|INTEG> <expr>]
param2 は expr で指定する対象の Avg（平均値）、
MAX(最大値)、 MIN（最小値）、 PP（波形のピーク
to ピーク値）、 RMS(実効値)、 Integrate(積分値)が

測定される。
トリガの設定：
TRIG <lhs1> [[VAL]=]<rhs1>] [TD=<val1>]
+ [<RISE|FALL|CROSS>=<count1>]
+ [TARG <lhs2> [[VAL]=]<rhs2>] [TD=<val2>]
+ [<RISE|FALL|CROSS>=<count2>]

(c) .measure の使用例など詳細は Help を見よ。

3.2 サブサーキットと階層化
回路でよく利用するような回路は、プログラ
ムの場合サブルーティン作成しそれを利用する
と同じように、簡単に利用できるようにしたい 。
それには、回路をサブサーキット subcircuit 化し
シンボルに割り付け、そのシンボルを回路に配
置する。OP アンプも subcircuit によりモデル化さ
れている。
subcircuit は回路を階層化することができ、複
雑な回路も Block 化して表示することができる。

LTspice には、より簡易に階層化 Hierarchy する機
能があり、シンボル化された下位の回路の回路
図も表示可能であり、またその回路の各部の電
圧、電流などのシミュレーション結果もグラフ
表示可能である。
ここでは、三端子レギュレータを用いた5 V の
定電圧電源回路の階層化を例に示す（図5）。

図 5 5 V 定電圧電源
図5の BRIDGE と LM7805 は、それぞれ図6と
図7の回路図をシンボル化したもので、メニュー
Hierarchy から Open this Sheet's Symbol を選択し、
現れる Coudn't find this sheet's symbol. Shall I try to
automatically generate one ?に対し、｢Yes｣をチェッ
クして作成した。この場合、シンボルの端子と
なる端子の Port Type は None 以外でなければなら
ない。また、図5、6、7の回路図の各ファイル
*.asc は同じフォルダにある必要がある。

により表示でき、それらの端子の電圧なども観
測可能である。なお、図7の回路は、 LTspiceⅣ
の Examples>Educational>LM78XX.asc を利用した。

4. トランジスタのバイアス回路のシミュ
レーション（固定バイアス回路例）
ここでは、固定バイアス回路の場合のみを示
すが、電圧帰還形、電流帰還形バイアス回路に
対しても同様なことを行い、それぞれの特性の
違いを講義（電子回路設計）では明確にしてい
る。

図 8 固定バイアス回路
--- Operating Point --V(n001): 5.75669 voltage
V(n003): 0.762047 voltage
V(vcc): 12 voltage
V(vo): 2.70564e-012 voltage
V(n002): 0 voltage
Ic(Q1): 0.000624331 device_current
Ib(Q1): 6.24331e-006 device_current
Ie(Q1): -0.000630574 device_current
I(C2): -3.58162e-018 device_current
I(C1): 2.70564e-017 device_current
I(R3):2.70564e-017 device_current
I(R2): 6.24331e-006 device_current
I(R1): 0.000624331 device_current
I(V2): 3.58162e-018 device_current
I(V1): -0.000630574 device_current

直流動作点(hFE=100)

図 6 ダイオード・ブリッジ回路

図8に示す固定バイアス回路を設計し、LTspice に
より動作を確認した。

図 9 hFE による直流動作点の変化
.step NPN NPN(Bf) 50 200 50

図 7 三端子レギュレータ LM7805 の回路
図6や7のような下位の回路図は、上位の図
（図5）のシンボルをダブル・クリックすること

図 10 hFE の変化による出力電圧への影響
.step NPN NPN(Bf) 50 200 50

図 11 温度による動作点の変化
.step temp -25 100 25

5. チョッパ回路のシミュレーション
直流チョッパ回路の実験に LTspice を用いて
シミュレーションを行い、回路動作の理解を深
めている。
図12に降圧形直流チョッパのシミュレーショ
ン回路を示す。実際には MOSFET をスイッチとし
て利用しているが、図では電圧制スイッチ御ス
イッチ SW を用いた。また、SW の制御は電圧源の
PULSE により行った（10 kHz、通流率 α=0.5、実
際は図14の回路）。図13は出力電圧 vo とインダ
クタンスの電流 iL のシミュレーション結果であ
る。

図 12 降圧形直流チョッパ回路

図 15 Xcos による降圧チョッパのシミュ
レーション回路(Scilab5.3.2)

図 16 上図：iL、下図：vo
Scilab（2011/07 の最新 ver.は Scilab5.3.2）
の Xcos によっても同じようなシミュレーション
が可能である。図15に、Xcos による降圧形直流
チョッパのシミュレーション回路を示す。図16
は、その結果で、ここでは負荷抵抗を300 Ω、
チョッパ周波数を5 kHz とした。この場合はイン
ダクタンス電流が断続していることが分かる。

6. おわりに
図 13 出力電圧とインダクタンス電流

以上、電子回路シミュレータ LTspice の概要
と機能の一部の紹介、そして電子回路の講義、
学生実験における利用例について報告し、SPICE
が非常に有用なソフトウェアであることを示し
た。また参考に、Scilab の Xcos も電気工学用の
パレットも充実してきて、回路シミュレータと
しても十分実用的となっていることも示した。
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