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１．CircuitViewer概要 ■各ページへのリンク設定済み

２．部品の配置
部品の切替

３．部品の回転（Ｒ）、ミラー反転（Ｍ）

４．デジタル（論理）部品の肯定/否定設定

５．部品、ブロック図の移動

６．部品、ブロック図のコピー＆貼り付け

７．部品間の配線（結線）

８．部品定数の設定（１） ＜標準設定＞
部品定数の設定（２） ＜１クリック可変部品設定＞

９．DC（電源）の設定 ＜電圧源、電流源＞

１０．SG（信号源）の設定（１） ＜標準信号設定（Sin波/Cos波/パルス波、ホワイトノイズ等）＞
SG（信号源）の設定（２） ＜１クリック可変信号設定（電圧/電流、周波数、時間）＞
SG（信号源）の設定（３） ＜外部信号設定＞

１１．オシロスコープの設定と測定（１） ＜標準設定＞
オシロスコープの設定と測定（２） ＜トリガ起動掃引＞
オシロスコープの設定と測定（３） ＜カーソル測定、ＭＦ出力＞
オシロスコープの設定と測定（４） ＜解析ステップ時間設定＞
オシロスコープの設定と測定（５） ＜ＦＦＴ解析＞
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１２．周波数アナライザの設定と測定（１） ＜周波数特性解析＞ ■各ページへのリンク設定済み

周波数アナライザの設定と測定（２） ＜インピーダンス解析＞

１３．ディジタルテスタの設定と測定（１） ＜電圧、電流＞
ディジタルテスタの設定と測定（２） ＜解析ステップ時間の設定＞

１４．ファイルの保存

１５．回路部品の説明
（１）抵抗/コンデンサ/コイル
（２）トランス
（３）トランス（結合係数設定）
（４）ダイオード/ツェナー/ＬＥＤ
（５）バイポーラトランジスタ
（６）接合形ＦＥＴ
（７）ＭＯＳＦＥＴ
（８）オペアンプ（周波数特性の設定）
（９）オペアンプ（出力電圧の設定）
（１０）ディジタル（論理）部品
（１１）仮想演算部品
（１２） ディジタルフィルタ
（１３）スイッチ
（１４）スイッチ（アナログスイッチ）
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■各ページへのリンク設定済み

１６．回路事例
（１）RLC直列回路
（２）RLC並列回路
（３）ローパスフィルタ
（４） 雷サージのシミュレーション
（５）トランジスタ増幅回路
（６） 単相全波整流回路
（７）5Vレギュレータ回路
（８）455kHzコルピッツ発振回路
（９）50MHz CMOS発振回路
（１０）AM変調、復調回路
（１１）VCOを用いた周波数変調回路
（１２）ヒス付きコンパレータ回路
（１３） 50us-High側遅延回路
（１４）正相、逆相増幅回路
（１５）加算回路
（１６）乗算回路
（１７）信号圧縮・伸長回路
（１８）非同期式8進アップカウンタ
（１９）AD変換器
（２０）パルス伝送によるモータ制御回路
（２１）ウインカー制御回路

-----------目次（３）---------------------------------------------------------------------



■受動部品
抵抗・コンデンサ・コイル・トランス・スイッチ等

■半導体部品
バイポーラトランジスタ・ＭＯＳトランジスタ・ダイオード・ツェナー・発光ダイオード等

■ＩＣ部品
オペアンプ・ロジック部品・仮想アナログ演算部品・ＦＩＲディジタルフィルタ等

各部品は、デフォルト値が設定されているので、回路図を作るだけで動作が

開始されます。 後は、特性を見ながら、部品の値を変えれば設計終了です。

※各部品の値は、簡単に設定できるので、電気・電子のほとんどの回路設計や

シミュレーションができます。

電子回路シミュレータ
日本語表記で大変に使い易い電子回路シミュレータです。
編修しながらシミュレーション確認ができる、“リアルタイム＋インタラクティブ機能”
をサポートしています。

１．CircuitViewer概要
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実際のオシロスコープと同じ測定ができます。

回路図とリアルタイムに連動しているので、
回路編集を行いながらの動作確認ができます。

１．豊富な部品をサポートしているので、基礎～応用まで幅広い回路設計ができます。
抵抗、コンデンサ、コイル、トランス、スイッチ、ダイオード、発光ダイオード、トランジスタ、接合形FET、MOSFET、オペアンプ
ディジタル部品（AND/OR/NOT/FlipFlop）、仮想演算器（加算器/減算器/乗算器など）、ディジタルフィルタなどサポート
※各部品は、定数を簡単に設定できるので、電気・電子のほとんどの回路設計ができます。

２．豊富な計測器をサポートしているので、回路に応じて、様々な解析ができます。
オシロスコープによる時間軸解析（過渡解析）、周波数アナライザによるゲインや位相の周波数軸解析やインピーダンス解析
デジタルテスタによる、電圧/電流測定などができます。
※オシロスコープ、周波数アナライザは、実際の計測器とほぼ同じ測定ができます。

３．日本語表記で誰もが使えるシミュレータです。

１．CircuitViewer概要
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仮想演算部品 論理部品 ｵﾍﾟｱﾝﾌﾟ

SG(信号源)、DC(電源)

NMOS

PMOS

ミラー反転してソースを
上側(電源側)にします

コンデンサ
回転して縦にします

NOT

GND（アース）

SG（信号源）

２．部品の配置
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DC（電圧源）

DC（電流源）

オペアンプ
ミラー反転して＋入力を上にします

NAND

ANDを置いて
出力を否定にします

ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ 接合形FET

MOSFET

ﾄﾗﾝｽ R/C/L ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ

PMOS

回転して向きを合わせます

NMOS

回転して向きを合わせてから
ミラー反転してソースを

下側(GND)にします

GND（アース）

部品バーから、使いたい部品を選択（クリック）して作成画面上の任意の場所でクリックすると、

選択した部品を置くことができます。（部品を変えなければ、同じ部品を連続して置くことができます。）

違う部品にする場合は、再度、部品を選択（クリック）し直して、任意の場所に置いてください。

置き終わったら、「ESC」キーで解除してください。

配置後、部品を回転したり、ミラー反転をしたり、論理部品の種類を切替えたり、否定処理を行います。



論理部品（AND/OR/ExOR/FlipFlop）とLEDは ダブルクリック して種類を切替えることができます。

AND／OR／ExOR： 2入力・3入力・4入力・8入力 、 FlipFlop：DFF・JKFF・Dラッチ・RSFF

NOT：標準・ヒス付・3ステート・3ステート/ヒス付 、 LED：赤色・緑色・黄色・青色

AND／OR／ExOR

２入力 ・ ３入力 ・ ４入力 ・ ８入力

F／F（フリップフロップ）
ＤＦＦ ・ ＪＫＦＦ ・ Ｄラッチ ・ ＲＳＦF

NOT（インバータ）
標準 ・ ヒス付 ・ ３ステート ・ ３ステート/ヒス付

LED（発光ダイオード）
赤色 ・ 緑色 ・ 黄色 ・ 青色

２．部品の切替
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【部品の回転】

部品をクリックして、「Ｒキー」を押すと ９０度回転します。

更に、「Ｒキー」を押していくと ９０度づつ回転します。

【ミラー反転】

以下の部品をクリックして、「Ｍキー」を押すと、極正が反転します。
（OPAMP、Tr(NPN/PNP)、FET(NMOS/PMOS)が反転します）

Tr（NPN）
CとEが反転します

FET(NMOS)

DとSが反転します

OPAMP（オペアンプ）
＋入力と－入力が反転します

Tr（PNP）
CとEが反転します
通常は、Eを上側(電源側)にします

FET(PMOS)

DとSが反転します
通常は、Sを上側(電源側)にします

通常

通常

通常

通常

３．部品の回転（R）、ミラー反転（M）
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論理部品の肯定/否定は、入力部/出力部をダブルクリック するだけで、自由に設定ができます。

ダブルクリックを繰り返すと、肯定⇒否定⇒肯定・・・・と変わります。

AND NAND

OR NOR

Buff NOT

ExOR ExNOR

ダブルクリック

ダブルクリック

ダブルクリック ダブルクリック

FlipFlop FlipFlop

制御クロック反転

４．デジタル（論理）部品の肯定/否定設定
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【部品の移動】
移動する部品を選択（クリック）すると、黄色になります。
①その状態で、部品上でクリックすると黒色になります。マウスを押した状態で、移動したい場所で離します。（ドラッグ）
②その状態で、→、←、↑、↓ で移動し、部品上でクリックします。

【ブロック図の移動】
移動するブロック図を範囲選択（左上でクリック、右下でクリック）すると、ブロック図が黄色になります。
①その状態で、ブロック図上でクリックすると黒色になります。マウスを押した状態で、移動したい場所で離します。（ドラッグ）
②その状態で、→、←、↑、↓ で移動し、ブロック図上でクリックします。

５．部品（ブロック図）の移動
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範囲選択



【部品のコピー＆貼り付け】
コピーする部品を選択（クリック）すると、黄色になります。

その状態で、「Ctrl+C」でコピーできます。

「Ctrl+V」で貼り付けれます。 複数個を貼り付ける場合は、連続して「Ctrl+V」でできます。

【ブロック図のコピー＆貼り付け】
コピーするブロック図を範囲選択（左上でクリック、右下でクリック）すると、ブロック図が黄色になります。

その状態で、「Ctrl+C」でコピーできます。

「Ctrl+V」で貼り付けれます。 複数個を貼り付ける場合は、連続して「Ctrl+V」でできます。

コピー（Ctrl+C） 貼り付け（Ctrl+V）

６．部品（ブロック図）のコピー＆貼り付け
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範囲選択



【部品－部品間の配線（結線）】

部品端子の赤○の箇所にカーソルを置くと、「配線アイコン」に自動で切替わり、クリックすると、そこから配線が引けます。

配線を曲げたい場合は、曲げたい場所でクリックすると、配線を曲げることができます。
配線をしていき、接続したい部品端子の赤○で再度クリックすると完了です。

配線/半田ごて

【配線－配線間の接続】
配線アイコンをクリックします。 配線アイコンにすると、赤丸がない箇所でも、自由に配線を引くことができます。
配線と配線を十字に通過させると、接続されていない配線になります。

その交点に、カーソルを置くと、「半田ごてアイコン」に自動で切替わり、クリックすると接続されます。

引き終わったら、『ESC』キーで、配線モードを解除して下さい。

交点でクリック

通過配線 接続配線

７．部品間の配線（結線）
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赤○の箇所にカーソルを置くと
自動で配線アイコンに切替ります



８．部品定数の設定 ＜標準設定＞
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【部品定数の設定】
部品上で、ダブルクリックすると、以下のような定数設定画面が
表示されるので、任意に定数を設定できます。
（部品上で、右クリック⇒「設定ダイアログを開く」をクリックしても

定数設定画面になります）



【１クリック可変部品設定】
Ｒ／Ｃ／Ｌ部品でサポートしています。

縦方向

横方向

８．部品定数の設定（２） ＜１クリック可変部品設定＞
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Ｒ／Ｌ／Ｃ部品は、１クリック可変設定ができます。

ワンクリックステップ幅に数値を設定すると、可変部品になります。
ワンクリックステップ幅＝1kと設定すると、部品の右側（上側）で
クリックすると、上に 1kづつ上がります。
部品の左側（下側）でクリックすると、下に 1kづつ下がります。

※部品が縦方向の時は、上側/下側をクリックすると変わります。
部品が横方向の時は、右側/左側をクリックすると変わります。



【DC（電源）の設定】
１．電圧源（V）と電流源(A)の設定ができます。

２．１クリック可変電源の設定ができます。

ワンクリックステップ幅に数値を設定すると
可変電源になります。
ワンクリックステップ幅＝1V と設定すると、
電源の上側でクリックすると、上に 1Vづつ
上がります。電源の下側でクリックすると、
下に 1Vづつ下がります。

DC(電源)

電圧源
１クリック

可変電圧源

電流源

１クリック
可変電流源

９．ＤＣ（電源）の設定 ＜電圧源、電流源＞
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1クリック可変電圧源

1クリック可変電流源

電圧源

電流源



【標準信号源の設定】

１．標準信号として、Sin波、Cos波、Pulse波、Triangle波
Rmp_up/dn波、Impulse信号、White noiseの設定ができます。

信号波形例をみて、周波数、時間、電圧などを設定します。

２．SG（信号源）としては、電圧、電流の設定ができます。

SG(信号源)

Sin波 Cos波 Pulse波 Triangle波

Rmp_up波 Rmp_dn波 Impulse             White noise

Sin波

Cos波

Pulse波

Triangle波

Rmp_up波

Rmp_dn波

Impulse

White noise

１０．ＳＧ（信号源）の設定（１） ＜標準信号設定＞
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【１クリック可変信号源の設定】
電圧/電流値と周波数（時間）を可変信号設定することができます。
ワンクリックステップ幅に数値を設定すると、可変信号源になります。

・[信号出力を可変する]を選択すると、電圧や電流値を可変にできます。

・[周波数を可変する]を選択すると
Sin/Cos波では周波数を可変にできます。
Pulse/Triangle波では、時間を可変にできます。

[周波数を可変する]を選択し、ワンクリックステップ幅＝0.1k と設定すると
信号源の上側でクリックすると、上に 0.1kHzづつ上がります。
信号源の下側でクリックすると、下に 0.1kHzづつ下がります。

可変信号源 可変信号源 可変信号源
（電圧） （周波数） （時間）

１０．ＳＧ（信号源）の設定（２） ＜１クリック可変信号設定＞
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SG(信号源)



【外部信号源の設定】

ユーザが信号波形をテキスト設定し、それを外部信号として
読込むことで、標準でサポートしていない様々な信号源を設定する
ことができます。

外部信号源

外部信号.txt

信号の変化する時の
時間と電圧を時系列に
記載していきます。

定義文
.Signal : Free
.Output : 1.0v  ⇒ 電圧
.Output : 1.0a  ⇒ 電流

信号設定
0s          = 0
0.5ms     = 0
0.501ms  = 5
2.5ms     = 5

・
・

１０．ＳＧ（信号源）の設定（３） ＜外部信号設定＞
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SG(信号源)

定義文

信号設定



オシロスコープ

NEW：解析リスタート
FREEZE：ストップ

時間レンジ設定（1ps～500s）

4ch/2ch/1ch選択

チャネルCH1/CH3切替
チャネルCH2/CH4切替

左側：測定プローブ（1～4ch）
右側：基準プローブ（1～4ch）

電圧測定では、右側の基準プローブを使用しないときは、
基準=アースです。

電流測定では、基準プローブは使用しません。

１１．オシロスコープの設定と測定（１） ＜標準設定＞
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１．４ｃｈ/２ｃｈ/１ｃｈの選択ができます。

２．チャネル毎に、電圧/電流切替、ＤＣ／ＡＣ測定、測定レンジ
位置の設定ができます。

３．電圧/電流レンジは、1p～500kまで設定できます。

４．時間レンジは、1ps～500sまで設定できます。

５．「ＮＥＷ」ボタンで、解析がリセットされ新しくスタートします。
「ＦＲＥＥＺＥ」ボタンで、解析が止まります。

電圧(V/DIV)／電流(A/DIV)切替
測定レンジ設定（1p～500k）

POS(位置)設定
DC／AC切替

CH1～CH4の最大値、最小値表示



NORM：トリガ起動掃引

Ch1でトリガを掛ける
＋：立上り波形でトリガ
－：立下り波形でトリガ
↓↑←→：＋位置設定

＋

＋ マーク

１１．オシロスコープの設定と測定（２） ＜トリガ起動掃引＞
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オシロスコープ

左側：測定プローブ（1～4ch）
右側：基準プローブ（1～4ch）

電圧測定では、右側の基準プローブを使用しないときは、
基準=アースです。

電流測定では、基準プローブは使用しません。

【トリガ起動掃引の設定】

「NORM」ボタンをクリックすると、トリガ起動掃引モード

になり、オシロスコープ画面上に、【＋】マークが表示されます。

トリガを掛ける信号を選択し
＋/－で、信号の立上り/立下りのどちらでトリガを掛けるか設定し
↓↑←→で、【＋】の位置を設定します。

本設定で、トリガを掛けた信号からの動作を固定して測定する
ことができます。



【カーソル測定、ＭＦ出力】

１．「ＦＲＥＥＺＥ」ボタンで解析を止めると、２本のカーソルが

表示されます。

この２本のカーソルを動かして、各信号の時間-電圧値を
測定することができます。
測定カーソルが２本あるので、差分も測定できます。

２．「ＭＦ」ボタンで、オシロ画面上の信号波形をテキスト出力できます。

FREEZE：ストップカーソル１

カーソル１の時間と、各信号の値

カーソル２

カーソル１/カーソル２/差分の切替と移動

MF

波形テキスト出力

１１．オシロスコープの設定と測定（３） ＜カーソル測定、ＭＦ出力＞
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オシロスコープ



【解析ステップ時間設定】
解析ステップ時間の設定ができます。
解析時間（範囲）が長い時に、部分的に詳細解析を行いたい時
などに本設定を行います。

オシロスコープの信号表示画面上で右クリックすると、
解析ステップ時間の設定ができます。

解析ステップ時間の最小値＝T/DIV ÷10,000
（例：T/DIV＝0.5ms とすると、解析ステップ時間の最小値＝50ns）

オシロスコープ内で、右クリックします

１１．オシロスコープの設定と測定（４） ＜解析ｽﾃｯﾌﾟ時間設定＞

【目次１に戻る】

オシロスコープ



【ＦＦＴ解析設定】

オシロの「ＦＦＴ」ボタンをクリックすると、各プローブの

周波数成分解析が出来ます。

「ＦLEEZE」ボタンで解析を止めると、２本のカーソルが表示されます。

「カーソル選択」ボタンをクリックして、下段の周波数表示画面

に移動して各信号の周波数やゲイン（dB）を測定します。
測定カーソルが２本あるので、差分も測定できます。

FFT解析モード

Ch1：1kHz
Ch2：1kHz + 3kHz
Ch3：1kHz + 3kHz + 5kHz
Ch4：1kHz + 3kHz + 5kHz + 7kHz

１１．オシロスコープの設定と測定（５） ＜ＦＦＴ解析＞

【目次１に戻る】

1kHz/3kHz/5kHz/7kHzのFFT解析

オシロスコープ

「FREEZE」ボタンで解析を止めてから、カーソル選択ボタンをクリックして、
下段の周波数成分表示画面にカーソルを移動して、測定します。

FREEZE：ストップ



１番上（緑塗りつぶし） ：基準プローブ
２～５番（塗りつぶしなし）：測定プローブ

【Gain/Phase、R実部/I虚部の周波数特性測定】
１．４ｃｈが２台で、８箇所を測定できます。

２．基準プローブ（緑塗りつぶし）と測定プローブ間の周波数特性を測定できます。

３．Gain(ｹﾞｲﾝ)/Phase(位相)、Real(実部)/Image(虚部)の測定ができます。

４．Gain軸は、dB/Lin/Log表示の切替ができます。

５．周波数軸は、Log/Lin表示の切替ができます。
Log表示の時は、START周波数/STOP周波数を設定します。
Lin表示の時は、CENTER周波数を設定後、SPAN幅を設定します。

６．測定カーソルが２本あります。この２本のカーソルを動かして、
周波数-Gain/Phaseを測定することができます。

１２．周波数アナライザの設定と測定（１） ＜周波数特性解析＞

【目次2に戻る】

周波数アナライザ

Gain軸：dB/Lin/Log切替 Frq：周波数特性解析
G/P—Gain/Phase

周波数軸：Log/Lin切替

周波数軸Log表示の場合
START：開始周波数を←→で設定
STOP：終了周波数を←→で設定

START STOP

G/P、R/I切替

周波数軸Lin表示の場合
CENTER：中心周波数を≪＜＞≫で設定
SPAN：中心周波数からの幅を＜＞で設定

周波数軸：Log/Lin切替

CENTER SPAN

Frq：周波数特性解析
R/I—Real/ImageG/P、R/I切替



１番上（緑塗りつぶし） ：基準プローブ
２～５番（塗りつぶしなし）：測定プローブ

１２．周波数アナライザの設定と測定（２） ＜インピーダンス解析＞

【目次2に戻る】

【インピーダンスの周波数特性測定】
１．４ｃｈが２台で、８箇所を測定できます。

２．基準プローブ（緑塗りつぶし）と測定プローブ間の周波数特性を測定できます。

３．Z{Real(実部)/Image(虚部)}と|Z|/Phase(位相)の測定ができます。

４．Z軸は、dB/Lin/Log表示の切替ができます。

５．周波数軸は、Log/Lin表示の切替ができます。
Log表示の時は、START周波数/STOP周波数を設定します。
Lin表示の時は、CENTER周波数を設定後、SPAN幅を設定します。

６．測定カーソルが２本あります。この２本のカーソルを動かして、
周波数-Z(Real/Phase)を測定することができます。

Gain軸：dB/Lin/Log切替 Imp：インピーダンス解析
Z—Real/Image

周波数軸：Log/Lin切替

周波数軸：Log/Lin切替

CENTER
SPAN

START STOP

Z、|Z|P切替

Z、|Z|P切替

Imp：インピーダンス解析
|Z|P—|Z|/Phase

周波数アナライザ



【ディジタルテスタでの測定】
１．測定プローブが８本あり、８箇所を測定できます。

２．ディジタルテスタ測定表示部で右クリックすると、設定画面が表示されます。

「電圧/電流の切替」で、電圧計、電流計が選択できます。

３．電圧測定は、赤の測定プローブと黒の基準プローブを使用します。

４．電流測定は、赤の測定プローブを配線に置くだけで測定できます。

５．回路系の抵抗の真ん中に赤の測定プローブを置くと、電力が測定できます。

７．回路系のコンデンサの真ん中に赤の測定プローブを置くと、電荷量が測定できます。

電流測定

１３．ディジタルテスタの設定と測定（１） ＜電圧/電流計＞

【目次2に戻る】

ディジタルテスタ

電圧測定

表示桁数の設定
電圧/電流の切替
ｽﾃｯﾌﾟ実行
解析ｽﾃｯﾌﾟ時間の設定
表示をホールド
解析のリセット
-----------------------------

使用を終了する

電荷量測定

電力測定

電圧測定

コンデンサ回路の直流特性を測定する際は
SW：OFF、「解析のリセット」を行ってから
SW：ONにして測定します



１３．デジタルテスタの設定と測定（２） ＜ステップ時間の設定＞

【目次2に戻る】

テスタ測定値は、設定した解析時間で変化します。

【解析ステップ時間の設定】
ディジタルテスタ測定表示部で右クリックすると、設定画面が表示されます。
「解析ステップ時間の設定」ダイアログを開いて、特性に合わせて時間を設定します。
（1例：50usのON/OFFの場合、時間=0.5us位にすると良いです）

50usのON/OFFのような信号も、0.5usステップで測定できます。
「ステップ実行」にチェックを付けて、測定表示部をクリックすると、1クリック：0.5usで
測定値が変わります。

ディジタルテスタ

表示桁数の設定
電圧/電流の切替
ｽﾃｯﾌﾟ実行
解析ｽﾃｯﾌﾟ時間の設定
表示をホールド
解析のリセット
-----------------------------

使用を終了する



ファイル

【ファイルの保存】
メニューバーにある、「ファイル」をクリックし、メニュー一覧の中から、
「上書き保存」 or 「名前を付けて保存」をクリックし、任意のファイル名を
付けて保存します。 ファイル名：*******.imc （英数字、漢字何でも可）

１４．ファイルの保存

【目次2に戻る】

ファイル名

保存場所（フォルダ）



R(抵抗)/C(コンデンサ)/L(コイル)
ワンクリック可変機能があります。ワンクリックステップ幅に数値を設定すると、１クリックする毎に、
設定数値分だけ上下に変化します。

※部品が縦方向の時は、上側/下側をクリックすると変わります。
部品が横方向の時は、右側/左側をクリックすると変わります。

１５．R(抵抗)/C(コンデンサ)/L(コイル)

【目次2に戻る】

R(抵抗)/C(コンデンサ)/L(コイル)

ワンクリック可変抵抗
ワンクリック可変コンデンサ ワンクリック可変コイル

ワンクリックステップ幅=1kΩ ワンクリックステップ幅=10mHワンクリックステップ幅=0.001uF

初期値=10kΩ 初期値=0.01uF 初期値=100mH



【トランス】
トランスは、センタータップなし/1次側センタータップあり/1次側,2次側センタータップありの３種類あります。

1次側のインダクタンス、巻数比、2次側のインダクタンス、巻数比や、結合係数を設定できます。
センタータップありの場合は、その位置や巻線抵抗なども指定できます。

１５．トランス（標準設定）

【目次2に戻る】

トランス

センタータップなし

1次側
センタータップあり

1次側/2次側
センタータップあり

1次側のインダクタンス、巻数比と
2次側の巻数比を指定すると、
2次側のインダクタンスは自動的に
計算されます。

2次側ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽ （2次側巻数比）2

――――――――――――――――― ＝ ――――――――――――――――

1次側ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽ （1次側巻数比）2



【トランスの結合係数の設定】
等価回路により、結合係数を設定したシミュレーションができます。

■巻線比＝1：5 (1次側100mH：2次側2.5H）

結合係数＝0.8の場合

①巻線比＝1：（5×0.8）＝1：4 に変更します。
1：4に変更すると、1次側100mH：2次側1.6Hになります。

②1：5の時の2次側のインダクタンスは、2.5Hでしたので
1：4との差分は、2.5‐1.6＝0.9H（900mH）になります。

③その差分900mHをコイルとして、2次側に付けることで、
結合係数=0.8を設定した状態でシミュレーションができます。

１５．トランス（結合係数の設定）
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トランス

結合係数＝0.8

に相当する差分コイル

1：（5×0.8）＝1：4 に変更
（1次側 100mH：2次側 1.6H）

1：5  結合係数0.8の時

1：5  結合係数1.0の時

1：5

（1次側 100mH：2次側 2.5H）

1：5  結合係数＝1.0

1：5  結合係数＝0.8

1：（5×0.8）＝1：4 に変更

1：5  結合係数0.8の時

1：5  結合係数1.0の時



１５．ダイオード/ツェナー/ＬＥＤ

【目次2に戻る】

ダイオード/ツェナー/LED

ダイオード
VF=0.6V付近からIFが発生
IF=100mAを大きくすると
電流特性が急峻になります

ツェナーダイオード
VZは、逆方向に10mA流れる電圧です
順方向はダイオードと同様です

LED（発光ダイオード）
発光の条件は、赤色（2mA）、緑（4mA）、
黄（3mA）、青（5mA）です。
VF=1.85V以上です。

【ダイオード/ツェナーダイオード/LED】
ダイオードは、標準ダイオード/ツェナーダイオード/LED（発光ダイオード）の３種類あります。

IF（定格電流）や、VB（逆方向降伏電圧）などを設定できます。

逆方向降伏電圧

定格電流 発光色

逆方向降伏電圧

逆方向降伏電圧

定格電流



１５．バイポーラトランジスタ

【目次2に戻る】

NPNトランジスタ/PNPトランジスタ

【バイポーラトランジスタ（ＮＰＮ/PNP)】
バイポーラトランジスタは、NPNトランジスタ/PNPトランジスタの２種類あります。

hFE（電流増幅率）や、RB（ベース抵抗）、VAE（アーリー電圧）などを設定できます。
PNPトランジスタを使用する際は、ミラー反転（Mキーをクリック）を行って、E側を上側（電源側）に配置します。

NPNトランジスタ
VBE=0.6V付近からIc  が発生します。
Ic  = Ib ×hFEB

C

E

PNPトランジスタ
通常はE側が電源のため、ミラー反転（Mキー）して置きます。

VBE=－0.6V付近からIc  が発生します。
Ic  = Ib ×hFE

B

C

E

アーリー電圧
VCE-Ic特性での
hEFの傾きです

hFE

アーリー電圧
VCE-Ic特性での
hEFの傾きです

hFE



１５．接合形FET

【目次2に戻る】

接合FET(N)/接合FET(P)

【接合形FET（Nch/Pch）】
接合形FETは、nch/pchの２種類あります。

VT0（ゲート遮断電圧）や、Idss（飽和電流）、CGD/CGS（ゲート容量）などを設定できます。

接合形FET(nch)

VGS=0V時は電流が発生します。
VGSに負電圧（VT0以下）を印加すると
電流が流れなくなります。

G

D

S

G

S

D
接合形FET(pch)

VGS=0V時は電流が発生します。
VGSに正電圧（VT0以上）を印加すると
電流が流れなくなります。

Idss

VGS=0V時のIDS

VT0

VG = 0VでIDS発生
IDSが流れなくなるVG

（VT0は負電圧です）

Idss

VDS=0V時のIDS

VT0

VG = 0VでIDS発生
IDSが流れなくなるVG

（VT0は正電圧です）



１５．MOS-FET

【目次2に戻る】

MOSEFT(N)/MOSEFT(P)

【MOS-FET（NMOS/PMOS）】
MOS-FETは、nch/pchの２種類あります。

VT0（ゲート遮断電圧）や、gm飽和電流）、CGD/CGS/CGB（ゲート容量）などを設定できます。
MOS-FET(pch)を使用する際は、ミラー反転（Mキーをクリック）を行って、S側を上側（電源側）に配置します。

MOS-FET(nch)

VGS=0V時は、IDS = 0

VGSに正電圧（VT0以上）を印加すると電流が流れ始めます。

G

D

S

G

S

D

MOS-FET(pch)

通常はS側が電源のため、ミラー反転（Mキー）して置きます。

VGS=0V時は、IDS = 0

VGSに負電圧（VT0以下）を印加すると電流が始めます。

gm

⊿IDS/⊿VGS

VT0

VG = 0VでIDS = 0

IDSが流れ始めるVG

（VT0は正電圧です）

gm

⊿IDS/⊿VGS

VT0

VG = 0VでIDS = 0

IDSが流れ始めるVG

（VT0は負電圧です）



１５．オペアンプ（１）-周波数特性の設定
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オペアンプ（電源なし）/オペアンプ（電源あり）

【オペアンプ（電源なし/あり）】
オペアンプは、電源なし/電源ありの２種類あります。

G（オープンループゲイン）や、BW（帯域幅）、SR（スルーレート）、VP（飽和電圧）などを設定できます。
入力の＋と－を反転する時は、ミラー反転（Mキーをクリック）を行って配置します。

オープンループゲイン = 80dB

帯域幅 = 100Hz
飽和電圧 = 0Vにすると
Rail-to-Railオペアンプになります

電源なし

帯域幅（BW）
ゲインが3dB下がる周波数

オープンループゲイン
帰還をかけない時の増幅度
1k倍----60dB

10k倍—80dB

100k倍—100dB

電源あり

スルーレート（SR）
出力信号の変化スピード



１５．オペアンプ（２）-出力電圧の設定
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オペアンプ（電源なし）/オペアンプ（電源あり）

電源なし：±10V固定

＜出力電圧＞
１．入力電圧×G（オープンループゲイン）になりますが、

最大値は±電源電圧で飽和します。
（電源なしの場合は、±10Vです）

２．飽和電圧の設定と出力電圧
電源なしの場合は、飽和電圧値は無効（0V）となり、

出力電圧は±10V固定です。
電源ありの場合は、飽和電圧値が有効となり、

出力電圧は、±（電源電圧－飽和電圧）となります。

３．入力の周波数に対して、BW（帯域幅）が小さいと、
出力電圧はG（オープンループゲイン） 以下になります。

電源あり：±（電源電圧（15V）－飽和電圧（1V））

電源なし
飽和電圧値は無効（0V）で、
出力は、±10V固定

電源あり
飽和電圧値が有効となり、
出力は、±（電源電圧－飽和電圧）
飽和電圧 = 0Vにすると
Rail-to-Railオペアンプになります

電源なし

帯域幅（BW）
ゲインが3dB下がる周波数

オープンループゲイン
帰還をかけない時の増幅度
1k倍----60dB

10k倍—80dB

100k倍—100dB

電源あり

スルーレート（SR）
出力信号の変化スピード

±10V固定

±（電源電圧（15V）－飽和電圧（1V））



１５．ディジタル（論理）部品
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論理部品（AND/OR/NOT/EOR/FlipFlop）

【ディジタル（論理）部品）】
論理部品は、AND/OR/NOT/EOR/FlipFlop の５種類あります。

AND/OR/EORは、2入力/3入力/4入力/8入力の切替ができます。

NOTは、NOT/ヒス付NOT/3ステートNOT/3ステートヒス付NOTの切替ができます。

FlipFlopは、D-FF/JK-FF/D-ラッチ/RS-FFの切替ができます。

動作電圧の設定ができます。

否定/肯定設定
入出力部をダブルクリック

入力設定

動作電圧設定

部品切替



１５．仮想演算部品
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仮想演算部品（加算器/減算器/乗算器/除算器/べき乗器/積分器/微分器）

【仮想演算部品】
仮想演算部品は、加算器/減算器/乗算器/除算器/べき乗器/積分器/微分器の７種類あります。
理想的な計算結果を出力します。

加算器 X + Y

減算器 X － Y

乗算器 X × Y

除算器 X ÷ Y

べき乗器 XY

積分器 ∫

微分器 d/dev



１５．ディジタルフィルタ
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ディジタルフィルタ

サンプリング周波数、窓関数、タップ数を指定してから
「フィルタ係数をファイルにする」をクリックすると
実部、Q15表示された係数データがリスト化されます。

電子回路の周波数特性を「MakeFile」から自動作成
したテキストファイルや、以下のように直接作成した
テキストファイルを読み込みます。



１５．スイッチ
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スイッチ

SW：ON
【スイッチ】

スイッチ上に カーソルを置くと、「指マーク」が表示されます。

「指マーク」をクリックする毎に、ON/OFFを繰り返します。

【スイッチの連動設定】

複数のスイッチがある場合、「連動設定」ができます。
どれか１つのスイッチをON/OFFすると、
他のスイッチも連動して動作します。

スイッチA：ON、スイッチB：OFF、スイッチC：ON

↓

スイッチA：OFF、スイッチB：ON、スイッチC：OFF

SWA:：ON          SWB：OFF           SWC：ON       

連動したいスイッチを全て選択して、右クリックして
「スイッチの連動設定」にチェックします



１５．スイッチ（アナログスイッチ）

【目次2に戻る】

アナログスイッチ

SW：ON

【アナログスイッチ】
NMOSとPMOSを使用して、ゲートにスイッチ信号を入力することで
アナログスイッチができます。
（スイッチの時間制御や、論理制御ができます）

SW：OFF



１６．回路事例（ＲＬＣ直列回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（ＲＬＣ並列回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（ローパスフィルタ）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（雷サージのシミュレーション）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（トランジスタ増幅回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（単相全波整流回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（5Vレギュレータ回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（455kHzコルピッツ発振回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（50MHz CMOS発振回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（AM変調/復調回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（VCOを用いた周波数変調回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（ヒス付きコンパレータ回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（50us-High側遅延回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（正相、逆相増幅回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（加算回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（乗算回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（信号圧縮・伸長回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（非同期式アップカウンタ回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（3bit-A/D変換回路）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（パルス伝送によるモータ制御）

【目次3に戻る】



１６．回路事例（ウインカー制御回路）

【目次3に戻る】


