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Abstract

nequency tuning range of on-chip RF VCOs are narrow due to parasitic capacitances. This paper presents

a technique for extending the variable frequency range of VCO, byusing negative capacitance circuit to can-

cel out the parasitic capacitance and a capacitor. The negative capaciance is realized by using an negative

impedance converter(NIC). Frequency limit of the proposed negative capacitance is analized theoretically･ We

applied the negative capacitance to a VCO succesfully but with small parasitic oscillation in its oscillation

mode.
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1.まえがき

局部発振器として用いられる発振回路は近年のデータ通

信の大容量化のため高周波で可変周波数範囲の広帯域なも

のが求められている.しかし高い周波数になると回路に必

ず付随する寄生容量のため可変周波数範囲を広くとること

は難しい.また一般に発振回路の周波数を変化させる場合

誓芸言;三芸冨三三芸子の容量の固定分も可変周波数範

そこで回路的にマイナスの容量を実現することで寄生容

量やバラクタの容量の固定分などを打ち消し可変周波数範

囲の広帯域化を図ることを目的として,負性容量回路の検

討を行った.

本稿ではまず負性容量回路と,その高周波での動作につ

いて考察し,それを用いたLC発振回路を提案する.次に

その場合に問題となる発振モードの遷移について説明する.

2.負性容量回路及びその回路を適用した発

振回路

2.1負性容量回路

負性容量回路はトランジスタの差動対をクロスカップル

接続したネガティブインピーダンスコンバータ(NIC)を,

単純で高周波においての動作にも適すると考え使用した
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(図1).トランジスタのトランスコンダクタンスを9mと

するとこの回路のインピーダンスZNCは,ほほ次のよう

に表される.

2　　　1

ZNC空----

gm jLJCn I

このZncをアドミタンスYNCに変換すると,

RelYNC] - -

ImlYNC] - -

2LJ2 cn 29m

4W2Cn2 + gm2

Ucngm 2

4LJ2Cn2 + 9m2

(1)

となり,直列に接続されているものを並列に変換したため

に美都,虚部ともに周波数依存性を持つ.アドミタンスの

虚部について整理すると,

- LJCn

ImlYNC] -

〈二
9m2

4wCn

(won ≪ 9m)

(LJCn ≫ 9m)

(4)

となりLJCn≪9mで負性容量Cnc--Cnとなる.またこ

の負性容量が周波数依存性を持つ事から一定の負性容量と

してみなせる限界周波数が重要であり,その周波数を九m



9m

fli-=硫･ (5)

とする.

ただし,ここまでの解析はトランジスタを理想的な電圧

制御電流源として考えた場合である.より現実に近いモデ

ルパラメータを用いたトランジスタについてはトランジス

タ自身の寄生容量が負性容量Cn｡を小さくする.これは

実現可能な最小の負性容量が寄生容量に依存することを表

している.これについての詳しい解析とflimの定義は文

献【1】を参照されたい･

図1差動対を用いた負性容量回路

負性容量回路の高周波での実現可能性について考察して

みる.理想的な電圧制御電流源について考え,式(2), (5),

また式(3)からCnc -ImlYNC】/Wとおいて, Cn - 10【pF],

Z1 -72 - 1.3【mA】 (9m -0･05【S])と設定すると,

flim - 39･8【MH2;]

cnc - -10.0【pF1, Gnc - -15･78【FLS] (10【MHz])

となる.

次にJT -8【GHz]のトランジスタ【3日4】でCn - 10【pF],

Il -I2-1.3【mA】 (9m-0･05【S】)としてシミュレーショ

ンを行った結果,

Jlim - 29.5【MHz]

Cncニー8.86【pF], Gnc - -20･2【FLS] (10【MHz】)

となり理想的な電圧制御電流源と現実的なトランジスタの

モデルパラメータを用いた場合でflimは近い.ただしGnc

はYNCの実部とし,シミュレ-ショーンにおけるflimの決

定は10【MHz】を基準としたときのCncが1%変化したと

きの周波数とした.ここでICnc巨=Cnでないのはトラン

ジスタ自身の寄生容量のためである.式(1)に注呂してみ

ると高周波動作の妨げになっているのは-Cnに直列に入っ

ている-2/9mが原因であり, -2/9m-0であればどのよ
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図2　-2/gmを打ち消す負性容量回路

うな周波数でも一定の負性容量となる.

そこで+2/9mを直列に入れて, 12/9mを打ち消し周波

数特性を改善したNIC【2】を用いたのが図2の回路である･

この回路においてCn - 10【pF], I1 - 72 - 1･3【mA】 (9m -

0.05【S】)としてシミュレーションを行った結果,

flim - 90lMH2;]

cn｡ニー8.79【pF], Gnc - -6･03【pS] (10【MHz])

となり,周波数特性は3倍程度改善されたが目的として

いるGHzまでは届かない.またGncは打ち消しが完全で

ないことがわかる.以上から,この回路では100lMHz]ま

でしか一定の負性容量として使用できないことがわかる.

したがって,この回路はGHz帯での動作には向かないが

100【MHz]程度までの周波数では使用可能である･
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図3　負性容量を適用したLC発振回路



2.2　負性容量回路を適用したLC発振回路

次に負性容量回路を適用したLC発振回路を図3に示

す.この回路は右の負性コングクタンス回路で主にコイル

の抵抗分を打ち消し,左の負性容量回路で寄生容量とバラ

クタの容量の固定分を打ち消す.回路全体のインダクタン

スをL,容量の固定分をCp,変化分をCv,負性容量回路

の容量をCncとすると発振周波数fは,

1

∫-

2汀　L(Cp+C,-ICncl)
(6)

となり,可変周波数範囲は広がる.ただしC｡｡>0の場合

には絶対値の前の符号は正になる.

この発振回路をシミュレーションしたところバラクタの

制御電圧Vc, - Vcc-Vvを変化させても予測していた程

の発振周波数の変化は見られず負性抵抗回路が無い場合で

も発振した(図4参照).この場合のシミュレーション結果

霊三警警∨ミoTO監]豊の大振幅で発振した.次に
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図4　バラクダの制御電圧対周波数特性

a:誼計値(周波数特性の無い理想的な負性容量を使用)

b:誼計値(負性容量なし)

C:シミュレーション結果(負性抵抗回路あり)

d:シミュレーション結果(負性抵抗回路なし)

3.発振モード

負性容量回路には式(2)とシミュレーションの結果から

負性コンダクタンスがあることが解る.このために負性コ

ングクタンス回路をはずした場合にも発振していたと考

えることができる.このことより予測していた発振をしな

かったのは可変周波数範囲を広げる目的で取り付けた負性

容量回路の負性コングクタンスが原因であると考えられる.

負性容量回路(Il -I2- 1.3【mA], Cn - 1lnH])と負性

コングクタンス回路(I3-I4-50【FLA1, Rn-0【0])のバ

イアス電圧に対する微分コンダクタンス特性を図5,その

拡大図を図6に示す.

発振回路において振幅を制限するものは負性コングクタ
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図5　負性容量回路(破線)と負性コンダクタンス回路(実線)の

vbias - G特性(周波数1MH2;)
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図6　図5の原点付近の拡大図

ンスの非線形性である.負性容量回路と負性コングクタン

ス回路の負性コングクタンスを比較すると負性容量回路の

負性コンダクタンスは広い線形範囲を持っている.この負

性コングクタンスの広い線形性が予期したモードで発振せ

ず,大振幅で発振した原因ではないかと考えた.

これを確かめるため予期していなかったモードで発振し

ている場合に正のコングクタンスGpを挿入し,負性コン

グクタンスGncを打ち消しどこで発振が止まるかを調べ

た.シミュレーションに用いた回路を図7に示す.ただし,

コイルの抵抗分はGpに含めた.

回路パラメータをVcc - 2[V], Ll - L2 - 45[FLH],

Vv - 2lVh Cv - 1･79lnF], Cn - 1nF, Il - t2 -

1.3[mA] (9m - 0.05【S])と設定したので,負性容量回路

が意図どうりに動作していると考えた場合,

f - 596lkHz]

Gnc - -611lpS] (596lkHz])

となる筈である.ただしC, - (CvIC,2)/(C,1+C,2)で

ある.

このとき発振が止まる正のコンダクタンスGpの値は,

Gp - 571lFLS]

であった.この結果はGncをほぼ打ち消したとき予期しな

いモードの発振が止まることを示唆しているので,負性容

量回路として図1と図2の回路で条件を変え同様のシミュ

レーションを行って,このことを確かめた.結果を表1に

示す.



図7　シミュレーションに用いた回路

図1の負性容量回路 剞}2の負性容量回路 

条件1 ���ﾈ�"�条件1 ���ﾈ�"�

GncllLS] 蔦c-58.1 蔦#R紕-5.23 ����

GplpS] 鉄s58.8 R繧5.26 ����

表1発振が消える場合のGLとGncの関係

条件1: Cn - 1lnF], Cv - 1･79【nF]

条件2: Cn -0.1【nF], Cy - 0..89tnF]

共通の条件:vcc - 2【V], Ll - L2 - 45[ILH], Vv - 2【V]

t1 - 72 - 1･3lmA] (9m -0･05)

この結果からGL+Gnc-0,つまり負性容量回路の負性

コンダクタンスGncを打ち消すことができれば予期しな

いモードで発振することは無いと考えることができそうで

ある.

以上のことを考慮し, Gncを打ち消すためにGpを図3

に挿入し,シミュレーションをおこなった結果が図8であ

り,設計に近い値で周波数範囲は変化した.シミュレーショ

ン結果(Gpあり)のグラフが周波数が高くなると,誼計値

に追随しなくなるのは,負性容量回路の負性容量の周波数

依存性のためである.一方,負性容量回路として図2の回

路を使いGpを挿入して実験を行うと,正常な発振(LC発

振モード)と同時に8-9【MHz】の微小な副次的な発振がお

こった.副次的な発振の原因は検討中である.
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図8　バラクタの制御電圧対周波数特性

a‥設計値(周波数特性の無い理想的な負性容量を使用)

b:シミュレーション結果(Gpあり)

C:シミュレーション結果(Gpなし)

4.結　　　論

本稿ではまず寄生容量を負の容量でキャンセルすること

で可変周波数範囲を広げる発振回路を提案し,負の容量を

実現する回路(負性容量回路)としてトランジスタをクロ

スカップル接続したNICの利用を検討した. NICを簡単

化した等価回路の理論解析より,一定の負性容量として使

用可能な周波数限界を明らかにした.次にその負性容量回

路の高周波での適用可能性を現実的なパラメータを用いて

検討し, 100【MHz]程度以下なら使えることを明らかにし

た.負性容量回路を適用した発振回路についてシミュレー

ションを行った結果,正常な発振モードと予期しない発振

モードがあり負性容量回路の負性コンダクタンスがその原

因であること,その解決方法を示した.

今後の課題としては,図2の回路を使用した場合に副次

的な発振が生じる原因を調べること,より高周波での動作

に適した負の容量を実現する回路の検討がある.また発振

回路以外への負性容量回路の適用の検討も行いたい.
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