ECT-08-52

広帯域900移相回路における素子値ばらつきの-検討
森山貴広,谷本洋'(北見工業大学),山路隆文((樵)東芝研究開発センター)
Some corrments on component sensitivities of wideband 900 phaseshi氏er circuits

Tiknhiro Miroyama, Hiroshi Tanimoto● (KitamiInstitute of Technology)

TkafumiYamaji (Corporate R&D Center, Toshiba Corp.)
Abstract

A comparative simulation study of component variation eqects onwideband 90o phase-shifter circuits has been presented. Sixth
order circuitswith rel姐ve bandwidthof l00are inves也gated･ RC polyphase Alters, RC bridge type90o phase-shifters,and conven-

tionalLC phase splitter are compared in terms of phase errorand amplitude error in 90o phase-shifterfrom component variation

point ofview･ It is shown that RC polyphase Blter is best suited forwideband 90o phase-shifter inview of its manufacturabilityand
component variation resistance.
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1.まえがき

我々は前報においてRCポリフェーズフィルタ(以下,
RCPFと略記)を用いた900移相器への2相信号入力方法
に関して検討し,次のようなことを明らかにした(1).すな

RCポリフェーズフィルタによる移相器の位相誤差がゼ
ロであるなら,実用的な見地から,その素子値ばらつきに
対する強さほどの程度であるか,特に既存の広帯域900移
相器と比較してどうであるかが大きな関心事となる.
以上のことから,前記結果(4)より,他の900移相器にお
ける位相誤差,振幅誤差が構成素子のバラツキによってど

わち,等リプル設計したRCポリフェーズフィルタ(2)につ
いて,

(1) RCポリフェーズフィルタを900移相器として用い

るには2つの方法がある. (A)の方法は,第1と第

3の入力端子に逆相の単相信号を入力し,第2と第
4の入力端子は接地する方法であり,対称4相出力

のような影響を受けるのか,実際にRCポリフェーズフィ
ルタを用いた900移相器の素子値バラツキに対する感度は
他の移相器よりも健れているのか,といったことをシミュ
レーションによって検証することが本報告の目的である.

を第1-第4の出力端子から得る. (a)の方法は,第

2.比較する90.移相器の回路

1と第2の入力端子を短絡し,さらに第3と第4の
入力端子を短絡し,これらの間に逆相の単相信号を
入力する方法であり,対称4相出力を第1-第4の
出力端子から得る.

RCポリフェーズフィルタは広帯域･高精度な900移相器

2) (A)の方法では,出力端子間の位相差は正確に900

となる一方,出力の各端子間の振幅差が等リプル状

を作ることができる.この節ではRCポリフェーズフィル
タを用いた900移相器が他の900移相器と比べてどのよう
な性能であるのかを回路シミュレータを用いて検討する.
比較する900移相器の回路は,
(1) RCポリフェーズフィルタを用いたもの2種(前

に発生する.

記の方法(A)とP))
(2) weaverの原案によるRCブリッジ型(3)に基づくも

(3) (B)の方法では, (A)とは逆に出力端子間の振幅が

の2種(終端型と非終端型)(4)

正確に等しくなる一方,出力端子間の900からの移

相誤差が等リプル状に発生する.
(4)モンテカルロ解析によって素子値をばらつかせて
解析したところ, (A),(B)どちらの方法でも位相誤
差･振幅誤差ともかなり小さい.
という性質のあることが明らかになった.
特に,上記(A)の接続方法は実用的には使用された例を

(3 )古典的なLC定位相差分波器(5)(6)(8)

である.また,例産とした回路は伝達関数が同じになるよ
う設計した.具体的には,広帯域とするため次数が6次で
比帯域100のものを設計した.シミュレーションは理想素
子を用いるので,簡単のため中心周波数は1 Hzに正規化
した.

殆ど見ることがないにもかかわらず900移相誤差がゼロで
あることは重要であり, RCポリフェーズフィルタを用い
た900移相器の使用法を考え直す必要を示唆するものでは
ないか.また, RCポリフェーズフィルタを用いた900移相

900移相器に要求される機能としては, (1)隣り合う端子
間の信号を900シフトさせる, (2)通過する信号をできるだ

け減衰させない, (3)全ての出力端子で出力電圧(-利得)
が等しい,という3つの動作条件が求められる.そこで上

記3種類5回路の900移相器の振幅の利得,出力間の振幅

器における位相誤差,振幅誤差が等リプル状になるという
ことも新しい知見である.

誤差(GainError),位相差の900からの誤差伊hase Error)に
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っいて,素子値の誤差がないとしてシミュレーションし･比

較を行った(系統的誤差).
次にモンテカルロ解析により素子値にばらつきを与えた
場合について,それぞれの特性の平均値からのばらつきに
っいて調べ,比較を行った(統計的誤差)･
く2･1) 90｡移相器としてのRCポリフェーズフィルタ

に接続した2つの全域通過回路網において,時定数を変え

て90｡の位相差を作りだす,いわゆる定位相差分波器と呼
ばれるものである(6)(8)

この2種類の90｡移相器とRCポリフェーズフィルタを
用いた90｡移相器を比べて, RCポリフェーズフィルタを用
いた900移相器の利点を明らかにする･

RCポリフェーズフィルタを使用して差動信号から4相の
直交信号を作る方法は図1に示す2通りがある･
RCポリフェーズフィルタの入力端子1に信号を入力す
ると出力端子1と出力端子2に900位相の異なる信号が出
力される.回路の対称性から入力端子3に信号を入力する
と出力端子3と出力端子4に900位相の異なる信号が出力
される.入力端子2, 4に信号を入力しても同様の出力が得

られる.よって差動信号から4相の直交信号を作るには,
入力端子1, 3 (あるいは2, 4)の2端子に信号を入力する

方法(入力方法(A)とする)と,入力端子1, 3と2, 4に

図2

入力する方法を組み合わせて4端子に入力する方法(入力
方法@)とする)がある･
入力方法(A)は位相誤差は小さいが比較的振幅誤差が大
きく,入力方法@)は振幅誤差は小さいが比較的位相誤差
が大きいという特徴がある･これらについては前報`l'で詳
細に解析したとおりである･

非終端型(a), 6次終端型(b)
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ブリッジ型のRCフィルタを用いた900移相器･ 6次

Fig･ 2･ RC bridge type 900 phase shifters･ 6thorder unteminated type (A), and teminated type (B)･
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LC全域通過フィルタを用いた6次900移相韓

Fig･ 3･ 900 phase shifter using two an pass LC丘Iters (6thorder)･
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入力方法B hput method (B)

900移相器の

利得,出力輪子間の振幅誤差(Gain E汀Or),出力端子間の位相

差が90｡からどれくらいずれているかを表す位相誤差(phase
E汀Or)の周波数特性を図4に示す･

同園の結果より,利得はRCポリフェーズフィルタの入
力方法@)とLCフィルタの減衰が少なく優れているのに
対して, RCポリフェーズフィルタの入力方法(A)はo･7程

図1 90｡移相器としてのRCポリフェーズフィルタの入力
方法.どちらも6次.
Fig･ 1･伽o input methods as 900 phase shifters･ Bothare of6th

order phase shiEters･

度, 2つのブリッジ型は利得がo･2程度であり減衰が激し
い.この結果より,ブリッジ型は他に大きな利点がない限
り使いにくいと考えられる･
利得誤差についてはRCポリフェーズフィルタの入力方
法(A)だけが士0･25 dBの等リプル状誤差を呈し,それ以外

く2･2)比較対象とする900移相器の回路 比掛こ用い
る90｡移相器を図2,図3に示す.図2の回路は抵抗と容

量をブリッジ型に接続した2つの回路網において,時定数
を変えて広い帯域に渡って90｡の位相差を作りだすという

の全ての回路は誤差が殆どodBとなっている･土0･25dBは

約士3%であるが,これは用途によっては間産となる可能性
があるが,次節で検討する素子値ばらつきの影響と比べて
判断すべきであろう.

位相誤差についてはRCポリフェーズフィルタの入力方

ものである(3,(4,.図3の回路もインダクタと容量を格子型
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法(A)だけがOoであり,他は約土1.60の等リプル状誤差を

呈している.これも次節の素子値ばらつきの影響と比べて
判断する.
く2･3･2)素子値ばらつきによる統計的供養の横肘

19876543

次

に各周波数特性のモンテカルロ解析の結果を図5に示す･

0000000

解析の条件は,全てのフィルタ構成素子を標準偏差1%の

一!AJt.At u!e9

正規分布でばらつかせたものであり,試行回数は〃 ≡ 1,000
である.

同園の結果より利得のばらつき特性についてはLCフィ
ルタが最も小さく他のフィルタの半分程度であり,他のフィ
ルタは大きさにほとんど差がない.しかし,ブリッジ型の
利得が元々0.2程度であり, LCフィルタとRCポリフェー
ズフィルタ(B)の1,あるいはRCポリフェーズフィルタ
(A)の0.7と比べると,相対利得の偏差は5倍あるいは3･5
1

倍程度大きくなるので, RCブリッジ型が最も利得ばらつき
が大きく(0.2dB程度),次いでRCポリフェーズフィルタ

Froquoncy【H≠】

の(A), (B)の順に小さくなり, LCフィルタが点も小さい

(0.02 dB *&).
振幅誤差と位相誤差のばらつき特性については終端の有

0.25

0.2

無に関わらずブリッジ型が他のフィルタの3-4倍と大きい･
RCポリフェーズフィルタとLCフィルタはばらつきの標準

0.15
0.1

【gptJcuJ山u!e9

偏差が小さく,大きさも大差がない.

0.05

以上のことから,ブリッジ型は比較した中でばらつき耐

0

性が最も悪い.また, RCポリフェーズフィルタを用いた

0. 05

90｡移相器は振幅の減衰がほとんどなく,また振幅誤差,位

.0.1

相誤差のばらつきについても非常に小さく,これらの点に
おいて優れている.しかしLCフィルタもほぼ同程度,あ
るいはLCフィルタの方が俵れている特性もあった.そこ
で,別の観点から比較を試みる.

-0.15
･0.2
_0.25

く2･3･3)素子値広がりの和による比較

0.1

900移相器を

実装する場合,特にその集積化を考えると,素子値広がり
が小さいことが望ましい.素子値広がりを評価する場合に

考慮しなければならないのは,素子値の広がりをどのよう
な観点から評価するかということである.次の2つの観点
から評価関数を決めた.

2 5
rl

■素子値広がり自体に関する評価関数〟1 :抵抗の
最大値と最小値の比Rm.I/Rminと,キャパシタの最

【.68凸亡oヒuOSeエd

大値と最小値の比C.nat/Cminおよびインダクタの
0.

0. 5 0 5

最大値と最小値の比LmAX/Lminは,インピーダンス

スケーリングと周波数スケーリングに対して不変
である.したがって,素子値広がりの観点からは,
同種素子値の比の和が小さい回路構成を選ぶべき
である.よって,評価関数〟1を

･1-賢.藷.空

(1)

10

0.1

とし,抵抗と容量およびインダクタ素子値の比の

Frequency(Hz]

和で評価する.評価関数Mlが大きすぎると,極
端に小さい(大きい)素子が生じ製造ばらつきが

(C)

図4

各900移相韓の周波数特性

大きくなる.

Fig･ 4･ Frequency responses for each type of phase shifters･
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1両秋和に関する評価関数M2 :集積回路上におけ

る抵抗と容量の占有面積は,全ての抵抗値の和,
全ての容量値の和で決まるが,これらは個々のス
ペック(周波数′,シート抵抗β∫,単位面積当り

0 .005

棚壁掛隼0矩有

0･o o･o o･o 0004

の容量cJなど)に依存する.したがって,このよ

3 2

うな要因とは無関係な評価を行うには,同種素子
の素子億の単純和がそれぞれに最も小さい回路構
成を選べばよい.すなわち,同種素子同士の素子
値広がりの和が最も小さい回路構成を選べばよい.
よって,評価関数M2を

･2-ia･ia (2,
0.1

と定義し,正規化面積和と呼ぶ.なお, LC定位

1

相差分波器については,インダクタの素子億と面
積が比例関係にないので, 〟2の検討からは除外

F ro° 〕en cy【Hz】

(a)

した.

本報告では評価関数〟1に重点を置いて評価するが,秤
価関数〟1の大小の差が顕著でない場合には評価関数〟2を

【gp]柵嘩卦華92u !e9
0 0 0 2

検討することにより,素子値広がりと面積和の2つの観点
から,より最適な回路構成を選択することができる.また,
Ml,M2とも,周波数スケーリングとインピーダンススケー
リングに対して不変な形をしているため正規化した設計の
移相器について評価すれば十分であり,具体的な中心周波
数がいくらであるかには関係なく回路構成の健劣が判断で
きる利点がある.

25 0

0 0

LC型
RCPFA
RCPFB
1

10

設計した各フィルタについて,同種素子の間の素子値広
がりの和〟1と素子面積和〟2を計算した結果を表1に示
す. RCポリフェーズフィルタについては評価関数〟1, 〟2

が最小になる縦続順序(416253)の結果も記載する.

Frequency【Hz】

(b)

表1各900移相器の評価関数Ml, M2の値
フィルタのタイプ M2
6段RCPF(零点傾序123456) 涛SR縱1,323.59

(.60凸】柵嘩卦♯eJ2山OSeqd

6段RCPF(零点順序416253) ヲ緜cR313.67

ブリッジ型RCフィルタ(終端型) ビ縱Sb445.95
l･5 1･O o･5

ブリッジ型RCフィルタ(非終端型) 田3"258.90
LC定位相差分波器

都3ゅss-

表1より評価関数の大きさを比較すると, 2種類のブリッ
ジ型RCフィルタの評価関数が小さい.特に,非終端ブリッ
ジ型RCフィルタは素子値拡がり和Ml,正規化面積和M2

ともに最小である.これに対して,零点配置順序が昇順(降
1

10

Frequency【H≠】
(C)

図5

各900移相器のばらつき特性

Fig. 5･ E触cts of component variadonsfor each type of phase

順)のRCポリフェーズフィルタがMl,M2ともに最大であ
り, LCフィルタの〟1がこれに次いで大きい.
しかし素子値広がり和が最小の縦続順序のRCポリフェー

ズフィルタでは終端ブリッジ型RCフィルタと同じくらい
評価関数が小さくなることがわかる. LCフィルタと比べ
ても素子値広がり和が最小の縦続順序のRCポリフェーズ

shiftcrs.
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フィルタの方が小さくなっている.またLCフィルタはイ
ンダクタが大きいためオンチップ化しづらいが, RCポリ
フェーズフィルタは集積化がしやすく, ICに実装すること

を考えるとLCフィルタは使えない.したがって,素子値
拡がりの親点からは非終端ブリッジ型RCフィルタが第一
選択となり,零点順序を最適化したRCポリフェーズフィ
ルタがそれに次ぐと言える.
以上まとめると, RCポリフェーズフィルタは信号の減衰
が小さく,素子値のばらつきに対する特性のばらつきも小
さい.また集積化がしやすく,素子借広がりや面積和につ
いては零点順序を入れ換えることで改善できる.よって今
回比較した各フィルタを用いた900移相器のなかでは, RC
ポリフェーズフィルタは信号の減衰玉,ばらつき特性,負

積化という点において健れていると言える.
3.おわりに

本報告では,いくつかの広帯域900移相器を対象として,
その素子値ばらつきによる移相器特性の変動をシミュレー
ションによって検討した.その結果と,今後検討すべき事
項をまとめる.

最初に等リプル設計のRCポリフェーズフィルタを用い
た900移相器の,通過域における振幅誤差または位相誤差
が等リプル状に変動することを述べ,素子億ばらつきによ
る特性変化は,その変動に重ねあわされるように生ずるこ

から分かっているが,等リプルになることの証明は出来て
おらず,これも興味ある課題である.
つぎに,本報告では他の900移相器と比較してRCポリ

フェーズフィルタを用いた900移相器がどのような位置を
占めるのかを明らかにすべく,同一の伝達関数を有する移
相器を設計して,位相誤差と振幅誤差について系統的誤差
とバラツキによる誤差をシミュレーションによって調べた.

すなわち,例題として6次･比帯域100の900移相器を,
RCポリフェーズフィルタ(入力方法2種類), RCブリッジ
型2種類(終端型と非終端型), LC定位相差分波器によっ
て実現し,これらの特性をシミュレーションで調べた.
その結果, RCポリフェーズフィルタによるもの以外は

系統誤差が殆どゼロであるものの,素子値がばらついた場
合の位相誤差･振幅誤差はRCブリッジ型が他に比べてか
なり大きく,素子値ばらつきが1%ではRCポリフェーズ
フィルタの系統誤差を超えることがわかった.ばらつきに
よる位相誤差･振幅誤差については, LCフィルタとRCポ
リフェーズフィルタはほぼ互角であるが, LCフィルタの方

が素子値広がり和が4倍程度RCポリフェーズフィルタよ
りも大きいことと, LSIによる実現まで含めて総合的に判
断するとRCポリフェーズフィルタが俵れているとの結論
を得た.

この結論はかなり広帯域の900移相器を実現する場合に
ついての検討結果に基づくものであり,狭帯域の場合や,中

とをシミュレーションによって示した.

第1と第3の入力端子の間に信号を入力する(A)法で

心周波数がGHzを超える寄生の効果が無視できないような

は,位相が第2 ･第4出力轍子に対しても対称性を持った

場合については今後の検討が必要であると考えている.
なお,素子借広がりが小さければ利得と振幅誤差のばら
つきは小さくなることがシミュレーションから分かってお

状態で補間(-分波)されるので位相誤差がゼロになるの
に対して,第1 ･第2入力端子と第3･第4人力線子の間に
信号を入力する(B)法では,振幅がどの出力端子に対して
も対称であることから振幅誤差がゼロになるのであると理

り, 900移相器のばらつき特性がLCフィルタの特性よりも

第2･第4出力端子に向かって補間されるものの,補間が

良くなる零点配置順序が存在する可能性がある.よって素
子値広がりの小さい縦続順序についていくつかシミュレー
ションをしてみる必要がある.また,本報告では広帯域900

完全ではないため振幅誤差を生ずると理解された. (B)法
についても同様に,入力側から出力側へ向かって振幅の補

移相器に関して検討したが,比帯域を狭めたときにそれぞ
れのフィルタの特性がどうなるかを調べる必要もある.

解された.逆に, (A)法では振幅が第1 ･第3入力端子から

間が完全になされるのに対して,入力された信号の位相が
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非対称性を持つため,位相の補間が完全に行われなかった
と理解された.

本報告の作成に当たり,計算をチェックしてくれた北見
工大の桑原浩一君と最大平坦RCポリフェーズフィルタの

素子値ばらつきの影響をモンテカルロシミュレーション
によって調べたところ,現実的なばらつきでは,系統的な

存在に関してど教示頂いた九州工大の武藤浩二先生に感謝
します.また,文献(4)の式の誤植を訂正され,広帯域90

等リプル状の誤差の方が,ランダムなばらつきに起因する
誤差よりもむしろ大きいことが分かった.したがって,ち
し,最大平坦設計のRCポリフェーズフィルタが可能であ
れば,系統的な誤差ではなくランダムなばらつきによる誤
差が支配的になるのではないかと想像される.最近, RCポ
リフェーズフィルタの最大平坦設計手法が明らかにされて

度位相差のRC回路網設計の表計算ソフトを公開された藤
原武氏に感謝します.この存在に気づかなければブリッジ
型RCフィルタの設計に多大の時間を浪費したものと思い

おり(7),これを検討することができるようになったので,今
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後の検討課題としたい.
また,等リプルRCポリフェーズフィルタにおいては,こ
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