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RCポリフェーズフィルタの縦続合成に関する検討
小林斗志樹*,谷本洋(北見工業大学)
Some Considerations on Cascade Synthesis of RC Polyphase Filters
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Abstract

A cascade synthesis procedure for RC polyphase-filters has been presented･ The cascade synthesis procedure utilizes the zero-shifting method to realize speciGed asymmetric zeros on the imaglnary aXis･ Some synthesis examples are demonstrated. A

degree offreedom in the synthesis procerure has been investlgated to designtheminimum element-Value-spread for maximally-flat
RC polyphase-filters･ Conditions are discussed for removing Shunt ms in the cascade synthesis procedure･
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1.まえがき

2. RCPF縦続合成法の概要(5)

(2･1) 1段RCPFの単相等価回路

RCポリフェーズフィルタ(以下, RCPFと略記)の伝達

図1は1段の

関数設計については,等リプル設計に対しては楕円関数を

RCPFの一部を示した回路図であるが,入力端子に対称4相交

用いた直接設計法(1)と,単位円上に極を有するButterworth

流が入力されると,回路の回転対称性から出力にも対称4相
交流が現れる.従って,同図のようにはじめから各端子の電

型LPFおよびzolotarev型楕円LPFの伝達関数から双1次

変換によって導く方法(3)が知られている.
一方,こうして得られた伝達関数から, RCPFの素子値

流電圧には900の位相差があるとしてよく, Jx = sC(Vl-jV2)

と置いて次の関係式が成り立つ:

を設計する方法としては, n≦ 3の場合に解析的な合成法が
･1-lx･T-(去･sc)vl･(一芸-jsC)V2 (1,

与えられているに過ぎず(n= 4も理論的には可能である),

系統的な合成手法は知られていないと考えられてきた.等
リプル設計に対する数値的な素子値設計手法として,単峰

･2--jJx一里詳-(一芸+jsC)vl･(;･SC)V2 (2,

性を仮定した設計法(4)と,係数整合法による設計法(2)が知

よって,これを仮想的な単相回路のy行列として表すこ

られている.これらはいずれも非線形の連立方程式の数値
解を必要とし,前者は近似的な手法であるため完全な等リ
プル性が得られず,任意の順序では零点を配置できないこ
と,後者では完全な等リプル性は得られるものの,零点の
配置順序によっては数値計算が収束しない場合があるなど
の問題がある.

糾 >T 刑 >-

.T

これは, RCPFの電圧伝達関数の零点が各段の個別の時

定数(RC積)で決まっているのに対して,極は全ての段の
RC素子値に関係するからであって,一旦零点の配置順序

紹 >T

を決めてしまうと,残された設計自由度は各段のインピー
ダンスレベルを(時定数を一定に保ったまま)変化させる
はかなく,多段になるとインピーダンスレベルの比が極端
に大きくなる(例えば6段,比帯域l00の場合でも容易に

図1 1段RCポリフェイズフィルタの解析

1:(109-1010)になる)ことによる.さらに, RCPFの素子

とができる:

感度が低いという性質が数値的最適化を一層困難にしてい
るものと推測される(I).

y=

最近,我々はMcGeeによるRCPFの縦続合成法(5)の存在

G+∫C

-GG.一三tc) (3,

-G +j∫C

を知り,その適用を試みた.本報告では,まずMcGeeによ

る縦続合成法の概要を説明し,いくつかの応用例について

ただし, G=1/Rと置いた.

述べる.また,その縦続合成法の問題点と,解決に向けた
いくつかの検討結果について述べ,諸賢に対して問題の存

べきRCPF回路の駆動点アドミッタンスと伝送零点を与え

在を明らかにし,その問題解決への関心を喚起したい.

て所望の電圧伝達関数を実現する方法である.本節の記述

-

(2･2) RCPFの縦続合成
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McGeeの手順は,実現す

この式に基づいて縦続合成を行う.

はMcGeeの議論を踏まえて筆者が再構成したものである
が,実現性に関する議論等は省略した.
n段RCPFの電圧伝達関数は一般に次式で与えられる:

単位区間の抜き出しは出力端(第n段目)から入力端へ
向って行う.式(6)より信号源側への伝達アドミッタンスは
y12(S) = -Gn(1 +jsTY7))であるから,零点の周波数S =j/T㌢)

(1 -jsTとl))(1 ljsTt2)).. ,(1 -jsTin))

〟(∫) =

においてyl,O/TT))=oとなる†.ゆえに, n段目の回路のy22

(4)

(1 + sTil))(1 + sTi2)).･ ･(1 + sTin))

はy22O/TY7)) = YIO/Tin)) = Gn(1 +j)+gnとして分離できる･

ここで, ,ik',Tik'(k- 1,2,-I,n)はそれぞれk番目の零点と極

このようにして〃段目の素子値が全て決定する.よって,

の時定数である.縦続合成に必要なγ22(∫)は通常のRC 2-poll
の実現同様,伝達関数の極と,適切な極bk (k= 1,2,…n-1)

式(7)からY2が計算でき,それを第n段目を抜き出したあ
との駆動点アドミッタンスylとして,縦続合成を続けるこ

を与えることにより,

とができる.
(2･3)例題1(5)

伝達アドミッタンスy21(S) = (1-

(S+ 1増))(S+ 1/Ti2))-･(S･ 1/Tr)

y22(S) =

js)(1-js/2)/(2+S),および入力アドミッタンスYl = (1+S)(3+

(S+bl)(S+b2)...(S+bn_1)

S)/(2+S)が与えられたとするTf. y21の零点がS= -j, -j2

とする.また,抜き出す単位区間は縦続合成において零点
移動法を利用するために,式(3)であらわされる単位区間

であるから, y12の零点は∫=j,j2となる.まずS=jから

分離しよう.

の出力にコンダクタンスg (またはキャパシタC;後述)を

並列腕として接続したものとし.これをn段縦続接続して
構成する.第k番目の区間のアドミッタンス行列は次式と

yl(i) =

(1+j)(3+j)

8 .二6

=言+J言

(8)

2+j

であるが, Y.o) = g2+G2(1+j)の形にするとg2 = 2/5,

なる:

GZ=6/5,C2=6/5を得る.したがって,この区間のy行

列は

yk - (_GGkk'(11霊Zk',, GI(Tils'Tti,S,Tごまk) (6,

呈(.･S, -呈(1･js)

Y2=

ここで, Ttk)≡ckRk,Gk= 1/Rkであり, gkはk段目の単位

(9)

2

-;(1-js,呈(1･S,･言

区間の出力側に並列接続したコンダクタンスである.従っ
て, Gkとgkを決めることができれば第k段目の素子値が

となる.この区間を抜き取った残りの回路を右から見た駆

全て決定する.

動点アドミッタンスY2は,式(7)をY2について解いた式

図2は出力側から単位区間を抜き出してゆく手順を示し
ている.同園でylは抜き取ろうとしている区間の出力側
から信号源側を見込んだ駆動点アドミッタンスであり, Y2
は残りの回路の信号源側を見込んだ駆動点アドミッタンス
である.このように,抜き出した回路が所望の伝送零点を
持つように,零点移動法を適用しつつγ22(∫)を実現してゆ

Y2-岩告Iyll

(10)

に,式(9)の各要素と最初に与えられたylを代入して得ら
れ, Y2=65+66/5 =6/5+6(S+2)である.よって,残りの回路
も第2の伝送零点においてY2O2) = 66/5+j12 = 6/5+12(1+j)
であるから, Gl=12,Cl=6,gl=6/5と確定する. Y2が完

く.抜き取りが終了すると残ったY2はylよりも次数が1
だけ低下しているので,順次信号源側へ向って抜き取りを

全に実現されたので,縦続合成の手続きは終了する.
得られた素子値から,電圧伝達関数を計算すると

繰り返すことができ, Y2=∞ (入力は短絡)となれば終了
である.

(1 -j∫)(1 -j∫/2)
〃l(∫) =

×2

(ll)

(1+∫)(3+∫)

となり,正しく伝達関数が実現されていることが分る.な
港,係数2は零点移動法のために使用した並列コンダクタ
が原因である.並列コンダクタンスなしで実現できれば直

y11y12

[∃

y21y22

流利得が1になるはずだから,係数は3になる.
Fn

(2･4)例

題

2

例題1と同じ問題を零点の抜き出

し順序を逆にして縦統合成する.
図2

縦続合成の手続き説明の図

まずS=j2の伝送零点から分離する. YIO2)=7/4+j9/4

であるが,虚部の方が大きいので,零点移動法には並列
さて,信号源アドミッタンスがY2であるYパラメータ
であらわされた回路の出力アドミッタンスylはよく知られ

†RCPFは式(3)から明らかなようにy12≠y21であり,非相反回

路である.よって,この場面では順方向でなく逆方向の伝達アド
ミッタンスを使わなければならないことに注意.

ているように次式で表される:

††ylの極と零点が相互に順番に分離しているから, y】はRC回

yl -諾豊･y22

(7)

路の駆動点アドミツタンスである.

-
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コンダクタの代わりに並列キャパシタを使う.すなわち,

略できる条件について検討した.

Y.o2) = 7/4(1+j)+j/2と分解し, G2 =7/4,C2 = 7/8を得る.

4.等リプルRCPFの素子値設計

並列キャパシタC2はサセプタンスがj/2であるが, W=2に

従来,等リプルRCPFの素子値設計においては数値的な

おける値であることから,素子値としてはC2= 1/4である.

最適化手法で素子値設計がなされており,伝送零点の配置
順序によっては設計不能であったり,極端に大きな素子値

次に,今求めた素子値を式(10)に用いてY2 = 21/4×(2+S)
を得る.これにS =jを代入するとY2O)=21/2+j21/4=

広がりとなる問題があった.縦続合成法では零点の配置順
序が任意に指定できるだけでなく.零点移動法を適用する
ため,素子値広がりが従来の設計手法とは異なると考えら
れる.そのため,主として素子値広がりがどのように変化

21/4×(1+j)+21/4となる.これよりGl=21/4,Cl=21/4,

gl =21/4の素子値が定まる.実現回路を図3に示す.

得られた素子値から,電圧伝達関数を計算すると
〟2(∫) =

(1-j∫)(1-j∫/2) ‥ 3

×ラ

するかに大きな関心をもって,いくつかのRCPFを設計し
た結果を述べる.

(12)

(1 +∫)(3+∫)

となった.係数3/2は例題1の零点分離順序に比べて3/4で

素子値広がりの評価関数〟 (素子値広がり和と呼ぶ)香,

あり,この場合はより減衰の少ない例題1の零点分離順序

抵抗の素子値広がりとコンデンサの素子値広がりの和とし

が好ましいと言える.

て定義する: M = RmaJRmin + cm｡X/Cmin.

(4･1)並列腕のない駆動点アドミツタンスの極配置
Gl=21/4

gl=21/4

G2=7/4

● 冽b蒜

等リプルRCPFの場合,並列腕のない設計にするには,仕様

C2=1/4

や零点の配置順序に応じて駆動点アドミッタンスの極を未
知の,しかし特定の位置に配置しなければならない.その
多段RCPFにおける極配置法については確実な決め方が知
られていないので,本節ではまず係数マッチング法に与る
素子値設計によって並列腕が生じない駆動点アドミッタン
スの極を求め,その位置を検討する.具体的には,同じ伝
達関数で零点配置順序のみを変化させて素子値設計し,得
られた駆動点アドミッタンスγ22の極の位置を調べる(こ

㌍＼+
處ｨ.蒜.
r蒜

●【

C1=21/4 ﾈ*ｸ2註

図3

例題2の実現回路

れによるγ22の零点位置のは変化はない).
この検討には等リプル3段RCPF (比帯域uH/uL = 10)

3.縦続合成の応用とその問題点

を用い,全3通りの零点配置順序におけるγ22の極と零点
の配置を調べた.結果を図4に示す.

前節で見たように, McGeeのRCPF縦続合成法にはいく

つかの問題点がある.大きな問題として,

図4において日内はRCPFの零点順序, 〟は素子値広
がり和の値,点線枠内の数字はγ22の零点の位置,枠のな
い数字は極の位置を表している.

( 1)通常のRC2-portの合成同様,電圧伝達関数からは

知ることのできないy21とy22とに共通の分母多項式
h(S)を与える必要がある.

(2)例題で見たように,零点移動法を用いる関係上,単
位区間と単位区間の間に並列のコンダクタンス(ま
たはキャパシタンス)が挿入され,通過域の利得が

(a) 【1,2,3】 〟=20.8314

飼0.55148
J

Lt.=o=03iQg
J

2.64964

J

J

提要王事ヨ
J

ト一一一一一冊十一一･一十一一十一一〇卜十一十十十十一
10
0.1

低下する.
が挙げられる.

(b) [1,3,2] M=3.53527×108

項目(1)については, y22の零点とh(S)の零点が互いに分

0.20749

離するようにbkを選んでy22がRC駆動点アドミッタンス

J

の性質を満足するように設定すればよいが,設計の立場か
らは可能ならばこの自由度を合成されたRCPFが何らかの
意味でより良い性質を持つように選びたい.
項目(2)については,できるだけ通過域の利得低下が小
さいことが望ましい訳だが,利得と他の特性,例えば素子
値広がりがどのような関係にあるかが分かれば設計上のト

0.1

(C) 【2.1.3] M:1.39187xlO8
0.999823

J一十十一H十一一

10

0.1

図4

レードオフが可能になる.また,項目(1)とも関係するが,

どのようにh(S)を選べば並列コンダクタンスが削除できる
かも重要な検討課題である.

等リプル3段RCPFのy22の極と零点

図4より伝達関数が同じであっても,零点順序が異なれ
ばy22の極の位置も異なることが分かる.またMの値が大
きい時,零点と極の位置が非常近いことが観察された.

以下の節では,主としてこの自由度を素子値広がりが小
さくなるように使うこと,および並列コンダクタンスが省

-

1.0001 8
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とで素子値広がりを抑制することができることが分かった.

この例の他に4段, 5段の伝達関数についても検討を行
なったが,同様の結果が得られた.

5.最大平坦RCPFの素子値設計

以上のように,係数整合法における設計において極端に

最近最大平坦特性を有するRCPFの伝達関数設計法が提
案され,低次の場合について素子値設計法も報告されてい

大きな〟になる零点配置順序の場合は駆動点アドミッタン
スの零点と極がほとんど打ち消しの状態にあると言える.

るが,系統的な素子値設計法がなかった.本節ではMcGee
の縦続合成法を用いてこれを検討した.特に,零点移動法
を用いない実現法を提案している.さらに,数値的に10段

このことから,係数整合法が収束しない零点順序のものは

駆動点アドミッタンスの零点と極がほとんど打ち消し状態
にあってy22の次数が低下するため,物理的に実現不可能

までの最大平坦RCPFの最小素子値広がり設計を行った結

な状態に対応するのではないかと推測される.

果を述べる.

(4･2)並列腕がある場合とない場合の比較 等リプ
ルRCPFの設計でできた並列腕のない素子値の中で零点配

(5･1)並列腕なしの最大平坦RCPFの実現

縦続合

成法による設計では駆動点アドミッタンスを適切に決めて
から設計を行う必要がある.しかし実際に設計を行なった

置順序が時定数の降順(-零点周波数の昇順)に対する駆
動点アドミッタンスを用い,縦続合成を行った.本節では
この結果を用いて,並列腕のある場合とない場合で〟がど
のように変化しているかについて検討する.

場合,並列腕の必要性から素子数が増加する,利得が低下
するといった問題が生じた.この問題を避けるため,並列
腕の必要ない(-零点移動の必要がない)条件を検討した

等リプル5段RCPF(wlJ/uL = 100)に対する検討結果を例

結果,最大平坦RCPFではそれが可能であることが分かっ
たので,本節ではその概要を説明する.

として示す.この時の駆動点アドミッタンスylは次のよう
になる.
(∫ + 15.7317)(∫ + 3.40726)(∫ + 1.00000)

中心各周波数が1に正規化された最大平坦RCPFでは各
段の作る零点の時定数が1となり全て等しい.したがって,

(∫ + 6.06928)(∫ + 1･38026)

RCPFの各段の素子値もコンダクタンスG= 1/Rとキャパ

yl(∫) =

(∫ + 0.293490)(∫ + 0.0635661)

シタンスCの値が数値的に等しくなる.これより第k段目
のFパラメータは次のように書ける.

(】3)

(∫ + 0.358339)(∫ + 0.075483)

このyl(∫)を使用して,その他の零点順序について検討した
Fk - Tt;(三

結果を表1に示す.

したがって, n段の設計ではこれを縦続接続して

表1 5段RCPFの素子値広がりと利得
零点配置順序 h&ﾈﾔﾈ*ｨ.掩x凉
並列腕なし 兔
L1,2,3,4,51
Ll,2,4,5,3j

;A: :/.G:) (14,

トjst2GkS I+sJ

*

.

(1 -j∫)〟

鼎偵c

S嶋r25.347

I./.Gj(三G'2Ss iりG2

lG:)･-(2G'nss :/.G:)

(三2Gl∫

(15)

CB

L5,1,4,3,2J 3津B74.739 scR
L】,4,5,3,2j

+∫

F=

鼎涛B30.4676

と表すことができる.

2

L5,2,I,3,4j 鼎涛B44.4703 c2
Ll,3,5,4,2j イH20.3350 ﾃ2

三三三芋-=:,I;;去三三言::=3---:It=Iこ'i=_7=1-:=三三 √

L5,4,3,2,lj 鼎偵c172.25 ﾃc

あるから

L5,4,2,1,3j

S嶋r37.096

モ

L5,3,1,2,4j

イH32.647

33r

B(5)= (S+bn_1)(S+bn_2)...(S+b2)(S+bI)

(16)

のような形をしており, bk≧0(k= 1,2,‥.,n-1)であるが,

表1の結果より,並列腕を付けることで並列腕がない場
合に比べ,素子値広がり和を大きく抑制できることが分かっ
た.これより並列腕なしでのLSIによる実現が困難な,大き
な素子値広がりの零点配置順序でも並列腕素子を付けること
で素子値広がりの抑制を図ることができ,またこの抑制の度

行列の展開の手順から分かるようにbkは次のような対称性
を持っている(証明略) :

合いは並列腕なしでは最小である素子値広がり和〃 = 347.3

n/2番目の項はbn/2= 1とする.すなわち, nが偶数のとき

bkbn_k=

1

for

k=

1,2,...,n-1

(17)

ただし, nが偶数の場合はn-1が奇数になるので中央の

(零点時定数配置順序: 13452)以下にまで抑えることが可能
B(S)= (S+bn_I)(S+bn_2)...(S+ I)...

であり,その他の仕様においても同様に〟値を抑制できる
結果が得られ,非常に高い抑制効果があることがわかった.
以上よりこの縦続合成法を用いた設計により,これまで素

となり,奇数のときは

子値広がりが大きく, LSIによる実現が困難であった零点配

B(S)= (S+bn_1)(S+bn_2)-

置順序においても零点移動法によって並列腕を導入するこ

-

(S.a(S･よ)

34

-

(S･よ)(S･よ)

抑加加悦価班

となる.従って, β(∫)を∫の多項式として展開した場合,
W 岸(二g増せ叶紫

skの係数とsn~kの係数は等しくなる.よって, y22の分母

多項式をskの係数とsn-kの係数が等しくなるように決めれ

a闘L馳

ば縦続合成法でも並列腕のない設計が可能となることが分
かった.ただし, bkの選び方に依存して素子値広がりは変
化する.
(5･2)最大平坦RCPFの最小素子値広がり設計

最

大平坦RCPFでは縦続合成法によって並列腕がない回路設
0.2

計が可能であることは先に述べた.しかし並列腕なしとい
う制限を加えても無数の設計があり得る.そこで駆動点ア
ドミッタンスを変化させて素子億広がりの最小となる設計

0.

3

図6

0.5

0.I

y22の捷

0,6

b

4段RCPFのy22の極と素子値広がり

を試みた結果を述べる.
(5･2･1) 3段RCPFの最小素子値広がり設計

極がb=0.315の時のM=28.99であった.図6は下に凸の

3段

グラフであることからこの値が最小素子借広がりと言える.

RCPFにおいてy22の極をb,1/bとおき,このbをパラメ-

(5･2･3) 5段以上RCPFの最小素子値広がり設計

…孟tL言霊孟賃苧ぎ三雲崇,32認諾票慧る'

5

段以上ではγ22の極をパラメータとすると,パラメータが複
数個になる.しかし,いくつかの例を調べたところ, 1つの

(∫ + 3,73205)(∫ + 1.00000)(∫ + 0.26795)

y22の極に対しての素子値広がりが下に凸になることは変わ
らなかった.したがって,他のパラメータを固定し, 1つの
パラメータblだけを変化させて素子値広がり和の極小値を

(18)

(S+ 1/b)(S+b)

ただし,上式がRC駆動点アドミツタンスであるためには

与えるblを見つけることができる.パラメータblを見出
した値に固定して,次の1つのパラメータb2に関して同様
の操作を行い,最小素子値広がり和を与えるb2を見出す.

0.26795 < b < 1の条件が必要である.

この時, bを変化させて縦統合成し, RCPFの素子値広がり

和を求めた結果,図5のようになった.係数整合法により解

以下,この操作を全てのパラメータに関して順次複数回繰
り返し,どのパラメータを変化させても素子値広がりが増
加するようなパラメータのセットを求める.この操作によ
り最小素子値広がり和の値と,その条件が求められる†.
3段から10段までのRCPFに対して,この方法を用いて

yV 岸(73g増車叶*

加 郎 佃

求めた最小素子債広がり和〟ml｡と,それを与える正規化し

た素子値を表2に示す.また,設計した最小素子値広がり
和MminのRCPF段数nに対する依存性を図7に示す.

この結果より段数nに対して指数関数的に素子値広がり

ll.66
O
o.3

0,4

0.5

0.6

0.7

0h

0

和が増加することが分かり, 10段においては素子値広がり

9

和が104以上にもなる.したがって最大平坦RCPFにおい

yz2の棲b

図5

て5-6段以上における並列腕なしの設計は可能ではある
が, LSIとしての実現は困難であり,素子値広がり和を低
下させる観点から並列腕を許容した設計を検討する必要が

3段RCPFのy22の極と素子値広がり

析的に求めた最小の素子値広がりはM= 2(3+諺)岩11.66

ある.

であり(同図中に破線として示す),縦続合成法を用いた場

6. RCPFの利得と素子値広がりの関係

合にy22の極をb = 0.493に設定した場合の値と一致する.

並列腕素子を付けることで素子値広がりを抑制できるこ
とは述べたが,常に係数整合法で求めた最小素子値広がり
よりも抑制できるわけではない.そこで利得と素子値広が

したがって縦続合成法を用いて最小素子値広がり設計が可
能であることが分かった.
(5･2･2) 4段RCPFの最小素子値広がり設計

4段

りの関係を調べた.この結果を図8, 9に示す.図8, 9よ

RCPFについても3段同様にy22の極をb (0.19891 < b <

り最大平坦と等リプル共に利得と素子値広がりには大きな
正の相関が見られる.したがって素子値広がりを抑制する
には,利得の犠牲が必要であり,設計上のトレードオフと

0.66818)をパラメータとして素子値広がり和の検討を行う.
この場合, y22は次のように書ける･
(∫ + 5.02734)(∫ + 1.49661)(∫ + 0.66818)(∫ + 0･19891)

なることが分る.

(S+ 1/b)(S+ 1.00000)(S + b)

(19)

†以上の操作は数値的最適化を行ったことになるので,最小値で

この場合, bに対するRCPFの素子値広がりは図6のように

はなく極小値である可能性も否定はできない.

なった.これによって得られた最小素子値広がりはγ22の

-
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表2
段数

3段

6段
7段

2R4

2.41421

4段

5段

ﾂR2

2.73460

3_18339

3.73808
4.31668

最大平坦特性RCPFの最小素子値広がり和〟minとその時の素子値
RR6

rR8

迭繝#イ"-

迭c14.4973

澱Csrll.6217

辻-

辻-

r鼎-

途經cSィ13.0443
湯緜C316.3631

R10

磐ﾖ問
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都B經ンb
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ゅ涛Cb
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辻辻-
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途繝3

鉄3ゅCcB

8段 4.90808 "SC21.1154 B縱c61.7807 S"ﾃSS2748.416 辻- C澱繝2

9段 白5.53634 Rcc28.7496 鼎b73.6500 3ｳSs"382,436 b繧- 鼎#32緜
10段 6.17659 ゅs3S38.2602 田"纉s96.4956 Sゅcビ324.15 涛"6071.5 #C"纈
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図7

2

3

4

5

6

段数

n

7

8

9

10

最大平坦RCPFの段数と最小素子値広がりの関係

0

01 02

0.30.4

0.50.60.708

09 1.0

利得G
図8

7.並列腕の生じない条件に関する検討
基本区間だけの縦続接続から成る並列腕を持たないn段

最大平坦10段RCPFの利得と素子値広がり
ただし点線は並列腕なしの最小素子値広がり

RCPFの伝達関数は式(4)で与えられるから,分母を展開す

ることにより並列腕を持たないRCPFの伝達関数の分母多

義
YV 定(]毛喧嘩叶♯

項式の定数項はlであり, ∫〝の係数はTと1)×-×T㌢)である

lli

義: J･JwI･I～

(U

ことが分るI†.逆に, McGeeの縦続合成手順で実現された

｢

RCPFの直流利得が1であれば,実現された回路の構造か

1J I′′

ら,その回路は抵抗性の並列腕を持たないことが明らかで

トL r-r■

0

0

ある.

一方,同じRCPFをF行列で表すと次式のようになる:

LFt

｢

=

～

雷義

.鷺､….い一一.‥.､‥.I.‥..
'ホiAlA……汝

10

F-自壷(25'TtkS,Tik工1./STkik,)･ (20)

1

0

0.1 0.2

0.3

0.40.5

0.6

0.7

0.8

0,9 1.0

利得G

この式を展開して電圧伝達関数を計算すると次のように
図9

なる:

等リプル6段RCPFの利得と素子値広がり
ただし点線は並列腕なしの素子値広がり

(1 -jsTと1))(トjsTi2))... (1 -jsTYz))
rv(∫) =

(PZI)

1 +Sの1次の項+-I+王1)T(Z2).‥Ttn)sn

ることが分る.

例えば,例題1で実現すべき伝達関数の極の時定数の積

従って,この式と式(4)の比較により,

はTil'Ti2'- 1/3,極の時定数の積はTil'Tt2'- 1/2であり･こ
･PTi2㌧ ･ TP -王l'Ti2㌧ T'zn'

(22)

れらは等しくないから,並列腕の無くなる条件(式(22))を

満足していない.よって,並列腕を挿入して実現したので

などの関係が成り立つ.逆に,少なくとも上の時定数に関
する条件が満足されない場合,並列腕を挿入する必要があ

(1 -j∫)(1 -j∫/2)
〃1(∫)′ =

(23)

(1 +∫)(1 +∫/3)

TI ∫爪の係数は零点時定数だけできまるので,特定の実現によらず

となるべきところ,式(ll)の〟1(∫)は上式の2/3倍に,例

式(22)が言える.他の係数は素子値をも含む･

-
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題2では式(12)の〟2(∫)が上式の1/2倍になっており,減

2007年12月.

衰が生じている.すなわち,この例題ではy22の分母多項式

C. Muto, "A Polyphase Transfer Function Design based on the

としてh(S)=2+Sが与えられていたが,この零点をb=2

Bilinear LP-LP Transfomation," Papers of TechnicalMeeting

以外に選んでも,並列腕はなくせないことが結論される.
ところで,この条件は必要条件であるが,等リプル設計と

(4)和田,田所, ｢通過域で平たんかつ阻止域で等リプルに振幅

on Electronic circuits, ECTl07-1 1 1, LEE Japan, Dec. 2007.

特性を近似するRCポリフェーズフィルタの設計法｣,電子

最大平坦設計の場合は伝達関数の分母多項式が条件式(22)
を満足するので,当然並列腕なしに実現できた.逆に,式

情報通信学会論文誌A, Wl.J88-A, No.12, pp.1478-1486,

2005年12月.

(22)を満足すればいつでも並列腕なしに合成できるか,す

K･ Wada, YI Tadokoro, "Approximate Design of RC Polyphase

なわちこの条件が十分条件かどうかであるが,いくつかの
例を試すことにより成り立たないことが確かめられる†.

Filters withAmplitude Characteristics Being Flat in Passbands
and EquirippJe in Stopbands:')EICE Trams. FundamentaLs,

Vol.J88-A, No. 12, pp.1478-1486, Dec. 2005.

8.おわりに

(5 ) W. F McGee, HCascade Syn山esis ofRC Polyphase Networks,M

本報告では与えられた多段RCPFの電圧伝達関数を系統

in Prvc. 1987 IEEE JnternaTioTZal Sympodium on Cirt･uL'ts and

Systems, pp･173-176, Philadelphia, PA, USA, 1987.

的に実現する方法として, McGeeが提案した縦続合成法に

ついての概要を再構成して説明した.さらに,この方法を

(6)たとえば,熊谷,榊,大野,尾崎共編, ｢大学課程

用いていくつかの等リプルRCPFと最大平坦RCPFの設計

回路(1)｣,第9章,オーム社,昭和43年.

(7)尾崎弘, ｢RC伝送函数の必要十分条件について｣.電気通

を行なった.その結果.等リプルRCPFでは並列腕素子の
ない設計が困難であるという結論に至ったが,並列腕素子
を付けることで非常に小さい素子値広がりを実現できるこ
とが分かった.また最大平坦RCPFについては並列腕のな
い設計が容易に実現でき,さらに最小素子値広がり設計も

信学会雑誌.第38巻1号. pp.4449,昭和30年1月.

(8)武部幹.篠崎喬夫,寺本三雄, ｢応用回路網学｣, 2.8RC伝

達函数の実現,朝倉書店,昭和47年.

可能であることを示した.しかし段数の増加に伴い,素子
値広がりは指数関数的に増加することが明らかになり, LSI
での実現は困難であることが分った.従って,設計上は最

大平坦RCPFにおいても並列腕を付けて素子値広がりの抑
制を行う意味がある.
今後の課題として,等リプルRCPFでは並列腕のない駆
動点アドミッタンスの決定法を確立することと,並列腕を
付けても必ずしも素子値広がりが抑制できるわけではない
ので,利得の低減と素子値広がりの抑制のトレードオフを

考慮した駆動点アドミッタンスの決定法を確立することが
挙げられる.
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