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Abstract

conventionalcircuit simulators have ac element sensitivlty analysis capability only for slngle-phase circuits･ We have developed

a method to calculate element sensitivity for polyphase circuits by uslng COnVentionalcircuit simulators･ Two types of three-phase

complexfilters have beenanalyzed bythe proposed sensitivlty analysis method to glVetheir comparison from a view polnt Of

robustness to element value variation.
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1.はじめに

携帯電話や無線LANをはじめとする移動無線通信の分野

では,直交変復調器やRCポリフェーズフィルタなど,複素

信号処理が多用されている.移動無線通信において複素信

号処理を行う理由は多値位相変調信号を取り扱うためであ

るが,スーパー-テロダイン方式におけるイメージ信号除

去(もしくは利用)のため,正の周波数と負の周波数を弁

別することも重要である.従来,複素信号処理回路では回

路内のクロストークや電源電圧変動を介した雑音など,同

相成分の影響を減らす目的で複素信号処理を差動信号で行

う4相信号処理が広く使われてきた.最近, 4相アナログ

信号処理に対して3相アナログ信号処理の優位性が議論さ

れたり(1), 8相回路を利用した高調波抑圧ミクサ(2)が報告

されるようになり, 4相以外の多相信号処理についても関

子呂孟･n優劣を比較する尺度のひとつとして相
対素子感度(以下,単に素子感度と記す)があるが,多相

回路の素子感度を解析しようとする場合,従来行われてき

た単相回路の素子感度解析がそのまま適用できるかどうか,

必ずしも明らかではない.たとえば単相回路の素子感度解

析では, Ⅳ番目の入力端子から〟番目の出力端子に至る素

子感度といった解析を行うことはできるが,そもそも複素

信号処理においては複数個の入力端子における対称交流成

分の正相成分と逆相成分が複数の出力端子においてどのよ

うに変化したかということに関心があるので,対称成分の

観点から考える必要があり,ある端子から別の1端子への

素子感度では不十分である可能性がある.

よって,多相回路に対する素子感度をどのように定義す

べきか,という問題がある.さらに,在来の回路シミュレー

タは単相回路に対する素子感度解析機能しか実装されてい

ない.したがって,多相回路に対する素子感度をシミュレー

ションするにはどうすればよいか,という問題もある.

以上のような背景より,本報告では,対称成分の観点か

ら,従来の単相回路に対する素子感度解析を多相回路に拡

張することを試み,単相回路に対する素子感度を用いて多

相回路に対する素子感度を表す方法を提案した.これによ

り,在来の回路シミュレータの素子感度解析の結果を用い

て,多相回路に対する素子感度解析の結果が計算できるよ

うになった.また,提案した多相回路に対する素子感度を

在来の回路シミュレータを用いて,いくつかの多相アナロ

グフィルタに適用し,単相回路に対する素子感度との比較

により提案手法の有用性を示す.

2.多相回路の対称成分による解析

多相回路の場合入出力信号は多相交流信号であり,ひと

つの端子だけの電圧(電流)を見てもあまり意味はない.例

えば3相交流信号は,それぞれの相の振幅と位相が変化す

ることによって情報を伝えることができるのであるから, 3

つの信号を独立した信号としてではなく,ひとつの実体と

して扱わなければならない.

そこで,多相回路の素子感度解析に先立って,多相回路

の入出力関係を多相交流信号の対称成分で表す方法につい

て述べる.いま,角周波数がWであるn相の非対称交流信

号があったとすると,対称座標法(51によって,それらをn

組の対称交流信号に分解できることはよく知られている.

例えば3相(n=3)の時はα=ej2打/3として

>o v l　>rl

l一3

ニ

1 ､Je!　α-　αIJt1 1 1 >q>4>u

となり,非対称3相交流信号vu,vb,Vcは零相(vo),正相

(vl),逆相(V2)の3つの対称成分に分解できる.さらに,伝

号を回転ベクトルと捉えると,反時計回りの成分を逆相成

分,時計回りの成分を正相成分に対応させることもよく行

われている.本報告ではn=3の場合を取り扱うが, n>3

についても同様の取り扱いが可能である.
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3.単相回路に対する相対素子感度

(3･1)単相回路の相対素子感度　従来取り扱われてき

た1入力1出力の単相回路における相対素子感度は,正弦

波信号の入力に対して, 1つの出力端子における電圧フェ-

ザV.utの, j番目の素子の素子値p,の相対変化に対する相

対変化を表しており,次式で定義される複素数である(3).

spv,out = &%　　(2,

また, voutの振幅に対する素子感度場ullは,次のように式

(2)の実部として与えられることもよく知られている･

sT,outr - Re(&賢)　(3,

よって, lV.utlのワーストケースの相対素子感度は, p,の変

動に対する素子感度の大きさを全てのノについてその絶対

和を足し合わせた次式で定義され,これを仮にSENSと名

づける.

SENS =
(

pj aVout

Vout apj
(4)

この量は各種フィルタ実現法の優劣評価などに評価尺度と

してよく使われる.

さて,上の定義では入力に関する量が表立って現れない

ことに注意しよう.すなわち,従来の素子感度の定義でも,

入力に関しては単相だけでなく多相信号も許容するように

なっている.

(3･2)多相回路に感度解析を適用する場合の問題点

各種の市販回路シミュレータには,微分計算を必要とせず,

計算量が大幅に削減できる随伴回路解析手法(4'を用いて交

流素子感度解析機能が実装されており,素子感度を計算す

ることのできるのは,回路内のあるひとつの節点電圧に限

られる.その際,入力の信号源は1個に限らず,複数個あっ

ても差し支えない.それぞれの入力信号の捌百と位相は任

意に指定できるが,電源の周波数は全て同一でなければな

らない.したがって,回路シミュレータを用いて多相回路

の素子感度を計算する場合,多相(複数)の出力をどのよ

うに取得するかが問題となる.

ところで,対称成分の観点から見ると,各相について完

全に回転対称な多相フィルタの入出力特性は,入力した対

称成分が他の対称成分に変換されることがない.したがっ

て,これまでもRCポリフェーズフィルタなど,回転対称な

回路は正の周波数成分(逆相成分)と負の周波数成分(正

相成分)に分けて解析されており,ひとつの出力端子だけ

を見ても必要な結果が得られる.しかし,回路が回転対称

でない場合はこの限りでない.
一方,素子感度については,従来の回路シミュレータで

はひとつの出力端子しか選ぶことができないので,たとえ

ば入力に逆相成分を与えておいて,複数の出力のうちのあ

る端子の電圧について素子感度を求めていた.しかし,秦

子感度解析の目的を考えると,元々回転対称な回路であっ

ても,ばらつきによって素子値が非対称に変動することを

図1 3人カー3出力回路

Fig･ 1･ 31Phase Input, 3-phase output circuit

想定しなければ意味がない.非対称な素子値変動があると,

入力した対称成分が出力においては一部が他の対称成分に

変換されるので,素子感度を調べるためには出力の1端子

だけを調べても不十分であり,全部の出力端子を調べて各

対称成分に分解する必要があることが分る.

以上のことから,次節では多相回路の素子感度を,入出

力間の対称成分について定義することを試みる.

4.多相回路に対する相対素子感度

本節では多相回路の入出力信号を対称成分に分解し,入

力のある対称成分に対して出力におけるそれぞれの対称成

分にどのように変換されるかを基にした,素子感度の定義

を与える.

(4･1)対称成分間の変換に対する相対素子感度　本

節ではn= 3の場合を例として対称成分に対する相対素子

感度の定義を与える.図1より,接地電位を基準とする入

力電圧vlna,Vinb,Vhcと,同じく出力電圧vouta,V.utb,V.utcを

考える.非対称3相交流であるこれらの入出力電圧に対す

る各対称成分は,式(1)より以下のように求められる.た

だし, α=ej巨である.

1

零相成分:vinO=亨(Vina+Vinb+Vinc) ---･･--- (5)

正相成分‥Ⅵnl-言(vina ･αVinb ･a2vinc) ---- (6)

逆相成分:vin2-言(vlna･a2vinb･αVinc'--･

出力の場合についても同様で,

零相成分‥vouto-喜(vouta I voutb I Voutc,-- - - - (8,

正相成分:voutl-言(vouta.αvoutb ･a2voutc)･･･････ (9)

逆相成分‥vout2-言(vouta ･ a2voutb I αVoutc) -- - (10)

となる.入力におけるこれらの対称成分に対して,回酪内

の素子p,の変動によって出力における対称成分の振幅がど

れくらい変化するかを知ることで対称成分間での相対素子

感度を定義する.定義にあたって必要な相対素子感度に関

する性質を挙げておく(証明略).

性質l Srly=S,yただし, )は定数とする.

性質2　SrlyL=RelS,y]ただし, yは複素数とする.

性質3　SxLJ.'y2'l'-'LJn =
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yl+y2+…+yni=
∑ y,sx･qt

以上の準備の下で,ある対称成分の入力に対する逆相成



分出力振幅IV.｡t21の,ある素子p,に対する相対素子感度を

sens2,1と書くと,それは次のようにして計算できる:

sens2J. = SpJ1Vout2I = SPJ l与(vouta･a2voutb･αVoutc)L

- Re (Sp, i(vouta'α2voutb'αVoutc)) - Re (Sp, Vouta'a2voutb'αVoutc )

voutaspJ vouta + α2voutbSpJ Voutb + αVoutcSpj Voutc

Vouta + a2V.utb + aV.utc

上の計算で, 1行目は逆相出力電圧振幅に対する素子感度

の定義そのものであり, 2行目前半は性質2,後半は性質1

を, 3行目は性質1と3を使った.

この結果を見ると,分母は3個の出力信号から得られた

逆相成分の3倍であり,分子はその各項にそれぞれの出力

端子のpJ Lこ対する素子感度で重み付けしたものの3倍で

ある.計算の過程から明らかなように,上式でα→1/αと

置き換えると正相成分の振幅IV.utllに対する素子感度が得

られ, α→ 1と置き換えれば零相成分の振幅IV.utolに対す

る素子感度が得られる.すなわち,在来のシミュレータで

は各出力端子電圧とその素子感度がpjごとに求められるの

で,これらを寄せ集めれば各対称成分に対する素子感度が

すべて計算できる.

式(ll)は,ある素子p]だけに対する感度なので,出力に

おける逆相成分振幅のワーストケースの相対素子感度sENS2

は,すべての素子の変動に対しての相対素子感度の絶対値

を足し合わせたものとして定義できる:

sENS2 - ≡ sens2,∫

J

voutaspJ vouta + a2voutbSpJ Voutb + cWoutcSpJ Voutc

V.uta + a2V.utb + aV.utc

同様に,正相成分出力IV.u日日こ対するワーストケース素

雲iE芸Ss這N:W票崇■;oy;oSITgaf~スけ~

SENSl = ∑j

SENSo　=∑ノ

voutaspJ Vouta +αvoutbSpj Youth +α2voutcspJ Vout '

vouta+αvoulb+α2 voutc

voutaspJ Vouta +voutbSpJ Vout b +VoutcSpJ Vout c

Vouta+V.utb+Voutc

以上の3種類のワーストケース素子感度は入力の対称成分

を指定していないので,それが3種類あることを考慮する

と,図2より3相回路では9個の相対素子感度があれば対

称成分間の変換も含めて,全部解析することができる.ま

たN相回路であるならばNxN個のSENSkを計算するこ

とで対称成分間の相互変換を含めて相対素子感度が解析で

きる.

5.多相回路の相対素子感度シミュレーション例

前節で提案した多相交流に対称成分に関する相対素子感

度の定義を,実際の多相回路に適用した結果を検討する.検

討を行う回路は,同じ伝達関数を持つように設計した2種

類の異なる回路構成を持つ3相複素フィルタである.

入力

ぎーa･ b,C零相成分

軒bDA

･▼        I-I

正相成分王､::,･::I -j正相成分
-＼　　　　　　　ヽ　′

′　､､　　　　′一　ヽ

･)-75-a

逆相成分 逆相成分

図2　入力の対称成分に対する出力の対称成分

Fig･2･ Symmetric output components for Input Symmetric

c omponents

(5･1)設計した3次の3相複素係数フィルタ　　素子感

度解析の検討用として,基準3次チェビシェフ型LPF (過

過域リプル=ldB)の伝達関数を周波数シフト法により表1

に示す仕様の非対称複素BPFに変換し,それを次の2種類

の実現方法で設計した.

(1)ジャイレ一夕を用いて基準LC-LPFを直接周波数

シフトする設計(6) (図3)

(2)複素リープフログ法による設計(7) (図4)

いずれも理想演算増幅器を用いた能動フィルタとして実現

した.設計の詳細は省略する.それぞれの実現回路の素子

値は表2に示す.

表1 3相複素フィルタの設計仕様

Table l･ Speci丘cations for three-phasefilters

次数 鶯ò�

伝達特性 4x7(5h4h7B���

通過帯域利得 尾D"�

通過帯域リプル 免D"�

通過帯域幅 擢ｴ��

比帯域 ���"�

中心周波数 �#�ｴ��

基準インピーダンス 免ｶc"�

表2　3相複素フィルタに用いた素子値の表

Table 2. Element values used for three-phasefilters

(a)ジヤイレ一夕構成 劔(b)リープフログ構成 

RI 綏ｶR, 免ｶc"Rat 途緜宕ｴR2 ｶc"������

R2 塔R經c"Ct c6臙Ra2 R吐ｶc"R3 經ピVｶc������������

R3 免ｶc"C2 都偵bRa3 途緜宕ｶfﾂRb 免ｷ#"�������

R4 sB3- 辻Rl 經ピfｶc"Cl 澱繝f臙���������

(5･2)各対称成分に対する利得の計算結果　対称成

分に対する素子感度を計算するのに先立って,各対称成分

から他の対称成分-の伝達特性がどうなるか,回路シミュ

レータaplacを使って調べた.
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RxRxRxRx 

Rl+lR3+lR3 

尺1管  �

R.管 Rx..RxR,f1?_ �
一一WlCIRx 壬二 月2 牝3%'i?'#BlC.Rx ‡二 尺x R2 ������

図3　ジヤイレ一夕を用いた3相複素フィルタ

Fig. 3. Three-phase丘lter realized by uslng gyratOrS

図4リープフロッグ形構成の3相複素フィルタ

Fig･ 4･ Three-phase alter realized by leapfrog simulation

図5, 6はそれぞれ図3, 4の回路に対して正相信号だけ

からなる入力を印加した場合の,出力における正相,逆相,

零相への利得の周波数特性である.正相一正相は通過域で

odBの利得を示しているが,正相-逆相と正相-零相はほ

とんど利得がゼロに近い(利得が-200dB以下の結果は数

値誤差が支配的であると考えられる).すなわち,シミュ

レーションでは回路が構造も素子値もほぼ完全に回転対称

なので,対称成分間の移り変わりは発生しない.しかし,

現実の回路には素子値ばらつきによる非対称性があるので,

対称成分間の移り変わりが発生すると考えられる.その量

がどれくらいかを明らかにするために素子感度解析を行う

必要がある.

また,より詳しく見ると,正相-逆相の特性が,実現方

法によって異なることも分る.これは,ジャイレ一夕構成に

よる回路の構造が,回転方向によらず対称であるのに対し

て,リープフログ構成による回路の構造が回転方向によっ

て異なるねじれ対称性を持つことを反映していると考えら

れる.対称成分に対する利得を調べなければ,このような

ことはなかなか気づかない.

さらに,図7と8はそれぞれジャイレ一夕構成とリープ

フログ構成に対する,零相信号だけからなる入力を印加し

た場合の,出力における正相,逆相,零相-の利得の周波

- 10　-

【皿P]lnduJaouanbas･a^!)lSOduJoLIUle686el一〇^

0　　　　　　　00　　　　　　　02　　　　　　　3

-15k O　　　　　　　15k　　　　　　　30k

Frequency f lHz]

図5　正相成分から正相,逆相,零相成分への利得

Fig･ 5･ Gain from positive-sequence to each symmetric sequences

【皿P]lndu!OUuanbas･o^!l!SOd∈oJ-U局686t2110^

0　　　　　　　0　　　　　　　00　　　　　　　0　　　　　　　0

2　　　　　　　3

_20k土2k　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20k士2k

-15k O　　　　　　15k　　　　　　30k

Frequency f lHz]

図6　正相成分から正相,逆相,零相成分への利得

Fig･ 6･ Gain from positive-sequence to each symmetric sequences

【血P]lnd⊆Oouanbas･oJaZ∈0｣-uleBa6el10^
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図7　零相成分から正相,逆相,零相成分への利得

Fig･ 7･ Gain from zeroISequenCe tO each symmetric sequences
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図8　宰相成分から正相,逆相,零相成分への利得

Fig･ 8･ Gain from zero-sequence to each symmetric Sequences



数特性である.ジャイレ一夕構成では零相一正相は通過域

でOdBの利得を示しているのに対して,リープフログ構成

では約80dBの抑圧を受けており,大幅に異なる応答を示

している.

ジヤイレ一夕構成では, 3つの入力端子に同一の正弦波

を入力すると,回路の対称性から相聞のジャイレ一夕を除

去した回路,すなわち,周波数シフトを行う前の原形LPF

の回路と等しくなるので,零周波数付近に通過域ができる

と理解される.これに対して,リープフログ構成では,回

路がねじれ対称であるため,零相に対する利得が抑圧され

るものと考えられる.

3相複素フィルタを応用する立場からは,信号処理で扱

う情報が正相成分と逆相成分だけであるため,できるだけ

零相入力には応答しないことが望ましく,この点からリー

プフログ構成が有利と判断される.

(5･3) 3相フィルタの素子感度解析の結果　　図9は

ジャイレ一夕構成形実現における正相成分から正相成分-

の相対素子感度の絶対和をプロットした結果であり,本報

告で提案した定義による計算結果である.同じく,図10は

正相成分から逆相成分への素子感度の絶対和であり,図11

は正相から零相への素子感度の絶対和のプロットである.こ

れらの図では,素子感度の値が広範囲に渡るため,縦軸を

デシベルで表した.また,便宜上,正相成分を正の周波数

成分,逆相成分を負の周波数成分と定義している.

さて,正相から正相への感度をプロットした図9は,単

相のバンドパスフィルタ同様,通過城端で大きな素子感度

を示し,そのほかの周波数では比較的低い素子感度特性を

示している.これに対して,正相から逆相への感度をプロッ

トした図10は,本来の通過域の周波数の符号を反転した付

近で極端に大きな素子感度を示している.これは,シミュ

レーション上は回路が完全に回転対称であるため本来利得

がほとんどゼロであるはずの阻止域に,素子値変動のせい

で微小な非対称が生じて逆相成分出力が発生したためであ

ると解釈され,特に素子感度特性が劣悪であることを意味

しない.また,図11は正相から零相への素子感度特性であ

るが,これも,回路の対称性ゆえ本来発生しないはずの零

相成分が素子値変動のせいで発生したと考えるのが妥当で,

やはり分母が微小なので素子感度が極端に大きな値を取る

と解釈される.

これに対して,図12は,同じ回路の正相成分からある1

出力端子への素子感度の絶対和であり,従来の定義による

計算結果である.この結果によれば,通過域付近では図9

とよく一致した結果であるが,正相成分しか入力していな

いにも関わらず,零周波数付近と,通過域周波数の符号を

反転した付近で非常に大きな素子感度を示している.これ

は,従来の定義ではひとつの出力端子しか観測していない

ため,出力における対称成分が弁別できず,正相成分以外

に変換された出力成分も出力として計算に入れたためと解

釈される.実際は,ほとんど出力がゼロであるはずの周波

数帯域に,入力していない対称成分が出力されるので感度
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計算時に分母が非常に小さくなって,このような結果を示

すと考えられる.

このように,従来の素子感度解析では正相から正相に加

えて,正相から逆相,正相から零相への変換に対する相対

素子感度も含んで結果を表示しているため,負の周波数と

零周波数付近の相対素子感度は惑いという評価を回路に対

して下すこととなる.しかし回路の回転対称性を考慮して

図10,図11を見る限り負の周波数と零周波数付近では素

子感度は良好であるため,注意しないと従来法では多相回

路を適切に評価できないことがわかる.

(5･4)回路構成法による素子感度の違い　　回路構成

法による素子感度の違いを見るため,前記のジャイレ一夕

構成法とリープフログ構成法による3次複素チェビシェフ

- ll -
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BPFの素子感度をシミュレーションした.結果を図13に示

す.同図には,比較のため,提案した正相成分に対する素

子感度(実線)だけでなく,従来の方法によるV.utaに対す

る素子感度も示した(破線).
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図13　回路構成法による素子感度の違い

Fig･ 13･ Sensitivity differences for proposedand conventional

de丘nitions

解析のためにいったん回路方程式を立てると,回路行列は

解析周波数ポイント毎にLU分解した形でメモリに格納さ

れる.相対素子感度解析は随伴回路解析を利用しているた

め,素子感度解析に当っては, LU分解したものの転置行列

を使い,素子感度を求めたい節点電圧について前進後退代

入だけを実行すればよい.

多相回路に対して拡張した素子感度解析では,ひとつの

出力節点電圧だけでなく,相数分の素子感度解析を行った

結果が必要であるが,その場合でも改めてLU分解する必

要はなく,前進後退代入だけを必要な節点電圧に対して行

えばよい.よって,本報告で提案した多相回路に対する素子

感度解析は,従来の回路シミュレータに対しても容易に実

装可能であり,計算時間もあまり増加しないと期待される.

7.まとめ

言二二'4t二三:_∴三二千三二二三:i:i
析できる方法を示した.従来法では対称成分間の変換が弁

別できないため,たとえば例に取った3相複素フィルタで

は負の周波数と零周波数付近では素子感度が悪いと評価す

る恐れがあったが,提案手法では多相回路の素子感度をよ

り適切に解析できることを示した.また,回路構成によっ

て,対称成分に関する素子感度が異なることも示し,提案

手法が回路の評価に有用であることを明らかにした.今後

は3相Tbw-Thomasバイカッド(8)など,他の回路形式の素

子感度特性も検討したい.本研究の一部は科研費(基盤(C)

2256356)の助成を受けたものである.

図13から,明らかにシミュレーションした全周波数帯域

に渡ってリープフログ構成法による実現回路のほうがジャ

イレ一夕構成法よりも素子感度が低いことが分かる.この

ことは通過域については従来の素子感度からも言える.し

かし,従来の素子感度による評価では,直流付近において

ジャイレ一夕構成法の素子感度が極端に大きくなり,阻止

域である負の周波数においては両構成法ともさらに大きな

素子感度を示す.この原因は,前記のようにこれらの素子

感度が大きくなるあたりでは本来ほとんど利得がゼロであ

るのに,素子値変動のせいで入力された以外の対称成分が

発生し,従来の素子感度の計算ではそれらも出力端子の電

圧変動と看徹されるためである.

なお,ジャイレ一夕構成法の素子感度がリープフログ構

成よりもやや高くなっている理由として, NICを用いて多

端子ジャイレ一夕を構成していることが挙げられる.

6.回路シミュレータに実装する場合の考察

現状の修正節点方程式ベースの回路シミュレータでは, ac

- 12　-
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