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Abstract

Harmonic-rejection type of even-hamonicmixer (EHMIX) for zeroIIF receiver is proposed in this paper･ Two polyphase struCturesare introducedand compared for harmonic signalrejection of the EHMIX･ It is shown that no signalweighting lS needed for

boththe structures, unlike harmomiC-rejectlng type Of switchingmixers. The two structures may use polyphase LO signals with45o
or 90｡ phase shift in order to 2fRF not tO downconverter to baseband･ For I/Q demodulation･ EHMIX requires LO signals with 450
of phase difference･ So the 45o LO system may have a smaller hardware size･
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ン機能実現のための多相構成に関する報告はこれまでに無
いと思われる.そこで本検討では高調波抑圧に焦点をおき,

1.はじめに

近年の無線移動体通信は高速･広帯域化に向かっており,
そのような要求を満足する無線受信方式のひとつとしてダ

EHMIXの多相構成について検討した結果を述べる.

イレクトコンバージョン受信(DCR)方式が注目されている.

2. EHMIX

DCR方式は高周波(RF)信号を直接ベースバンド(BB)宿
号に変換するので通常のスーパーヘテロダイン受信(SHR)

DCR方式ではRF信号とLO信号の周波数が等しいため,
LO信号のリークがDCに周波数変換される自己混合の問題

方式で必要となる狭帯域のイメージ抑圧フィルタが原理的

があるが, EIiMIXはRF信号とLO信号周波数が異なるた

には不要であり,広帯域化に向いている(1).他方, DCR方

め,自己混合が発生しない.そのメカニズムを説明する.

式は局部発振器(LO)信号のリークによる自己混合やミクサ
の2次歪みによって発生するDCオフセットの影響が避け

点対称な非線形特性を利用するEHMⅨの簡易モデルを
図1に示す.一般に, EHMIXは加算器と入出力特性が奇関

られないという問題がある.
さらに,通常のスイッチングミクサを用いてDCR方式

数となる非線形素子とローパスフィルタを用いてモデル化
ができる.非線形素子が理想的であれば, DCR方式の問題

を実現すると, LO周波数(九｡)付近の信号がBBへダウン
コンバートされるだけでなく,九｡の奇数倍付近の周波数

である偶数次歪みによるDCオフセットの発生が無く, ⅠIP2
を大きく取ることが可能である(2).

成分もBBへダウンコンバートされるため,妨害波や雑音
の原因となる.このため,九｡の奇数倍付近からのダウン

図1のように理想リミッタを用いた場合,リミッタの入

力Xに対する出力y(X)は以下のようにXの奇数次の幕級数

コンバージョンを避けるため,ハ-モニックリジェクショ

に展開できる.

ン･ミクサ(HRMIX)が提案されており, LO信号を多相化

することにより,特定のLO高調波付近(たとえば3九｡付

y(X)

近)からのダウンコンバージョンを打ち消すことが行われ

=a.X+a3X3

+a5X5

+a,X7

+･･･

(1)

RF周波数をfRF, LO周波数をfL｡とし,高次の項の影響を

ている(3)～(5)

無視した場合に, 3次までの項を取るとコンパレ-タの出

一方,上記DCR方式特有の問題である自己混合が原理

力に現れる周波数成分は以下の通りである.

上発生しない偶高調波ミクサ(EHMIX)が知られているが,

EHMIXもまた通常のスイッチングミクサと周波数は異な

fRF, fLO, 3fRF, 3fLO,
(2)

るものの, fL｡の偶数倍付近からBBへのダウンコンバー

2fRF±fLO, fRF + 2fLO, fRF - 2fLO

ジョンが行われるため, EHMIXの特徴を活かすためにはス

イッチングミクサ同様九｡の高調波に対する感度抑圧が必
要である.上記のようにスイッチングミクサの高調波抑圧
については既に報告されており,その多相構成が明らかに

fRF =2fL｡である場合に下線で示した項はDCへ周波数変換
される.一方, fRF=fL.の場合はDCへ周波数変換される

なっているが, EHMIXに対するハ-モニックリジェクショ

のように, EHMIXは基本的にRFの1次成分とLOの2次

-

成分は存在しないので,原理上自己混合は発生しない.こ
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成分から成る3次相互変調積を出力とするミクサであり,
LPFを介して必要なBB成分だけを取り出すことができる.

傍に3次高調波があるため,これを同相,もしくは差動と
して抑圧するためには少なくとも3相信号が必要であるこ
とがわかっている(3).しかし,所望帯域近傍の高調波が3次

次に5次の変調横の項を展開すると3次までの項から現
れた周波数成分に加えて以下の成分がコンパレ-タ出力に

高調波ではなく4次高調波であるEHMIXを多相コンバー
タ化した報告はこれまでに無い.そのため,本検討では高

堤れる.

調波抑圧に目を向け, EI別IXの所望帯域近傍である4次高

5fRF, 5fLO, 4fRF土fLO, 3fRF士2fLO,

調波を同相,もしくは差動として抑圧することを目的とし,
その構成を検討した.

(3)
2fRF土3fLO, fRF + 4fLOjRF - 4fLO

したがって, LO周波数に対して4倍のRF信号が入力さ
れた場合にも下線に示した成分がDCへ周波数変換される.
つまり, LO信号の4次高調波付近の帯域の信号もBB帯域
にダウンコンバージョンされることがわかる.

LO

I

L-BB

7次以上の高次の項は影響がより小さいものの,上記の解

析から明らかなように九oの偶数倍の付近からBBへの周
波数変換が行われる.これらはすべて不要波となるが,な
かでも4fLO付近の帯域は所望帯域である2fL｡近傍に最も
近く,変換利得が2fL｡近傍に次いで大きい.そこで,高調

波抑圧の第1の目標は4九｡付近の変換利得を抑圧すること
である.

次に高調波を含めたスプリアスを抑圧する方法として多

fundamental(LO)

相コンバータ(3)について述べる.

even-harmonic(LO)

&

Odd-harmonic(LO)

図2

RF : fRF;2fLO

同相抑圧型ダウンコンバータ

Fig. 2. Common-mode rejection type downconverter

図1理想EHMⅨのモデル
Fig. i. Simpliaed model ofanidealEHMIX

3.高調波抑圧の原理(3)(4)

本検討では高調波抑圧に多相コンバータを用いる.多相コ
ンバータによる高調波抑圧は位相のみ変化させる方法と位
相と振幅の2パラメータを変化させる2つに大別される(3).

前者は図2のように差動,もしくは同相となる信号を用い
て不要成分を抑圧する.後者は図3に示すが同相,差動は
関係無く,最後に合計し,不要成分を抑圧する方法である.
後者の場合,振幅と位相の2パラメータの精度が要求され,

前者に比べて実現が困難となるため,実際の回路では前者
の方がよく利用されていると考えられる.
ミクサ回路を例に挙げると,シングルバランスドミクサ

二

やダブルバランスドミクサはRFやLOを差動にして2相

信号を用いているため,前者の多相コンバータに分類され
る.その効果として偶数次歪みの打ち消しやキャリアの除

-0.5X
3rd-harmonic

去が可能であった.
このように,差動信号を利用する多相コンバータの例は

図3

数多く存在する中で,高調波抑圧に焦点を置いた例は比較
的に少ないが,スイッチでモデリングが可能なミクサの例
はいくつか報告がある.スイッチングミクサは所望帯域近
-

1×

〕C

重み付け後に合計を取るダウンコンバータ
Fig. 3. Weghit-and-sumtype downconverter

く3･1)バランス型EIIMIX(2)
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初めに多相コンバータ

ではLO信号の2次高調波とRF信号がミクシングされた

結果が出力となるため,出力信号の位相は入力したLO信
号に対して2倍多く回る.そのため,出力に現れるLO信
号の高調波のベクトル関係は図6に示すように, 450位相

が異なるLO信号の2次高調波は直交し, 4次高調波は逆
相になるので和を取れば4次高調波はキャンセルし, 2次

高調波は璃倍になる.
多相コンバータの抑圧方法にはLOの位相だけでなく,伝

号レベルに重みを付けて加算する抑圧方法もあるが,信号
レベル重みづけの精度が抑圧度に影響してくるため,本検
図4

バランス型EHMIX(2)

討のような重みづけを必要としない高調波抑圧手法は簡易
であると同時に抑圧の精度も良いと考えられる.
上に述べたように4次高調波を抑圧するためには4次高

Fig.4. Balanced EHMIX

の最も簡単な例であるバランス型のEHMIXについて述べる.

調波のベクトル関係が逆相,もしくは同相であり,かつ2

バランス型のEHMIXは図4のように2組の差動対を用
いて,それぞれのゲートに1800位相の異なる2相のRF信

次高調波のベクトル関係が4次高調波のベクトル関係と異
なっていれば良いので,他の多相構成も考えうる.他の多

号とLO信号を入力し,キャリアを打ち消すように出力を

相構成として次に位相差が900の高調波抑圧構成を述べる.

接続する.この回路はRFを差動とした多相コンバータで
あるため, RFポートから流れ込む同相分(偶数次)が抑圧

(3･2･2) LOの位相差が900の場合

図7に示すよう

に直交するLOの入力基本波周波数に対して,出力である2

できる.

次高調波は逆相になり,抑圧対象である4次高調波は同相
の関係になる.このため出力の差を取ることで,高調波は

また,差動対を用いたバランス型のEHMIXで実際にバラ

ンスしているのはRF信号のみであるが,キャリアを打ち消

抑圧され,所望信号は2倍になる.位相が900異なる場合
は逆相信号の差を出力とするため,位相が450異なる場合

すように出力側で加筆することが可能なため,スイッチン
グミクサのようにダブルバランス型にせずともLOポート
から流れ込む成分も全て抑圧でき,回路がより簡易になる.
このように1800位相の異なる2相信号を用いることで偶

よりも3dB利得を大きく得ることができる.また, 900位

相器は450に比べて容易に実現可能であるが,実際にDCR
方式で利用する場合は直交復調をしなければならないので,
450のLO信号は必頚である.

数次,もしくは奇数次の歪みのどちらかを抑圧することが
可能であり,更に,位相数を増やすことで3次高調波や, 4

次高調波のみを抑圧することも可能である.

従来のLO信号の基本波成分を利用するスイッチングミ
クサは直交復調に位相が900異なるLO信号が必要である

く3･2)局発信号の多相化
本節では本報告の主題で
ある4九｡付近の帯域からのダウンコンバージョンの抑圧を

位相が450異なるLO信号を必要とする.そのため,直交

が, EHMIXはLOの2次高調波とのミクシングであるため

検討する.

従来のスイッチングミクサ回路はん)の奇数次高調波に感

復調を考慮した場合には,高調波抑圧の構成が900よりも
450である方が,より回路を簡易にすることが可能である

度があるため, LO信号の位相数はそれに合わせた3,5,7,-

と考えられ,次に直交復調を考慮した場合の構成について

と奇数相必要になり,また,コモンモード抑圧のため,そ

検討する.

れぞれが差動信号を必要とし, LO周波数の3次高調波付

4.高調波抑圧型直交EHMIXの構成

近からのダウンコンバージョンを抑圧する場合には結局6

EHMIXは先にも述べたように, LOの2次高調波とRF

相信号が必要であった(3).また, DCR方式では直交復調を

の基本波のミクシングであるため,直交復調に必要となる

するために,更にその2倍の12相信号が必要になる.
これに対し, EHMIXのように偶高調波に感度を持つダウ

構成においても450の位相差を持つLO信号で4次高調波の

のが位相差が450のLO信号である. EHMIXの高調波抑圧

ンコンバータに必要な位相数は偶数個であり, 4次高調波
に対する感度の抑圧は2相信号で可能である.かつ差動信

抑圧が可能であることが本検討より分かっているため,直
交復調回路と高調波抑圧回路を組み合わせた回路として図
8に示すような構成が考えうる.

号を必要としないことから小型化や省電力化が期待できる.
EIiMIXの場合, 4次高調波に対する感度を抑圧するには,

位相差が士450のLO信号を入力とすると図8の回路は
出力の位相関係が図9のように直交した出力が現れるため,

後で述べる理由によりLOとしてOoと450,およびooと

900の2通りの組合せが可能である.以下に具体的な4次

出力のノードをlつ共通にし, EHMIXとLO信号をlつ

高調波抑圧の原理を述べる.

減らしたVQ復調が可能となる.そのため, LO信号は合計
で3相用意すればVq復調可能となり,回路面積や待機電

く3･2.1) LOの位相差が450の場合

図5のように

450位相が異なる2相のLO信号でそれぞれミクシングし,

力の削減が期待される.
一方,位相が900異なる高調波抑圧回路の直交復調はノー

加算器を通すことで4次高調波が抑圧可能である. EHMIX
-
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図5

LOの位相差が450の場合の高調波抑圧構成

Fig. 5. Harmonic signalrejectiOn scheme by 45 pal1Se-Shifted
LO

図8

HR型直交EHMIXの構成

Fig. 8. Harmonic signalrejection scheme for yQ HRIEHMIX

fundamentaJ

｢

｢
fundamental

k
2nd harmonic

図6

■

4th harmonic

基本波と2次, 4次高調波のベクトル関係(450)

Fig･ 6･ Vector relationshipamongfundamental, 2nd harmonic
and 4th harmonic (45 signals)
2nd Harmonic

図9

4th Harmonic

HR型直交EHMIXのベクトル関係

Fig. 9. Vector relationship of harmonic signalrejection yQ HREHMIX

二

ドを共通にすることができないため, 450位相が異なるLO

信号を必要とし,回路規模は単純に2倍になる.そのため,

直交復調を考慮した構成としては回路規模のより小さい450
の方が有利と考えられる.
5.高調波抑圧型EHMIXのシミュレーション
本節ではEHMIXのハ-モニックリジェクション(HR)機

能の検証のために行ったspiceシミュレーションの結果を逮
べる.

シミュレーションは2.01GHzの正弦波をRF信号とし,こ

れを1GHzのLO信号でダウンコンバージョンした結果の

振幅スペクトルを測定した.回路は図10に示すように,差
2nd harmonic

図7

4th harmonic

動のRf信号をMOS差動対を用いたバランス型のEHMIX
に入力するが, HRのため,位相が¢だけ異なるLO信号で

基本波と2次, 4次高調波のベクトル関係(900)

Fig･ 7･ Vector relationship among fundamental, 2nd harmonic

ミクシングする2組のバランス型偶高調波ミクサを用いた.

and 4th hamonic (90 signals)

差動対に用いたMOSは標準的な0.18〃mのモデルパラ
ー64
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確認でき,図11からは先に述べたように所望信号の利得は
450よりも90｡の方が3dB大きくなることが確認できた.
LOの位相差が450, 900のどちらの場合でも表1のように

高調波を100dB程度抑圧可能であることを確認した.しか
し,実際はMOS差動対のしきい値バラツキが存在するた
め, 100dBの抑圧比を実現することは不可能で, MOS差

動対のマッチング精度がHR機能に密接に影響することが
考えられる.
図10

HR型EHMⅨのシミュレーション回路図

6.結

論

EHMIXはDCR方式特有の問題である自己混合や2次歪

Fig･ 10･ Simulation circuit of HR-EHMⅨ

みが発生しないため, DCR方式に適したミクサであるが,

従来のスイッチングミクサ同様に高調波への感度が問題で
あった.この間題を解決するためにEHMIXを用いたハ-

モニックリジェクション機能を有する多相ダウンコンバー
タを検討した.
EHMIXはスイッチングミクサと異なり,偶数次高調波に

感度を持つため, 4次高調波の影響を最も大きく受ける.そ
のため4次高調波の抑圧を最優先とし,その抑圧構成を検
討した結果,位相差が450,もしくは900となる2相のLO

信号を用いる2つの場合で重み付けを必要としない抑圧構
成が可能であることを見出した. LOの位相差が450である
0.1

場合には4次高調波が逆相となるため,和を取ることで4

VRF/ VLO

次高調波を抑圧し, 900である場合には同相の関係であるた

図11 HR型EHMIXの変換特性

め差を取ることで4次高調波を抑圧することが可能である.

Fig･ 1 1･ Conversion characteristic of HR-EHMIX

原理確認のために行った簡易なシミュレーションでは,
LO信号の位相がどちらの場合でも100dB程度の4次高

メータを使用し,寄生容量の影響を小さくするために最少

調波に対する感度の抑圧を確認し,位相が900である方が
所望波である2次高調波に対する感度を3dB大きくなる
ことを示した.しかし,実際の回路では偶高調波ミクシン

ディメンジョンのトランジスタを用い,アスペクト比は1
に設定した.時定数丁=1.5nsのRCローパスフィルタを通過
A4とすると,位相差中が450ならば(A,+A4)-(A2+A3),

グに用いる入出力特性が点対称である奇関数素子のマッチ
ング精度とLO信号の位相精度が抑圧比に大きく影響する

900ならば(Al+A3)-(A2+A.)となるように出力を取り出

ことが考えられる.予備的なシミュレーション結果によれ

後のそれぞれの出力ノードを図に示すようにAl, A2, A3,

ば, AVTH=30mVでは, 4次高調波に対する感度の抑圧比

すことで4次高調波を抑圧することが可能である.
振幅0.5VのLOの位相ゆが450, 900のそれぞれにおい

が60dB程度となることが分かった.また, LO信号の位

てRF信号として等しい振幅の2次高調波入力と4次高調

相が450のハ-モニックリジェクション構成では位相誤差

波入力を印加して2次高調波に対する変換利得G2と4次

△¢= lo程度で抑圧比が30dB程度になることもシミュレー

高調波に対する変換利得G4を測定し, 4次高調波の抑圧比

ションにより確認した.

EHMIXを用いて直交復調をする場合には元々450位相が

G2/G4[dB]を求めた結果を表1に示す.また,所望波の変

異なるLO信号が必要であるため,高調波抑圧の構成と合
わせて考えると,位相が450である方がLO信号の位相数
が少なく,回路を簡易にすることができるため,回路規模

換特性を図11に示す.
表1 4次高調波抑圧比のシミュレーション結果

を小さくできる.しかし,位相誤差は450よりも900の方

Table 1, Simulation result of 4th harmonic rejection ratio

がRCポリフェーズフィルタで,位相精度が良いと期待さ
VRF/VLO

0.01
0.1

1

れるため,これらを総合的に判断して450もしくは900を

敗"H縫%ﾒ
¢=450 ﾓ

選択する必要がある.

2102.6

従来の奇数次高調波への感度を持つスイッチングミクサ
をHRミクサとした構成は既に報告がある.スイッチング
ミクサは所望帯域近傍の3次高調波抑圧のために3相信号

"102.6

絣101.8

が用いられるが,コモンモード抑圧のため,それぞれの差

動信号を合わせた6相のLO信号が必要となり,加えて,直

表1より,位相差450, 900の両者に高調波抑圧の機能が
-
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交復調をする場合は更にその倍の12相必要になる.これ
に対して,差動対を点対称特性の素子として用いるEIiMIX

は3相のLO信号で直交復調かつ高調波抑圧が可能である
ため,スイッチングミクサと比較して多相コンバータ化と

相性が良いことを示した.当然ながら,この多相化の構成
は点対称特性の素子としてアンチパラレルダイオードペア
を用いたEHMIX(6)等にも適用できる.

本検討によりEHMIXの高調波抑圧のための多相構成が
明らかになり,ミクサ前段に位置するフィルタへの要求が
軽くなるためRFブロックの縮小や,より広帯域の信号へ
の対応が期待できる.今後は提案した高調波抑圧型EHMIX

の具体的な回路設計の検討を行い,ミクサとして達成可能
な性能や必要な消費電力等を明らかにしたい.
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