
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同調電圧に応じた受信周波数が設定された高周波受信回路と、
　制御電圧に応じた周波数の局部発振信号を生成する局部発振器と、
　前記高周波受信回路から出力される信号と前記局部発振信号とを混合する混合回路と、
　所定の受信周波数に対応する設定データを出力する設定データ生成手段と、
　前記設定データ生成手段から出力される設定データに対応する前記同調電圧を生成する
とともに、この同調電圧が所定の温度係数で周囲温度に応じて変化するデジタル－アナロ
グ変換器と、

ることを特徴とする受信機。
【請求項２】
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を備え、
　前記デジタル－アナログ変換器は、半導体製造プロセスによって形成される互いに温度
係数が異なる複数の抵抗を含んで構成される温度係数設定部を有しており、
　前記デジタル－アナログ変換器の温度係数が所定値となるように前記複数の抵抗の接続
形態を設定す

　同調電圧に応じた受信周波数が設定された高周波受信回路と、
　制御電圧に応じた周波数の局部発振信号を生成する局部発振器と、
　前記高周波受信回路から出力される信号と前記局部発振信号とを混合する混合回路と、
　所定の受信周波数に対応する設定データを出力する設定データ生成手段と、
　前記設定データ生成手段から出力される設定データに対応する前記同調電圧を生成する
とともに、この同調電圧が所定の温度係数で周囲温度に応じて変化するデジタル－アナロ



【請求項３】
　
　前記高周波受信回路および前記局部発振器のそれぞれには、前記制御電圧あるいは前記
同調電圧によって静電容量値が変更可能な可変容量ダイオードとコイルとを接続した共振
回路が含まれていることを特徴とする受信機。
【請求項４】
　入力データに対応する出力電圧を生成するとともに、この出力電圧が所定の温度係数で
周囲温度に応じて変化する

ことを特徴とするデジタル－アナログ変換器。
【請求項５】
　

【請求項６】
　 に記載のデジタル－アナログ変換器を用いて生成される同調電圧に応
じて同調周波数が設定される同調回路であって、
　周囲温度が変化したときに、前記温度係数に応じて前記デジタル－アナログ変換器によ
って生成する前記同調電圧を可変することにより、前記同調周波数を一定に維持すること
を特徴とする同調回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、スーパーヘテロダイン方式を採用した受信機、デジタル－アナログ変換器およ
び同調回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、ＡＭ放送やＦＭ放送等の放送波を受信する受信機では、その受信方法としてスー
パーヘテロダイン方式が採用されている。スーパーヘテロダイン方式は、受信した放送信
号に対して所定の局部発振信号を混合することにより、受信信号の周波数（受信周波数）
には依存しない一定の周波数を有する中間周波信号に変換し、その後、検波処理や増幅な
どを行って音声信号を再生する受信方式であり、他の受信方式に比べて感度や選択度等が
優れているという特徴をもっている。
【０００３】
このようなスーパーヘテロダイン方式を採用する受信機では、ローカル発振器とアンテナ
同調回路、ＲＦ同調回路の全部を同じＤＣ電圧で制御している（例えば、特許文献１の従
来技術の欄を参照。）。これらの回路には共振回路が含まれており、これらの共振回路の
共振周波数は、その一部を構成する可変容量ダイオードの容量を可変することにより変更
することができる。このように共通のＤＣ電圧で各共振周波数を制御する場合には、各共
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グ変換器と、を備え、
　前記デジタル－アナログ変換器は、入力される前記設定データの値に応じた電流値が設
定される電流源と、所定の温度係数を有する素子を含んで構成されて全体の素子定数が周
囲温度に応じて変化するとともに前記電流源によって生成される電流が流れる温度係数設
定部とを有し、前記温度係数設定部の両端電圧を前記同調電圧として出力することを特徴
とする受信機。

請求項１または２において、

デジタル－アナログ変換器であって、
　半導体製造プロセスによって形成される互いに温度係数が異なる複数の抵抗を含んで構
成される温度係数設定部を有しており、全体の温度係数が所定値となるように前記複数の
抵抗の接続形態を設定する

入力データに対応する出力電圧を生成するとともに、この出力電圧が所定の温度係数で
周囲温度に応じて変化するデジタル－アナログ変換器であって、
　前記入力データの値に応じた電流値が設定される電流源と、
　所定の温度係数を有する素子を含んで構成されて全体の素子定数が周囲温度に応じて変
化するとともに前記電流源によって生成される電流が流れる温度係数設定部と、
　を備え、前記温度係数設定部の両端電圧を前記出力電圧として出力することを特徴とす
るデジタル－アナログ変換器。

請求項４または５



振回路に含まれる可変容量ダイオードは類似した温度特性を有するため、受信機の温度が
変化したときに各共振回路の共振周波数が同じ方向に変化する傾向があり、特別な温度補
償回路を用いなくてもトラッキングエラーが所定範囲に収まるようになっている。
【０００４】
また、このように共通のＤＣ電圧で各共振回路を制御する従来方式では、受信周波数の可
変範囲が広い場合等に、その下限周波数と上限周波数の両方において発生するトラッキン
グエラーを少なくすることが難しいため、アンテナ同調回路とＲＦ同調回路の各同調周波
数の制御をこのＤＣ電圧とは別にＤ／Ａ変換器で発生したＤＣ電圧で行う受信機もある（
例えば、特許文献１の実施例の欄を参照。）。一般には、ローカル発振を制御するＤＣ電
圧が温度で変化しても、Ｄ／Ａ変換器から出力されるＤＣ電圧が同じように変化しないた
め、別の温度補償回路が必要になる。例えば、アンテナ同調回路やＲＦ同調回路の一部に
温度補償用コンデンサが用いられる。
【０００５】
また、Ｄ／Ａ変換器を用いた受信機において温度補償用コンデンサを用いずにトラッキン
グエラーの拡大を防止する他の従来技術としては、ローカル発振を制御するＤＣ電圧をＤ
／Ａ変換器の参照電圧として用いることにより、ＤＣ電圧の変動をＤ／Ａ変換出力に反映
させた受信機が知られている（例えば、特許文献２参照。）。
【０００６】
【特許文献１】
特開平４－３５８４２２号公報（第８－１４頁、図１－図８）
【特許文献２】
特開２００２－１１１５２７号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述した特許文献１に開示されているように、Ｄ／Ａ変換器を用いてアンテナ
同調回路やＲＦ同調回路の同調周波数を制御する場合に温度補償用コンデンサを用いるこ
とにより、温度が変動した際のトラッキングエラーの拡大を防止することができるが、一
般に温度補償用コンデンサは高価であり、部品コストおよび受信機全体のコストが上昇す
るという問題があった。例えば、複数の温度係数の中から任意のものが選択可能な温度補
償用セラミックスコンデンサが市販されているが、これらは汎用のコンデンサやその他の
素子に比べて高価である。
【０００８】
また、上述した温度補償用コンデンサは、一般的な半導体製造プロセスとは異なるプロセ
スによって製造されるため、他の部品とともに半導体基板上に一体形成することができな
いという問題があった。したがって、部品の１チップ化を図る場合にも、この温度補償用
コンデンサは外付け部品として組み付ける必要があり、組み付け工数の増加によるコスト
上昇につながっていた。
【０００９】
本発明は、このような点に鑑みて創作されたものであり、その目的は、部品コストを低減
することができるとともに、温度補償用の部品を半導体基板上に形成することができる受
信機、デジタル－アナログ変換器および同調回路を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上述した課題を解決するために、本発明の受信機は、同調電圧に応じた受信周波数が設定
された高周波受信回路と、制御電圧に応じた周波数の局部発振信号を生成する局部発振器
と、高周波受信回路から出力される信号と局部発振信号とを混合する混合回路と、所定の
受信周波数に対応する設定データを出力する設定データ生成手段と、設定データ生成手段
から出力される設定データに対応する同調電圧を生成するとともに、この同調電圧が所定
の温度係数で周囲温度に応じて変化するデジタル－アナログ変換器とを備えている。
【００１１】
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また、本発明のデジタル－アナログ変換器は、入力データに対応する出力電圧を生成する
とともに、この出力電圧が所定の温度係数で周囲温度に応じて変化している。また、本発
明の同調回路は、上述したデジタル－アナログ変換器を用いて生成される同調電圧に応じ
て同調周波数が設定されており、周囲温度が変化したときに、温度係数に応じてデジタル
－アナログ変換器によって生成する同調電圧を可変することにより、同調周波数を一定に
維持している。
【００１２】
デジタル－アナログ変換器が所定の温度係数を有しているため、局部発振器に印加される
制御電圧が周囲温度に応じて変化したときに同調電圧を同じように変化させることが可能
になる。したがって、高価な温度補償用コンデンサを用いて高周波受信回路や同調回路を
構成する必要がなくなり、部品コストを低減することが可能になる。
【００１３】
また、上述した高周波受信回路および局部発振器のそれぞれには、制御電圧あるいは同調
電圧によって静電容量値が変更可能な可変容量ダイオードとコイルとを接続した共振回路
が含まれていることが望ましい。このように、高周波受信回路と局部発振器を同じような
構成とすることにより、周囲温度に対する発振周波数あるいは同調周波数の変化の傾向を
一致させることができ、同調電圧を生成するデジタル－アナログ変換器の温度係数を調整
するだけで温度補償を行うことが可能になる。
【００１４】
また、上述したデジタル－アナログ変換器は、所定の温度係数を有する素子を含んで構成
される温度係数設定部を有しており、温度係数設定部全体の素子定数が、周囲温度に応じ
て変化することが望ましい。このように、デジタル－アナログ変換器の一部に温度係数設
定部を備えることにより、デジタル－アナログ変換器全体の温度特性を所定範囲内で任意
に設定することが可能になる。
【００１５】
また、上述した温度係数設定部は、半導体製造プロセスによって形成される互いに温度係
数が異なった複数の抵抗を含んでおり、デジタル－アナログの温度係数が所定値となるよ
うに複数の抵抗の接続形態を設定することが望ましい。これにより、温度係数設定部を含
むデジタル－アナログ変換器や受信機のその他の構成部品を半導体基板上に形成すること
が可能になり、製造の容易化、部品点数の低減等に伴うコストダウンが可能になる。
【００１６】
また、上述したデジタル－アナログ変換器は、入力される設定データの値に応じた電流値
が設定される電流源と、この電流源によって生成される電流が流れる温度係数設定部とを
備えており、温度係数設定部の両端電圧を同調電圧として出力することが望ましい。デジ
タル－アナログ変換器をこのように構成することにより、温度係数設定部の温度係数に応
じてデジタル－アナログ変換器の出力電圧を変化させることが容易となる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を適用した一実施形態のＦＭ受信機について、図面を参照しながら説明する
。
図１は、一実施形態のＦＭ受信機の構成を示す図である。同図に示すＦＭ受信機１００は
、アンテナ１、高周波受信回路２、局部発振器３、２つのデジタル－アナログ変換器（Ｄ
ＡＣ）４、６、制御部８、混合回路９、中間周波増幅回路１０、検波回路１１、低周波増
幅回路１２、スピーカ１３を含んで構成されている。
【００１８】
高周波受信回路２は、アンテナ１から入力される放送波に対して、所定の同調周波数近傍
の成分のみを選択的に通過させる同調動作を行うとともに、同調後の信号に対して高周波
増幅を行うものであり、アンテナ同調回路２０、ＲＦ増幅回路２２、ＲＦ同調回路２４を
含んで構成されている。
【００１９】
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アンテナ１が接続されたアンテナ同調回路２０の出力をＲＦ増幅回路２２で増幅し、さら
にその増幅出力をＲＦ同調回路２４に通すことにより、選択性を向上させることができる
。また、アンテナ同調回路２０とＲＦ同調回路２４のそれぞれには、同調周波数を可変す
るための可変容量ダイオードが含まれており、可変容量ダイオードに印加する逆バイアス
の同調電圧を変えることにより、アンテナ同調回路２０とＲＦ同調回路２４の各同調周波
数が連動して変更される。すなわち、高周波受信回路２では、アンテナ同調回路２０とＲ
Ｆ同調回路２４に印加される同調電圧に応じた受信周波数（同調周波数）の放送波が選択
される。
【００２０】
局部発振器３は、電圧制御発振器（ＶＣＯ）３１、分周器３２、基準信号発生器３３、位
相比較器３４、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）３５を含んで構成されている。
ＶＣＯ３１は、ローパスフィルタ３５によって生成される制御電圧に対応した周波数の発
振動作を行って局部発振信号を出力するものであり、ＶＣＯ共振回路９１と増幅器９２を
備えている。ＶＣＯ共振回路９１は、コイルとコンデンサからなる並列共振回路であり、
共振周波数を可変するための２つの可変容量ダイオードがコンデンサと並列に接続されて
いる。そして、印加される逆バイアスの制御電圧に応じて可変容量ダイオードの容量が変
化することにより、ＶＣＯ共振回路９１の共振周波数が変化する。また、増幅器９２は、
発振に必要な所定の増幅動作を行う。
【００２１】
分周器３２は、ＶＣＯ３１から入力される局部発振信号を所定の分周比Ｎで分周して出力
する。分周比Ｎの値は、制御部８によって可変に設定される。基準信号発生器３３は、周
波数安定度の高い所定周波数の基準信号を出力する。
位相比較器３４は、基準信号発生器３３から出力される基準信号と分周器３２から出力さ
れる信号（分周後の局部発振信号）との間で位相の比較を行い、位相差に応じたパルス状
の誤差信号を出力する。ローパスフィルタ３５は、位相比較器３４から出力されるパルス
状の誤差信号の高周波成分を除去して平滑化することにより、制御電圧を生成する。これ
らのＶＣＯ３１、分周器３２、位相比較器３４、ローパスフィルタ３５がループ状に接続
されて、ＰＬＬ（位相同期ループ）が構成されている。
【００２２】
なお、上述した高周波受信回路２内のアンテナ同調回路２０およびＲＦ同調回路２４のそ
れぞれに含まれる可変容量ダイオード、および局部発振器３内のＶＣＯ共振回路９１に含
まれる可変容量ダイオードのそれぞれは、電圧対容量の特性がほぼ同じものが用いられて
いる。また、これらの可変容量ダイオードを含んで構成される各共振回路は、可変容量ダ
イオードとコンデンサとコイルを互いに並列に接続した同じ構成を有している。このよう
に、高周波受信回路２と局部発振器３内のＶＣＯ３１を同じような構成とすることにより
、周囲温度に対する発振周波数あるいは同調周波数の変化の傾向を一致させることができ
、ＤＡＣ４、６の温度係数を調整するだけで温度補償を行うことが可能になる。
【００２３】
ＤＡＣ４は、高周波受信回路２内のアンテナ同調回路２０に対して印加する同調電圧を生
成する。ＤＡＣ６は、高周波受信回路２内のＲＦ同調回路２４に印加する同調電圧を生成
する。具体的には、これらのＤＡＣ４、６は、設定データ生成手段としての制御部８から
入力される設定データの値に応じた電圧を生成する。また、これらのＤＡＣ４、６は、所
定の温度係数を有しており、出力電圧の値が周囲温度に応じて変化する。ＤＡＣ４、６の
詳細については後述する。
【００２４】
制御部８は、ＦＭ受信機１００の全体動作を制御するものであり、ＭＰＵ８１、メモリ８
２、操作部８３を含んで構成されている。ＭＰＵ８１は、操作部８３から入力される受信
周波数の設定値に応じて局部発振器３内の分周器３２の分周比Ｎを設定したり、ＤＡＣ４
、６のそれぞれに入力するデータを設定する等の所定の制御動作を行う。メモリ８２は、
ＭＰＵ８１の動作プログラムを格納する。操作部８３は、各種の操作キーを備えており、
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受信周波数の設定等を行うために用いられる。
【００２５】
混合回路９は、高周波受信回路２から出力される受信信号と、局部発振器３から出力され
る局部発振信号とを混合して、その差成分に対応する信号を出力する。
中間周波増幅回路１０は、混合回路９から出力される信号を増幅するとともに所定の中間
周波数（１０．７ＭＨｚ）近傍の周波数成分のみを通過させることにより、中間周波信号
を生成する。
【００２６】
検波回路１１は、中間周波増幅回路１０から出力される中間周波信号に対して検波処理を
行い、音声信号を復調する。低周波増幅回路１２は、検波回路１１から出力される音声信
号を所定のゲインで増幅する。スピーカ１３は、低周波増幅回路１２から出力される増幅
後の音声信号に基づいて音声出力を行う。
【００２７】
図２は、ＤＡＣ４の詳細構成を示す図である。なお、ＤＡＣ６もＤＡＣ４と同じ構成を有
しており、詳細な説明は省略する。
図２に示すように、ＤＡＣ４は、ＦＥＴ１１０、１１１、１２０、１２１、１２２、１３
０、１３１、１３２、…、１４０、１４１、１４２と、電流源１１２と、アナログスイッ
チ１２３、１３３、…、１４３と、インバータ回路１２４、１３４、…１４４と、温度係
数設定部１５０とを含んで構成されている。
【００２８】
ＦＥＴ１１０、１１１、電流源１１２とＦＥＴ１２０、１２１とを用いて第１のカレント
ミラー回路が構成されており、インバータ回路１２４、ＦＥＴ１２２およびアナログスイ
ッチ１２３によって構成される切替回路によってその動作の有効／無効が制御される。こ
の第１のカレントミラー回路は、ＤＡＣ４の入力データの第１ビットｄ 1に対応している
。この第１ビットｄ 1が“１”のとき、すなわちインバータ回路１２４に入力される信号
がハイレベルのときに、アナログスイッチ１２３およびＦＥＴ１２２がともにオン状態に
なるため、第１のカレントミラー回路の動作が有効になって、所定の電流Ｉ 1が流れる。
【００２９】
また、ＦＥＴ１１０、１１１、電流源１１２とＦＥＴ１３０、１３１とを用いて第２のカ
レントミラー回路が構成されており、インバータ回路１３４、ＦＥＴ１３２およびアナロ
グスイッチ１３３によって構成される切替回路によってその動作の有効／無効が制御され
る。この第２のカレントミラー回路は、ＤＡＣ４の入力データの第２ビットｄ 2に対応し
ている。この第２ビットｄ 2が“１”のとき、すなわちインバータ回路１３４に入力され
る信号がハイレベルのときに、アナログスイッチ１３３およびＦＥＴ１３２がともにオン
状態になるため、第２のカレントミラー回路の動作が有効になって、所定の電流Ｉ 2が流
れる。
【００３０】
同様に、ＦＥＴ１１０、１１１、電流源１１２とＦＥＴ１４０、１４１とを用いて第ｎの
カレントミラー回路が構成されており、インバータ回路１４４、ＦＥＴ１４２およびアナ
ログスイッチ１４３によって構成される切替回路によってその動作の有効／無効が制御さ
れる。この第ｎのカレントミラー回路は、ＤＡＣ４の入力データの第ｎビットｄ nに対応
している。この第ｎビットｄ nが“１”のとき、すなわちインバータ回路１４４に入力さ
れる信号がハイレベルのときに、アナログスイッチ１４３およびＦＥＴ１４２がともにオ
ン状態になるため、第ｎのカレントミラー回路の動作が有効になって、所定の電流Ｉ nが
流れる。
【００３１】
本実施形態では、ＤＡＣ４に入力されるｎビットのデータは、第１ビットｄ 1が最下位ビ
ットに、第ｎビットｄ nが最上位ビットに対応している。また、第１のカレントミラー回
路によって生成される電流Ｉ 1を１とすると、第２、第３、…第ｎのカレントミラー回路
によって生成される電流Ｉ 2、Ｉ 3、…、Ｉ nはその２（＝２ 1）倍、４（＝２ 2）倍、…、
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２ ( n - 1 )倍となるように、各ＦＥＴのゲート幅（チャネル幅）Ｗやゲート長（チャネル長
）Ｌが設定されている。
【００３２】
上述した第１～第ｎのカレントミラー回路が並列に接続されて電流源が形成されており、
２以上のカレントミラーが同時に動作すると、これら複数のカレントミラー回路によって
生成される各電流が加算される。したがって、入力データの各ビットの値に対応して上述
した第１～第ｎのカレントミラー回路を選択的に動作させることにより、この入力データ
の値に対応した電流を生成することが可能になる。このようにして生成された電流が温度
係数設定部１５０に供給される。
【００３３】
温度係数設定部１５０は、温度係数が異なる複数の抵抗を組み合わせて構成される合成抵
抗であり、この合成抵抗全体の素子定数（抵抗値）が周囲温度に応じて変化する。一般に
、半導体製造プロセスによって半導体基板上に形成される抵抗は、不純物の種類や濃度を
工夫することにより、３種類程度の温度係数を容易に実現できることが知られている。例
えば、半導体基板上にポリシリコンで抵抗を形成する場合には、不純物濃度やｐ形にする
かｎ形にするかによって、－数千～＋数百ｐｐｍ／°Ｃの温度係数を容易に実現すること
ができる。あるいは、ポリシリコンの代わりに、半導体基板上に形成されたｐ形領域ある
いはｎ形領域の拡散抵抗を利用する場合も同様である。温度係数が大きく異なる３種類の
抵抗Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３が半導体基板上に形成可能である場合を考えると、これら３種類の
抵抗Ｒ１～Ｒ３の値や接続方法を工夫することにより、温度係数設定部１５０全体として
の温度係数を所定範囲で自由に設定することができる。
【００３４】
図３は、３種類の抵抗を直列接続した温度係数設定部１５０の構成を示す図である。３種
類の抵抗Ｒ１～Ｒ３のそれぞれの抵抗値をｒ 1、ｒ 2、ｒ 3、それぞれの温度係数をａ 1、ａ

2、ａ 3とすると、図３に示す温度係数設定部１５０全体の温度係数ｂ 1は、
ｂ 1＝（ａ 1ｒ 1＋ａ 2ｒ 2＋ａ 3ｒ 3）／（ｒ 1＋ｒ 2＋ｒ 3）
となる。また、温度係数設定部１５０に供給される電流をＩとすると、温度係数設定部１
５０の一方端に現れるＤＡＣ４の出力電圧Ｖ outは、
Ｖ out＝（ｒ 1＋ｒ 2＋ｒ 3）Ｉ
となり、この出力電圧Ｖ outは、周囲温度が１°Ｃ変化したときに、ΔＶ＝（ａ 1ｒ 1＋ａ 2

ｒ 2＋ａ 3ｒ 3）Ｉだけ変動する。
【００３５】
図４は、３種類の抵抗を並列接続した温度係数設定部１５０の構成を示す図である。図４
に示す温度係数設定部１５０全体の温度係数ｂ 2は、
ｂ 2＝ａ 1ａ 2ａ 3（ｒ 1ｒ 2＋ｒ 2ｒ 3＋ｒ 3ｒ 1）／（ａ 1ａ 2ｒ 1ｒ 2＋ａ 2ａ 3ｒ 2ｒ 3＋ａ 3ａ 1ｒ

3ｒ 1）
となる。また、温度係数設定部１５０の一方端に現れるＤＡＣ４の出力電圧Ｖ outは、
Ｖ out＝ｒ 1ｒ 2ｒ 3Ｉ／（ｒ 1ｒ 2＋ｒ 2ｒ 3＋ｒ 3ｒ 1）
となり、この出力電圧Ｖ outは、周囲温度が１°Ｃ変化したときに、ΔＶ＝ａ 1ａ 2ａ 3ｒ 1

ｒ 2ｒ 3Ｉ／（ａ 1ａ 2ｒ 1ｒ 2＋ａ 2ａ 3ｒ 2ｒ 3＋ａ 3ａ 1ｒ 3ｒ 1）だけ変動する。
【００３６】
図５は、３種類の抵抗を直列および並列接続した温度係数設定部１５０の構成を示す図で
ある。図５に示す温度係数設定部１５０全体の温度係数ｂ 3は、
ｂ 3＝（ａ 1ｒ 1＋ａ 2ａ 3ｒ 2ｒ 3／（ａ 2ｒ 2＋ａ 3ｒ 3））／（ｒ 1＋ｒ 2ｒ 3／（ｒ 2＋ｒ 3））
となる。また、温度係数設定部１５０の一方端に現れるＤＡＣ４の出力電圧Ｖ outは、
Ｖ out＝（ｒ 1＋ｒ 2ｒ 3／（ｒ 2＋ｒ 3））Ｉ
となり、この出力電圧Ｖ outは、周囲温度が１°Ｃ変化したときに、ΔＶ＝（ａ 1ｒ 1＋ａ 2

ａ 3ｒ 2ｒ 3／（ａ 2ｒ 2＋ａ 3ｒ 3））Ｉだけ変動する。
【００３７】
このように、本実施形態のＦＭ受信機１００に含まれるＤＡＣ４、６は、所定の温度係数
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を有しており、ＭＰＵ８１から入力されるデータが一定であっても、温度が変化するとそ
の出力電圧Ｖ outが変化するようになっている。これにより、周囲温度が変化しても、ア
ンテナ同調回路２０やＲＦ同調回路２４の同調周波数を一定に維持することが可能になる
。
【００３８】
特に、ＤＡＣ４、６は、所定の温度係数を有する抵抗Ｒ１～Ｒ３を含んで構成される温度
係数設定部１５０を有しており、温度係数設定部１５０全体の素子定数（抵抗値）が周囲
温度に応じて変化するようになっている。このため、ＤＡＣ４、６全体の温度特定を所定
範囲内で任意に設定することが可能になる。また、この温度係数設定部１５０と電流源と
を組み合わせてＤＡＣ４、６を構成し、電流源から供給される電流を温度係数設定部１５
０に流すことにより、温度係数設定部１５０の温度係数に応じてＤＡＣ４、６の出力電圧
を変化させることが容易となる。
【００３９】
しかも、この温度係数は、温度係数設定部１５０内の３種類の抵抗Ｒ１～Ｒ３の接続方法
を変更したり、抵抗Ｒ１～Ｒ３の各温度係数を変更することにより、ある程度任意に設定
することが可能となる。したがって、ローパスフィルタ３５からＶＣＯ３１に印加する制
御電圧が周囲温度に応じて変化したときに、同じようにＤＡＣ４、６の出力電圧を変化さ
せることが可能になり、温度変化に伴うトラッキングエラーの拡大を防止することができ
る。
【００４０】
また、本実施形態のＤＡＣ４、６やアンテナ同調回路２０、ＲＦ同調回路２４等は、温度
補償用コンデンサ等の高価な部品を用いずに構成されているため、部品コストを削減する
ことができる。しかも、ＤＡＣ４、６内の温度係数設定部１５０は、ＣＭＯＳプロセスあ
るいはＭＯＳプロセス等の半導体プロセスを用いて、不純物の種類や濃度を制御すること
により実現できるため、温度補償用の部品を半導体基板上に形成することができる。この
ため、ＦＭ受信機１００を構成する各部品を半導体基板上に形成する際に外付け部品を減
らすことが可能になり、さらにコストダウンを図ることが可能になる。
【００４１】
なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内において
種々の変形実施が可能である。例えば、上述した実施形態では、ＦＭ受信機１００に含ま
れるＤＡＣ４、６に温度係数を持たせる場合を考えたが、ＡＭ受信機等の他の受信機やそ
の他の送信機、通信機に含まれるＤＡＣに温度係数を持たせるようにしてもよい。
【００４２】
また、上述した本実施形態では、入力データの各ビットの値に応じた電流を生成するＤＡ
Ｃ４、６について説明したが、その他の方式を用いたＤＡＣ、例えばＲ－２Ｒ抵抗形や荷
重抵抗形のＤＡＣを用いた受信機等に本発明を適用するようにしてもよい。これらの場合
には、所定の動作電圧を生成する電源内に温度係数設定部１５０を備え、電源によって生
成される動作電圧の値を周囲温度に応じて変化させればよい。また、この方法は、図２に
示した電流形のＤＡＣ４、６に適用することもできる。すなわち、図２において、温度係
数設定部１５０を抵抗値が固定の抵抗に置き換えるとともに、温度係数設定部１５０を含
んで出力電圧が周囲温度に応じて変化する電源を備え、この電源の出力電圧をＦＥＴ１１
０、１２０、１３０、…、１４０のそれぞれのドレインに印加すればよい。
【００４３】
また、上述した実施形態では、ＤＡＣ４、６に含まれる温度係数設定部１５０を、温度係
数が異なる３種類の抵抗Ｒ１～Ｒ３を組み合わせて構成する場合について説明したが、半
導体プロセスにおいて拡散や打ち込みにより添加する不純物の種類や濃度を変更すること
により、温度係数が異なる４種類以上の抵抗を形成することができる場合には、これら４
種類以上の抵抗を組み合わせて温度係数設定部１５０を構成するようにしてもよい。ある
いは、２種類の抵抗を組み合わせて、または１種類の抵抗を用いて所定の温度係数が得ら
れる場合には、２種類あるいは１種類の抵抗を用いて温度係数設定部１５０を構成するよ
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うにしてもよい。
【００４４】
また、上述した実施形態では、ＤＡＣ４、６全体の温度係数を温度係数設定部１５０内の
抵抗の組み合わせを工夫して所望の値にしたが、ＤＡＣ４、６内の温度係数設定部１５０
以外の各構成が無視できない温度係数を有する場合には、これらの各構成と温度係数設定
部１５０とを含むＤＡＣ４、６全体の温度係数が所定の値となるように温度係数設定部１
５０の温度係数を設定すればよい。
【００４５】
また、上述した実施形態では、アンテナ同調回路２０、ＲＦ同調回路２４およびＶＣＯ３
１のそれぞれに、可変容量ダイオードとコイルとが並列接続された共振回路が含まれる場
合について説明したが、これらの素子が直列接続された共振回路が含まれるようにしても
よい。
【００４６】
【発明の効果】
上述したように、本発明によれば、デジタル－アナログ変換器が所定の温度係数を有して
いるため、局部発振器に印加される制御電圧が周囲温度に応じて変化したときに同調電圧
を同じように変化させることが可能になる。したがって、高価な温度補償用コンデンサを
用いて高周波受信回路や同調回路を構成する必要がなくなり、部品コストを低減すること
が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】一実施形態のＦＭ受信機の構成を示す図である。
【図２】ＤＡＣの詳細構成を示す図である。
【図３】３種類の抵抗を直列接続した温度係数設定部の構成を示す図である。
【図４】３種類の抵抗を並列接続した温度係数設定部の構成を示す図である。
【図５】３種類の抵抗を直列および並列接続した温度係数設定部の構成を示す図である。
【符号の説明】
４、６　ＤＡＣ（デジタル－アナログ変換器）
２０　アンテナ同調回路
２４　ＲＦ同調回路
３１　ＶＣＯ（電圧制御発振器）
１１０、１１１、１２０、１２１、１２２、…、１４２　ＦＥＴ
１１２　電流源
１２３、１３３、…、１４３　アナログスイッチ
１２４、１３４、…、１４４　インバータ回路
１５０　温度係数設定部

10

20

30

(9) JP 3974497 B2 2007.9.12



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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