(57)【要約】
【課題】

簡単な回路構成で消費電力の少ない任意の非

線形・非単調伝達関数生成回路および任意の非線形ダイ
ナミクス実現回路を形成する。
【解決手段】

非線形を含む任意の時間の関数で電圧値

が変化する電圧源（３）が、スイッチ（４）を介してキ
ャパシタ（５）に接続されており、スイッチ（４）は、
入力信号により導通と非導通が制御されており、入力信
号は電圧値または電流値が変化した時点に情報を有する
パルス変調信号であり、入力信号の電圧値または電流値
が変化した時点でスイッチ（４）が導通から非導通に切
り替わり、その時点での電圧源（３）の電圧値をキャパ
シタ（５）に保存し、そのキャパシタの端子電圧を出力
することにより、入力信号を任意関数と同形の変換関数
により変換して出力する。

(2)
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【特許請求の範囲】

が変化する電流源と、キャパシタと、前記電流源と前記

【請求項１】

非線形を含む任意の時間の関数で電圧値

キャパシタの間に配置され入力端子に入力された入力信

が変化する電圧源が、スイッチを介してキャパシタに接

号により導通、非導通状態が制御されるスイッチと、前

続されており、

記キャパシタの電圧を出力する出力端子を具備すること

前記スイッチは、入力信号により導通と非導通が制御さ

を特徴とする非線形演算回路。

れており、前記入力信号は電圧値または電流値が変化し

【請求項９】

た時点に情報を有するパルス変調信号であり、前記入力

はパルス位相変調信号であることを特徴とする請求項７

信号の電圧値または電流値が変化した時点で前記スイッ

または請求項８記載の非線形演算回路。

チが導通から非導通に切り替わり、その時点での前記電

【請求項１０】

圧源の電圧値を前記キャパシタに保存し、そのキャパシ

有するアナログ信号が入力された場合に前記アナログ信

タの端子電圧を出力することにより、

号をパルス幅変調信号またはパルス位相変調信号に変換

入力信号を前記任意関数と同形の変換関数により変換し

するパルス変調信号変換手段が前記入力端子に接続され

て出力することを特徴とする非線形演算回路。

ていることを特徴とする請求項７または請求項８記載の

【請求項２】

非線形演算回路。

非線形を含む任意の時間の関数で電流値

前記入力信号は、パルス幅変調信号また

電圧値または電流値の大きさに情報を

が変化する電流源が、スイッチを介してキャパシタに接

【請求項１１】

前記出力端子に接続され前記キャパシ

続されており、

タの出力電圧を一時的に保持する手段を有し、前記保持

前記スイッチは、入力信号により導通と非導通が制御さ

されたキャパシタ出力電圧を前記アナログ信号に替えて

れており、前記入力信号は入力情報を表す所定の時点に

前記パルス変調信号変換手段にフィードバックさせるフ

おいて、所定の時間幅でのみ電圧値または電流値が変化

ィードバックループを有することを特徴とする請求項１

するパルス位相変調信号であり、前記時間幅の時間内で

０記載の非線形演算回路。

のみ前記スイッチが非導通から導通に切り替わり、前記

【発明の詳細な説明】

時間内で前記電流源から前記キャパシタに電流を流すこ

【０００１】

とにより、

【発明の属する技術分野】本発明は非線形演算回路に関

前記入力信号を前記任意関数と同形の変換関数により変

するもので、詳しくは集積回路化に好適な非線形伝達特

換した値に比例する量で、キャパシタに蓄積されていた

性を有する回路、または非線形アナログダイナミクスを

電荷量を増減し、そのキャパシタの端子電圧を出力とす

実現する回路に関するものである。

ることを特徴とする非線形演算回路。

【０００２】

【請求項３】

前記スイッチの前段に電圧値または電流

【従来の技術】近年のコンピュータの性能向上は著しい

値の大きさをパルス変調信号に変換する回路を設置し、

ものがあるが、リアルタイムで人の顔を認識したり、表

前記入力信号は電圧値または電流値の大きさに情報を有

情を読み取ったりするような、人が容易に行える処理が

するアナログ信号であることを特徴とする請求項１記載

現状のコンピュータではほとんど実行できない。これは

の非線形演算回路。

コンピュータの処理方式自体がこのような処理に適して

【請求項４】

いないためである。

前記スイッチの前段に電圧値または電流

値の大きさをパルス位相変調信号に変換する回路を設置

【０００３】そこで、脳の情報処理様式をまねた知能処

し、前記入力信号は電圧値または電流値の大きさに情報

理モデルが研究されている。代表的なものがニューラル

を有するアナログ信号であることを特徴とする請求項２

ネットワークである。１９９０年代前半までのニューラ

記載の非線形演算回路。

ルネットワークモデルは、入力の重み付総和を求めしき

【請求項５】

前記出力を一時的に保持し、それを前記

い値処理するだけの単純なものがほとんどであったが、

入力にフィードバックさせることを特徴とする請求項３

近年、しきい値処理以上に非線形な、すなわち非単調な

記載の非線形演算回路。

処理を特徴とするモデルが多く提案され、その性能の高

【請求項６】

前記出力を一時的に保持し、それを前記

さが実証されている。例としては、非単調な伝達特性、

入力にフィードバックさせることを特徴とする請求項４

即ち非単調な入出力特性を有するユニットを相互に結合

記載の非線形演算回路。

した連想メモリとか、非単調ダイナミクス、即ち時間発

【請求項７】

展方程式により発生させたカオス的挙動を連想や最適化

非線形を含む任意の時間の関数で電圧値

が変化する電圧源と、キャパシタと、前記電圧源と前記

処理に利用するニューラルネットワークなどである。

キャパシタの間に配置され入力端子に入力された入力信

【０００４】そもそも、ニューラルネットワークモデル

号により導通、非導通状態が制御されるスイッチと、前

は超並列・分散型の情報処理モデルであるから、逐次処

記キャパシタの電圧を出力する出力端子を具備すること

理方式である現状のノイマン型コンピュータでの実行は

を特徴とする非線形演算回路。

極めて効率が悪い。ニューラルネットワークの実用化に

【請求項８】

は専用のハードウェアとしての集積回路の使用が必須で

非線形を含む任意の時間の関数で電流値

(3)
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ある。そこで、上記のようなモデルの進展に呼応して、

Ｖ2 が出力端子２に生成される。図１０（ｃ）は、入力

非線形な特性を必要とする知能処理モデルを形成するの

電圧Ｖ1 と、図１０（ａ）の非線形関数生成回路により

に適する、非線形・非単調な特性を実現する回路が各種

参照電圧ｆ1 、ｆ2 によって変換された出力電圧Ｖ2 の

提案されている。

関係を示す。

【０００５】一方、さまざまな情報処理において、乱数

【００１０】任意の関数としての参照電圧波形は、例え

を必要とすることが少なくない。カオス信号を乱数とし

ばディジタルメモリとＤ／Ａ変換器の組合せで生成する

て使用できる場合も多い。そのため、カオス発生回路が

ことができる。特定の非線形関数形状であれば時間の関

多く提案されている。カオスは基本的には非単調伝達特

数をアナログ回路で生成することはそれほど困難ではな

性を有するフィードバック系により発生できるので、小

い。すなわち、この回路のポイントは、時間の任意関数

回路規模で消費電力の小さい非単調伝達関数発生回路を

を伝達関数に変換するという点にある。与える任意電圧

作れれば、高性能な情報処理回路が構成できる。

波形は複数個の伝達関数生成回路に共通に使用できるの

【０００６】従来、非線形伝達関数を生成する回路とし

で、多数の伝達関数生成回路をチップ上に配置して並列

ては、回路を構成する素子特有の特性を利用したり、特

動作させる場合でも、電圧波形生成回路は１個でよい。

定の伝達特性を得るために設計された回路を利用してい

【００１１】例として、Ｆ(x) ＝４ａｘ（１−ｘ）で表

た。このため、伝達関数の関数形状を任意に変えること

される「ロジスティック写像」を考える。ただし、ａは

はできないという欠点があった。すなわち、任意の非線

定数である。離散時間系で考えて、時刻ｔのロジスティ

形・非単調な伝達関数を生成することは、通常のアナロ

ック写像の結果を入力にフィードバックさせて、時刻ｔ

グ回路では困難である。

＋１のロジステッィク写像を計算する。すなわち、ｘ

【０００７】そこで、任意の伝達関数を生成する回路と

（ｔ＋１）＝４ａｘ(t)(１−ｘ(t))という離散時間のダ

して、パルス幅変調（ＰＷＭ）方式を用いた方法が T.M

イナミクスを実行すると、ａが０．８９を少し越えた辺

orie,S.Sakabayashi,M.Nagata,and A.Iwata,

Nonlinea

りからカオスが発生することが知られている。ａを変数

r function generators and chaotic signal generator

として出力ｘを重ね書きしていった図は分岐図と呼ばれ

s using a pulse‑width modulation method,

る。数値計算により得られたロジスティック写像の分岐

Electron

ics Letters,vol.33,no.16,pp.1351‑1352,1997（文献

図を図１１に示す。

[1] ）において提案されている。

【００１２】この写像を回路で実現するには、図１０

【０００８】入力電圧からＰＷＭ信号を生成するには、

（ｂ）で示すように

比較のための参照電圧波形との比較でパルス幅を決定す

【数１】

る。この参照電圧波形を非線形にすることにより、非線
形な変換が実現できる。すなわち、参照電圧波形がｆ
(t) という時間の関数で表されるとき、入力電圧をＶ1
としたときに得られるパルス幅は、Ｆ（Ｖ1 ）となる。
ただし、Ｆ＝ｆ‑1、すなわちｆの逆関数である。得られ

【００１３】で表される二つの非線形な参照波形をそれ

たＰＷＭ波形で定電流源をスイッチし、その電流で直列

ぞれ比較器６０１および６０２に与えればよい。ここ

に接続されたキャパシタに電荷を蓄積すれば、キャパシ
タの端子電圧Ｖ2 はＶ2 ＝ｆ‑1（Ｖ1 ）＝Ｆ（Ｖ1 ）と

で、出力をサンプルホールド回路を通して入力にフィー

なって非線形な変換（伝達関数）が実現できる。この原

できる。

理ではｆ(t) が単調でなければならないので、非単調の

【００１４】図１２に他の従来例を示す。比較器６０

伝達関数を生成するには、単調な区間の数だけ比較器を

１、６０２をキャパシタとインバータで構成すると、比

用意し、それらの出力の論理演算を行って非単調関数に

較器にサンプルホールド機能を組み入れることができ

従ったパルス幅を有するＰＷＭ信号を作り出す。

る。さらに、図１０（ａ）の出力端子をバッファを介し

【０００９】図１０に従来の従来の非線形関数生成法の

て入力端子に接続し、フィードバック型にしたものであ

一例を示す。図１０（ａ）は単調区間が２の場合の回路
構成例を示しており、２個の比較器６０１および６０２

る。図１０（ｂ）にパルスφ1 、φ2 、φ3 のタイミン
グと参照電圧波形ｆ1 、ｆ2 の時間変化を示す。

を用意し、ＡＮＤゲート９でＰＷＭ信号を作る。図１０

【００１５】図１３にこの回路の回路シミュレーション

（ｂ）に２つの参照電圧ｆ1およびｆ2 の時間変化を示

により生成した分岐図を示す。おおむね図１１と同様な

す。得られたＰＷＭ信号はそのパルス幅の期間だけスイ

特性が得られているが、やや細部がぼやけている。これ

ッチ４を導通させて定電流源３９をコンデンサ４に接続

はシミュレーションの演算誤差のためである。

し、一定電流によりコンデンサ４を充電する。このよう

【００１６】

にして、ＰＷＭ信号のパルス幅に比例する電荷がコンデ

【発明が解決しようとする課題】以上説明した従来の非

ンサ４に蓄積され、その結果該パルス幅に比例する電圧

線形演算回路には以下のような欠点がある。

ドバックさせると、同じダイナミクスを実行することが

(4)

特開２０００−５７２４１

【００１７】１）実現したい非線形伝達関数の単調な区

ログ的な特性を利用しているため、素子の寸法を自由に

間の数だけの比較器を用意しなければならず、回路規模

縮小することができず、低消費電力化・低電圧化が難し

と消費電力が増加する。

い。また、ＬＳＩ製造プロセスの微細化の恩恵を受けら

【００１８】２）実現したい非線形伝達関数の逆関数と

れないという欠点もある。

なる電圧波形の組を用意しなければならず、制御回路が

【００２４】パルス変調方式で用いられる信号は、パル

複雑になる。

スであり、電圧もしくは電流値としては２値であり、時

【００１９】３）複数の比較器と論理演算回路を組合わ

間軸方向にパルス幅やパルス位相などでアナログ的な情

せているので、演算誤差が増加する。やや細部がぼやけ

報を有する。ディジタル方式と同様にノイズなどの影響

ている図１３にその影響が見られる。

に強い耐性があり、制御性も良く、ディジタルシステム

【００２０】さて、ＰＷＭに代表されるパルス変調方式

との接続も容易である。演算精度は通常６〜８ビット程

自体もアナログ演算を行う大規模集積システムに適した

度であり、画像・音声の認識などの知能処理が可能な精

方法である。これについては

A.Iwata and M.Nagata,

度を有している。注意すべき点は、パルス変調方式では

AConcept of Analog‑Digital Merged Circuit Archit

アナログ的に情報が処理できるので、６ビット精度とい

ecture for Future VLSI's,

IEICE Transactions on F

ってもディジタル方式のような量子化誤差が発生するわ

undamentals of Electronics,Communications and Comp

けではない。そのため、情報の連続性が重要なアナログ

utre Sciences,vol.E79‑A,no.2,pp.145‑157,1996 （文

ニューラルネットワークモデルやカオスを用いるモデル

献[2] ）に詳しく述べられている。従来の集積回路はデ

に有効に適用できる。パルス変調方式を実現する回路

ィジタル方式とアナログ方式に分けられるが、いずれに

は、主にスイッチや容量であり、素子のアナログ的特性

も長所と短所があった。パルス変調方式は両者の短所を

を利用するわけではないので、ディジタル方式と同様

補い、両者の長所を併せ持つ優れた方式である。パルス

に、製造プロセスの微細化にしたがって素子を縮小でき

変調方式は、特に、大規模アナログ処理回路に適してい

る。また、回路規模はディジタル方式よりもはるかに小

る。

さく、アナログ方式と同レベルである。さらに、基本的

【００２１】ディジタル方式はノイズや配線間のクロス

に１個のデータは１個のパルスで表現するため、状態遷

トークに強く、制御性が良く、通常のコンピュータシス

移は１回であり、多数のビットの状態遷移でデータが表

テムが同じディジタル方式を採用しているため、それら

現されるディジタル方式に比べて、通常状態遷移の数に

との接続も容易である。演算精度も演算ビット数を増や

比例する消費電力はかなり低減できる。

せばいくらでも高めることができる。用いているトラン

【００２５】以上のような多くの利点を有するパルス変

ジスタのサイズもＬＳＩ製造プロセスの微細化の進展と

調方式であるが、大規模な非線形アナログ処理による知

ともに年々縮小していくことができる。

能処理システムを構築するには、非線形演算を効率的に

【００２２】しかし、ディジタル方式の短所としては、

行えるパルス変調方式が必要である。従来は上記図１０

回路規模がアナログ方式に比べて２桁程度大きく、多数

および図１２に示すような非線形演算回路が提案されて

ユニットをチップ上に集積して並列動作を行うことが難

るのみであった。

しい。そのため、通常は１ユニットで時間分割処理を行

【００２６】したがって本発明の目的は、上記のような

い、多数の演算を処理するので、トータルとしての処理

従来例の欠点を克服し、簡単な回路構成で省電力な、任

時間が長いという欠点がある。演算精度すなわちビット

意非線形・非単調伝達関数生成回路および任意非線形ダ

数と回路規模とは反比例の関係にあるので、演算精度を

イナミクス実現回路を提供することを目的とする。この

上げるほど回路規模が大きくなる。カオスに代表される

回路は電圧信号を扱うだけでなく、パルス変調信号を扱

非線形アナログ演算ではディジタル計算の丸め誤差が大

うこともできることとする。これにより、画像・音声認

きく影響するので、かなりの高精度が必要であり、その

識・ロボット／システム制御・予測などの分野で、生体

結果回路規模が大きくなる。そのため、非線形アナログ

の情報処理様式をまねた高い知能処理能力を有するハー

ダイナミクスを大規模並列演算で実行することはディジ

ドウェアとしての集積回路を実現することを目的とす

タル方式では難しい。

る。

【００２３】それに対して、アナログ方式は回路規模が

【００２７】また、さまざまな情報処理回路に適用でき

小さいのでチップ上に多数の演算ユニットを搭載するこ

る、コンパクトで高集積化な乱数発生回路を提供するこ

とができ、並列演算を実行しやすい。アナログダイナミ

とも目的とする。

クスを用いるニューラルネットワークモデルの実行に適

【００２８】

している。しかし、ディジタル方式と反対に、ノイズや

【課題を解決するための手段】本発明は、非線形を含む

配線間クロストークの影響を受けやすく、高い演算精度

任意の時間の関数で電圧値が変化する電圧源が、スイッ

を得ることが難しい、他のディジタルシステムとの接続

チを介してキャパシタに接続されており、スイッチは、

が容易でないという欠点がある。また、回路素子のアナ

入力信号により導通と非導通が制御されており、入力信
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号は電圧値または電流値が変化した時点に情報を有する

時間の関数で変化する電圧を供給する電圧源をスイッチ

パルス変調信号であり、入力信号の電圧値または電流値

を介してキャパシタに接続する。上記スイッチが入力信

が変化した時点でスイッチが導通から非導通に切り替わ

号によって決まるタイミングで導通することにより、入

り、その時点での電圧源の電圧値をキャパシタに保存

力信号を上記任意関数と同形の変換関数により変換して

し、そのキャパシタの端子電圧を出力することにより、

出力する非線形演算回路が形成される。さらに、上記非

入力信号を上記任意関数と同形の変換関数により変換し

線形演算回路において、出力電圧Ｖout をサンプル・ホ

て出力する非線形演算回路である。また本発明は、非線

ールド回路を介して入力にフィードバックさせることに

形を含む任意の時間の関数で電流値が変化する電流源

より、Ｖout （ｔ＋１）＝Ｆ（Ｖout (t))なる離散時間

が、スイッチを介してキャパシタに接続されており、ス

型の非線形ダイナミクスを実現することができる。

イッチは、入力信号により導通と非導通が制御されてお

【００３２】また、本発明では、上記電圧源を電流源に

り、入力信号は入力情報を表す所定の時点において、所

置き換えることにより、入力信号を上記任意関数と同形

定の時間幅でのみ電圧値または電流値が変化するパルス

の変換関数により変換した微小量でキャパシタに蓄積さ

位相変調信号であり、時間幅の時間内でのみスイッチが

れていた電荷量を増減する非線形演算回路を形成する。

非導通から導通に切り替わり、該時間内で電流源からキ

また、この回路で電流源の電流量を微小にしておけば、

ャパシタに電流を流すことにより、入力信号を前記任意

ΔＦ＝Ｆ(x) Δｘという微小量を生成することができ

関数と同形の変換関数により変換した値に比例する量

る。したがって、キャパシタの電荷を保持しておき、出

で、キャパシタに蓄積されていた電荷量を増減し、その

力電圧Ｖout をサンプルホールド回路を通して、入力に

キャパシタの端子電圧を出力とする非線形演算回路であ

フィードバックさせれば、非線形差分方程式ΔＦ／Δｘ

る。

＝Ｆ(x) で表されるダイナミクスを実現することができ

【００２９】さらに本発明は、上記各非線形演算回路に

る。さらに、近似的にｄＦ／ｄｘ＝Ｆ(x) という微分方

おいて、上記スイッチの前段に電圧値または電流値の大

程式を解くことができる。

きさをパルス変調信号に変換する回路を設置し、入力信

【００３３】本発明の実施の形態を以下に図１乃至図９

号は電圧値または電流値の大きさに情報を有するアナロ

を参照して説明する。以下の詳細な説明および図面の記

グ信号である非線形演算回路であり、さらに、上記出力

載において、同様の要素は同様の参照番号により表され

を一時的に保持し、それを入力にフィードバックさせる

る。

こ非線形演算回路である。

実施例１

【００３０】また、本発明は、非線形を含む任意の時間

図１（ａ）および（ｂ）はこの発明の第１の実施例を示

の関数で電圧値が変化する電圧源と、キャパシタと、電

す。実施例１では、図１（ｂ）に示すＰＷＭ信号Ｖ

圧源とキャパシタの間に配置され入力端子に入力された
入力信号により導通、非導通状態が制御されるスイッチ

1 を、図１（ａ）に示す非線形電圧源３、スイッチ４、
およびキャパシタ５を含む非線形変換回路に入力するも

と、キャパシタの電圧を出力する出力端子を具備する非

のである。ここで、入力端子１に入力されるＰＷＭ信号

線形演算回路である。また、本発明は、非線形を含む任

は、パルス幅（Ｔ）に情報を持つパルス幅変調信号であ

意の時間の関数で電流値が変化する電流源と、キャパシ

る。ＰＷＭパルスの立上りと同時に、電圧源３の電圧値

タと、電流源とキャパシタの間に配置され入力端子に入

が図１（ｄ）に示すように任意の、例えば特定の非線形

力された入力信号により導通、非導通状態が制御される

の、時間関数（ｆ(t))で変化する。ここで、ＰＷＭパル

スイッチと、キャパシタの電圧を出力する出力端子を具

スの立上りの時刻をｔ＝０とする。非線形電圧源３の出

備する非線形演算回路である。さらに上記各入力信号

力電圧Ｖ3 の時間変化を図１（ｄ）のｆ(t) で示す。す

は、パルス幅変調信号またはパルス位相変調信号である

なわち、Ｖ3 ＝ｆ(t) である。ＰＷＭパルスが１の間ス

非線形演算回路である。また、電圧値または電流値の大

イッチ４は閉じられており、電圧源３からの電圧でキャ

きさに情報を有するアナログ信号が入力された場合にア

パシタ５が充放電される。パルスが立ち下った時点（ｔ

ナログ信号をパルス幅変調信号またはパルス位相変調信

＝Ｔ）でスイッチ４が開き、この時点での電圧値（ｆ

号に変換するパルス変調信号変換手段が上記各入力端子

(T))がキャパシタに保持され、出力端子２に出力され

に接続されている非線形演算回路である。さらに、出力

る。すなわち、出力電圧Ｖ2 ＝ｆ(T) となる。動作タイ

端子に接続されキャパシタの出力電圧を一時的に保持す

ミングは図１（ｂ）および図１（ｄ）に示される。

る手段を有し、保持されたキャパシタ出力電圧を上記ア

【００３４】実施例２

ナログ信号に替えてパルス変調信号変換手段にフィード

第２の実施例は、第１の実施例のＰＷＭ入力をＰＰＭ入

バックさせるフィードバックループを有する非線形演算

力に置き換えて、ＰＰＭ信号と非線形電圧源を組み合わ

回路である。

せるものである。

【００３１】

【００３５】第１の実施例において、その動作原理から

【発明の実施の形態】本発明では、非線形を含む任意の

明らかなように、入力は必ずしもＰＷＭ信号である必要
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はない。時刻Ｔにおいて電圧ｆ(T) が出力できれば良

て、図４（ａ）に示すように、上記ＰＷＭ信号をＰＰＭ

い。従って、キャパシタ５を充電できるだけの時間幅を

信号に変換して出力する変換回路であるパルス源７を比

有し、時刻Ｔで立ち下るパルスであればよい。これをパ

較器６とスイッチ４の間に挿入することで、実施例２に

ルス位相変調（ＰＰＭ）信号と呼ぶ。動作タイミングを

相当するＰＰＭ信号による動作を実現する。変換回路７

図１（ｃ）および図１（ｄ）に示す。

の具体例を図５に示す。図５の回路はＮＯＲゲート７４

【００３６】実施例３

の２つの入力に、直接のＰＷＭ信号と、直列に接続され

第３の実施例を図２に示す。実施例２は入力電圧をＰＷ

たインバータ７１、７２、７３を経由したＰＷＭ信号が

Ｍ変換する回路を前段に含む非線形電圧変換回路であ

入力される。これはＰＷＭ信号である入力が立ち下った

る。入力が電圧値に情報を持ったアナログ信号（電圧値

ときに出力を立ち上げ、インバータ７１ないし７３での

Ｖ1 ）である場合は、アナログ信号の電圧をＰＷＭ信号

遅延時間（ΔＴ）の後に出力を立ち下げる回路である。

に変換する回路であるパルス変調信号変換回路を実施例

したがって、入力の立ち下げと同時に一定幅のパルスを

１の回路構成の入力部前段に付加することで本発明の機

出力する回路である。

能が実現できる。

【００４３】図５に示す回路でＰＰＭ信号を発生させた

【００３７】具体例を図２に示す。まずアナログ入力信

場合、ＰＰＭ信号の立ち下がりは図４（ｃ）に示すよう

号Ｖ1 を比較器６を用いて、ランプ電圧発生回路１０に

に、図４（ｂ）に示すＰＷＭ信号の立ち下がりよりＰＰ

より発生されたランプ電圧Ｖ10と比較し、ＰＷＭ信号に

Ｍ信号のパルス幅（ΔＴ）分だけ遅れる。このΔＴの範

変換する。ここで、ランプ電圧とは図２（ｂ）または

囲内でｆ(t) の変化が十分小さければ問題ないが、そう

（ｃ）に示すように単調に増加する電圧のことをいう。

でない場合は電圧源１０の電圧波形ｆ（ｔ）も図４

ランプ電圧の変化が図２（ｂ）に示すように線形であれ

（ｄ）に示すようにΔＴだけ遅延させてスタートさせる

ば、得られるＰＷＭ信号のパルス幅Ｔは入力電圧Ｖ1 に

とよい。Ｖ3 ＝ｆ（ｔ−ΔＴ）とする。

比例する。スケールを合わせておけば、実施例１より、

【００４４】実施例５

Ｖ2 ＝ｆ（Ｖ1 ）なる変換ができる。
【００３８】また、図２（ｃ）に示すように、ランプ電

実施例５は、実施例４と同様、入力電圧をランプ発生回

圧を非線形波形にすれば（Ｖ10＝ｇ(t))、入力電圧Ｖ1
をＰＷＭ信号（パルス幅Ｔ）に変換するときにＴ＝ｇ‑1

パルスを用いて非線形電圧源による変換を行うものであ

（Ｖ1 ）なる非線形変換ができる。これに実施例１で示

ードバックするループを設けたものである。または、実

した変換を引き続いて行うと、
ｆ（ｇ‑1（Ｖ1 ))＝ｆ・ｇ‑1（Ｖ1 ）

施例３または実施例４において、出力電圧Ｖ2 をサンプ

Ｖ2 ＝ｆ(T) ＝

路によりＰＷＭ変換した後さらにＰＰＭ変換し、ＰＰＭ
るが、さらに出力電圧をバッファを介して入力部にフィ

ルホールド回路に接続して電圧値を保持し、それを一定

という非線形変換の積が実行できる。これにより、ｆお

時間後に入力電圧Ｖ1 として入力にフィードバックする

よびｇの関数は単純であっても、関数積により複雑な非

ものである。

線形関数演算を行わせることができる。なお、図（ｂ）

【００４５】例えば、実施例３（ａ）の回路をフィード

および（ｃ）のＶ61は図２（ａ）における比較器６の出

バック型にするには、図３（ａ）の出力２を、図６に示

力６１のＰＷＭ信号波形である。

すようにバッファ８を介して入力１に接続すればよい。

【００３９】比較器６について、図１２の従来例で示し

この比較器回路（６２、６３、６５、６６、６７、６

たキャパシタとインバータで構成した比較器を使って構

８）はサンプルホールド機能を有しているから、サンプ

成した例を図３（ａ）に示す。図３（ｂ）はパルス

ルホールド回路を新たに付加する必要はない。図６

φ1 、φ2 のタイミングと入力電圧Ｖ1 、ランプ電圧Ｖ
10、およびＰＷＭ信号波形Ｖ61の時間変化を示す。

（ｂ）はパルスφ1 、φ2 のタイミングと、出力電圧Ｖ
2 （Ｖ2 ＝Ｖ1 ）、ランプ電圧Ｖ10、およびＰＷＭ信号

【００４０】実施例４

波形Ｖ61の時間変化を示す。図６（ｂ）に示したシーケ

第４の実施例を図４に示す。実施例４は入力電圧をラン

ンスを繰り返すことで、離散時間的動作が実現され、

プ発生回路によりＰＷＭ信号に変換した後、さらにＰＰ

Ｖ2 （ｔ＋１）＝ｆ（Ｖ2 (t))

Ｍ信号に変換し、このＰＰＭパルスを用いて非線形電圧

なるダイナミクスが実行できる。

源による変換を行うものである。

【００４６】この回路のＶ3 ＝ｆ(t) に二次関数を与え

【００４１】前実施例３と同様に、入力が電圧値に情報

れば、図１２で示した回路と同等の機能が得られるが、

を持ったアナログ信号（電圧値Ｖ1）である場合に、入

明らかに回路規模は本実施例の方が小さい。さらに本実

力されたアナログ信号の電圧をＰＰＭ信号に変換する回

施例では二次関数に限らず、任意の非線形関数を実現で

路（６、１０）であるパルス変調信号変換回路を実施例

きるという点で従来例よりも優れている。

１の回路構成の入力部前段に付加することで実施例２と

【００４７】本回路で図１３を得たのと同一条件で回路

同様のＰＰＭ信号による変換機能が実現できる。

シミュレーションを行い、作成したロジスティック写像

【００４２】例えば、図２に示す実施例３の回路におい

の分岐図を図７に示す。図１３で示した従来回路の結果
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に比べると、明らかに形状がはっきりとしており、精密

た、Ｓ２はＶ7 の立ち下がりにより立上り、ＣＬＫの立

な数値計算で得られた図１１の結果に非常に近い。これ

ち上がりにより立ち下る信号である。図８（ｂ）に、ク

は、従来回路に比べて本回路の構成が単純であるがゆえ

ロック信号ＣＬＫ、非線形電圧源３Ｖ3 (t) 、ランプ電

に、高精度であることを示している。

圧源１０Ｖ10(t) 、信号Ｓ１，信号Ｓ２、ＰＷＭ信号Ｖ

【００４８】本実施例では、端子６１の電圧はＰＷＭ信
号である。このパルス幅をＴ(t) とすると、

61、パルス源７からのＰＰＭ信号Ｖ7 のタイミングチャ
ートを示す。

Ｔ（ｔ＋１）＝ｆ（Ｔ(t))

【００５８】以上の動作により、ＣＬＫにより決まる離

となっており、ＰＷＭ信号での非線形演算が同時に実行

散時間で、時刻ｉのときの端子６１のパルス幅Ｔi によ

できる。

り、キャパシタ６５の左に設定される電位がｆ（Ｔi ）

【００４９】本実施例は実施例３の回路をフィードバッ

となる。時刻ｉ＋１ではこの電位によってパルス幅Ｔ

クする例であるが、実施例４をフィードバックしても同
り出せばＰＰＭ信号になっており、ＰＰＭ信号での非線

i+1 が決まるので、適当にスケールを調整すると、
Ｔi+1 ＝ｆ（Ｔi ）
となり、任意の関数ｆによるダイナミクスが実現でき

形演算も同時に実行できる。

る。

実施例６

【００５９】なお、上記の回路でスイッチ６２２の機能

本発明の第６の実施例を図８に示す。図６に示す実施例

は、端子６１をＬｏｗレベルに固定するためのものなの

５の回路においては、キャパシタ５の電圧をバッファを

で、端子６１にスイッチを挿入し、ここで直接Ｌｏｗレ

介して読み出して、比較器を構成するキャパシタ６５に

ベルに固定してもよい。

充電していたが、これは２個のキャパシタ５、６５の充

【００６０】以上説明した図８（ａ）の回路は、精度を

放電を行っていることになる。

求められるアナログ回路であるバッファを介さないた

【００５０】そこで、図８（ａ）に示すように、キャパ

め、回路が単純になり、演算精度も向上する。すなわ

シタを１個にして、非線形演算で充電された電荷をその

ち、この回路はディジタル的な動作をする回路素子のみ

まま比較器で使う回路を形成する。その動作は以下の通

でアナログダイナミクスが実現できるという大きな特徴

りである。

がある。さらに、電荷の充放電の無駄がないため、より

【００５１】１）初めにキャパシタ６５に適当な電荷を

低消費電力化が達成できるという利点がある。

貯めておくか、ノイズなどのランダムな状態を利用し

【００６１】実施例７

て、初期設定する。

実施例７は実施例６の動作を非同期で行うものである。

【００５２】２）クロック信号ＣＬＫにより非線形電圧

即ち実施例６において、外部クロックによる同期動作の

源３とランプ電圧源１０が、それぞれ電圧Ｖ3 (t) ＝ｆ

他に、自分自身の出力により次の演算を開始する非同期

(t) およびランプ電圧Ｖ10(t) の供給をスタートする。

動作も実現できる。すなわち、パルス源７からのパルス

このとき、信号Ｓ１によりスイッチ６２が閉じられ、キ

（Ｖ7 ）の立ち下がりにより立ち上がるパルスを設定

ャパシタ６５にはランプ電圧が供給される。

し、これをＣＬＫとして用いればよい。この場合、パル

【００５３】３）ランプ電圧が上昇してインバータ６６

ス源７から出るパルスの時間間隔がＴi になる。なお、

の入力がしきい値を越えるとインバータが反転する。こ

この回路では、非線形電圧波形やランプ電圧波形を非線

のとき端子６１に現れるパルス幅（ＣＬＫが出されたと

形演算回路毎に同期してスタートさせなければならない

きからの時間）をＴ1 とする。

ため、複数の非線形演算回路に共通の非線形電圧源やラ

【００５４】４）これによりパルス源７からパルスが出

ンプ波形電圧源を用いることはできない。

され、スイッチ６３１および６２１を閉じて、キャパシ

【００６２】実施例８

タ６５の両端にｆ（Ｔ1 ）とインバータ６６のしきい値

実施例８は非線形電圧源の使用に代えてＰＰＭ入力と非

との差の電圧が設定される。ただし、簡単のためパルス

線形電流源を組み合わせたものである。実施例８は、図

源７からのパルスはＴ1 に比べて十分短いとしている。

１に示す実施例２の回路において、電圧源３を電流源で

【００５５】５）パルス源７からのパルスが終了すると

置き換えたものである。図９にはＮ個の電流源３１−１

信号Ｓ２によりスイッチ６２２が閉じられ、キャパシタ

〜３１−Ｎを有する回路が示されている。この電流源３

６５の端子電位は電源電圧ＶＤＤに固定されるので、イ

１は電圧源３と同様に、電流値Ｉ31が任意の、例えば非

ンバータの端子６１はＬｏｗレベルに固定されたままと

線形の、時間の関数ｆ(t) で変化するものである。すな

なる。

わちＩ31＝ｆ(t) で示される。

【００５６】６）再びＣＬＫが与えられると２）の動作

【００６３】ＰＰＭ信号のパルス幅Δｔを十分小さくし

から繰り返す。

ておき、Δｔの時間内でｆ(t) はほとんど変化しないと

【００５７】ここで、信号Ｓ１はＣＬＫの立上りにより

すると、１個のＰＰＭ信号で、キャパシタ５には近似的

立上り、Ｖ7 の立上りにより立ち下る信号である。ま

に、ΔＱ＝Ｉ31Δｔ＝ｆ(T) Δｔの量の電荷が充電（ま

様の結果が得られる。この場合、変換回路７の出力を取

(8)
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たは放電）される。キャパシタ５の容量をＣとすると、

【００７０】この式で、一定の定数を加えるまたは減じ

出力電圧Ｖ2 の変化はΔＱ／Ｃ＝ｆ(T) Δｔ／Ｃであ

たい場合は、非線形電流源ではなく、定電流源を用いれ

り、ＰＰＭ信号のもつ情報（時間位相Ｔ）の非線形変換

ばよい（ｆi ＝Ａ，Ａは定数）。これは従来の「スイッ

ｆの結果に比例する。

チト電流源」（文献［２］）に相当する。

【００６４】ＰＰＭ信号の基準となるクロック信号で決

【００７１】実施例１１

まる離散的な時間表現では、

実施例１１は、入力電圧をＰＰＭ変換し、さらに非線形

【数２】

電流源により変換するものであるが、その出力を入力側
にフィードバックするものである。
【００７２】実施例９を実施例５の場合と同様にフィー
ドバック接続すると、
【数５】

【００７３】という関係が得られる。これは
【数６】

【００７４】という微分方程式を近似的に解く回路でも
【００６５】なるダイナミクス（時間に関する微分方程

ある。

式）を近似的に解いていることになる。パルス幅Δｔを

【００７５】

小さくすればするほど、その近似はより正確になる。

【作用】本発明では、入力電圧をパルスに変換するため

【００６６】実施例９

に、１個の比較器だけを使用する。なお、上記実施例は

実施例９は、入力電圧をＰＰＭ変換した後に非線形電流

電圧入力を主に説明した。しかし、電流入力の場合であ

源による変換を行うものである。実施例４においては、

っても、その電流を所定のキャパシタに蓄積し電圧に変

入力電圧Ｖ1 をＰＰＭ信号に変換していたので、実施例

換する回路を付加することにより、上記実施例と全く同

８においても同様に入力電圧をＰＰＭ信号に変換した後

様な回路で非線形変換回路を形成することができる。

で変換回路に入力する。この場合、

【００７６】また、非線形信号源は所望の非線形・非単

【数３】

調関数の形状そのものを有する波形を用意すればよく、
従来例のように逆関数を計算する必要はない。この非線
形信号源は複数の回路に共通に使用できるため、集積化

【００６７】となる。実施例３において示された関数の

の妨げにはならない。さらに、入力信号をパルスに変換

積演算は本実施例でも同様に適用できる。

する際に非線形関数を用いれば、非線形関数の積を自動

【００６８】実施例１０

的に生成することもできる。実施例５ないし実施例７、

図９は本願発明の第１０の実施例を示す。実施例１０

および実施例１１に示したように、フィードバック回路

は、実施例８ないし実施例９で示された非線形演算回路

構成にすると、演算結果の電圧出力だけでなく、ＰＷＭ

において、図示するように、キャパシタ５を除いた部分

信号またはＰＰＭ信号の形態でも出力を出すことができ

（ブロック）をＮ個用意する（Ｎは正の整数）。ｉ番目

る。

（ｉ＝１，２，３，…，Ｎ）のブロックの入力ＰＰＭ信

【００７７】以上本発明に係る実施例のいくつかについ

号、もしくは電圧入力をＰＰＭ信号に変換したもの、お

て説明した。しかし、ここに記載された実施例は単なる

よび非線形電流源波形をそれぞれＶ1‑i ，ｆi (t) とす
る。これらのブロックを共通のキャパシタ５に接続す

一例であり、本回路の実施例は多様に変形される事が可

る。この回路ではそれぞれのブロックからの電流Ｉ

【００７８】

31‑1(t) 〜Ｉ31‑N(t) でキャパシタ５が充放電されるの
で、

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば

【数４】

する。

能である。

図１０で示した従来回路と比較して次のような効果を奏
【００７９】１）非線形演算回路は、各々１個の比較器
とスイッチとキャパシタにより構成されるため、極めて

【００６９】というダイナミクスが実現できる。このよ

回路構成が簡単で、チップ上の占有面積が小さく、消費

うに回路を組合わせることで、任意の非線形関数の任意

電力も小さくできるので、半導体集積回路において高集

の組合わせを生成することができる。

積化が可能である。
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【００８０】２）所望の非線形・非単調関数と同形の電

ック写像の分岐図である。

圧または電流波形を与えればよいので、任意の非線形関

【図８】本発明の第６の実施例を示す図である。

数を生成することができ、制御回路も簡単化できる。

【図９】本発明の第１０の実施例を示す図である。

【００８１】３）回路が単純であるために、従来例に比

【図１０】従来の非線形関数生成法を示す図である。

べて演算誤差を生じる回路要素が少ないので、演算精度

【図１１】従来の非線形関数生成法により生成したロジ

が向上する。

スティック写像のフィードバック系での分岐図である

【００８２】４）電圧入力だけでなく電流入力も可能で

（数値シミュレーション結果）。

あり、さらにＰＷＭ信号またはＰＰＭ信号の形態での入

【図１２】従来の非線形関数生成回路を用いたフィード

出力、またはそれらの同時出力が可能であるので、パル

バック回路構成を示す図である。

ス変調方式の利点を活かした回路構成が容易に構成でき

【図１３】従来の非線形関数生成回路を用いてロジステ

る。

ィック写像を構成したときの分岐図である（回路シミュ

【００８３】上記特徴を利用し、高性能のノイズ発生

レーション（ＨＳＰＩＣＥ）結果）。

器、カオス信号発生器として、各種電気電子機器、制御

【符号の説明】

器に組み込むことができる。また、認識機能を有する知

１

…入力端子

能処理機械の高度化に寄与することができる。

２

…出力端子

【図面の簡単な説明】

３

…電圧源

【図１】本発明の第１および第２の実施例を示す図であ

４、６２、６３、６２１、６２２、６３１

る。

５、６５

【図２】本発明の第３の実施例を示す図である。

６、６０１、６０２

【図３】比較器を具体的回路で示した本発明の第３の実

７

…パルス源

施例を示す図である。

８

…バッファ

【図４】本発明の第４の実施例を示す図である。

９

…ＡＮＤゲート

【図５】第４の実施例において、ＰＷＭ信号をＰＰＭ信

１０

号に変換して出力する回路である。

３１、３９

【図６】本発明の第５の実施例を示す図である。

６６、６７、６８、７１、７２、７３

【図７】第５の実施例の回路により生成したロジスティ

７４

【図１】

【図５】

…スイッチ

…

…キャパシタ
…比較器

ランプ電圧発生回路
…

電流源

…ＮＯＲゲート
【図２】

…インバータ
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【図３】

【図７】

【図４】
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【図６】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１２】
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【図１１】

【図１３】

─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成１１年８月１２日（１９９９．８．１

いて所定の時間幅でのみ電圧値または電流値が変化する

２）

パルス位相変調信号に変換するステップと、

【手続補正１】

前記パルス位相変調信号により所定の時間幅の時間内で

【補正対象書類名】明細書

のみ前記スイッチを非導通から導通に切り替えるステッ

【補正対象項目名】特許請求の範囲

プと、

【補正方法】変更

前記時間内において前記電流源から前記キャパシタに電

【補正内容】

流を流すことにより、前記入力信号を前記任意の関数と

【特許請求の範囲】

同形の変換関数により変換した値に比例する量により、

【請求項１】

前記キャパシタに蓄積されていた電荷量を増減するステ

任意の離散時間ダイナミクスを実現する

方法であって、

ップと、

電圧値または電流値が変化した時点に情報を有するパル

前記キャパシタの端子電圧を出力し、その出力を一時的

ス変調信号を有する入力信号により導通と非導通が制御

に保持するステップと、

されるスイッチを介して、キャパシタに接続された非線

前記出力を前記パルス位相変調信号変換回路の入力にフ

形を含む任意の時間の関数で電圧値が変化する電圧源を

ィードバックさせるステップとを有することを特徴とす

含む回路において、

る方法。

前記入力信号の電圧値または電流値が変化した時点で前

【請求項３】

記スイッチを導通から非導通に切り替えるステップと、

関数と第２の電圧値を表す関数の積で変換する非線形演

その時点での前記電圧源の電圧値を前記キャパシタに保

算回路であって、

存するステップと、

第１の電圧値を表す時間に対して任意の非線形単調関数

保存された前記電圧源の電圧値を前記キャパシタの端子

の電圧を出力する第１の電圧源と、

電圧から出力し、前記出力した電圧を一時的に保持する

前記入力電圧が入力する第１の入力端子と前記第１の電

ステップと、

圧源の出力が入力する第２の入力端子とを有し、前記入

この電圧を前記キャパシタの入力にフィードバックさせ

力電圧を第１の電圧源の前記第１の電圧値を表す関数の

るステップとを有することを特徴とする方法。

逆関数で変換したパルス幅をもつパルス幅変調信号を出

【請求項２】

力する比較手段と、

任意の非線形な時間に関する微分方程式

入力電圧を第１の電圧値を表す関数の逆

を解く方法であって、

前記比較手段からの前記パルスにより駆動されるスイッ

アナログ入力情報をパルス位相変調信号に変換する変換

チ手段と、

回路に接続され前記パルス位相変調信号により導通と非

第２の電圧値を表す時間に対して非単調関数を含む任意

導通が制御されるスイッチを介して、キャパシタに接続

の非線形関数の電圧を出力する第２の電圧源と、

された非線形を含む任意の時間の関数で電流値が変化す

前記第２の電圧源の出力が前記スイッチ手段を介して一

る電流源を含む回路において、

方の端子に接続され他方の端子が接地されているキャパ

電圧値または電流値の大きさに情報を有するアナログ入

シタとを具備し、

力情報を前記変換回路に入力するステップと、

前記キャパシタは前記パルスが立ち下がった時点での第

前記アナログ入力情報を入力情報を表す所定の時点にお

２の電圧源の電圧値を保持し、この電圧値は、前記パル

(12)
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ス幅を第２の電圧値を表す関数で変換した値に等しいこ

を反転するステップと、

とを特徴とする非線形演算回路。

反転した前記インバータの出力により前記第２のスイッ

【請求項４】

チを開くと共に前記パルス源がパルスを出力するステッ

前記比較手段は前記パルス幅変調信号に

換えてパルス位相変調信号を出力することを特徴とする

プと、

請求項３に記載の非線形演算回路。

出力された前記パルスにより前記第１のスイッチを閉

【請求項５】

離散時間非線形時間発展方程式を解くた

じ、その時点における前記非線形電圧源から供給される

め、前記キャパシタの保持電圧を前記第１の入力端子に

電圧値を前記キャパシタに電荷として保持するステップ

フィードバックすることを特徴とする請求項３または請

とを有し、

求項４に記載の非線形演算回路。

上記各ステップを繰り返すことにより、任意の非線形関

【請求項６】

数によるダイナミクスを実現する方法。

任意の非線形関数によるダイナミクスを

実現する方法であって、

【請求項７】

互いに同期してそれぞれの電圧波形を出力する非線形電

の電圧波形を出力する非線形電圧源およびランプ電圧源

圧源およびランプ電圧源と、前記非線形電圧源が第１の

と、

スイッチを介して、前記ランプ電圧源が第２のスイッチ

前記非線形電圧源が第１のスイッチを介して、前記ラン

を介して接続される一方の端子と、インバータの入力に

プ電圧源が第２のスイッチを介して接続される一方の端

接続される他方の端子を有するキャパシタと、前記イン

子と、インバータの入力に接続される他方の端子を有す

バータの出力により駆動されるパルス源と、前記パルス

るキャパシタと、

源の出力により前記インバータおよび前記第１のスイッ

前記インバータの出力により駆動されるパルス源と、

チを制御するフィードバック経路とを有する回路におい

前記同期信号および前記インバータの出力に基づき前記

て、

第２のスイッチを制御する手段と、

前記第２のスイツチを閉じて前記ランプ電圧源を前記キ

前記パルス源の出力により前記インバータおよび前記第

ャパシタに接続するステップと、

１のスイッチを制御するフィードバック経路とを有する

前記ランプ電圧源のランプ電圧が上昇し前記キャパシタ

非線形関数によるダイナミクス演算回路。

の蓄積電荷で決まる電圧と等しくなると前記インバータ

同期信号により互いに同期してそれぞれ

