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lJサージュ図形とは　　　　　　S,,Bの1 1cm

互いに直角方向に振動する2つの

単振動を合成して得られる平面図形

を,リサージュ図形といいます,フ

ランスのJ. A. Lissajousが1885

年に考案しました.

リサージュ図形の定義はわかりに

くいので,具体的に説明します.秦

ず``単振動''ですが,これは正弦波

(サイン波やコサイン波)です. ｢互い

に直角方向に振動する2つの単振動

を合成して得られる平面図形｣とは,

XY直交平面において,

Ⅹ-Asin (27rt,t+ a.)

y-Bsin (27rr2t + qi2)

(第1図)ローパス･フィルタ.入力は100kHz

サイン波

･･･(10-61b)

という(X,y)座標の曲線を意味しま

す.周波数flとf2の比が整数の場合

は,比較的単純な図形になります.

[例1]周波数fl-f2,かつ位相

¢1- ¢2の藩命

X-Asin (Ztrht+ i.)

y-Bsin(21rflt+ 4.)
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(第2図〉過渡鱒折の設定
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･-･････(10-62b)

となるので,

y/Ⅹ-B/A

カ減り立ちます.すなわちリ

サージュ図形は,

y- (B/A)Ⅹ -(10-63)

という直線です.

[例2]周波数fl-f2,か

つ位相¢2が¢1より90o進ん

でいる場合,

Ⅹ-Asin(2㍍,t+ め,)

･･････(10-64a)

y-Bcos (2万flt+ ¢1)

となります.任意の位相0に対し,

sin20+cos20-1 ･･･(10-65)

なので, (10-64)式から

(Ⅹ/A)2+(y/B)2-1

･････--･･･-i(10-66)

が導かれます.つまり,リサージュ

図形は楕円です.

LPFのリサ-ジュ図形

第1図のLPFの入力電圧をⅩ

座標,出力電臣をY座際にとってリ

サージュ図形を描いてみましょう.

SIMetrixで第1図の回路を作成し

ます.

L1-1mH, R1-1kQ

とします. Vlは片ピーク振幅-1

V, I-100 kHzのサイン波です.

(1)過渡解析の設定と実行

リサージュ図形を描くには,まず

過渡解析を実行する必要がありま

す.メニューから[SimulatoH -

[Choose Analysis工をクリック

し,現れたダイアログボックスを第

2図のように編集します.すなわち,

Stop time : 100 us

Start data output@ : 10 us

.PRINT step : 100 ns

とします.

Output all data/Output at

.PRINT stepの選択は,かならず後

者を指定します.解析の種類は

Trmsientをチェックします.
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設定がすんだら,ダイアログボッ

クスのRunボタンを押してくださ

い.

(2)リサージュ図形を描く

Runボタンを押してもグラフは

表示されません.リサージュを描く

には,つぎの操作をします.

[手順1]メニューから[Probd

- [AddCurve…]をクリックしま

す. De丘ne CuⅣeダイアログボッ

クス(第3図)が現れます.もし,

ダイアログボックスが回路図と重な

っているときは,ダイアログボック

スを回路図と重ならない位置まで移

動してください.

[弔頂2]ダイアログボックスの

設定:最初にExpression(式)のY

(すなわちY座標の変数)を設定しま

す.ここには,第1図のLlとRl

の接続点のノード名を入力します.

ノード名を入力するには以下の操作

を行います.
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〈第4図〉ト

第1図B点の真下の配

線をクリックするとY
にL LNが入力される

1く第5図〉

De血e Curveダイアログ

ボックスの最終画面

描画ウインドウの十字カーソルを

LlとRlの接続点(第1図のB点の

真下の配線)に当て,クリックします.

すると第3図のY入力ボックスに,

LLNという文字が自動的に入り

ます. LLNはインタクタLlの一

便騰子のノード名です.このノード

はRlの+側端子RLPに接続さ

れているの?, YとしてRl_Pが自

動的に入力される場合もあります

那,別に問題ありません.

つぎに第4図のダイアログボック

スのⅩ-YPlotのチェックボックス

をクリックしてから,描画ウインド

ウの十字カーソルを第1図のA点

の真下の配線に当て,クリックしま

す.すると,第5図のようにX座陳

の変数が設定されます.これで,ノ

ードVLPの電圧(すなわち入力電

圧)とノードLLNの電圧(すなわち

出力電圧)のリサージュ図形を描く

設定になりました.

[手順3]グラフ描画:第5図の

ダイアログボックスの[OK]ボタン

を押してください.ただちに第6図

のリサージュ図形が表示されます.

LPFのカットオフ周波数を変

化させる

第1図のLPFのカットオフ周波

数f｡は,

f｡-1/2〝T ･-････-(10-67)

ただし, T-Ll/Rl

･-(10-68)

R.の値を100m, lkn, 10knに

切り換えると,カットオフ周波数は,

それぞれ15.915kHz, 159.15

kHz, 1.5915MHzになります.各

リサージュ図形を描きましょう.

[手順1] Multi-Stepの設定:

く第6図〉第1図のLPFのリサージュ図形.　第1図の回路図のメニューから
Y:入力, Ⅹ:出力, I-100kHz

[Simulatod - [Choose Analy-
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周波数比2のリサ-ジュ図形

lkHzサイン波と2kHzサイン

波のリサージュ図形を描いてみまし

ょう.SIMetrixで第14図の回路を

作成します.

Vl:I-lkHz,振幅-lV,位

相-0

V2:I-2kHz,振幅-lV,位

相-0

とします.

メニューから[Simulator] -

[Choose Analysis...]をクリック

し,現れたダイアログボックスを第

15図のように設定し, [Ru巾ボタン

をクリックします.つぎにメニュー

から[Probd - [AddCurve...]

をクリックし,現れたダイアログボ

ックスを第16図のように編集しま

す.すなわち,

Expressi on

Y:V2P

X:VI P

団Ⅹ･Y Plot

とします. YとXの入力はダイレ

クトに文字を書き込むか,または,

上記のように回路図でV2の+側

端子やV lの+側端子に十字カー

ソルを当てクリックすれば　自動的

に入力されます.

そして第16図のダイアログボッ

クスの[OK]ボタンをクリックする

〈第13図〉本来のリサージェ図形

ど,すぐに第17図のリサージュ図

形が表示されます.

(1) 1 kHzサイン波の位相を450

に設定したときの図形

第14図のVlのシンボルをクリ

ックして選択し,つぎにF7キーを

押してください.現れたダイアログ

ボックスのPhaseを45とします.

[OK]ボタンをクリックして回路図

に戻り, F9キーを押してRunLま

す.そしてメニューから[Probe]-

[Add Curve...]をクリックし現れた

ダイアログボックスを第16図のよ

うに設定して[OK]ボタンをクリッ

クすると,第18図のリサージュ図

形が表示されます.この曲線は,敬

物線y-2Ⅹ2-1です.リサージュ

図形が放物線になることは,

X-sin(wt+ 7r/4)

y-sin(2αt)

Au°.　2004

1(第15図〉

適齢折の設定.
･PRINTStepは1

us Output at

･PRINTstepを指

定する

〈第16図〉ト

De斤ne Curveダイア

ログボックスの設定.

Y:V2P,Ⅹ:VIP

辛-

re①1 1kOの

｣､

reの1 2kOO

(第14図〉 1 kHz, 2 kHzの電圧源を配置する

から容易に導かれます.

真空管アンプの入出力特性

DCアンプの入出力特性は, DC

スイープ解析でシミュレーションで

きますが,真空管アンプのように

DC成分が伝達されない増幅器は

DCスイープ解析を適用できませ

ん.

しかし,リサージュ図形を描くこ

とにより,入出力特性をシミェレー

ションできます. ｢劇として,竹森

幹部氏の設計･製作された｢EL 34

三緯シングル･パワーアンプ｣(I)の

格■ �� �� �� �� ��

(第17図)第14図回路のリサージェ図形. X:

Vl, Y:V2
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入出力特性をシミュレーションしま

す.本誌2004年3月号p.146第8

図の回路をコピーし,開いてくださ

い.そして電圧線VlをlkHz/片

ピーク振幅2.5Vのサイン波に設

定します(第19図).

メニューから[Simulatod -

漢 �� �� �� �� ��

〈第18図〉位相450のlkHzと2kHZの

リサージュ
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1(第20図〉

過渡開汗の設定.

設定値は白枠内と

③の項で示されて

いる

く第21図〉ト

Deane Curveダイア

ログボックスの設定.

Y:出力, Ⅹ:入力

[Choose Analysis...]をクリック

し,開いたダイアログボックスを第

20図のように編集し,ダイアログボ

ックスの[Rudボタンをクリック

します.

つぎにメニューから[Probd -

[AddCurve]をクリックし,開いた

ダイアログボックスを第21図のよ

うに編集します. ExpressionのY

は,第19図の回路図で十字カーソ

ルを出力端子(RLの+側端子)に当て

クリックすれば　自動的に入力され

ます.

つぎにⅩ-YPlotをチェックして

から,十字カーソルをV lの+偵幌

18 �� �� 
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自書 �� �� 

88 
入力重圧Vl tVI

(第22図〉第18図アンプの入出力持杜　f-1 kHz

子に当て,クリックします.第

21図のように編集できたなら

ばダイアログボックスの[OK]

ボタンをクリックします.すぐ

に入出力特性のリサージュ図形

(第22図)が表示されます.
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