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Abstract
conditions that the multi-tail cell to have quadratic characteristics are calculated up to 6-tail cell･

Deviations of their squaring characteristics caused by variations in emitter area ratio and dividing network have

been investigated･ It is found that 6-tail squaring cell may be a practical limit due to parameter variations･
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IQを差動入力電圧Ⅵnで制御することで差動対の線形範

1.まえがき

囲を拡大することができる.非線形部分のtanh∬は奇関
数であるから, tanh∬-∬×(ある偶関数)と表せる･線

現在,携帯機器は,電池動作が前提となっている.消費
電力を抑えるため,この先lV程度の低電圧動作が要求さ

形化するには, IQを差動電圧の｢ある偶関数｣で制御す

れる. 2乗回路として,トランスリニア回路があるが,動

ればよく,このときIdはV;nに対して線形となる.ここで

作電圧が高い.低電圧で動作するものとして, multi-tanh

制御に用いる偶関数から2次の項だけを取り出すことで,

回路とmulti-tail回路がよく知られているが,本論文では,

2乗回路として利用できる.

従来マルチテールセルを2乗回路として,動作させるた

multi-tail回路について解析する.

2乗回路は,単に2乗特性を得るためだけでなく, 2乗回

めの条件は, Voormanが3テールセル【1】,木村氏が, 4

路を2つ用いることにより, (X+Y)2-(X-Y)2-4XY

テールセ叫31の場合について示しており,それ以外の条

の関係から,乗算器回路として利用することができる.さ

件は知られていなかった.本論文では, 6テールセルまで

らに,その乗算器回路の入力X,Yのどちらかを固定する

の条件を明確にする.また,実際に製造する場合には,揺

と,可変トランスコンダクタとして用いることができるな

抗分圧器,トランジスタのばらつきなどによる影響がある
ので,このばらつきの許容範囲を明らかにする.

ど,応用範囲の広い基本的な回路である.
マルチテールセル回路は,低電圧動作が可能で線形入力

本論文では,まず2乗回路として,マルチテールセル回

路の構成と原理を示す.次に2乗回路として動作させるた
めのエミッタ面積比,分圧比などの条件を導出する.最後

範囲の広いトランスコングクタとして知られており,本来

は線形化のための回路であるが2乗回路としても利用でき
る.線形化の原理は次の通りである.基本的な差動対の差

に,エミッタ面積比と分圧比変動の影響について検討する･

動出力電流Zdは,
･d

-

αFIQ

tanh姦

2.マルチテールセル回路の構成と原理

(1)

図1の回路は,マルチテールセル回路である.外側のト

と表される.ここで, αFはベース接地順方向電流利得, JQ

ランジスタQIA, QIBに流れるエミッタ電流の和をIQlと

はテール電流源の電流値, tinは差動入力電圧, VTは熱電

し,残りの内側のトランジスタのエミッタ電流の和を76

圧である.式(1)から, tanh∬の非線形を打ち消すように
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とすると, IQl-IQIIもとして,外側のテール電流を制御

αK

RK+･･･+RN
Rl+R2+-･+RN

=

することになる.本来この回路は,テール電流を制御する
ことで, Ⅵnに対してJouTを線形化させるものである･

(2)

で与えられる.

ここで,いままで捨てられていたIもを利用することに

JQlを求めると次のようになる【2ト

ょり2乗特性を実現する.この回路はQ2-QNの差動対
KI cosh(響)

のベースに差動入力電圧Ⅵnが抵抗で分圧されて印加され

JQ

JQl -

ている.コレクタは並列接続されてVccにつながってい

(3)

mfl K- cosh(i)

る.全差動対のエミッタ電流の和は電流源IQで一定なの
で,内側の差動対QrQNに流れた電流Iもは一番外側の
差動対Qlのバイアス電流ZQlを横取りすることになり,

これより,図1の内側のトランジスタのエミッタ電流の和

結果としてテール電流を制御する働きができる.内側の差
動対はそれぞれエミッタ面積が異なり,ベース電圧も抵抗
分圧で異なっているが,回路的に左右対称なので,内側の
差動対に流れる電流IもはⅥnの偶関数となる･

Iもを求める･

I6 - IQ-IQl
KI cosh (事㌢)
-JQ-

JQ

mfl K- cosh(%)

'kc

ここで,簡単のため, X≡舞と正規化すると･式(4)は
一Ⅳ

∑ Km cosh(αmx)
m=2

Iら-

N

図1マルチテールセル回路

JQ

(5)

KICOSh(α13) + ∑ Kmcosh(α-I)
m=2

となる.式(5)を以下の解析で使用する･

3.マルチテールセルが近似的に2乗回路に

なる条件
式(5)より,内側の差動対に流れるエミッタ電流の和Iも

が2乗回路として誤差が最小になる条件を求める･理想の
2乗特性を得るためには,式(5)のIもを級数に展開した
図2

場合, Xの2次の係数以外全て0になり

簡略化したマルチテールセルの回路とパラメータの定義

Iら-

Ax2IQ

(6)

図2の回路は図1の回路を,動作が変わらないように描き

変えたものである【2トそれぞれの差動対に卜Ⅳの番号

のようになればよい.しかし, 〃組の差動対を用いたマ

を付ける.また,各差動対の左側のトランジスタに関する

ルチテールセルの場合,自由に選ぶことができるパラメー

量をA,右側のトランジスタに関する量をBと,添え字

タは,式(5)よりエミッタ面積∬1-g〃,および分圧係数

を付けて区別する. 〃番目の差動対はエミッタ面積が∬〃
であり,差動入力電圧士α〃Ⅵn/2が加えられている･
ここで,マルチテールセルの直流伝達特性を求める･図

α1-α〃の合計2Ⅳ個になる.ここで∬1-1,α1-1とし

ても,回路的に一般性を失わないので,自由に選ぶことの
できるパラメータは, 2(〟-1)個になる･ここで,式(5)

2の回路において,入力電圧α〝Ⅵn/2が加えられている

より尉まXの偶関数であるため,奇数次の係数が全て0

が,これは図1の抵抗により分圧された電圧である･その

になる.

分圧比α〝は
I6
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-

a.+a232+a4X4-･+a2m32m+-

(7)

ただし,入力電圧Ⅵ｡がゼロでも内側の差動対に電流が流

K2
y

れるので, α｡をoにすることはできない.

=

K2 (a22二1_) X2

1+∬2

したがって, Ⅳ個の差動対を用いたマルチテールセル

■

2(1+∬2)2

K2(a22 I 1)(5- K2+α22(5K2 - 1))X4

の場合, 2(〟-1)個のパラメータを用いて, ∬4から最大

24(1 +∬2)3

X4N-2次の項まで,係数を0にすることができる.すな

∬2(α才一1)
×

わち,

720(1 + ∬2)4

Iら-

ao+a2X2+o(X4N)+･･･

(K22 - 28K2 +61 - 2α22(7K22 - 76K2 + 7)

(8)

+α24(61K22 - 28K2 + 1))X6 +o(㌔) + ･･･(14)

のようにすることができる.

であるから, 4次と6次の係数が0になる条件を求める.エミ

次から具体的にⅣ組の差動対についてエミッタ面積比と

ッタ面積比,分圧比を求めると,それぞれK2 -8士3ノラか

分圧比を求める･ここで,計算を簡単にするため･ X〒教･
y ≡..::I(i

つ,α2-土

誓士牢となる･ただし,エミッタ面積比
は正でなければならないので,負のパラメータを捨てる.

と正規化し, ∬1-1, α1-1とすると式(5)は,
N

分圧比が,負のときは単に差動対の入力端子を交換するこ
とで対応できるので,物理的に正の値だけ考えれば良い.

∑ K- cosh(αmx)
m=2
y

=

(9)

｡Ⅳ

また, α1-1を基準にしているので, α〃<1でなければ

ならない.したがって, 0<α2<1の条件が入る.これよ

cosh(I) + ∑ Km cosh(αmx)
m=2

り, 4テールセルが2乗特性になる条件は

となる.
K2 - 8+3ノラ- 15.937

(15)

3.1 3テールセルの場合
Ct:2

=

喜一誓-o･37282

式(9)でⅣ-2と置き, α2-0とすると3テールセルの

場合になる.

となる.式(14)に4次, 6次の係数をoにする条件式(15),
(16)を代入すると,

∬2

y

=

(10)

K2 + cosh(I)

8+3､斤

自由になるパラメータは∬2ひとつなので,これを用い

y

=

9+3Jテ

2(5+2Jf)
27

て, 2乗特性を近似する.すなわち,式(10)をテイラー展
-

開して4次の係数をoにする.
｡打2
y

=

g2

K2(K2 - 5L4

2
ユ:

1+∬2

2(1+∬2)2

0.94

X2+o(X8)+-

(3+ J7)2

-0.024X2

+o(X8)+･･･

(17)

となり,確かに4次と6次の項は, 0になっている.これ

3:

-

は,木村氏[31と同じ結果である･

24(1 + ∬2)3

+o(㌔) +-

(ll)

3.3
式(ll)より, 4次の係数をoにする条件は, 〟2-5で

-言一芸X2+o(X6)+-

5テールおよび6テールセルに対する近似解

5テールおよび6テールセルについては,条件式の次数

ある.この値を,式(ll)に代入すると
y

(16)

が高くなるので,解析的に解を求めることが困難である.
そこで,ここでは数値的に解を求めた.

(12)

5テールセルの場合

となる.これより3テールセルが2乗特性になる条件は
∬2-5である.これは, Voorman【1】と一致した結果で

式(9)でⅣ-3と置き, α3-0とすると5テールセルの場

ある.

合になる.
3.2

4テールセルの場合

K2COSh(α2 X) + K3

式(9)で〃-2と置き, α2≠0とすると4テールセル

y

=

cosh(X) + K2COSh(α2 X) + K3

(18)

の場合になる.
自由になるパラメータは∬2,g3,α2の3つなので,これ
K2 cosh(α23)
y

=

cosh(X) + K2 cosh(α23)

を用いて, 2乗特性を近似する.すなわち,式(18)をテイ

(13)

ラー展開して4次, 6次, 8次の係数をoにする.この条

件を満たすように,数値解を求めると次のようになる.

自由になるパラメータは∬2, α2の2つなので,これを

用いて, 2乗特性を近似する.すなわち,式(13)をテイ
∬2 - 19.926;.打3 - 18.601;α2 - 0.57059

ラー展開して4次と6次の係数をoにする.

ー19-

G '/G..T..LX

6テールセルの場合
0.75

式(9)でⅣ-3と置き, α3≠0とすると6テールセルの

0.5

場合になる.
0.25

K2 cosh(α2 3) + K3COSh(α3 I)
y

=

cosh(I) + K2 cosh(α2 I) + K3COSh(α3 I)

(19)

-y0-5

店ﾍﾆ

-0.25

自由になるパラメータは∬2,g3,α2,α3の4つなので,こ

れを用いて, 2乗特性を近似する.すなわち,式(19)をテ

-0.5

イラー展開して4次, 6次, 8次, 10次の係数を0にす

-0.75

る.この条件を満たすように,数値解を求めると次のよう
になる.

図4

3に対するマルチテールセルの2回微分特性
(内側から, 3-tail, 4-tail, 5-tail, 6-tail)

∬2 - 22.446; ∬3 - 56.102
α2 - 0.68884; α3 - 0.24683

表2

最大平坦部分G'maxから, 1%低下するXの値

circuit 白ﾙBⅥnp-p ﾗF綿,iNHｧ"

表1に3-6テールセルが2乗回路になる条件を示す.図

3-tail

3-tail

SK2

5

筏2α1

Gｲ

4-tail 經鉄166mVp-p 綺Gｲ

表1マルチテールセルが2乗回路になる条件
circuit

緜3sS"66mVp-p

5-tail 繝S3297mVp-p 釘綺Gｲ

α3

6-tail

1

釘田457mVp-p

土Gｲ

4-tail 15.937 1 s#
5-tail 19.926 ゅc1 經sS

4.エミッタ面積比と分圧比変動の影響

6-tail 22.446 鉄b"1 緜ャィ0.24683

2乗特性を得るためには前の章で求めたエミッタ面積比,

3は, 3-6テールセルの出力電流yを最大値で正規化した

分圧比を正しく設定する必要がある.しかし,実際は各素
子に製造でばらつきが生じるので, 2乗特性を示す入力範
囲が狭くなると考えられる.
各回路について,近似的に2乗特性が得られる入力範囲
(許容入力範囲)を比較するため,比較の基準として仮に
GLaxからの許容平坦範囲を1%として,その平坦部分が

ものである.ここで, 2乗特性をわかりやすくするために,

yをXで2回微分する.これよりX2の部分が定数になり,

平坦部分の広さで比較ができる.図4は,比較しやすいよ
うにyをXで2回微分した値をG′を,最大値G'maxで正

規化した値で比較したものを示す.

約10%減少するXの幅をとる.それぞれの入力電圧範囲

yyr.ux

は,次のようになる.

表3

許容入力電圧範囲の変化

circuit 舒顏R変化後(90%)

3-tail 田fﾕgﾗ60mVp-p

4-tail cfﾕgﾗ149mVp-p
5-tail 砺ﾕgﾗ267mVp-p
6-tail 鼎Svﾕgﾗ411mVp-p

エミッタ面積比,分圧比を表1で示した値から,それぞ

れ独立に変化させ,許容範囲に収まるエミッタ面積比,分
図3

才に対するマルチテールセルの出力電流(2乗特性)

圧比を求めた.これより,エミッタ面積比,分圧比の変動

(内側から, 3-tail, 4-tail, 5-tail, 6-tail)

許容範囲は,表4のようになる.
エミッタ面積のばらつきは,直接測定することができな

表2に, G′が最大平坦部分GLaxから1%低下するとき

い.しかし,飽和電流Isの値を測定することにより,等

の正規化差動入力電圧教･および常温における入力電圧

価的なエミッタ面積のばらつきが計算できる.特に工夫を
しない限り,トランジスタのJsの相対誤差は1%程度が

範囲を3-6テールセルについてまとめた.また, 3テール

セルを基準にしたとき,常温での入力電圧範囲を比較した.

現実的な値である.同様に,抵抗の相対誤差は0.1%程度
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表4エミッタ面積比,分圧比の許容範囲
circuit

筏"K3

3-tail 紊BR

4-tail

俶ﾓ紊坦

献

【1】ヨハネス･オットフォルマン, ｢トランスコングクタンス
増幅器｣,特公平8-34393･

茶"α3

【21谷本洋,板倉哲朗: ｢6-tailセルまでのバイポーラmulti-

rR

tail回路の最大平坦条件｣,電気学会研究会資料,電子固

5-tail 俶ﾓ"緜2R士0.85% rR

路研究会, ECで-00-24, pp. 19-24, 2000年3月10日

[3】木村克治:r集棟回路化に適する高性能差動増幅回路とその

6-tail ３土0.58% 坦士2.30%

応用に関する研究｣,学位論文(東京工業大学), pp･ 70-75･
1998.

が現実的な値である. 【4】

[4] Paul R･ Gray, Robert G･ Meyer ･ "Analysisand design

表4より, 6テールセルのエミッタ面積比∬3の許容範

of analog integratedcircuits ( 3rd ed･)", p･ 320･ John

wiley & Sons･ Inc, New York･ 1993･

囲が土0.58%であるので,この許容範囲では,必要な精度

で2乗特性を得るのは困難であることがわかる･
ェミッタ面積比の精度を向上するため,表4のばらつき

【51杉山広輝: ｢バイポーラ･マルチテールセルの素子感度解
析｣,北見工業大学電気電子工学科卒業論文･ 2001

許容範囲内で実現できる整数比を探すと,エミッタ面積比
は, 3テールセルの場合,
gQIA:gQ2‥gQIB-1‥10‥1,

4テールセルの場合,

KQIA:KQ2A:KQ2B:KQIB-1:16:16:1,
5テールセルの場合,

gQIA:gQ2A:gQ3:gQ2B:gQIB-1:20:37:20:1,
6テールセルの場合,
gQIA : gQ2A : gQ3A : gQ3B : gQ2B : gQIB
=1:22:56:56:22:1

となる.これより,内側のトランジスタへ向かうほどエミッ

タ面積比が大きくなり,高次のセルほど,急速にエミッタ
面積比が大きくなることがわかる.つまり,セルの次数を
これ以上増やしても,エミッタ面積比が過大となり,比精
度の確保が困難になる.したがって,現状では5-6テー
ルセルが実用的な限界と考えられる.

5.結

論

低電源電圧で動作可能なマルチテールセルを用いて, 2
乗回路になるための条件を解析した. 3-6テールセル回路
についてエミッタ面積gm,分圧比αmの条件を求めるこ
とができた. 5, 6テールセルに対する条件はこれまで知ら

れていなかった結果である.

また, 2乗特性が精度よく得られる入力電圧範囲を求め
た.その結果3テールセルを基準にすると,常温時の入力
電圧範囲は,それぞれ, 4テールセルの場合約2･5倍, 5

テールセルの場合約4.5倍, 6テールセルの場合約7倍に
改善されることがわかった.さらに,エミッタ面積比と分

圧比のばらつきの影響について解析した.エミッタ面積比,

分圧比のばらつきの典型値から考えて,現状では6テール
セル以上では精度よく2乗特性を得ることが困難であるこ
とがわかった.

原稿受付日 兌ﾙﾃID緝ﾈ繦?｢
-21-

