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cMOSインバータを用いた擬似差動oTAにおける同相入力の範囲の検討
吉田英一*,谷本洋(北見工業大学)
Commmon Mode Input Range Study of Pseudo Differential 0TA Using CMOS Inverters
Eiichi Yoshida', Hiroshi Tanimoto (Kitami Institute of Technology)

Abstract

we analyzed inverter-based pseudo-differential 0TAsfor their common-mode input range･ In order to meet strong demands
for OPA/OTAs operable from low power supply voltage, We investigated possibility of constructing inverter-based OTAs･ CMOS
inverters can operate from low power supply voltage; however, they have very na汀OW linear Input range, and they are slngle-end

amplifiersI Thus, we need common-mode suppression device when inverters are used to realize differential amplifiers･ First, We

analyzed a simple CMOS inverter and discussed requlrementS tO COnStruCt differential amplifier with inverters･ Next･ we analyzed

three existing PSeudo-differential 0TAs, which are inverter-based OTAs, for their common-mode input ranges･ assuming O･ I 8 FLm
cMOS process･ Finally'the common-mode input ranges are compared with that of a simple differential pair･ We found that

the inverter-based OTAshave comparable common-mode input range at ll8 V power supply voltage; however, they have much
wider common-mode input range at Ilo V power supply voltage, than a simple differential pair･ This shows the superiorlty Of

inverter-based pseudo-differential Oms at low power supply voltage operation as low as 1 V･
キーワード:同相入力電圧,動作点,擬似差動増幅器, OPA, OTA, CMOSインバータ
(common-mode input voltage, Operating point, Pseudo-differential ampliner, OPA, OTA, CMOS inverter )

いないようである.そこで,本報告ではこれらについて同

1.はじめに

相入力範囲等の比較を行った結果を報告する.

近年,携帯電話や無線LANのような無線通信システムの
進展により高周波･広帯域で使用できる差動入出力の演算
増幅器が検討されている.無線通信システムの高周波･広
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帯域化に伴い,素子は微細化し耐圧が下がっているため低
電圧で動作することが求められる.
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差動入出力の演算増幅器は差動成分を増幅し同相成分･を
抑圧する性質がある.一般的に同相成分を除去するには差
動対を用いるが,差動対は動作に必要な最低電源電圧が1-2
Vと高い.そこで,本報告では低電圧化のために差動対を
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使わない差動演算増幅器を検討する.具体的には動作電圧
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が差動対よりも低くできるCMOSインバータで構成した擬

書

似差動orAを扱う.
インバータはデジタル回路の最小単位であるため,デジ
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タル回路が動作する電源電圧ならば増幅器として確実に動
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き,広帯域で使用できる利点がある.しかし,インバータ
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をアナログ動作させるには動作点を図1のHからL-の遷
図1 CMOSインバータの入出力特性

移領域内の中心付近に設定する必要がある.この動作点は,
通常入力と出力を短絡して帰還をかけたインバータで決め

Fig･ 1･ Output Vわltage ofCMOS Inveter

られる.

2.インバータベースの擬似差動oTAの構成

インバータを用いて擬似差動増幅器を構成する場合,個々
のインバータはシングル入カシングル出力であるから,同

相抑圧作用を持たない.また,インバータ単体の線形入力

本節では3種類のインバータベース擬似差動crrAについ
て,その構成を説明する.

範囲は数十mv程度しかない.従って,インバータを用い
て同相抑圧作用を持つ擬似差動増幅器を構成する場合,ど

つのMOSトランジスタを相補的に組み合わせた増幅器で,

のくらいの同相入力範囲を持つかが問題になる.

AB級のソース接地シングルエンドプッシュプル回路であ

インバータベースの擬似差動oTAはいくつか提案されて
いるが(l)(2),同相入力範囲に関する詳細な検討は行われて

る.この構成はNMOSとpMOSのトランスコンダクタン

-

図2(a)に示すcMOSインバータはNMOSとpMOSの2

スが加算され,一定の消費電流に対して最も大きなトラン
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スコンダクタンスが得られる.また,低電源電圧で動作し

Vcc

非常に大きな利得帯域幅積(GBW)が期待される.
インバータ自体はシングルエンド入出力であるため,同

伊仙=サ= vnTf

相信号抑圧能力を持たない.このため,同相信号を抑圧する
方法として擬似差動構成が提案されている(1)(2).インバータ
ベースの擬似差動構成の回路図は図2(b)に示すNauta氏の

Vcc

考案したoTA(Nauta'sOTA)(l), Czarnul氏の考案したフィー

∴=三二-二

ドフォワード型oTA(2)において内部の増幅器をcMOSイン
バータにした図2(C)に示すF作型oTAl,フィードフォワー

ド型oTAの別のタイプで図2 (d)に示すフィードフォワー
ド型oTA2 (町F型oTA2)がある.これらの3つのOTAと

インバータ単体について検討する.
図3

CMOSインバータの小信号等価回路

Fig･ 31 Small slgnal equivalent circuits for CMOS Inveter

｢L三三
(a) CNOS lnVerter

(b) Nauta's OTA

Dlfferent10nal mode

(C) F/F聖OTAl

(d) F/F聖0TA2

Co爪mn mode

図2

インバータベースの擬似差動oTA

図4

Fig･ 2･ Pseudo di恥rential OTA using CMOS Inverters

差動信号と同相信号に対するトランスコングクタン

ス及び出力抵抗の求め方
Fig. 4･ Calculation of transconductances and output impedances

Nauta'sOmは入力側の同相電圧を一旦増幅し出力側で打

for differentiaトmode input and common-mode input

ち消す構成で,出力側の同相電圧をこの回路自身で設定す
ることが出来ないため,外部回路で出力側の同相電圧を決
める必要がある.

いて図4のように考えることにより同相･差動それぞれの
トランスコンダクタンス及び出力抵抗を計算し,その結果

叩型oTAは入力電圧を2つのインバータで検出･加算

から電圧利得をもとめる.

して同相電圧に相当する電流を出力側で引き去ることによ

差動入力の場合

り打ち消す構成で, Nauta'sOTAと同様に出力側の同相電圧
*

(,-L2

トランスコングクタンス:gmd -柿-珂=可(1)

をこの回路自身で設定することが出来ないため,外部回路
で出力側の同相電圧を決める必要がある.

出力抵抗‥Rod -軍-三上地主(2)
lL-12

本報告ではNauta'sOTA,叩型oTAをそれぞれ構成する
電圧利得: Aud -岩篭- g〝,lJXR,,d(3)

インバータのサイズは全て同じとして検討する.

3.小信号等価回路による解析

同相入力の場合

インバータ1つのトランスコンダクタンスをgm,出力コ

LLi1

トランスコンダクタンス‥g′,L'-辛-台詫(4)

ンダクタンスをG｡とし,小信号等価回路でトランスコン

グクタンスと出力抵抗を求め,電圧利得を計算する.

-｣｣一浩(5)
出力抵抗:R"1一半-ll･h

小信号等価回路は計算を簡単化するため容量成分を軽視
した.インバータ単体及び帰還をかけたインバータの小信

電圧利得:Au(･ -叢-g"LCXR" (6)

号等価回路は図3のようになる.この小信号等価回路を用

-

式(1) - (6)より求めた値を表1にまとめた.
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表1小信号解析の結果
Nauta

[S∈]uJ6aDUe19nPUOQSueJ1

9876543210

9876543210
I

僥/F-I

mode 芳貿bCOmmOn 芳貿bcommon

【U占.∝a ｡uepadEこndlnO

l

lm

Transcond.

坦gnl

仆g",(I-2G{n''f,,",)

Outputimp.
1 l
罰訂
rﾂﾂｳ""訂
Ⅵ)ltagegaln

､､･BOrlT

更訂

Ⅰnveter

mode

儘y/

冢r教(1-2G禁,),,.)

xﾂﾂｳ(帚2G.∫

僥/F-2

芳f6ﾖ芳貿bcommon

Transcond. 乃､疋ﾂ坦gm(1-悲)

Outputimp.
訂

押

鳴1

阿

I

剪SﾒÒ

Vbltagegaln 釦r 仆2yUｲﾂﾂﾂﾂ竰教(1-悲)
Common mode voltage [mV】

4.同相電圧に対するインバータのトランスコングクタ
図5

ンス及び出力抵抗の変化

CMOSインバータのトランスコングクタンス及び出

力抵抗の特性

同相入力電圧が変化するとインバータを構成するMOSト

Fig.5. Simulated transconductance and output impedance or

ランジスタのゲートソース間電圧vGSが変化し,ドレイン

CMOS invener

電流JDが変化する.インバータでは,無負荷時にはNMOS
とpMOSの電流が等しくなければならない(-貫通電流).

幸いなことに,前節で挙げた擬似差動oTAは,全てかな

MOSのg",とRoはJDによって決まるので,まずインバー

りの同相抑圧作用を持っているので,インバータ単体より

タの貫通電流を考える.

も広い同相入力範囲を持つと期待される.次節では各oTA

図1に示すように,インバータの動作はNMOSとpMOS

について,同相入力範囲を調べる.

がそれぞれどの動作領域にあるかの組み合わせで異なり,

5.インバータベースの擬似差動oTAの同相入力範囲

同図のように①,②,③の動作領域に分けられる(5).領域①は
一方のMOSが速断領域にあり,他方が5極管領域にある

Nauta'sOTAの同相人力電圧を変化させたときのトランス
コングクタンス及び出力抵抗の特性をシミュレーションし

場合,領域②は一方が3極管領域にあり,他方が5極管領
域にある場合,領域③は両方のMOSが5極管領域にある

た結果を図6に示す.前節の考察のとおり, Nauta'sOTAで

は同相抑圧作用が30dB程度あるため,インバータ単体に

場合である.

比べて遥かに広い入力電圧範囲にわたってRoがほほ一定値

g〝一は両MOSのgmを加えたものであるから,領域①では
どちらか一方のMOSのgmとなり,領域②では3極管領域

を示している.従って,この考えによりNauta'sOTA, F作

型oTAl, F/F型oTA2,インバータ単体の同相入力範囲を

のMOSのgmと5極管領域のMOSのg〝,の和となり,領

考えたとき,同相抑圧度が大きい順に同相入力範囲が広く

域③では5極管領域のMOSのgmの和となる.従って,仝

なり, Nauta>F/F型oTAl=町F型oTA2≫インバータ単

同相入力電圧範囲にわたってgmがゼロになることはなく,

体の順となると予測される.

領域③では領域①の約2倍のgmを示す.

これを確かめるため, VDD=1.8lV】, Vss=0lV1,開放電圧

一方, Roは,どちらかのMOSが3極管領域あるいは遮

利得が最大値から3dB減衰する幅を同相入力範囲と決め,

断領域にあると非常に小さくなり(領域②と①),両方とも
5極管領域にある領域③においてのみ大きな値を示す.

4つのOTAの同相入力範囲をシミュレーションして求めた.

シミュレーション結果は表2となり上記の考え方が正しい

以上の考え方を確かめるため,トランスコンダクタンス

ことが確認できた.

と出力抵抗の変化をシミュレーションによって計算した.シ
ミュレーションはSpectreで行い, 0.18FLmCMOSプロセス

表2

のパラメータを使用した.電源電圧はvDD=1.8V, Vss=OV

0TAの同相入力範囲(vDD=1.8V)

Table 2. Commmon mode input range of inverter-based OTAs

とし,同相入力電圧をovから1.8Vまで変化させる.シ

(VDD=1.8 V)

ミュレーション結果は図5となり,トランスコンダクタンス
Inveter Nauta

は出力抵抗に比べて緩やかな変化であることが確認できた.

CM inputrange [mV】

以上の結果により図1と図5を対応させると,インバー

DMGain【dB】

40

27.13

570

17.57

町F-i F/F-2
440

21.09

442

26.76

タの開放電圧利得Auの同相入力電圧依存性を考えることが
できる.すなわち, Au=-g〝LR〟の関係があることから,胤

が大きな値を取るのはR〃が大きな値を取る非常に狭い同相

次に従来のOPAの同相入力範囲をもとめ, OTAの同相入

入力電圧範囲に限られることが分る.従って,インバータ

力範囲と比較するため,差動対を用いてトランジスタを3

を用いて差動増幅回路を構成する場合は,同相入力信号を

段積みにした図7に示す一般的な差動増幅回路を検討する.

抑圧できる構成にしなければ,非常に狭い同相入力範囲し

まず,電源電圧1.8Vで動作させたときについて考える.

か実現できない.

MOSのドレイン-ソース間電圧vDSを0.3V,しきい値電

-
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9876543210

動oTAは広い同相入力範囲を持つため差動対を用いたopA

987654321

[S∈]∈Bac,Ue19nPu8SueJト

[望】.da QuePadE!1n号0

一｣

よりも優れていると考えられる.

=

表3

0TAの同相入力範囲(Vかβ=l V)

Table 3･ Commmon mode input range of inverter-based OTAs
(VDか=1 V)

Inveter Nauta F/F-1叩-2
0

l

白

500

I

l

1 000

CMinputrange【mV】
｣

DMgain【dB]

剿ﾂ

1 500

18

31.97

402

248

22.41 25.93

243
31.74

2000

Common mode vo一tage [mV】

最後に今回検討した3つの擬似差動crrAについて比較す
図6

Nauta'sOTAのトランスコンダクタンス及び出力抵抗

る.表2及び表3より同相入力範囲はNauta'sOTA>町F型

の特性
Flg･ 6･ Simulated transconductance and output impedance re-

OTAl二三叩型oTA2となり,差動電圧利得は,叩型oTA2

sponse of Nauta's OTA

>叩型oTAl >Nauta'sOTAとなった.動作点を決める素

子にばらつきが多い場合はNauta'sOTA,ばらつきが少なけ

れば利得の大きい叩型oTA2を用いた方が良い.しかし,
どのOTAを用いるかは前後にどのような回路があり,どん
なシステムで扱うかも考慮しなくてはならない.
6.ま

と

め

本報告ではインバータを用いて構成した擬似差動oTAを
小信号等価回路を用いて解析した.同相入力電圧を変化さ
せたときのインバータ単体におけるトランスコンダクタン

ス及び出力コンダクタンスの特性を調べ,同相入力範囲の
図7

検討を行った,その結果,インバータベースのOTAは同

差動増幅回路

相抑圧比が大きければ,インバータ単体と比べ飛躍的に同

Figl 7. Differential amplifer

相入力範囲が広がり,電源電圧が1 Vの場合, Nauta'sOTA

庄vTFIを0.4Vとすると,図7の差動増幅回路は,トラン

及び叩型oTAは従来の差動対を用いたopAと比べて十
分に広い同相入力範囲を持つ,優れた構成であることがわ

ジスタを3段積みにしているので電源電圧vccが0.9V以

かった.

上なければこの回路は動作しない.同相入力の最大値は上

スタを飽和領域で動かすためには,オーバードライブ電圧
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