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3テールセル回路を用いた2乗回路の試作と測定
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Abstract
Design and measurement of root-mean-square detector based on triple-tail cell is described･ Triple-tail cell is a low-voltage

operatlng Squarlng Circuit･ We investlgated to use the triple-tail cell as an rms detector for RF signals･ The most crucial problem
with this attempt may be how to cancel out large offset current component which carrylng rmS Signal of the input･ Several offset
cancellation circuits are proposed based on cu汀ent-mi汀Or Circuit･ Simulation study was made on these circuits and the best circuit

was bread boarded by using discrete component･ Measured result showsthat 20 to 30 dB of input range of I-dB deviation from
idealsquarelaw･
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クタ電流の差を取るようになっている.差ではなく和を取

1.はじめに

り,エミッタ面積比と分圧抵抗比を適切に設定してやれば,

2乗回路は信号のrms値を求めるだけでなく,アナログ

乗算器や,可変トランスコンダクタに応用できる基本的な

2乗特性を得ることが出来る(1'.本報告ではこのようにし

機能回路ブロックである.従来,集積回路向けの2乗回路

て得た2乗特性を利用する.

には,トランスリニヤ回路や,これを利用したギルバート

乗算器を用いるものが多用されてきた.しかし,これらは

Vcc

トランジスタを縦積みする段数が3段以上必要であり,無
線通信等の高周波化や最近の低電源電圧化には向かない.
携帯電話などの無線機を構成する回路ブロックの中で,
RSSI回路(Receiving signal strength indicator circuit)は送信電

力制御等のために受信信号のms値を検出する回路である
が,従来,近似的なrms検波器としてダイオード検波器,
LOG-IF増幅器を用いた検波器などが使われている.しか
し,これらの渡波器は,誤差が大きく, RSSI回路は大きな

図1マルチテールセル回路

波高率に対しても正確にrmsを検出することが求められる
ため,正確な2乗特性をもつ2乗検波器が求められている.

Fig･ 1･ multi-tail cell circuit

我々はlV程度の低電源電圧まで動作することに着目し
(2･1) 3-テールセル回路

て,マルチテールセルを用いた2乗回路(i)(2)の検討を行っ

ており(3卜(6㌧

本論文で用いる,マルチ

テールセル回路で最も簡単な3-テールセル回路を用いた2

マルチテールセルが高周波動作にも適してい

乗回路を図2に示す.図2の回路における, 2乗特性が最も

ることから, RSSI回路への応用可能性を検討するため,本

広くなるエミッタ面積比はⅥ)omanが求めており(1),外側

報告では3-テールセルをrms検出器として用いた場合の

のトランジスタのエミッタ面積を1とすると内側のエミッ

ダイナミックレンジについて検討した.

タ面積は5となる.また,図2の3テールセル回路を用い

2.マルチテールセル回路

た2乗回路の出力特性I.｡tl, Iout2は,次式で与えられる.

マルチテールセル回路は, Womanによって提案された

cosh A

回路(I)で,本来,線形入力範囲が広いトランスコンダクタ

ンスとして用いられる.回路は図1に示す.回路の特徴と

Ioutl =

coshR･K

I.u(2 =

coshR･K

して,差動対が並列接続した形していて,中央の差動村の

IQ-Ioqsetl +a2V12n+a4V.4n十- (I)

K

ベースがつながった回路になっている.また,エミッタは

全て共通になっていて, IQで全体の電流は制限され,外側

IQ = Io恥e12 - a2VI2n - a4V14n -

(2)

を構成している差動対のコレクタ電流を内側を構成してい
る差動村によって制御された形になっている.線形増幅回

の時の出力オフセット電流であり, a2,a4,...は3-テール

路として用いる場合,出力は,外側のトランジスタのコレ

セルの2乗, 4乗, …の係数である.

-

ここで, I｡ffse.1, Iowse-,はそれぞれI｡utl, I｡｡t2に含まれるV,n = 0
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3-テールセル回路
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図4

残留オフセットによる3-テールセルの2乗特性か

らのずれ
Fig･ 4･ Deviation from square-law due to residual oHset current

同図の結果から,入力が大きくなると4次以上の項によ
る誤差で2乗特性からずれ,入力が小さくなると,オフセッ
トの存在により出力が一定となるため,やはり2乗特性か

らずれることが分る.理想的な2乗特性からのずれが±ldB
以内になる範囲を求めると,オフセットがんwserlの士0.05%
の場合で27･5dB,士0.1%の場合で24.7dB, ±0.3%の場合

図3

3-テールセル回路のDC伝達特性

で19.8dBとなる(1).

Fig･ 3･ DC transfer characteristics of tnple-tail cell

2GHzで動作するギルバート乗算器を用いたrms検波器
の例では,理想的な2乗特性からのずれが±ldB以内にな

図3に式(1),(2)をプロットしたものを示す.この回路を

る範囲が20-30dB程度なので(8',同程度の性能を得るため

rms検波回路として利用する場合,入力は交流信号であり,

には少なくとも残留オフセット量を0.05%以下に抑えなけ

出力は直流であるため,図3の出力に存在するオフセット

ればならないことが分り,非常に厳しい.

Io恥etl,I｡庁set2を引き去り,入力ゼロの時に出力がゼロとなる

以上の検討から,残留オフセットはかなり小さな値に抑
えなければならないことが分ったので,より2乗特製の範

ようにする必要がある.そこで次節では,このオフセット

を打ち消す手法を検討する.
3･オフセットを打ち消す方法の検討

囲が広い4-テールセル(図5参照)について同様の検討
を行った･この回路では,エミッタ面積比K=15.94,抵抗

3~テールセル回路を用いた2乗回路の出力には,前節に
あった様にオフセットが存在する.このオフセットを完全
に打ち消すことができなければ, rms検波器としての検出

Vcc

下限界が大きくなり, rms検波器のダイナミックレンジが

減少する･従って,本節ではどのようにすればオフセット
の打消しがより完全に近くできるかを,いくつかの回路案

に基づいて検討する.
(3･1)残留オフセットの許容量

はじめにオフセット

を打ち消したあとに残る誤差電流(以下,残留オフセットと

呼ぶ)が回路の特性にどの程度影響するか検討する.式(1)

図5

4-テールセルの回路

Fig･5. Quadri-tail cell

より打ち消し前のオフセット電流Iowserlを計算すると′Q/6
となり, IoutlからIow,etl =IQ/6だけ引くことができれば,理

想的なオフセットの打ち消しができたことになる.しかし,

分圧比α=o･3728に設定すると最も2乗特性の得られる範

実際には･素子のばらつきなどにより打ち消し量は′Q/6か

囲が広くなる(3).

ら外れることになる.ここでは,理想的なオフセット打ち消

4~テールセルの場合についても, 2乗特性からのずれが

しから外れた場合,どの程度の誤差が生じるかを見積もる.

1 dB以内になる入力電圧範囲を計算した結果を表1に示す.

式(1)のオフセット成分丁｡wsetl (-小さい方の直流成分)

同表から, 41テールセルでは3-テールセルに比べてダイ

を理想的に引き去ったものに対して,改めて残留オフセッ

ナミックレンジが6dBほど改善されており, 30dBのダイ

トを加算(減算)し,それが理想的な2乗特性からどれだ
け外れたかを計算した.その結果を図4に示す.

ナミックレンジを確保するには残留オフセットが±0.1%以

-

下であれば良いことが分る.
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どの程度になるか検討する.

表1 2乗特性からのずれがldB以内になる入力電圧範囲
nble L Input ranges for 1-dB deviation from Ideal square law

図6のnpnトランジスタ, pnpトランジスタのそれぞれ

0ffsetpercentage ﾗF免6Vﾆﾂ4-tailcell

のエミッタ接地電流増幅率をβn, β｡とすると,トランジス

土0.05%ofloLrsefl r綏D"33.5dB

タQ12,Ql,で構成されるカレントミラーに流れるベース電

±0.lO%ofloR.sell B縋D"30.5dB

流は, 2IQ/B,となり, Q12とQ13のコレクタ電流は, IQよ

j=0.30%ofloffsetl 偵"25.9dB

り2IQ/βpだけ減ることになる･従って･オフセット電流は･

2′¢/βpとなり,また･引き算する方向を変えてもオフセッ
(3･2)具体的なオフセット打消し回路の検討

ト電流は変わらない計算になる.

式(1),

(2)から分かるように,オフセットの項を無くすには単純に

図6の回路では, 3-テールセル回路を2つ用いて,オフ

引き算すればよい.しかし,数学的に引き算を行うのは容

セット電流を抑えることを考えた.しかし,トランジスタの

易でも,実際の回路で誤差なく引き算するのは難しいので,
できるだけ誤差なく引き算するにはどうすべきか,次に検

ばらつきを考えるとオフセットに関与する素子の数は少ない

討する.

回路では,打ち消すべきオフセット電流がんqsetl+I.qset2 = IQ

ほど良い.また,出力を2倍取れることがわかったが,第1の

電子回路で引き算を実現する最も簡単な手法に,カレン

であり,元々打ち消すべきオフセット電流Ioqse.1の6倍の

トミラー回路を用いて引き算する手法がある.そこで,最

電流同士を引き算しなければならず,引き算の精度が同じ

初に検討する回路(第1の回路とする)は, 3-テールセル

であれば,残留オフセットも6倍になり, 2倍の出力増加

回路を2組用い,片方は差動交流信号をゼロとした同相信

では割に合わない.

号のみを入力し,これらの出力電流をカレントミラー回路
によって用いて引き算する.回路を図6に示す.

流による引き残りを考慮した回路(第2の回路)を検討し

そこで,次に図6の回路より素子数を減らし,ベース電

図6に示すように, Q5-Q8で構成されたダミーの3-テー

た.第2の回路は図7に示すように,カレントミラー回路

ルセル回路にはQl-Q｡で構成された3-テールセル回路の

のトランジスタQ8とQ,エミッタ面積比が1対6, R5とR6

同相信号だけが入力されるように接続するので,その出力

の素子値の比が6対1になるように設定してある.

にはI.R･setl, I｡斤set2が流れる. I.qsetI, Io恥｡(2を図6に示すよう

に, Q.-Q｡で構成された3-テールセル回路の出力と接続

Vcc

することにより,両出力のオフセット電流を等しくするこ
とができる.この出力電流をQ12,Q13で構成されるカレン

9 V1

1⊥ エ0,Rq v.n.～C.X1司 鳴

トミラーのコレクタに接続し,かつ, Q12とQ13のコレク

タ電位を同じにしてやれば,オフセットはカレントミラー

lLlO.RQ2

のベース電流誤差を除いて,理論上完全に抑えられるはず

F5X,C1

Rl R2 槌E#3S辻R霊 劔E.

である.

l

この回路の利点は, ′ou-1と丁｡ut之に含まれる差動出力成分

E-璽璽璽璽闇 劔R2

が取り出せるため,片方の出力電流だけを利用してオフセッ

rR蓬

トを打ち消す場合に比べて出力が2倍になる点である.こ
のため,必要な残留オフセット量が2倍に緩和される.

図7

第2のオフセット打消し回路

Fig1 7･ Second offset cacellation circuit
Vcc

次に,図7の回路について,ベース電流を考慮した場合
のオフセットについて検討する.図6の回路の時と同様に
考えると,図7のQ8,Q9で構成されるカレントミラーの
ベース電流は, IQ/β,+IQ/β,Xl/6となる･従って, Q8の
コレクタ電流は, 1/6×IQ(I-7/(6P｡))である･また,図7

のQl-Q4で構成される3テールセル回路に流れるベース
電流は, IQ/Pnとなり, Q.,Q2のコレクタ電流は,ベ~ス

電流を考慮するとIQ/(6Pn)だけ減少する･
図6

第1のオフセット打消し回路

従って, 1/6×IQト7/(6P,)) = -IQ/(6Pn),すなわちβn/p, =

Fig. 6. First offset-cancellation circuit

6/了が成り立てば,残留オフセットは理論上ゼロとなる･通
常β｡'βpであり,しかもかなりばらつくので,この条件は

次に,図6の回路について,カレントミラー回路や3-

厳密には成り立たないが,第1の回路に比べると打ち消す

テールセル本体のベース電流を考慮した時にオフセットが

べき電流が1/6であるため,残留オフセットはかなり低減

-
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第2の回路の残留オフセットが非常に小さいのは, vcc= I.8

できる.

Vのバイアス条件では偶々うまくキャンセルが起こってい

図6と図7は, 3-テールセル回路の以外のところで電

るようである.

流を浪費しているところがあった.次に示す第3の回路は,

消費電流を出来るだけ少なくし, rms検波器の入力信号が

第3の回路の打ち消すべき電流は第1の回路の1/6であ

交流であることを想定して, 3-テールセル回路の同相入力
を自己バイアスする構成にした.

るが,残留オフセットも1/6.5であり,ほほ解析のとおりで
ある.

また, 3-テールセル回路を構成するトランジスタのエ

以上の結果から,試作は第3の回路について行うことと

ミッタ面積比が内側と外側で5対1になっているが,内側

した.ただ,現状では負荷のカレントミラーのベース電流

の5の部分を分割し,内側で面積比が1対4となるように

による残留オフセットが2.7%と大きいため,ベータ補償

分割して図8の棟に回路を構成し,消費電流を節約した.

回路の適用を考慮することとした.ただし,単純なエミッ
タフォロワによるベータ補償でも,出力抵抗が高くできる

この場合,分割した内側のトランジスタには1/5だけ信号
成分も含まれているので,差を取ることにより, ms検出

ウイルソンカレントミラーを用いても,必要な電源電圧は

器の感度が20%向上する利点もある.

約0.7V増大するため,当初の目論見とは矛盾するが,第
3の回路にウイルソンカレントミラーを適用した回路を試

次に,ベース電流の影響に関して検討する. Q9のコレク

作することとした.

タ電流はIQ/6(112/β,)であるのに対して, QlとQ2のコレ
クタ電流の和はJQ/6(1-1/Pn)であるから, Vlに向かって,

残留オフセット電流IQ/6(1/β｡-2/β,)が流れ出す･

表2

各回路に対する残留オフセットのシミュレーション

結果
Table 2. Residual offset current for three circuits (simulated)

>cc

Circuit Residual offset current 【〃A] Quiescent current*
First

circuit

Second
Thlrd

circuit

30･0

0.6

circuit

I

0

27e

2IQ
4･58

Je

～) Excluding bias reference current･

5.試作回路の測定
(5･1)試作した回路
GNP

図8

試作した回路を図9に示す.

トランジスタはIntersil社のトランジスタアレイcA3096,

第3のオフセット打消し回路

cA3046を使用した. cA3096には, npnトランジスタが3

Fig. 8. Third offset cancellation circuit

個, pnpトランジスタが2個入っており, cA3046にはnpn

トランジスタが5個入っている.回路を試作するに当たっ

て,素子のばらつき次第で2乗特性やオフセット電流が大

4.シミュレーション結果
図6,7,8の回路についてシミュレーションを行い,それ

きく変わってしまう.バイポーラトランジスタにおけるば

ぞれの回路に発生するオフセットの量に対して考察し,最

らつきの原因は,エミッタ面積のばらつきによるもので,直

も良いものを試作測定することとする.試作にはトランジ
スタアレイcA3096 (fT記300MHzのnpnとfT完6MHz

接測定することができないが,今回の測定では,ばらつき
が最小限になるようにトランジスタを選別する必要がある.

のpnpから成る)を用いるので,シミュレーションでもト

そこで,エミッタ面積のばらつきを一定電流を流したとき

ランジスタのモデルパラメータはcA3096のもの(7)を使用

のベース-エミッタ間電圧vBEがばらついたものだと見立

した.

ててVBEの値を測定し,使用するトランジスタを選別した.
バイポーラプロセスにおいて,エミッタ面積のばらつき

シミュレーションの条件は次のとおりである:電源電圧
をvcc=1.8V,図2に示すJQをImAと設定した･テー

の相対誤差は, I -2%程度が現実的な値であるので, VBE

ルカレントを生成するカレントミラー回路のエミッタ側の

の相対誤差を±0.5mV以内と決め,使用するトランジスタ

抵抗をR2=330flとし,リファレンス電流を生成する抵抗

を選別した.また,ばらつきによるエミッタ面積比への影

Rlを1.47kflとした.また,出力に用いるカレントミラー

響を考えて,ひとつのCA3046で面積比が1のQl～Q4の

回路のエミッタ側の抵抗は, R3=3300とした.

部分を構成し,残ったひとつのトランジスタは内側の面積
比が4の部分を構成するQ5, Q6の一部とした.

spectreによるシミュレーションの結果を表2にまとめる･

カレントミラー負荷回路については, cA3096を用いて,

同表から明らかなように,第2の回路の残留オフセットが
最も少なく,次いで第3の回路,最も多いのが第1の回路

同一パッケージ内の素子だけで対を成すように構成した.

であった.

分圧抵抗Rの素子値は,後の高周波測定を考慮して, 25fl

第1の回路の残留オフセットが大きいのは当然であるが,

-

(差動で50ft)とした.また, vcc=2.5V,抵抗値はシミュ
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図9

試作した3-テールセルに基づくrms検波回路

図10

Fig･ 9･ Bread boarded circuit diagram of rms detector based on
tnple-tail cell

以上の結果から,残留オフセットを更に低減するために
は,素子のマッチングに大きく依存しない方法を考える必

レーション同様R2=R3=3300とした,

(5･2)測定結果

試作回路の2乗則からの誤差(測定値)

Fig･ lot Measured deviation from ideal square law

vinとして差動直流電圧を印加した

要があることが明らかになった.

場合のVlを流れる出力電流を測定した.この結果から,理

今後は,残留オフセット電流を更に低減する方法の検討,
より低電源電圧動作する回路の追求と,交流信号に対する

想的な2乗則からの偏差をデシベルでプロットしたものを
図10に示す.

特性を検討したい.
なお,本研究の一部は東京大学大規模集積システム設計

同図は, 3-テールセルを構成するトランジスタを無選別
で測定したものと, lmA流したときのVBEが,互いに0･5

教育研究センターを通しケイデンス株式会社の協力で行わ

mvのものを(最大と最小でlmV違う)用いて測定した

れたものである.

ものを示している.無選別のものは2乗則からの誤差が土1
%以内の領域がほとんどないが,選別したものでは15.4dB
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