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0.7Vで動作するcMOS能動RCポリフェーズフィルタの設計

矢滞和樹･,谷本洋(北見工業大学)

Design of Active RC Polyphase Filter Using CMOS Inverters at O･7 V Power Supply Voltage

Kamki Yazawa', Hiroshi Tanimoto (mtami lnstitutc of Teclmology)

Abstract

A CMOS inverter based amplifier operable downto O･7 V power supply voltage has been proposed･ The amplifier has input oqset

voltages to eqectively reduce itsthreshold voltages byfeedinganlnput Signalvia a resistive voltage divider which is connected

between VDDand GND･ The proposed amplifiers arc used to construct athrce-stage active RC polyphasefilterwith0･3 to 3 MHz

passband･ The active RC polyphasefilter was fabricated in O･ lS ILm CMOS process,and measured results showthat the proposed

ampli鮎r sucsessfully operates丘om O･7 V supply voltagc･
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1.はじめに

無線通信システムの広帯域化に伴い,より広帯域のイメー

ジ信号除去が求められている.イメージ信号の除去には複素

係数フィルタとしてRCポリフェーズフィルタ(以下RCPF

と略記)を用いる方法がある. RCPFは抵抗と容量のみで

構成される回路であり,集積化が容易である.しかし,比

帯域の大きな等リプル設計のRCPFでは極と零点の配置か

ら素子値広がりが過大になり,集積化が困難となる(I).

我々はRCPFをアクティブフィルタ化することにより

(Active-RCポリフェーズフィルタ;以下AIRCPFと略記す

る) ,素子値広がりを大幅に抑制できることを示し(2),実

証のために電源電圧1.8 Vで動作するLSIを試作した(8).
一方, cMOSデバイスの微細化に伴う耐圧の低下から,

アナログ回路に対しても,より低電源電圧での動作が強く

求められている(3).従来,増幅掛こは差動対が広く使用さ

れてきたが,これは3段縦積みの回路であるため,低電圧

雪雲bBsT;笠LoEVakBThuftBu?完芸芸誓雷では出力

このような背景から,差動対の代わりに2段縦積みで構

成できる単純なソース接地増幅回路をコアとすることによ

り,増幅器の低電源電圧化を行おうとする研究がある(5)m

さらに, CMOSインバータは図1に示すようにNMOSと

pMOSを用いたソース接地プッシュプル構成の回路である

ため,単純なソース接地と同等の低電源電圧で動作し,也

力スイングもほぼ電源電圧いっぱいに振れる.さらに,単

純なソース接地増幅器と比べると同じ電流でおよそ2倍の

トランスコンダクタンスgmが得られ, 1段増幅器であるた

め位相補償を考える必要がなく,高周波で使用する増幅器

としてもCMOSインバータは適している.このような背景

から,差動対に代えてCMOSインバータをコアとすること

により増幅器の低電源電圧化を行おうとする報告が出てき

ている(`)(8)(9)

そこで,我々はcMOSインバータベース増幅器のさらな
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る低電源電圧動作を可能にするため,抵抗性のオフセット

発生回路をcMOSインバータに適用した増幅器と,それを

用いたlV以下での動作を目標とした能動RCポリフェー

ズフィルタを設計した.本報告ではこれらの設計の概要と,

0.18JJm CMOSプロセスによる欝作結果について述べる･

VJ一弘.Ro Vh

由V--　'lt

図1 CMOSインバータとそのシンボル

Fig･ 1･ CMOS inverter and its symbol

2. CMOSインバータ増幅器の電源電圧の下限界

図1に示すような一般的なcMOSインバータを増幅器と

して用いる際の電源電圧の下限界について検討する.

ロジック回路素子としてのインバータではpMOSとNMOS

のどちらかがオンしていればよいが,インバータを増幅器

として用いるには両方とも5極菅領域になければならな

い.したがって,電源電圧が低下するとしきい値電圧fr.h

の存在により正常な動作に必要なオーバードライブ電圧

V.｡(= VGS-V.A)が得られなくなる.ゆえに,入力側の条件

として, FちD ≧ fTGSn+lVTGS,I = 2FToD+ V.hn+lVdlPlを満足する

ことが必要である.ここで,簡単のためオーバードライブ

電圧はNMOSとPMOSで等しいと仮定した.
一方,出力側についても,両方のMOSの動作点が5極管

領域になければならないから, fbs ≧ VGS-V.h = VoDが必要

であり, fbD≧2PbDが動作の条件となる.これは入力側の

条件より緩いので, CMOSインバータが増幅器として正常

に動作するための電源電圧の条件はvDD ≧ 2VoD+ Trthn+ IV.hpl



となる.

本報告で試作に用いた0.18〃mプロセスにおけるMOSの

典型的なしきい値電圧はNMOS, PMOSでそれぞれvthn =

o･4V, FT.h,=-014V程度である･よって,このプロセスに

よるCMOSインバータが正常に動作するには,少なくとも

V.lm+ lV.h,I = 0.8 V以上の電源電圧が必要であり,常識的な

値としてV.D =0.2Vとすれば最低1.2Vは必要というこ

とになり, lV以下での動作は困難なことが分かる.他方,

両方のMOSが5極菅領域にある場合の出力スイングの幅

はvDD-2VoDとなるので, VTDD = 1.2Vでは最大o･8V｡-pの

出力スイングが見込まれる.ただし,実際には一方のMOS

がオフになっても動作はするので,見かけ上の出力スイン

グはほぼvDDに等しくなる.

以上のことから,電源電圧を低下させるにはIFT.hJを小さく

する方法しかないことが理解される.しきい値電圧はMOS

の製造プロセスにおいて小さくすることも可能ではあるが,

製造コストやデジタル部におけるリーク電流の増加などの

問題から,増幅器の低電圧動作のためだけにしきい値電圧

を小さくすることは現実的でない.したがって, MOSの製

造プロセスに頼るのではなく,回路的にしきい値電圧を小

さくする必要がある.

3.実効的なしきい値電圧の低減方法

図2(a)の回路図は,しきい値電圧を実効的に低下させる

目的でCMOSインバータの入力端子と各MOSのゲート間

にオフセット電圧V.Sを設けたものである. V.Sは各MOS

のゲートーソース間電圧vGSを大きくする方向に印加され

ているため,見かけ上しきい値電圧FT.hをFl.S分だけ下げた

ことと等価である.よって,フローテイングのオフセット

電圧pbSを与えることにより,しきい値電圧によって決ま

る電源電圧の下限界を2Fl.Sだけ引き下げることができる.

図2　実効的にvthを低波する方法. (a)原理図, (b)ソース

フォロワによるレベルシフト回路を用いる方法, (C)vosに

充電されたキャパシタを用いる方法.
Fig.2. Ideas to reduce Vth. (a)Basic idea, (b)using sotuccfo1-

lowers, (C)using charged capacitors.

厳密な意味でフローテイング電圧源を実現することは困

難であるが,実効的にこれを実現する方法として,ソース

フォロワによるレベルシフト回路を用いる方法(6) (図2(b))

とフローテイングキャパシタを用いる方法(') (同図(C))が

提案されている.

ソースフォロワ回路によってレベルシフトを行なう方法

は,ソースフォロワ回路自体が動作するために必要な電源

電圧をlV以下にすることが難しく,フローテイングキャ

パシタを用いる方法も電源電圧が低いほどキャパシタ充電

のために必要なMOSスイッチをオンさせることが困難に

なるという問題がある.そこで,本報告では低い電源電圧

でも動作可能な抵抗性の分圧回路を用いてレベルシフトを

実現した.

(3･1)オフセット電圧を与えたcMOSインバータ

図3(a)紘,抵抗Rl,R2の分圧によりオフセット電圧frosを

発生させる回路であり, …オフセット付きアンプ"と呼ぶ.

この回路は抵抗のみを用いてV.Sを与えるため動作電圧に

制約が少なく,集積化も容易である.図3(a)の回路で生じ

るV.Sの値はTrDD,Rl,R2の値から,次式で求められる.

RI VDD
vos =克て京丁･

(a)

(1)

(b)

図3　オフセット付きアンプ

Fig･ 3.打opoBed ampli丘crwithadditional oqset

オフセット付きアンプは抵抗性分圧器を用いているため

に次のような問題点を持つ.

(1) Rl,R2に電流が流れるため,その分だけ消費電力

が増加する.消費電力の抑制のためには抵抗値をあ

る程度大きな値にする必要がある.

(2)抵抗性分圧器のため･入力信号が轟に減衰する･

(3)分圧回路が熱雑音を発生する.

上記の問題点があるため,提案するオフセット付きアン

プを従来のアンプに代えてそのまま使用できる用途は限ら

れるように思われる.しかし,図3(b)のようにオフセット

付きアンプを負帰還増幅器として用いる場合は,抵抗Rlを

入力部に必要な抵抗と見ることができ,アンプの利得が大

きければ仮想接地作用により信号減衰の問題を解消できる.

(3･2)オフセット付きアンプを用いた秋分巻　　本節で

はオフセット付きアンプを用いて積分器を構成する方法に

ついて検討する.図3(b)においてZfをキャパシタ2C2と

すると,積分器が実現できる(図4(a)).実際の積分召削ま同

園(b)の回路となる.この場合,抵抗Rlは積分器の一部を

構成しているため,アンプの利得が大きければ信号減衰の

間産は解消できる.そこで,アンプの利得がどれくらい必

要か, 3段A-RCPFを対象としてシミュレーションによっ

て調べた.比帯域が3, 10, 30, 100, 300の各A-RCPFの周波
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(a )　　　　　　　　　　　　　　(b)

図4　オフセット付きアンプを用いた耕分器

Fig. 4. htcgrator usmg proposed ampli丘cr with&ddidonal offset

数特性と,それを構成する理想増幅器の電圧利得の関係に

ついて調べたところ,電圧利得が40dB以上あれば利得無

限大の場合の特性と誤差l dB以内で一致することが分かっ

た.そこで,本報告ではアンプの電圧利得を40dB以上と

することを目標とした.
一方,試作を行う予定の0.18J皿CMOSプロセスの最小

ゲート幅で設計したcoMSインバータのシミュレーション

結果では電圧利得が32 dB程度しか取れず,利得の増大が

必要である.次節ではこれを検討する.

(3･3) cMOSインバータの電圧利得向上　　cMOSイ

ンバータの電圧利得Avは9mと出力抵抗R｡の積で求めら

れる. 5極管領域での動作では

･D-今昔(VGS-Vh)2(MVDS) (2)

が成り立つから, Avの大きさは次式で表される:

･Av･-hRo-農(A)-1彩
A(VGS - VIh)

(3)

ここで, JJ :キャリアの平均移動度, C｡X :単位面積あたり

のゲート酸化膜容量, W:チャネル幅, L:チャネル長, i:

チャネル長変調係数である.また, 1≪ 1/fbsの近似を用

いた.

式(3)から,電圧利得を向上させるには, VGS - V.h, i- 0

の2つの方法が考えられる.前者のVGSは最大出力スイン

グを得るためにFbD/2付近に設定されるのが普通であり,

勝手に変更できない.さらに,しきい値電圧の製造誤差に

よりvGS > V.hを満足できず, MOSが動作しない可能性が

あるので適切ではない.

これに対して,後者は1∝1/Lとなっていることから, L

とAvは比例関係にある.したがって, Lを大きく設計する

ことにより利得の増加が実現できる.

シミュレーションによれば,電源電圧1.OVにおいて

エ= 0.18〟mのCMOSインバータでは32dB程度であっ

た電圧利得が, L=2.5FLmとした場合では53dBとなった.

これは11倍の利得の向上であり,式(3)の予測どおりゲー

ト長の比2.5/0.18 = 13.9に近い値が得られた.

図5はL=2.5FLm, Wn = 12.OFLmで設計したcMOSイン

バータにオフセット電圧を与えた場合の,利得と動作電流の
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シミュレーション結果であるが, V.Sの値によらず40dB以

上の電圧利得がある.よって, L = 2.5pmのCMOSインバー

タは目標に対して十分な電圧利得があり, R2の存在による

影響も十分抑えることができる.なお,このシミュレーショ

ンではpMOSのゲート幅W,を各vosの値において出力電

圧が0.5Vとなるように調整してあり, V.S =-0.2V～+0.4

Vに対してW, ≡ 33･2ILm～ 59･2JLmに設定した･
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図5　オフセット電圧に対するCMOSインバータの竜圧利

得とドレイン電流の依存性α ≡ 2.50FLm, Wn = 12.00FLm)

Fig. 5. Gainand current dependence on additionaloqset voltage

く3･4)オフセット付きアンプの投打　　本報告では少な

くとも電源電圧1.OVで動作させることを目標にしているの

で, V.Sの大きさを0.2Vに設定した.これはfTos=OVで

はpbD=0.2VとしてもvDD ≡ 1.2V程度までしか動作しな

いと予測されたためである.ここでは, V.D=0.2Vを確保

して,なおvDD = I.OVで十分な動作を行うため, V.S =0.2

Vと設定した.これで分圧器の抵抗比は決まるが,絶対値

は積分器の時定数に関連して決める.

MOSのチャネル長上は,電圧利得向上のため(3･3)で述

べたように2.5〟mとする.これはpMOS, NMOSで共通で

ある.

チャネル長を2.5J〟nに増加したので,動作電流を最小ディ

メンジョンの場合と同程度とするため, NMOSのチャネル

幅は12.00FLmとした. pMOSのチャネル幅は前記NMOS

のサイズに対してCMOSインバータの出力電位が0.5 Vと

なるよう54.72〟mに設定した.設計したpMOS, NMOSの

寸法を表1にまとめる.

表1オフセット付きアンプに用いるMOSのサイズ

TAble 1. TrzLnSistor dimensions u8Cd in Ampli五er

PMOS 髭t��

チャネル長Lレm】 經2.50 ���

チャネル噂Wレm】 鉄B縱"12.00 �

なお,本研究のCADによる設計では素子の自動発生機

能を用いたため,レイアウト設計できるMOSのチャネル

長に上限値があった.そこでPMOS, NMOSを各5個ずつ



直列に接続し,揮似的にチャネル長2.5JLmのMOSを実現

している.

4. 3段集積化A-RCPFの投計

提案したオフセット付きアンプの有効性を検証する目的

で, 3段A-RCPFを設計した. A-RCPFの通過帯域は,表

1のオフセット付きアンプの利得帯域幅積が約47 MHzで

あったことから,中心周波数lMHz,比帯域10とした.す

なわも,通過域(阻止域)は0.3MHz～3MHzであり,計算

上はこの帯域に渡って約28 dBのイメージ抑圧が得られる.

回路図を図6に示す.

図6　3段Activ〇一RCポリフェーズフィルタ

Fig. 6. nrec-stage active RC polyphascfiltcr

く4･1)フィルタの素子値投計　設定した比帯域と中心

周波数をもとに, Gingell氏の手法川より通過域,阻止域と

もに等リプルとなるように正規化された零点時定数と極時

定数を求めた(表2).

表2　設計した3段A-RCPFの時定数

Tablc 2. Designed pole and zero time constants

時定数＼段数r 鳴2 ���

零点時定数TizJ 緜C田BI ssC������

極時定数Tf,P] 釘繝鉄b1 sBC������

フィルタの抵抗とキャパシタの値は,これらの時定数を満

足するように設計する(2).本設計ではチャネル長Lを大き

く設計したので, CMOSインバータの出力抵抗は約480k`l

と非常に高い億である.したがって, 2段目, 3段目の入

力インピーダンスを高く設計することでCMOSインバー

タの電圧利得を維持しなければならない.しかし, Ic上

に大きな抵抗を設けた場合,抵抗の占有面積が大きくな

る.実装面積のことも考慮して,抵抗は全ての段において

Rz, =R,,=100kft(r= I,2,3)とした･

キャパシタ借については各時定数と対になる抵抗値から

計算し,抵抗値とあわせて表3にまとめた.

ただし,実際にレイアウト設計を行う素子値は図7(b)の

Vh(-90dog )

表3　抵抗とキャパシタの素子借

Table 3. Designed element Ⅶlues

段数r 白2 ���

Rqlkq】 免loo ������

Cz,lpF] 釘sbI.5915 緜ccb��������

Rp,lkf2] 免loo ������

Cp,lpF] 途緜sSrI.5915 3##������

回路構成となっているため,同園に対応する素子値となる

(抵抗は2倍,キャパシタはIP倍).なお,抵抗R2,は

Rz,,R,,の値と動作点より, R2, = 150【kf2]とすることで設

計オフセット電圧Fl.S =0.2Vを実現した.

5.シミュレーション結果

く5･1)設計中心電源電圧(1.OV)での動作　(3･4)で設

計したcMOSインバータをオフセット付きアンプの回路構

成として使用した3段A-RCPFについてシミュレーション

を行った. vDD= 1.OVにおける結果は図8であり,理想ア

ンプ(電圧利得200 dBの電圧制御電圧源)を用いた場合の

特性も併記した.オフセット付きアンプを用いた特性と理

想特性とを比較すると,フィルタの電圧利得は約3dB低い

側に平行移動したものとなっており,オフセット付きアン

プを使用した場合でも良好な動作をしている.

0　　　　　01　　　　　　2
ll

【gp】u!e906e土0^

=†ー_  ��

I Ideal ∴/ ﾗﾆ貿妨"FW6nedamp.wi ﾗ闔ｨ而鉗"fg6WB����������

､､'＼ 54&襭StopBand {ｲ��������

I I. ■ VDD=-.0 ｦﾈ爾- rRr���������1■ ^ ｲﾈ"�����

1　　　　　　　　　　　　1

Frequency lMHz]

図8　理想増幅器とオフセット付きアンプによる3段

A-RCPFの周波数特性の比較

Fig. 8. Frequency responses of3-stage A-RCPF using idealam-

pliGerand proposed ampli丘cr
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く5･2)低電圧動作の降界(シミュレーション)　前節

で設計したんRCPFは,図8からわかるように,電源電圧

1.OVにおいてフィルタとして十分な動作をしている.本設

計ではV.S =0.2Vとしているため,電源電圧0.8V程度ま

で動作が可能と考えられるので,動作の限界をシミュレー

ションで調べた.電源電圧0.6VO.7V;0.8Vの結果を図9

に示す.このとき,アンプの動作点は各電源電圧の1/2に

設定した.
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図9　低電源電圧での3段A-RCPFの周波数特性シミュ

レーション

Fig･ 9･ Frequency responses of3rd A-RCPF at low power supply

voltage in simulator

図9から,電源電圧0.7V以上ではフィルタとして動作

しているが, 0.6 Vの場合は通過域の電圧利得が平坦でな

く,フィルタとしての動作は不十分である.

0.6 Vで十分な動作ができない原因は, MOSにかかるゲー

トーソース間電圧FIGSにあると考えられる. V.Sは電源電

圧の20%に設計されているので,各MOSのVGSは電源電

圧の70%である. MOSのV.hは約0.4V程度であるのに対

し, vGSはfTGS=0.42V程度である.よって, V.D～0とな

り,インバータにほとんど電流が流れなくなるためである.

また,電源電圧0.7V以上では, MOSに対して約0.1V

以上のオーバードライブ電圧が与えられ, cMOSインバー

タが正常に動作するため,フィルタとしても動作すると考

えられる.

6.拭作LSIの測定結果

本節ではTSMC社0.18 FLm lP6M CMOSmixcd-signalpro-

cessによる試作LSIの測定結果について述べる.

く6･1)測定構成　　図10は集稗化したA-RCPFの測定

構成である.洲定回路に対する入力電圧と出力電圧は,育

入力インピーダンスのFETプローブを使用し,スペクトラ

ムアナライザで激定した. A-RCPFに対する入力信号はバ

ランとバイアスーTを経由しているため, 4つの入力端子間

の振幅のバラツキが0.1 dB程度あった.

(6･2)実測結果と補正シミュレーション　　電源電圧

I.OV, 0.7V, 1.4Vでの測定結果をそれぞれ図11,図12,

図13に示す.
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図10　A-RCPFの測定構成

Fig･ 10･ Mesuremcnt setup for A-RCPF
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図11 3段A-RCPFの周波数特性(測定値; vDD=1.OV)

Fig･ 1 1 ･ Mcasured丘equency responses of 3-stage A-RCPF
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図12　3段A-RCPFの周波数特性(測定値; VDD =0.7V)

Fig･ 12･ Mcasured丘equency responses of3-stage A-RCPF

設計中心値(frDD ≡ 1.OV)の特性である図11について検

討する.洲定結果とシミュレーション結果の比較から,ほ

ぼ設計に近いイメージ除去比が得られている.しかし,過

過域の利得が全体に2 dB程度低く,高域僻で利得が落ちて

いる.また,阻止域ではノッチが設計周波数よりも高くなっ

ている.ノッチ周波数のズレについては表4にまとめた.

図13の電源電圧は1.4Vであり, 1.OVの場合と比べる

とシミュレーションと実測値が非常に近くなっている.電

源電圧が低い場合, cMOSインバータの消費電流が小さく,

gmの低下が推測できる.よって,製造バラツキにより, Flth
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図13　3段A-RCPFの周波数特性(測定値; vDD=1.4V)

Fig. I 3. Measured丘equency responses of3-stage AIRCPF

が高めになり,アンプの恥が低下したためと推測される.

つぎに,高域の利得低下については評価用pcBを含む測

定系の寄生容量の影響が疑われたので,チップ外の寄生容

圭について検討を行った. FETプローブ(100kf2, 3pF)と,

測定した基板の寄生容量値10.2 pFを考慮に入れてシミュ

レーションした結果を図11,図12,図13に点線で示した.

いずれの電源電圧でも,実測結果と同じ程度の周波数で利

得が低下していることが確認できる.

以上の結果から,試作したA-RCPFはほぼ設計通りに動

作していると判断できる.

表4　ノッチの設計値と実測値の比較(VDD ≡ I.0)

Table 4. Measured notch Bequency shi触

設計周波数【MHz】 3ｩ.ﾈ番｢chip39測定値【MHz] ���������

(相対誤差) 忠ｩ靜ｸﾛr���

0.377 紊さ#rR0.530(+40.6%) ����

I.000 さ3R1.410(+41.0%) �������

2.650 sRさ#r紕R3.725(+40.6%) ���

表4にまとめたノッチ周波数のズレについては, 2つの

チップについて測定した結果である.これらから,ノッチ

周波数は30%から40%高域側にシフトしており,同一チッ

プ内では2.7%ないし0.4%の相対誤差が観測される.試作プ

ロセスの素子値バラツキに関する正確な情報はないが,常

識的な値として,素子の絶対誤差が士10 -土20%程度,相

対誤差が1%程度であることを考慮すると,これらのノッチ

周波数のズレは想定範囲内と言える.

7.おわりに

本研究では集積化に適した低電源電圧で動作するオフセッ

ト付きアンプを捷案した.これを用いて3段A-RCPFを設

計･試作し,測定を行った.

設計中心電源電圧である1.OVにおいて, A-RCPFのフィ

ルタ特性は寄生を考慮したシミュレーション特性とよく一

致し,良好な動作を確認した.このことから,提案したオ

フセット付きアンプの有効性が確認できた.

設計時にシミュレーション結果から0.7Vが動作下限界

の電源電圧であることを確かめたが,実際に試作LSIを測

-26-

定した結果,十分良好な動作をしているとは言えないこと

が分かった.本報告の題目は測定に取り掛かる前に提出し

たので,若干羊頭狗肉の結果となったことをお詫びしたい.

レイアウト設計においてど協力賜った,北見工大大学院

の白取秀俊氏と高橋大輔氏に感謝します.また, cAD環境

を整備して下さった北見工大の柳沢英人博士に感謝します.

本研究の一部は東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター(VDEC)を通し,日本ケイデンス株式会社の協

力で行われたものである.
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