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Abstract
Radio communication systems often use two analog signals as a real part and an imaginary Part Of a complex slgnal･ There is a

affect to change 4-phase analog signal processing Into 3-phase analog signal processing M･ The advantage 31Phase analog signals is

reduced circuit areaand consumed current by 25% A 1n this paper, the authors proposed a multi-phase circuitamplifier･ Comparison

3-phase circuit ampliBrewith 41phase circuit ampliBer indicated the superiorityof3-phase one･ Then we confirmed the advantage･
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けない4相方式の対称成分について説明する.
3相方式は広く電力伝送の分野で利用されており,対称

1,はじめに

近年アナデジ混載回路のデジタル部は著しい微細化が進
み小型化,高速化,低消費電力が実現されている.一方ア
ナログ部も微細化が進んでいるが抵抗,容量,インダクタ
といった受動素子があるためデジタルと平行した微細化は

座標法を適用することにより非対称な成分は必ず正相,逆
相,零相に分解することができることはよく知られている.
4相方式も同様に対称座標法を用いて対称成分に分解す
る事ができる(3).図1は対称成分への分解の意味と,分解
した対称成分を示す.すなわち, (非対称な) 4相交流電圧

進んでいない.そのためアナデジ混載回路を実装するとデ
ジタルに比べアナログは大きな回路面積を占める.従って
微細化に伴いICチップを小型にするにはアナログ回路の面
積を小さくしなければいけない.
プロセスの微細化が進むとトランジスタの耐圧が低下す
る問題も出てくる.トランジスタの耐圧が低下するとシス
テム全体の電源電圧を下げなければいけない.そのためア
ナログ信号の精度やダイナミックレンジの確保が難しくな

va, vb,Vc,Vdは対称な成分vo,vl, V2, V3に分解することがで

きる:
Va+Vb+Vc+Vd

,,

Va-Vb+V｡-Vd
4

4

Va- Vc +j(Vb - Vd)

Va- Vc-j(Vb - Vd)

り,アナログ回路の設計自体が困難になる.

回路面積を削減する方法では,無線通信の分野でよく使
われている4柏信号を3相信号にするものが提案されてい

蘇

る(り. 4本ある信号ラインを3本にすることができるので
3/4までの回路面積の減少が期待でき,消費電流の低減も期
待できる.

電源電圧がlVで動作するアンプとして著者らの提案し

洋三

たcMOSインバータを用いた擬似全差動oTA(2)がある.堤

案したOTAは全差動なので,この回路を多相に拡張するこ
とによって3相信号を扱えるアンプにすることができると

2

考えられる.
本稿では全差動oTAを多相用回路に拡張し, 3相, 4相

I/C

+J

V3

V3

壬

/'

回路用のOTAを提案する. CMOSを使って設計したoTA

それぞれの特徴を述べ, 3相信号処理が回路規模の点で有
利であることを示す.提案回路をモンテカルロ解析によっ
てシミュレーションし,ばらつき耐性を見る.また提案し

漂慧

~vZ蟻ami

~V-

図1 4相方式での各対称成分とその意味

た3柏oTAを使った複素BiquadFilterを設計し,低電圧動

Fig. 1. Symmetric components of four-phase system and its

作が可能であることを確認している.

i nterpre tati on

2. 4相方式の対称成分

零相成分V.は通常の2線式伝送における同相成分に相

本稿では3相方式と4相方式を扱うが,教科書等で兄か

1
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はそのまま出力されるという問題が生ずる･ 4相信号を扱

当する対称成分であって, 4つの信号の平均値を表す･逆
相成分V,と正相成分vIは直交4相信号であって,それぞ
れ相順が時計回りと反時計回りの対称成分である･ 3相方
式と違うところは新たに名称のない成分り(以下･無名相
成分と呼ぶ)が現れる事である･無名相成分は1800位相が
違う信号が同時に回転している対称成分である･
3.多相回路用OTA

vinl.VouU.

N

Vin 丙ｪYf+t蘢"

著者らの提案した擬似全差動叩+ F/B OTA`2'とその回

N
V.-n_l

路に使われているCMOSインバータを図2に示す･この他
に1段構成の叩型oTAや叩型oTAがあるが, 1段構

成では高い利得を得られないので多相回路用として図2の

N 泌cBfﾅｲ蘢"蘢Bf8ｨｲ蘢"蘢Bdﾅﾒ
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回路を対象にする.
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図3

4相用F/F+F/BOTA

Fig･ 3･ Feedfoward/feedbacktype OTA for 41Phase signal

ぅ上では不要な対称成分を抑圧しなければならない･なぜ
なら, 4相信号処理において必要な信号成分は正相成分と
逆相成分であり,他の零相成分と無名相成分は誤差の原因
となるからである.
図2

CMOSインバータとそのシンボル,擬似全差動

(3･2)無名相成分による誤差 受信された複素信号
は伝搬経路の特性や,受信機ミクサの誤差によって非対称
となり,正相･逆柏成分以外の対称成分を含むようになる
と考えられる.我々の提案したOTAは零相を抑圧する構成
なので,残る無名相成分がどのくらい誤差に影響するかを
予め知っておく必要がある･
この無名相成分が与える誤差の影響を確認するため,完

F/F+F/8 0TAの回路図

Fig･ 2･ CMOS inverter and its symbol, circuit diagram offully
differential feedfoward/feedback OTA

この回路の特徴は叩(ftedfbward)とF/ち(feedback)型oTA

回路のそれぞれにおいて入出力を短絡されているインバー
タを共有化することでインバータ数を減らしていることで

全に対称な正相あるいは逆相成分から成る入力信号に故

ある.

(3･1) 4相用叩+叩OTA

意に無名相成分を重畳したものを,完全に対称なRCPF
図2の回路構成をその

(RC polyphase仙er)に入力し,イメージ抑圧比(IRR; image-

まま図3のように入出力を短絡しているノードを各相ごと
に接続すると4相oTAへ拡張することができる･入出力を

ejectionratio)がどのくらい劣化するか調べた･ Ⅰ姐は

短絡しているノードは入力信号あるいは出力信号の平均操
作を行う回路であって,零相分を検出するものである･す
なわち,この構成によれば4相信号すべての平均値である
零相成分は1段目では叩されて, 2段目ではF/Bされて
出力側では抑圧される･しかし,他の対称成分はそのまま
増幅されて出力される･これは, 2本の信号線を用いる従
来の差動増幅器においては,対称成分が同相成分(-零相
成分)と差動成分しか存在しないため,同相成分だけが抑
圧される回路構造になっているためである･
ところで,従来, 4相信号を増幅する場合差動アンプを

剛均3980Q
R2≠0.3721 a

Rl=7.558 Q
Cl軸.4744 ド

C2;8.3573 F
C3旬.021 0 F

図4 1RRへの影響を見るために用いた入力信号構成
Fig･ 4･ Input slgnal generation fわr checking lRR degradation

2組用い, lつは実部を表す互いに180｡位相が異なる信号
IRR =正の周波数(逆相成分)に対する利得[dB]

杏,もう1つは虚部を表す互いに180｡位相が異なる信号を

-負の周波数(正相成分)に対する利得【dB] (1)

用いていた.しかしこの方法では2つの差動アンプが独立
で相互に結合がないため,それぞれのアンプに誤差があっ
た場合,本来存在しないはずの零相成分と無名相成分が発
生する可能性があり, 2つの差動アンプ間の誤差について

-

によって定義されるが,実際には図4のように,入力とし
て逆相･正相成分に対して1%の無名相成分を加えて評価し
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た.これは一般にアナログ信号処理の精度が1%程度であ
ることを考慮して決めた.図4のRCPFの素子値は比帯域

ための付加回路の一例である.無名相成分を打ち消すため
には図6のようにインバータが12個追加されるので回路

1.5で設計したものであるが,比較のためにシミュレーショ

面積削減,消費電流低減の観点から大きな問題である･

ンでは比帯域100で設計したものも用いた.

(3･3) 3相叩+叩OTA

図7は2種類の構成によ

る3相叩+叩OTAである.これらの構成の違いは1段目
において信号分と零相分(の-1倍)を一緒に叩するか,

比帯域100の場合のシミュレーション結果からIRRは
1%の無名相成分を入力すると15.71 dBから15･55 dBに

71.80dBから52.46dBへと低下した.このほかに無名相成

零相分の-1倍だけを叩するかの違いであるが,加算型
は信号分も隣接相へF作しているので平均型よりも信号の
利得が2倍大きく取れる.この構成におけるインバータの

分の位相が450と2250以外にもooと1800などでもシミュ

数は4相F作+F/BOTAと比べると24個から18個に減らす

レーションを行なったが, IRRはほとんど同じである.

ことができる(平均型).インバータを減らすことで消費電

低下した.また,比帯域1.5のRCPFの場合は図5シミュ

レーション結果からIRRは1%の無名相成分を入力すると

流が減り,回路面積も削減できる.
さらに, 3相信号処理の場合で重要なことは, 4相の場合
にあった無名相成分自体が存在しないので,その抑圧も必

要なくなることである. 3相回路の対称成分は正相成分と
逆相成分と零相成分であり,図7のOTAでは零相の抑圧が
行われるため,無名相成分の抑圧が必要ないことは4相信
号処理に比べて大きな利点となる.

図5

比帯域1.5の3段RCPFのイメージリジェクション
Fig･ 5･ lRR reduction due to no-name sequence

これらの結果から無名相成分はRCPFのIRRの特性を悪
化させることがわかった.しかし,比帯域が大きく元々IRR
が小さい場合はほとんど影響がないので,無名相成分が問

図7

3相F/F+F/BOTA(左‥平均型,右加算型)

Fig1 7･ Feedfoward/feedback type OTA for 3-phase system (left‥average

type right:summation type)

題となるのは高いイメージリジェクションを要するフィル
タであることがわかった.そのため,高IRRの信号処理で
は4相信号中の無名相成分は予め除去する必要がある･
図3の構成は零相を除去できる構成であるが無名相成分
はそのまま出力される.零相と無名相成分を同時に打ち消

(3･4) 3相F/F+叩OTAと4相叩+FIBOTAの特性

比較

表2に0.18〃mCMOSプロセスで設計した3相

叩+FβOTAと4相叩+Fβ OTAの各特性(シミュレー

すには, V2を検出してa,Cの経路から減算し, b,dの経路

ション)をまとめる.なお使用したインバータのサイズは

には加算する構成が必要であり,大幅なハードウェアの追

表1に載せた. 4相F作+F伸OTAは図8に1柏分加えただ

加が必要となる.図6はF作OTAの無名相成分を抑圧する

けなので図とインバータのサイズ表は省略する.表3より
3相と4相を比べると結果が違うのは消費電流と無名相の
利得である.消費電流はインバータの数が24個から18個
になっているのでその分減少しており, 33.63〃A少い. 4相

では零相利得は差動利得と同じ値をとっているので抑圧さ
れずそのまま増幅されていることがわかる.
4. 3相F/F+叩OTAのインJトタのばらつきに対する

零相利得

前節までで3相と4相を比べた場合, 3相方式の方が有
利ということがわかった.表3の3相と4相F作+F/BOTA

の零相利得は図8の領域2'のサイズ調整(2'をすることに
ょって-64.47dB(直流付近)を実現している･しかしこのイ
図6

ンバータのサイズが製造時にばらつけば当然期待した零相

F/FOTAの無名榊成分を抑圧する付加回路

Fig･ 61 F/F OTAwith no-name sequence cancelation

-
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図8

3相F/F+F/BCIA

図9

Fig･ 8･ Feedfoward/Feedback OTA of3-phase

3相F/F+F/BOTAの繰り返し回数1000のモンテカル

ロ解析による零相利得の度数分布
Fig･ 91日istogram of zero mode gain by Montecarlo simulation

表1シミュレーションに用いた各インバータのサイズ

fわr 1000 times

Table L Size of each inverters using Simulation
Domain 婦8ﾆﾕﾒWnレm] 畔8ﾆﾕﾒ
I

ｳR

2
2′

3

1 00.OD

3

4
【%]tlO!tnq玉S!P^Ouやbeよ

繝R3.82

迭

弧 印 40 2 00
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表2

3相, 4相F/F+F/BOTAの各特性

Table 2. Characteristic of3-phase and 4-phase F/F+F/B OTA
Item ﾗ6T4-phaseOTA
Supplyvoltage
Cu汀entCOnSumpt10m

蔟b1.OV

"緜(d136.25JJA
-1

Tranceconductance 紊ﾕ220.4lmS

rJO

･･

80

-60

-40

-20

0

2O

40

60

zero-sequence ga叫dB】

Outputimpedance 偵天ｶfﾂ29.95kf2
Cutoff舟equency

図10

縱遒2.78MHz

Fig･ 10l Cumulative distribution of zero mode gain by Monte-

Zero-sequencegaln 蔦cB紊vD"-64.47dB
No-namesequenCegaln

3相F/F'F/BOTAの繰り返し回数1000のモンテカ

ルロ解析による零相利得の累積分布

positive/negativesequenceGain 鉄r縱縫"57.79dB

carlo simulation f♭r 1000 times

辻57.79dB

zero-sequenceSupreSSion #"fD"122.26dB

利得が得られなくなる･さらにこのサイズ調整は基準のイ
ンバータ(図8領域1が基準)を元にサイズ量を算出してい
るので基準がばらついても期待した零相利得が得られなく

tot)oLt,Li∈£LC･UTtbeエ

なる.そこで3-3節で述べたシミュレーションのMOSを現

実のばらつきモデルにしてモンテカルロ解析を行い･零相
利得のばらつき耐性を見た･
MOSの製造時に起こるばらつきは全てのインバータが同
時にばらつくもの(Processばらつき)と全てのインバータ
が個別にばらつくもの(Mismatchばらつき)の2つである･

zerchSequenCe g由- 1dB]

モンテカルロシミュレーションではprocessばらつきだけを

図11 3相F/F十F/BOTAの繰り返し回数1000のモンテカルロ解

含んだもの, Mismatchばらつきだけを含んだもの･そして

析による瑞相利孔長のJiE数分/lj
Fig･ I I ･ Histogram of zero mode gain by montecalo simulation fわr 1000

両者を含んだもので零相利得を見る･
図9と図10はサンプル数1000回のモンテカルロ解析に
ぉける零相利得の度数分布と累積分布である･この結果から

times

慮しない3相叩'F/ち OTAの零相利得は-64･47 dBであっ

零相利得の大半を決めているのはMismatchばらつきである

たが図11から零相利得は悪くなり,平均値では-11･12dB

ことがわかる.すなわちこのMismatchばらつきを小さくし

となっている.最悪で35dBの零相利得が出現する･

ないと零相利得のばらつき耐性は向上しない･ばらつきを考

-
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らつきの範囲が大きく見えるだけで実際のIRRは改善され
ている.累積分布を表した図13をみてみると,零相利得が
oの割合はあまり変わらないことがわかる.

そこで零相利得がodB以上になる割合を減らすという目
的で,当初設計したMOSのアスペクト比を一定にしたま
まサイズを大きくすることを行なった.なおサイズ量の変

従ってサイズ変更を行なうことによって全体の平均値は
下げることができるが,ばらつきと零相利得がodB以上
になる割合はそれほど下げることができないことがわかる.
しかしレイアウトにコモンセントロイド配置を採用すれば

化は基準サイズから2倍と5倍について検討した.

io oLJむuj!)] 3U｡nb巴山

Mismatchばらつきを相殺するように働いてくれるため,零

相利得のばらつき耐性は改善できると考えられる.
5. 3相F/F+F/B OTAを使ったTow-Thomas複素バイ

カツドフィルタ
3相のTow-Thomas複素バイかソドフィルタが松野らに

よって報告されており(5),その論文ではフィルタの増幅器
に差動増幅器を用いたopAを採用している.しかし一般に

よく使われる差動増幅回路は最低でもMOSを3段縦積みに
しなくてはいけないのでlVで動作させようとすると振幅
がほとんど振れない.そのため本稿ではそのOPAを提案し

2 モンテカルロ解析による零相利得の度数分布

たoTAに変えlVで動作させたとき,フィルタとしての特

Fig･ 12･ Histogram of common mode gain by Montecarlo

性を確かめる目的で, 3相叩+F/B OTAをTow-ThomasBi-

simulation

quadFilterのアンプに適用した･
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図13

サイズ変更時の零相利得の累積分布
図14

Fig･ 13･ Cumulative distribution of zero mode galn When size

3相Tow-Thomasバイかソド複素フィルター

Flg･ 14･ 31phase Tow-Thomas biquad complex Glter

change

蓑3 サイズ変更行なったときの平均値と標準偏差
表4

Table 3･ Average and standard deviation when each inverters size
change

Table 4. Size of each inverters uslng Simulation
Domain 婦8ﾆﾕﾒWnレm] 犯ﾒ

Standardsize 率R5×size
Average【dB】

シミュレーションに用いた各インバータのサイズ

椿ﾆﾂ"-15.09

i 2緜4.80 紊

蔦#

Standarddeviation 214.86 b紊

図12がサイズ変更を行なったときの度数分布である.サ
イズ変更を行なう前に比べピークが低いほうへ向かってい
ることがわかる.表3からも平均値は確かに低くなってい
ることがわかる.逆に標準偏差はサイズを大きくしていく
と増えていっている.これはばらつきが大きくなっている
ように見えるが平均値も下がっているので, dBで表すとば

-

2

10.8

3

鼎"綯】5.0

纉ʓ
紊

図15は著者らの提案した全差動加算型F作+F/ち OTAを
3相叩+F/BOTAに拡張したものであるが,これは3-3節

で述べたものと異なっている.叩部では平均をとらず隣
接相へF作する.これにより信号がそのまま足されるので
F作部で利得が2倍になる.平均して共有するタイプより
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に拡張した. 3相と4相を比べた場合, 3相の方が利点が多
いことがわかった. 1つはインバータの減少に伴う消費電
流の減少であり,消費電流を136.25〃Aから102.66〃Aに下

げることができた.もう1つの利点は無名成分を考慮しな
くてもいい点である.これまで無名相成分はほとんど考慮
されてこなかったが無名相成分が回路に入力されると回路
のIRR特性を悪化させる事がわかったので,高IRRが必要

な場合はこの成分を予め抑圧する必要がある. 4相信号か
ら3相信号に変えるのは意味がある.また我々が提案した
図15

CMOSインバータを用いたF/F+叩Omを用いれば電源電

3相Tow-Thomasバイカッド複素フィルターにつかう加算

圧がlVでも動作させることができる.
3相FP+町BOTAを用いたモンテカルロシミュレーショ

型F/ど+F/良 OTA

Fig･ I 5･ Sum type 3-phase F/F+F/B OTA using 3-phase Tow-Thomas biquad complex filter

ンにより零相利得のばらつき耐性を見た.サイズを変更し
表5

3相Tow-ThomasBiquad複素フィルタに用いた各素子値

ないものは平均値が-ll.12dBと-64.47dBと比べるとか

Table 51 Each elements using 3-phase Tow-Thomas Biquad Complex

なり悪くなった.この対策として,アスペクト比を一定に

Filter

したままMOSのサイズを大きくした結見

Rl 3ｶc"R2 鉄#VｶgB

平均値は下げ

られる事が確認できた.しかし零相利得がodB以上になる

R3 姪Fﾂ綏ｶfﾂR4 ｣B縱Vｷ(,b

ことはあまり改善されなかった.零相利得がMismatchばら

R5 #偵VｷGBCl ｣'b

つきに大きく依存していることからコモンセントロイド配

置等のレイアウトに注意を払えばさらに零相利得は改善で
インバータの数が増えるが平均型より利得が高く取れるの

きると考えられる.

が特徴である. Tow-Thomas Biquadフィルタは増幅器の利

3相TowIThomas複素バイかソドフィルタに提案した3柏

得が高い方が望ましいので本稿では図15のOTAを採用し
た.なお表5の素子値では中心の周波数が100kHzシフト

F/F+F/BOTAを用い,電源電圧l Vでも良好に動作するこ

とを確認した.

し,通過域で利得が12dBになる.使用しているoTAは

謝辞

本研究を進めるにあたりご協力賜った,同研究室

525kilと12pFの並列負荷で72.02dBでかソトオフ周波数

のMlの川部氏高橋氏矢滞氏M2の白取氏と田中氏に

4･29kHzである.位相余裕は23degである.

感謝いたします.また, cAD環境を整備して下さった柳沢

英人先生に感謝いたします.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のもとで行われたものである.
;:葺

参考文献

0 -. .一….. .叩. .I.-､. ､誓ふ..

Mgp】U苛8

( ) ) T･Yamaji, T.ltakura, T,Ueno and H.Okuni, " Balanced 3-phase
El

analog s】gnal processlng fわr radio communications, H proc.of

2006 1EEE lntemational Symposium on CircuitsT and Systems.

May. 2006

(2 ) K.Komoriyama, M.Yashiki, E.Yoshida, and H.Tanimoto, " A
Very Wideband Active RC Polyphase Filter with Minimum Ele一
300

200

1

0く)

0

1

00

ment Value Spread Using Fully Balanced OTA Based on CMOS

20O

Fr印enCy 【kHZ】

lnverters, " lEICE Trans･ Electron･, Vol. E91-C, No.6 Jun. 2008

図16

(3)別宮貞俊, ｢封構座標法解説｣ ,第十玉章四相式襲換機,
オーム社,昭和3年.

Tow-Thomasバイカッド複素フィルター周波数特性

Fig･ 16･ Tow-Thomas biquad complex別ter斤equency responce

(4 ) H･ Tanabe, H･ Tanimoto, Transfer Function Preserving Transformations on Equal-Ripple RC Polyphase Filters for Reducing

Design Efforts, lEICE Trans･ FundamentalS, Vol･E90-A, No.2,

図16は理想アンプを用いたときの特性も載せている.図
16より中心周波数が100kHzにシフトしていることがわか

pp･333-338, Feゎ. 2007.

(5)松野隼也,佐藤広生,兵庫明,関根慶太郎了対称3相信

り,そのときの利得が12dBになっている.理想アンプと
比べると特性は非常に良く一致している.
6.ま

と

号に用いるTow-Thomas Biquad複素フィルタ｣ ,電気学会
電子回路研究会資料, ECTJO7-44, 2007年1月.

め

CMOSインバータを用いた全差動F作+Fβ OTAを多相用

原稿受付日 兌ﾙﾃ#DﾈI?｢

-

28

-

