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cMOSインバータを用いた全差動oTAの試作と評価

一高利得化の検討一

矢揮和樹*,小森山恵士†,谷本洋(北見工業大学)

Design and Evaluation of Fully Differential 0TAs Using CMOS lnverters

- Investigation fわr Higher Vわltage Gain -

Kazuki Yazawa', Keishi KomoriyamaT, Hiroshi Tanimoto (Kitami Institute of Technology)

Abstract

There are strong demmands for low-voltage operating OPA/OTA in deep sub-micron CMOS processesI We have proposed a

CMOS inverter based two-stage OTA configuration named FnI+FP OTA, which can operate 1 - I ･8 V of supply voltage, for O･ 18

FLm CMOS process. In this report, three series of fabrication results for the proposed叩+F/B OTA configurations are presented

with their design details･ We have improved common-mode rqection ratio and voltage galn Over the prototype chip･ The revised

chip demonstrated 67 dB ofvoltage gain, unity frequency of56 MHz, with 1 12 dB ofCMRR, from l･8 V of power supply with 3

mA of cu汀ent COnSumptlOn･

キーワード: cMOSインバー久　差動oTA,高電圧利得

(CMOS Inverter, Differential OTA, High Voltage Gain )

1.はじめに

デジタルLSIの高速化や低消費電力化を追求したことに

より,デバイスの微細化が進み耐電圧も下がっている.ア

ナログ回路においても,より低電源電圧で動作する増幅器

が必要とされ,差動対ではなくcMOSインバータをコアと

して用いることで低電源電圧動作を目指す研究がある(り(2)

MOSの微紳化に伴って出力抵抗が低下するため,高い電圧

利得を実現することが急激に難しくなるだけでなく,低電

源電圧になるに従い出力のダイナミックレンジが狭くなる

問題もある.本報告はデバイスの微細化と低電源電圧化に

よる増幅器の電圧利得低下の対策に焦点を当てている.

我々が提案した全差動フィードフォワード･フィードバッ

クoTA(図1,以下叩+叩OTAと記す)の試作結果`2--(4)に

基づき, 2次試作で改良を試みた(5).しかし,依然として,

微細cMOSでは出力抵抗が低く,大きな電圧利得を取り難

いことが問題として残った.

そこで本報告では,より高い電圧利得を実現すべく,

F/F+F/ち OTAをベースとした高利得型叩+F/ち OTAを提

案する.前提案の同相除去は2経路の同相信号を平均して

キャンセルしていたが,今回提案する回路は他方の経路か

ら反転した信号を加算することで同相信号をキャンセルす

るとともに,差動信号は加算する方式(6)を用いる.この型

式を差動加算型と呼び,従来の同相平均型と比べ2倍のト

ランスコンダクタンスが実現できる(&).シミュレーションで

は差動利得76.2dB,同相除去比117dBと非常に高い値が

得られた. 3次試作はこの高利得型Fn;+FP OTAの差動加

算型を主体に,比較のため同相平均型の試作も行った.本

報告では主として2次試作と3次試作の結果について報告

図1設計したF/F+F/BOTAの回路構成

Fig･ 1 I Designed血lly differential OTA with cascaded feedfor-

ward and feedback stages

する.

2. F/F+F/BOTAとその1次試作

F/F+F伸OTAを図1に示す(3).この回路はAB級プッシュ

プル構成であるCMOSインバータを基本としており,高い

トランスコンダクタンスgmが期待できる.微細プロセスに

よるCMOSインバータ単体ではgmは高いが電圧利得が低

いため, 2段構成として電圧利得を高くする. lNV4-9は

同相検出回路であり,これらの出力端には同相分の-1倍

が出力され,入力信号の差動分はキャンセルされるため出

力されない.検出した同相信号をTNVl,INVIOと同じサイ

ズのCMOSインバータINV2,rNVllで, rNVl,INVIOの出

力端にそれぞれ返すことで同相信号をキャンセルできる.

I現在, (樵)日立超LSlシステムズ. NowheiswithHitachi ULSI

Systems Cot,Ltd･
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表1 1次試作における各領域でのMOSのサイズ

Table 1 ･ Transistor dirnensjons in Grst generation deslgn

領域 畔8ﾆﾕﾒWphm] 夫ﾆﾕﾒ���

1 3.00 白經�����

2,3 ������4.00 �"����

4 ������10.0 迭����
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図2　同相利得の測定構成　図3　差動利得の測定構成

Fig･ 2･ Measurement setup for Fig･ 3･ Measurement setup for

common mode galn differential mode galn
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図4　F/F+F/8 0TA(1次試作時)の利得周波数特性

Fig･ 4･ Measured and simulated kequency responses of proto-

type OTA with cascaded feedfowerd and feedback stages (Grst

generation fabrication).

(2･1) 1次試作(F/F+F/B OTA同相平均型)の測定結果

図1の各領域におけるCMOSインバータのサイズを表1に

示す.初段の信号増幅用CMOSインバータは最小サイズで

設計し,出力段のCMOSインバータはある程度の負荷を駆

動できるよう,電源電圧vDD=1.8Vにおいて,約0.5mAの

電流を流し容量負荷に対してもスルーレートを確保する設

計とした.また,出力段には位相補償のためのキャパシタ

を設けたI†.その素子値は16pFであり,集積回路において

は大きな値である.なお,設計中心電源電圧は1.8Vであ

るが,理論上は1.OVでの動作も可能であり.その評価も

行った.

試作oTAの測定構成は図2(同相入力時),図3(差動入力

時)に示した.差動利得の測定は,本来であれば入力の2端

子間に差動信号を入力し,それに対する出力の2端子間の

差動信号を測定すべきであるが,測定対象のOTAに高い同

相除去比が期待できることから,図3のようにシングルエ

ンド測定を行った.この構成でも十分な精度で差動利得が

測定できることを確かめた.

シミュレーションと実測による設計oTAの周波数特性を

図4(VDD=1.8V)に示す.また, oTAの測定結果を表3にま

とめた.測定系の寄生容量を考慮したシミュレーションを

行ったところ,差動利得に関しては測定値とよく一致した.

電源電圧1.OVでの周波数特性を図5に示す.同相利得

については寄生を考慮してもなお測定値とシミュレーショ

ン値に10dB程度の開きがあるが, 10dB以上の同相除去

が確認でき,オシロスコープを用いた差動出力の波形も正

常に観測できた(図6).

電源電圧が低下するとMOSの動作電流が低下する.蛋

流に反比例して出力抵抗が増大し, gmは電流値の平方根に

反比例して低下するため, lV動作では1.8V動作よりも大

きな55 dBの電圧利得が得られた.

1次試作は設計した電源電圧1.8 Vにおいてはほぼ設計通

††実際は負荷容量を位相補償容量の一部として利用する.

10k 一ook 1 M

Frequency 【Hz】
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図5　F/F+F/B OTA(1次試作時)の利得周波数特性

Fig･ 5･ Measured and simulated &equency responses of proto-

type OTA w】th cascaded feedfowerd and feedback stages (first

generation fabrication).

図6　0TAの差動出力スイング

Fig･ 6･ Measured differential output voltage swing of designed

F/F+F/良 OTA (prototype).

りの良好な結果が得られた.しかし, vD｡=LOVでの測定

から同相除去に若干の課題を残した.この課題に対し,吹

章で改善策を述べる.

3. 2次試作への改善点とその有効性

(3･1)同相利得の改善(5)(7)  1次試作の結果から同相
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図7　同相検出部分の小信号等価回路

Fig. 7. Small-signal equivalent-circuit for detecting COmmOn

mode voltage

利得について改善を検討した. 1次試作の回路設計時には

cMOSインバータの出力コンダクタンスGがトランスコ

ンダクタンスgmと比べ無視できるほど小さいものとして

扱っていた.しかし,同相検出回路(図1内の領域2, 3)の

cMOSインバータ単体のG, gmについてシミュレーション

で調べた結果,無視できないほどGが大きいことが分かっ

た.つまり, CMOSインバータ単体の出力抵抗が小さく,同

相信号を-1倍するはずの同相検出回路の利得が1未満で

あると推測できる.よって,この-1倍の精度を高めるこ

とで,同相利得の低減ができるものと考え,その改善を検

討した.
-1倍の精度向上のため,図1の領域3のrNV5･rNV8の

MOSサイズ調節によりコンダクタンスを低くする. rNV5･

rNV8のアスペクト比をα倍すると仮定し, rNV4-INV6に

ついての小信号等価回路を導き(図7),最適となるαを算

出する.

Iq

va=古志

-gm VIN

2Go +a(gm + Go)
(1)

vaは-1倍回路の出力電圧であり,最適設計とするには

va=-vINとすればよい.また,シミュレーションから得ら

れたG, gmの数値をそれぞれ代入し,最適なαを求めた.

-VIN =
一gm VIN

2Go + α(gm + Go)
(2)

･-監護-864　(3,

よって, rNV5 ･ INV8のアスペクト比を0.864倍した場合

が,最適であるという計算結果を得た.係数αに従い,図

1の各領域内のMOSのサイズを表2の通りに設計した.た

だ,このサイズ変更が実際の試作においてばらつく可能性

があるので, (3･3)において統計解析によって検討を行った.

(3･2)実装面積の削減　　2次試作では, LSI上での実

装面積を削減することについても検討した. 1次試作では

実装面積を考慮せず,位相補償用容量cIoadにMIM容量,

cMOSインバータに大きなガードリングを有するアナログ

高周波用MOSを用いて試作を行った.そのため,実装面積

が非常に大きかった(図8). 2次試作においては,位相補償

表2　2次試作における各領域でのMOSのサイズ

Table 21 Transistor dimensions of2nd generation test chip

領域 畔8ﾆﾕﾒWpレm] 夫ﾆﾕﾒ���

1 3.00 經ɓ�����

2 ������4.00 �"����

3 3.46 縱2�����

4 ������10.0 迭����

(盛欝感激露触 nd Generation

O.08 mm2

Using TSMC
O.18 7Jm CMOS IP6M Process

図8　実装面積の比較

Fig. 8. Comparison oflayout for lst and 2nd generation design.

容量をMOS容量へ, CMOSインバータを論理回路用MOS

へと変更し,小面積化を図った.これらの変更により1次

試作と比べ,面積は約り20となった(図8)が,回路自体の

特性の劣化が心配された.く3･3)において詳しく述べるが,

素子の変更による特性の劣化は統計解析の結果からは見ら

れなかった.よって,これらの素子を用いても問題ないと

判断し,試作を行った.

(3･3)統計解析による改善点の有効性確認　(3･l),

(3･2)における1次試作からの変更が実際のLSI試作にお

いても有効であることを確かめるために統計解析を行った.

1次試作の回路と変更後の回路に対しⅣ= 100のモンテカ

ルロ解析を行い,それぞれの同相利得について度数分布を

取った.結果を図9に示す.変更後の回路の同相利得の分

布は1次試作の回路と比べ広がっているものの,悪化して

いる結果はひとつもなく,全体に同相利得が改善できてい

る.よって,本章で述べた2次試作へのMOSサイズと使

用素子の変更は試作LSIでも有効であることが見込まれる.

図3のシングルエンド測定を行った.この構成でも,

4. 2次試作(叩+叩OTA同相平均型)の測定結果

評価のための測定構成は(2･1)と同じである.図10に周

波数特性を,その他の測定結果を表3にそれぞれ示した.

図10の周波数特性では,測定系の寄生を考慮したシミュ

レーション結果と実測結果がよく一致しており,良好な動

作を確認できる.また,く3･l)で検討した同相除去比に関し

ても,表3において1次試作の結果と比較をしても他のパ

ラメータがほとんど劣化することなく22dBの改善に至っ

た.よって,実際のLSIでも〈3･1)での同相除去比の改善法

は有効であることが確かめられた.
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表4　高利得型F/F+F/B OTAの設計債

Table 4. Designed values of high voltage gaintype OTA.

32211(回oot+i)癖回

同相抑圧度表㈱

暮NV5,JNV8

イズ変更後

1-60　　-50　　-40　　-30　　-20　　- 1 0　　0

同相利得(@100 kHz) 【dB】

図9　サイズ変更前後の同相利得のバラツキ比較

Fig. 9. Comparison of common mode galn Variations for before

and after size adjustment･

0　　　0　　　022
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10M 100M

図10　F/F+F/良 OTA(2次試作時)の利得周波数特性

Fig･ 10･ Measured and simulated &equency responses of 2nd

generation test chip･

表3　F/F+F/80TAの測定結果(1次, 2次試作)

Table 3. Measured results ofF/F+F/B OTA for lst and 2nd gen-

eration test chips.

1次試作 鵁韋ﾞﾂ��

電源電圧 繞b1.8V ��

動作電流 紮ﾔT2.88mATTT ����

差動利得 鼎"47dB ��

同相利得 蔦vD"-40dB ��

同相除去比 田VD"87dB �

3dB周波数 塔ｴ740kHz ����

5.高利得型F/F+F/B OTAの提案と設計

前述のF作+FP OTAよりも高い電圧利得を実現すべく,

図11に示す高利得型F作+F/B OTAを提案する.同回路は

F作+F/ち OTAをベースに初段の増幅段を加算型叩構成(6'

としており,初段は2倍のgmが期待できる.また,図11

中の端子A-A′間を短絡させた場合,提案oTAは同相平均

型となり,差動加算型と併せて同相平均型の試作も行い特

性の比較を行った.

位相補償はMIM容量を用い,容量値を低減するため, 良

†††シミュレーション値

領域 88ﾆﾘ｢Wpレm] 夫諞ﾕﾒ����

I 紊X15 迭紕�����

2 ﾃCX30 迭紕�����

3 紊X71 RR�����

Rc 鉄S)Eb��

cc 絽b���

とCを直列にしたミラー補償を採用した.容量負荷は1次

試作oTAと同じく10pFまでを想定した.その結果,捕

償容量値は3.5pFと, 1次試作oTAと比べて小さな値に

なった.

(5･1)電圧利得の拡大のためのサイズ設計　　これまで

の試作では,チャネル長上を製造プロセスの最小値である

0.18〃mに設計してきた.しかし今回の試作では,より高利

得を目指すため出力抵抗と比例関係にあるL(8)を表4に示

すように大きく設計した.レイアウト設計ではcADによる

素子の自動発生機能を用いたため, MOSの設計サイズに上

限があった.そこでチャネル長L=0.45FLmのMOSを2個

直列にしてL=0.90FLmのMOSを擬似的に実現した. Lを

0.18〃mから0.90〃mの5倍にしたことにより, 5倍の出力

抵抗が得られ結果的に5倍の電圧利得が得られる.シミュ

レーションの結果.電源電圧1.8VにおいてL=0.45×2FLm

のCMOSインバータ単体の電圧利得は約40 dBと非常に高

いものとなった.

(5･2)差動加算型と同相平均型　　3次試作では,差動

加算型oTAと同相平均型oTAの特性比較を行う目的で,

全く同じ素子を用いて両回路を試作した.両回路のシミュ

レーションにおける特性は図5にまとめた.差動トランス

コンダクタンス･差動利得に関しては,設計通り差動加算

型のほうが約2倍の値となっている.位相補償については

両型式とも位相余裕を600以上は確保するため,差動平均

型が600となるようにしている.

また,バラツキも含めて同一の回路での差動加算型と同

相平均型の特性の違いを調べる目的で,差動加算,同相平

均型それぞれ個別のOTAとは別に, NMOSスイッチによ

り,両型式を切り替えることが可能なoTAも試作している.

以上3つのOTAを設計し,これらのレイアウト図は図12

に示した.試作LSIでの測定結果は次章で述べる.

6.高利得型oTAの測定結果

測定構成を同相入力時,差動入力時ごとに図13,図14に

それぞれ示す.差動利得の測定構成については, oTAが非

常に高い電圧利得を持っているため,抵抗を用いて帰還を

かけて測定を行った.帰還抵抗については, oTAの負荷と

ならないように,出力抵抗に対し十分に大きな抵抗(1 Mft)

を用いた.また,帰還量は1/1000とした.なお, (2･l)と同

様に,信号源は1つで差動利得の測定を行った.

測定結果は図15に同相平均型･差動加算型の周波数特

性を示し,表5に各測定値をまとめた.両型式の測定は,

- 16　-
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図11提案する高利得型F/F+F/BOTA

Fig. 1 1. Designed high voltage-gain-typeOTAwith cascaded feedfowerd and feedback stages･

Using TSMG慧

0.18〃mlP

NMOS義 熟練巌簸淋簿妻

uJdo6g

Switchこ

ト:

･=::::- ~~至福~示~~~→

(a)差動加算or同相平均型　　　　　(b)スイッチ切り替え型

図12　設計回路のレイアウト

Fig. 12. Layouts of designed highvoltage gaintype OTA.

表5　高利得型oTAのシミュレーション値

Table 5. Simulatedperformances of designed high voltage galn

typeOTA･

差動加算型 剴ｯ相平均型 

Sin. 磐V2Sin. 磐V2����

電源電圧 白繞bI.8V 繞b1.8V ���

消費電流 ﾄﾔ3.25mA 59.4kHz 蔕ﾆﾔ3.25mA 39.OkHz �������

葦撃妄言妄ラス 3fﾕ2都Rﾕ2����

差動出力抵抗 鼎rｶｲ鼎rｶc"������

-3dB周波数 ��2紮ｴ����2�6ｴ��

UnityGainFreq. 塔2綉ﾔ56MHz 鉄2絅ﾕ｢35MHz ����

差動利得 都bD"67.1dB 都蔕D"62.4dB ����

同相除去比 vD"112dB &D"106dB ������

位相余裕 田FVr都FVr����

NMOSスイッチでの切り替え((5･2))を用い,同一の回路

で行った.周波数特性の実測結果は,測定系の寄生を含ん

だシミュレーション結果と全体的によく一致している.低

DC

図13　同相利得の測定構成　図14　差動利得の測定構成

Fig1 13･ Measurement setup Fig. 141 Measurement setup

for common mode gainof for diGerential mode gain of

OTA OTA

い周波数においてはシミュレーションと比べ,電圧利得が

9dB程度低いが,実測でのバイアスがシミュレーションと

同じになっていないことが原因と考えられる.また,差動

加算型と同相平均型の比較については,設計通り前者の差

動利得の方が約6dB高いことを図15から確認でき,実際

のLSIでも電圧利得の面で差動加算型の方が有利であると

言える.

図16にOTAの差動出力スイングを示した.同図の観測

時は,正弦波を入力しており,歪みが少なく出力されてい

ることがわかる.また.電源電圧1･8Vに対し, 2･9V｡-｡の

非常に大きな差動出力が確認できる.

以上の測定結果から,高利得型F/F+F伸OTAの良好な動

作を確認した.

7.おわりに

我々は提案したF/F+FP OTA,高利得型FP+FP OTAの

両回路についてトータルで3回のLSI試作を行った.本報

告では1次･2次試作におけるF作+F/BOTA, 3次試作にお

ける高利得型F/F十FP OTAをそれぞれ設計･評価した結果

を報告した.

2次試作においては1次試作での課題を糧に, CMOSイ

ンバータのサイズ調整により同相除去比を22dB改善でき

た.また,実装面積の削減にも取り組み,設計回路の特性
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図15　高利得型F/F+F/BOTAの利得周波数特性

Fig･ 15･ Measured and simulatedfrequency responses of de-

signed OTAwith cascaded feedforwardand feedback stages (high

voltage gain type)･

図16　高利得型oTAの差動出力スイング

Fig. I 6･ Measured difFerentialoutput voltage swlng Offabricated

OTA(high voltage gain type)･

をほとんど劣化させることなく,使用素子の見直しによっ

てl次試作のl/20の面積で設計し,提案する叩+FβOTA

の有用性をより高めた.

3次試作では高利得型F/F+FP OTAを設計し,実測でも

70 dB近い電圧利得を確認した.同一回路上で差動加算型と

同相平均型の比較を行うべく, NMOSスイッチで両タイプ

の切り替えを試みた結果,設計通り差動加算型の方が電圧

利得の面で約6dB有利であることを実測で確認した.よっ

て,高利得型叩+F/BOTAの試作結果から,アナログ回路

において求められている低電源電圧動作の問題に対し,新

たな可能性を提示できたと考える.
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