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集積化可変RCポリフェーズフィルタの設計と評価
川部謙二*,吉田英一I,谷本洋(北見工業大学)
Design and Evaluation of integrated Variable Frequency RC Polyphase Filter

Kenji Kawabe', Eiichi Yoshidat, Hiroshi Tanimoto (Kitami Institute of Teclmology)

Abstract

RC polyphasefilters one drawing much attention for their image rejection capabilityand easy integration on a silicon chip･ We

propose. a variable RCPF for usewith reconBgurable radios･ Fixed capacitorsand MOS triode resistorsare used to realize the
variability･ Design and measured results are presented f♭r the test chip in O･18 FLm CMOS process･ Also, an improved design is

glVen tO reduce the effects ofprocesslng Variations･
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(RC Polyphase Filter, Image Rejection Filter, Variable Filter )

1,はじめに

Bandwidth

現在,我々の身近には,携帯電話や無線LANなど多くの

無線通信システムが存在している.これらの無線通信シス
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テムは,それぞれ異なった周波数帯と規格であるため,個々
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のシステムに応じたフィルタを設計,製造している.その
ような手間を省くために,ソフトウェア制御により,多く
の規格に対応できるハードウェアの開発が望まれている.
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我々は,広帯域無線通信システムのイメージ除去フィル
タとして利用できるRCポリフェーズフィルタ(以下では
RCPFと略す)を,著者らの知る限り初めて可変フィルタ
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にしたので(1),その概要について報告する.

RCPFは多段のRとCから成る多相フィルタであり容易
に集積化できる特徴を有する.図1は3段のRCPFである

図2

3段RCPFの周波数特性

Fig. 2. Frequency characteristics of three stages RCPF

が,この回路を中心周波数10MHz,比帯域10で等リプル
設計したときの周波数特性を図2に示す(2).但し, IRRは

価結果について述べ,その問題点と改善方法および, 2次

イメージ除去比(Image Rejection Ratio)である.

試作に向けた改良設計について述べる.
2. RCPFの可変方法
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RCPFの周波数特性の連続可変は,比帯域を変化させず

Vout 1

;a▲▲

中心周波数を変化させる方法(以下では中心周波数可変と
する)と中心周波数を変化させず比帯域を変化させる方法
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(以下では比帯域可変とする)が考えられる. RCPFの各段
の時定数と零点,極の周波数は反比例の関係にある. 3段

Vcut4

のRCPFの通過域を例として時定数による可変方法の例を
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図3に示す.
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帯域の下端,中心,上端の各周波数がFL,Fc,FHの周波
3 stage

数特性を,全てA倍に可変する場合, RCPFの全段の時定
図1 3段のRCPF

数を一様に｣分の1倍にすれば実現できる(図3(a)).中

Fig. 1. RCPF of three-stage･

心周波数と比帯域がFcとwlである周波数特性をα(> o)

倍に比帯域可変する場合, RCPFの1段目と3段目の時定

RCPFの周波数特性は,各段のRとCの積,つまり時定

数を､β倍と1/,何倍にすれば実現できる(図3(b)).

数で決まる.各段の時定数により, RCPFの零点の位置が
決まり,阻止域のノッチの位置も決まる.よって時定数を
可変にすることでRCPFを可変フィルタにできる.
本稿では,可変RCPFの可変原理, 1次試作の測定と評

-

†現在,パナソニックセミコンダクターシステムテクノ(樵).
Now he is

with Panasonic Semiconductor Systems

ogy Col, Ltd･

37

-

and Technol-

素子値は,設計中心値が中心周波数10MHz,比帯域10,中

心抵抗を5kflとなるように設計を行った. MOS抵抗のサ
イズは, MOSの寄生容量を考慮し,可変範囲を広く取るた
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AFL
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AFH

めに全段のゲート長上を最小(0.18〃m)にした.中心段の
MOS抵抗が5 kftになるゲート電圧で等リプル特性になる

Frequency【Hz】

ように,全段のMOS抵抗のゲート幅Wと容量値を決定し

(a) Variable c印ter frequency

た. MOS抵抗はNMOSを,容量はmimcapを使用した.但
Relative BW

し,試作にはTSMCO.18〝mCMOSプロセスを用いた.設

叫‡

計値を表1に示す.

i

表1 1次試作における各段のMOSの設計サイズと容量値
Table 1. Transistor dimensions and capacitance values inthe Grst
design.
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2種類の可変方法

Fig- 3. Variable methods oftwotype･

2つの可変原理を実現させるために,可変RCPFのMOS

抵抗のゲート側を図4のように等しい抵抗を挟む設計にし
た.つまり線形に変化するものと近似できる.図4のよう
にするとvGlとT(G3の同相電圧で中心周波数を,差動電圧
で比帯域をそれぞれ独立に変化させることができる.比帯
域可変の場合,各段のゲート電圧の可変範囲は数十mvと
小さく,反比例の関係にある可変抵抗は微小変化しかしな
い.但し,入出力側には測定のためのバッファ(ソースフォ

上記の方法による中心周波数可変は,対数周波数軸上で
特性の形を変えず,平行移動する変化を示す.しかし,比
帯域可変では中心以外の時定数を逆向きに変化させるので,
変化後の特性は変化前の特性と異なり,相似とならない･そ
のため,変化前が等リプルであっても,変化後は等リプル
ではなくなり,通過域の周波数特性が変化する.
前節で述べたようにRCPFの時定数は抵抗と容量の積で
各段ごとに決まる.可変方法は連続可変を目的とすると,抵
抗か容量,または両方を可変にする方法の3種類がある･
1次試作では,可変抵抗として3極管領域で動作するMOS

ロワ)がそれぞれ付いている(3).
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(以下ではMOS抵抗とする) ,可変容量としてバラクタの
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利用が考えられた.抵抗容量を共に可変させる方法は,両
者の組み合わせと,抵抗,容量の一方をスイッチで切り替
える方法がある.しかし,信号ラインのバイアス電圧を可
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変させたくないのと,非線形性を考慮し, MOS抵抗と固定
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容量を使う可変RCPFを選択した.
MOS抵抗の抵抗値は,キャリアの移動度IJn, MOSの酸
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化膜容量C｡X,ゲート長L,ゲート幅W,ゲート･ソース
間電圧VGS,間借電圧V.hとすると式(1)のR.nで表され,
MOS抵抗に加えるゲート電圧で制御する(3).

図4

fTor VDS<2(TrGS-Vth) (1)

R.n =

3段の可変RCPF

Figl 4･ Variable RCPF of three stages･

2種類の可変方法を図4の回路でシミュレーションする
と,図5の結果が得られ,可変フィルタとしての動作を確

ILnCox誓(VGS - nth)

認した.電源電圧1.8Vに対して,設計中心値のゲート電
3.可変RCPFの設計と評価

圧の値は1.6Vである.

(3･1)設

(3･2)評価結果 試作した回路の測定回路構成を図6
に示す. 2相発振器で90度ずらした2相信号を入力し,バ

計

1次試作は可変原理の確認が主な目

的である. RCPFは奇数段と偶数段で,中心段の有無の違い

ランにより4相信号に変換する. 4相信号はバイアスーTで
バイアス電圧を加えられ,チップ内にそれぞれ入る.その

があるが,可変原理は段数を増やしても変わらない.よっ
てl次試作では,可変方法の確認として中心段があり,義
小規模である3段のRCPFを可変フィルタへ拡張した･各

-

後,信号は入力側のバッファを経て可変RCPFに入り,出
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た.但し,通過域はほとんどばらついていない.以下では,
この原因について検討する.
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シミュレーションによる可変結果
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Fig. 5. Simulation results for the Brst design.

(b) Variable bandwidth

力側のバッファを経て出力される.最後に出力信号をスペ
クトラムアナライザで測定する.以上の回路構成で測定を

図7

可変の測定結果

Fig･ 71 measured results of variability.

行った.
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図8

測定した4出力の周波数特性

Fig･ 8･ Measurement results for each output terminal･

図6

測定回路構成

Fig. 6. Circuit con翁guration for evaluation.

同一チップ上に試作した可変でないRCPFの周波数特性
がほとんどばらつかなった事から,出力端子間で特性が異
2種類の可変方法で可変した時の測定結果を図7に示す.

なる原因はRCPFの抵抗をMOS抵抗にしたことであると

測定結果より,図4の回路構成で所期の特性可変が実現で
きることを確認した.

推測した.また,この原因は,大きく分けてMOS抵抗自
身によるものと,何らかの原因によって間接的にMOS抵
抗が影響を受ける2通りが考えられる.これらの問題につ

次に, Vinl～Vin4の各出力で測定した周波数特性を図8に

示す.図8より,各出力の周波数特性が異なることが分かっ

-

いて次節で検討する.
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4. 1次試作の問題点と改善策

ある.このばらつきは,同じチップ上にある動作確認用の
バッファを使い,実際に測定し検証した.要因となる入力

1次試作の問題点は,前節で説明したように各出力で異
なる周波数特性が出力されていることである.この問題は

側のバッファをいくつか測定し,標準偏差を用いてバイア

可変でないRCPFと異なる結果で,両考に回路構造の違い
がない事から,原因はMOS抵抗を使ったためだと推測さ

のばらつきがあることが分かった.

ス電圧ばらつきを調べた. 8個測定した不偏分散で約5 mV

れる.その要因として以下の2つが考えられる.

この値を使い, Vinl～Vin4の直流電位をばらつかせるモン

テカルロ解析を行った結果を図10に示す(実行回数100回).

1つ目は, MOS自身のばらつきである.どんな素子でも

製造ばらつきは出るが, MOS抵抗の抵抗値が変化する原
因として最も想定しやすいものは開催電圧ばらつきである.
一般的なMOSの防備電圧には,数十mvのばらつきがあ
るとされている.そのため,本回路ではMOSの動作点が
ずれ,各段にあるMOS抵抗がそれぞればらついた可能性
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がある.
2つ目は,信号ラインのバイアス電圧のばらつきである.
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要因としては,測定用に付けた入力側のバッファが考えら
れる.各径路のバッファは電流源を負荷とするソースフォ
ロワが用いられており,これらも開催電圧のばらつきに起

i 享…葦 …蔓 I 劔享■ i *ﾂ

因するオフセット電圧のばらつきがあると考えられる.入
力側のバッファ出力電圧のばらつきはそのままMOS抵抗
のゲート･ソース間電圧に反映する.
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図10

次に以上の推測をシミュレーションで定量的に検討し, 2

バイアス電圧のモンテカルロ解析結果(阻止域)

Fig1 10･ Monte Carlo analysis results for voltage variation

次試作のための改善策を提案する.
まず,開催電圧ばらつきの検証である.検証には,間借

among Input teminals.

電圧の製造ばらつきを含んだMOSのモデルを使い,モンテ

図10の結果から入力側のバッファもばらつきの原因に
なり得ることが分かった.この間題の改善策は,入力側の
バッファを取り除くことで解決できる.これら2つの改善

カルロ解析を行った.図9にモンテカルロ解析の結果(莱
行回数100回)を示す.

策を考慮し2次試作のための設計を行った.次節で2次試
作の設計について述べる.
5. 2次試作のための設計

i: Ei Ei
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1次試作の改善策を前節で述べた. 2次試作では,各段
のMOS抵抗のゲート長を大きくしてばらつきを改善し,入

力側のバッファを取り除く.この二つを念頭に置き,試作
設計について述べる.
まず設計中心値だが,ばらつき改善について調べるので,

高周波での測定は考えない.また,可変範囲も広くする必要
がない.よって,中心周波数は1次試作よりも低い3MHz,比

10
Fr●quon¢y 【MH≠】

図9

帯域は10とし,中心周波数の可変範囲はl MHzから10MHz

開催電圧のモンテカルロ解析結果(阻止域)

とした. 2次試作はルネサステクノロジ0.15〝mCMOSプ

Fig.9･ Monte Carlo analysis results for threshold voltage

ロセスで行う.

variation.

2次試作のMOSのゲート長は,闇値電圧ばらつきが小
さい1.6〃mにした.ゲート長を大きくしたためゲート電圧

この結果から闇値電圧ばらつきが,十分原因になり得る
という結果が得られた.しかし,間借電圧ばらつきを直接

に対するMOS抵抗の抵抗値も大きくなったので,中心段の

抵抗が設計中心値で10kf2となるように中心段のMOSの
サイズを決めた.また,設計中心値(各段のゲート電圧が
同じ値)で等リプルになるように各段のMOS抵抗のゲー
ト幅と容量の値を決めた.各素子の設計値を表2に示す.
レイアウト後のシミュレーションで当初決めていた可変

低減するのは難しい.そこでMOS抵抗の式(1)より,ゲー

ト長を長くすることで間接的にVth変動の影響を低減する
方法を採用した.また,最小サイズでの設計は,他のばら
つきも大きくなるので, 2次試作ではゲート長をばらつき
の少ない,より大きなサイズで設計する.

範囲に達しないことが分かった.改善方法を以下に述べる.
できるだけ設計した回路を変えたくないので, MOS抵抗を

次に信号ラインにおけるバイアス電圧ばらつきの検証で

-
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表2

2次試作における各段のMOSのサイズと容量値
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Table 2. Transistor dimensionsand capacitance value of improved design.
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3段目
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迭
B

もう1組並列に接続した.単に並列にしただけでは,全体
の時定数が半分になるだけなので,追加した方のMOS抵抗

0.1

1

10

100

Frequency lMHz]

だけ,スイッチを介しゲート電圧を加えるようにした.こ
れにより,スイッチのon/offでそれぞれ可変範囲を持ち,全

図12

体の可変範囲が2倍に広がる.スイッチにはcMOSスイッ
チを用いた. 2次試作で設計した回路を図11に示す.同図

スイッチ切り替えによる周波数特性の変化

Fig. 12. Frequency characteristic change by on/offofthe switch.

中,グレーで示した部分は可変範囲改善のために追加した
部分である.
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最低と最高の周波数特性の変化

Figl 13･ The lowest and the highest丘equency characteristic of

the second design.
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図11 2次試作回路の可変RCPF
Fig. 1 I ･ 1mproved design ofvariable RCPF circuit.

以下にシミュレーションによる周波数特性の変化を示す.
まず,スイッチon/off時の周波数特性を図12に示す.

また,シミュレーションで得た可変範囲の最低と最高の
周波数の周波数特性を図13に示す.さらに,回路内の温
度変化とキャリアの移動度変化に対する設計中心値の周波
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Frequoncy 【MHz】

図14

数特性の変化をそれぞれ図14と図15 (各線の名称は電子,
ホールの順で移動度を表している)に示す.図14と図15

温度変化による周波数特性の変化

Fig･ 14･ Changes of the frequency characteristic due to temperature variations.

は,共に通過域の周波数特性のずれが小さく,阻止域の周

波数特性も設計中心値からのずれが2倍以下である.
1次試作のばらつき改善を考え以上の設計を行った.ば
らつき対策の効果を見るため, V.hをばらつかせる代わり

改善できると期待される.
最後に2次試作で設計した回路のレイアウト図を図17に
示す.

にバイアス電圧を10mVばらつかせ,モンテカルロ解析を

6.おわりに

行った.結果(実行回数100回, 3J)を図16に示す. 1次

広帯域のイメージ除去フィルタとして利用できるRCPF

試作のモンテカルロ解析結果と比較し,ばらつきが大幅に

を可変フィルタへ拡張し, TSMCO,18〃mCMOSプロセス

-
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キャリアの移動度による周波数特性の変化

Fig･ 15･ Changes of the kequency characteristic due to carrier
mobility variation.
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2次試作のレイアウト図

Fig･ 17･ Layout of the second design variable RCPF･
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支援を賜った株式会社半導体理工学研究センター(STARC)
の益子耕一郎氏,片倉雅華氏,宮本雅之氏,佐藤久恭氏,
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Frequency tMHz]

図16

中西誠司氏に深謝致します.
また, Z次試作を進めるにあたり,有益な議論と御支援
を賜った株式会社ルネサステクノロジの有本和民氏,奥野

2次試作のモンテカルロ解析結果

Figl 16･ Monte Carlo analysis results for variation of bias volt-

ages among four Input terminals･

義弘氏,原口大氏に深謝致します.

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

による試作の測定･評価を行った.その結果,可変フィル
タとしての動作を確認した.しかし,ばらつきに対する検

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.また, 1次試作はTSMC社のシャ

討が十分でなかったため,各出力で周波数特性が異なると
いう問題があった.この問題を改善する方法として2つの

トルサービス(アカデミックプログラム)を利用したもの
であり, 2次試作は株式会社ルネサステクノロジとの共同

方法を挙げた.
1つ目は,各MOS抵抗の間借電圧ばらつきを抑えるため

研究による.ここに記して謝意を表す.

に, MOSのサイズを大きくした. 2つ目は,入力側のバッ
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