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セルベース設計に適合した
基板バイアス制御用増幅回路の設計手法
小柳 卓也1,a)

塩見 準1

石原 亨1

小野寺 秀俊1

概要：近年のチップは素子のばらつき補償や低消費電力を実現するためディジタル回路とアナログ回路が
混在した回路の設計が求められる．しかし，ディジタル回路の設計フローではその不確実性からアナログ
回路の設計を最適化するのが難しい．本稿ではアナログ回路の 1 つである基板バイアス生成回路を駆動す
る増幅回路において，解析に基づいたセルベース方式での設計方法を紹介する．最初に三段構成の増幅回
路に対して二段構成と近似した時の小信号等価回路，および変数の解析的な求め方について紹介する．ま
た，増幅回路を設計するときには発振を起こさないための安定性が重要となる．本稿では安定な増幅回路
の実現に向けてセル化した位相補償素子，及び出力段の最適な決定方法について提案する．

A Design Methodology of the Standard-Cell-Based Amplifier
for Controlling Body Bias
Takuya Koyanagi1,a)

Jun Shiomi1

Tohru Ishihara1

Hidetoshi Onodera1

Abstract: In recent years, mixed-signal integrated circuit is required to compensate variations of chips, or
to reduce power consumption. However, it is diﬃcult to optimize analog circuit in the digital design flow
because of its Uncertainty. In this paper, we introduce a standard-cell-based design methodology of the amplifier which controls body bias generator, and it is based on analysis. First, we introduce how to calculate
the design parameters by analysis, and introduce the small signal equivalent circuit of two-stage amplifier
by which we approximate the three-stage amplifier. Second, the stability of an amplifier is important in
order not to cause oscillation, so to design the stable amplifier we propose the optimal decision method of
standard-cell phase compensation elements and output stages.

1. 序論

ることが多くなり，ディジタル回路とアナログ回路が混在
した回路の設計が求められている. ディジタル回路に組み

IoT やビッグデータ解析など，近年の情報社会で集積回

込まれるアナログ回路の例の一つとして基板バイアス生

路は重要な役割を担っており身の回りの多くに集積回路が

成回路（Body Bias Generator）が挙げられる. この回路は

用いられている．また，最近の製造プロセスではトランジ

ディジタル回路に含まれるトランジスタの閾値電圧を調節

スタの微細化が進みムーアの法則に従って回路の集積度は

する回路であり，この回路を用いることで先に述べた素子

増大している. そのおかげで情報処理速度が増し，情報化

の特性ばらつきを補償する方法が検討されており，基板バ

社会は快適で便利なものになっている. 一方で，微細化に

イアスを印加することで遅延時間を改善し，ばらつきを補

伴うチップ上での素子の位置や製造条件の揺らぎにより電

償したり [2], [3]，プロセッサの消費電力を動的に削減する

力損失や特性ばらつきが問題となっている [1], [2].

ことも実証されている [4]．

近年のチップに関しては，一つのチップにおける集積度

ディジタル回路とアナログ回路を混載する際の問題とし

の増加に伴いディジタル回路の中にアナログ回路が混在す

て両者の設計方法の違いがある．ディジタル回路の設計は
コンピュータによる自動設計が発達しているが，アナログ
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つずつ最適箇所に配置するフルカスタム設計が主流であ

一般にディジタル回路を設計するために用いられるセル

る．そのようなアナログ回路を異なるチップでも用いるた

ベース方式では，設計者が指定したタイミングに関する制

め，再利用可能な設計が求められる. それを実現するため，

約を達成出来る範囲内で自動配置配線を行うため，端子間

ディジタル回路を設計するセルベース方式のフローを可能

の配線はタイミング制約に違反しない範囲で設計される．

な限り用いてアナログ回路を設計する方法がある [5], [6] .

そのため，配線の寄生成分を設計者が予想することは難し

この方法を用いれば，セルのレイアウトと制約を決めるこ

い．一方，アナログ回路は性能の最適化のため指定した値

とにより自動でアナログ回路を設計出来る. 実際，先行研究

に一致するような厳密な設計が必要となる．そのためセル

では先に述べた BBG（Body Bias Generator）やクロック

ベース方式でアナログ回路を設計する場合，不確実性から

乗算器の PLL（Phase Looked Loop）などのセルベース方

必要な性能を達成出来ない可能性が生じる．アナログ回路

式による設計が検討されている. しかし，ディジタル回路

である増幅回路では，差動対をなすトランジスタ等が寄生

の設計フローでは信号伝達経路に対するタイミング制約に

成分の影響を受けて性能が低下する可能性があるので注意

従って配置配線を行うため，回路内の個々のノード毎に設

が必要となる．

計制約を課すことは難しい．そのためノード毎の寄生成分
量の不確実性からアナログ回路の設計を最適化するのは困

2.2 セルベース設計において付加が可能な設計制約

難である．アナログ回路のスペックを満たすためにはどの

セルベース方式でディジタル回路を設計する時，高性能

ような容量・抵抗が許容されるか，また，その条件を達成

な回路を設計するために配置や配線に関する制約を与える

するためにはセルベース方式においてどのような設計制約

ことが出来る．配置配線に関する制約を増幅回路の設計に

を付加する必要があるかを調べることも重要な課題となる.

用いれば自動配置配線の不確実性を減少させることが出

本稿ではアナログ回路である基板バイアス制御用増幅回

来る．ディジタル回路を対象としたセルベース方式におい

路をセルベース方式で設計する手法に関して述べる．第 2

て，どのような制約をレイアウト設計において考慮するこ

章ではセルベース方式で増幅回路を設計するときの問題

とが出来るのかについて説明する．

点，また設計に用いることのできる制約について述べる．

• 最大面積指定:

第 3 章で基板バイアスを駆動するための B 級増幅の増幅

設計する回路の最大面積を指定する．回路の面積を可

回路に関して，回路構成と近似した回路における変数の決

能な限り小さくさせることが出来る．

定方法について説明する．第 4 章では増幅回路の周波数解

• 手動配置:

析の方法と解析式，シミュレーションとの比較について述

指定したスタンダードセルを指定した座標に配置す

べ，続いてセルベース方式での最適な設計手法について述

る．手動で配置することで特定のスタンダードセル間

べる．最後に第 5 章で結論を述べる．

の距離を短くすることが出来，寄生容量を低減させる

2. セルベース方式での増幅回路設計
本章ではセルベース方式で増幅回路を設計する時の不確

ことが出来る．また，配置する際にはセルの向きを指
定することも出来る．

• 配置領域指定:

実性に伴い生じる問題点，及び付加することにより不確実

指定したスタンダードセルを指定した領域内にのみ配

性を解消することのできる設計制約について説明する．

置させる．領域指定でも特定のスタンダードセル間の
距離を短くすることが出来る．配置領域指定では配置

2.1 セルベース方式で増幅回路を設計する問題点
セルベース方式とは，あらかじめ設計されたスタンダー
ドセルという機能ブロックを利用しコンピュータによって

の向き等は自動で決定されるため手動配置指定よりも
容易であるが配線を長指定することは出来ない．

• スタンダードセル間距離指定 :

回路を自動で設計することである．セルベース方式ではス

指定したスタンダードセル間の距離を決めることが出

タンダードセルを基本単位として配置配線を行う．スタン

来る．距離を離したいスタンダードセルの左右一方，

ダードセルは縦幅が一定であり，電源 VDD と GND の間

もしくは両方にラベリングを行い，続いてラベルがつ

に配置することで回路を設計する．各セルは端子位置が固

いたスタンダードセル同士の距離を指定することで自

定されて中身はブラックボックス化されており，セルの設

動配置の際にラベルがついている側の距離を指定した

計と配置配線は別々に行われる．設計者が指定した制約を

分離す．

達成するように用意されたセルをコンピュータが自動で並

• 配線シールド :

べることで回路が設計される．ディジタル回路を設計する

特定のネット配線時にネットの周囲にシールドを付け

際は，AND, OR, NAND, NOR などの論理素子から複雑

る．配線シールドを付けることによって周囲からのノ

で高性能な素子までをセルベースに揃え，設定した論理式

イズを防ぎ，配線間に寄生する容量を減らすことが出

に応じて論理素子から回路を合成する．

来る．
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セルベース方式の設計で付加出来る制約は他にも存在す
るが，アナログ回路を設計する際に有効な制約は上記のも

VDD
MP2

MP3
out1

のがある．セルベース方式による増幅回路の設計の際に配

MP5

MP6

out4

MP7

out3

out2

置配線の制約を用いることで寄生成分やノイズを小さく出
来る．

MP4

OUT

Vin-

Vin+
MN3

MN2

MN4

MN5

MN6

MN7

CL

他にも増幅回路を人手により注意深く設計し一つのスタ
ンダードセルとしてブラックボックス化させることで余分

MN1

Vb

な寄生容量の付随をなくす方法がある．先行研究 [5] では
基板バイアス生成回路の性能を補償するために増幅回路を

Rc

Cc

含めた複数の要素回路を人手で設計し一つのセルとして
いる．

1st

2nd

図 1

3rd

B 級 3 段増幅回路の回路構成．

3. 基板バイアス制御用の B 級増幅回路
本章では基板バイアス生成回路を制御する B 級増幅回
路について，最初に回路構成と動作原理について説明する．

3.2 増幅回路の安定性
一般に，周波数解析において支配極である第一極と第二

続いて B 級増幅の増幅回路を設計する時の安定性につい

極はそれぞれ増幅回路の初段と出力段にある容量と抵抗か

て説明する．最後に設計の簡単化のため本来は 3 段構成の

ら生成される．この時，2 つの極が周波数軸上で近接して

増幅回路を 2 段構成に近似する方法と，その変数の決定方

いると単位利得周波数において入出力間の位相差が 180◦

法について説明する．

になるまでの余裕 (これを位相余裕という) を大きく取る
ことが出来ず，発振する可能性が生じる．位相余裕を大き

3.1

B 級 3 段増幅回路の回路構成

く取るため，初段と出力段の間に位相補償容量 Cc と位相

本稿で紹介する増幅回路は D/A 変換されたアナログ信

補償抵抗 Rc を挿入することでミラー効果により 2 つの極

号を増幅し，低電源電圧でも正確な基板バイアス電圧を出

を遠ざける．つまり，安定な回路を作る際，2 つの支配極

力するために用いられることを前提としている．増幅回路

と単位利得周波数の周波数軸における位置関係は重要とな

の回路図を図 1 に示す．増幅回路は３段で構成されてお

る [8]．

り，位相補償のための容量と抵抗が出力段と 1 段目の出力

本稿で対象としている増幅回路では負荷が基板であるた

の間に挿入されている．1 段目は 2 入力 2 出力の差動入力

め一般の論理ゲートの入力容量と比較すると大きな負荷容

段，2 段目は MP4 のソース接地増幅回路から構成されて

量 CL を駆動する必要がある．また，B 級増幅のため出力

おり， MN5 と MP5 並びに MN6 と MP6 のゲート幅を

に流れる電流の値が動作状況に応じて変化する．そのため

調節することで B 級増幅を実現する回路構成となってい

極や単位利得周波数の値が一般的な形とは異なる可能性が

る．トランジスタ Mx のゲート幅を Wx と表すとすると，

考えられる．

B 級増幅を実現するために WMP5 /WMN5 < WMP4 /WMN4

本稿ではセルベース方式で増幅回路の安定した回路設計

< WMP6 /WMN6 という構成となっている [7]．3 段目はト

を実現するため，増幅回路が作り出す支配極及び単位利得

ランジスタの駆動が変化することで動的に出力電流の流入

周波数 (UGF: Unity Gain Frequency, 以下 fugf と表すこ

出量を制御する．また，設計時に決定する並列数次第で駆

ととする) をどのように表現できるかについて調べた．

動力を変更することが可能である．
増幅回路をセルベース方式で設計する時に付随する寄生

3.3 2 段構成への近似と解析変数

容量は回路の安定性や差動対を構成するトランジスタに大

図 1 に示す回路は上述のような三段構成となっている

きな影響をおよぼすため設計の際に注意する必要がある．

が，解析の簡単化のため本稿では近似的に図 2 に示すよう

3.1.1 B 級増幅回路

な小信号等価回路を提案する．図 2 の回路では簡単のため

図 1 の回路では出力に流れる電流の値によって（1）MN7

1 段目の差動増幅部分をそのまま 1 段とし，2・3 段目をま

の駆動力が大きい状態（2）MP7 の駆動力が大きい状態

とめて 1 つの増幅器として計 2 段構成の増幅回路と近似し

（3）MN7，MP7 どちらも駆動力が小さい状態と 3 つの状

ている．この時，初段と出力段で生成される 2 つの極 P1

態に変化する．この増幅回路を基板バイアス制御に用いる

と P2 が支配極である第一極，第二極になる．但し，r1 は

場合，基板のバイアス電圧を変更した時に MN7 もしくは

トランジスタ MP3 と MN3 の並列抵抗，C1 はトランジス

MP7 が ON になるが，変更しない時は駆動力小の状態を

タ MP3 と MN3 のドレイン容量及び MP4 のゲート容量

保つ．

で表され，r2 はトランジスタ MP7 と MN7 の並列抵抗，

CL は基板の容量で表されると考えられる．
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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Rc

out2

Cc

vout

gm2(n) =

gmp4
· gmn5 (rdsp5 //rdsn5 ) · gmn7 .
gmn4
(2)

gm1 r1

vin

gm2 r2

out2

C1

CL

同様に MP7 がオンの時の図 2 の相互コンダクタンスを

gm2(p) とすれば式（3）と表すことができる．
図 2

二段構成で近似した増幅回路の小信号等価回路．

gm2(p) =
VDD
MP2

MP3

MP4

MP5

MP6

(3)

MP7

out1
out2

Vin-

以上のようにして図 2 に示す回路の相互コンダクタンス

OUT

を決定する．

Vin+
MN3

MN2

gmp4
· gmn6 (rdsp6 //rdsn6 ) · gmp7 .
gmn4

MN4

MN5

MN6

MN7

CL

4. セルベース方式での設計手法
Vb

MN1

本章では前章で紹介した基板バイアス制御用増幅回路に
Rc=10 kΩ

関して，近似式に基づいた結果とシミュレーションを行っ

Cc = 100 fF

た結果との比較を行い，近似の妥当性について述べる．最
1st

2nd

図 3

3rd

後に近似式に基づいてセルベース方式での最適な設計手法

MN7 が ON の時の信号経路．

について述べる．

4.1
out2

gmp4

rdsp4

out1

gmp5

rdsp5

図 2 に基づくと，第二極と単位利得周波数は式（4）と
out

gmn4

rdsn4

gmn5

B 級増幅回路の周波数解析

式（5）のように近似される．また，零点 Z と増幅回路の
直流利得 Av はそれぞれ式（6）および式（7）と表すこと
ができる．

rdsn5

gmn7

rdsn7

gm2
.
2πCL

P2 ≃
図 4

(4)

図 3 の小信号等価回路．

fugf ≃

3.3.1 増幅回路の相互コンダクタンス
2 段構成で近似した増幅回路の相互コンダクタンスに関

gm1
.
2πCc

(5)

して，gm1 は図 1 の初段そのままのため小信号等価回路か
ら式（1）のように考えることができる．

gm1 = gmn3 .

Z =
(1)

一方 gm2 は 2・3 段目をまとめて 1 段としており，また

B 級増幅であるので出力電流に応じて駆動するトラジスタ

(

1

2πCc Rc −

1

).

(6)

gm2

Av = gm1 r1 · gm2 r2 .

(7)

が変わるため近似が必要となる．
図 3 に図 1 において MN7 がオンとなる時の信号経路

4.2 解析式とシミュレーションの比較

を示す．図 3 をみると，out1 → MP5 → MN7 と伝搬す

解析式とシミュレーション結果を比較するため図 5 に

る信号と out2 → MP4 → MN4 → MN5 → MN7 と伝搬

示す回路を用いて周波数解析を行った．基板の負荷容量を

する信号があることがわかる．ここで両経路の増幅度を考

50 pF と仮定し，VDD = 1.0 V，Vb = 0.45 V とした．

慮すると out1 から MN7 に入力される信号より out2 か

出力電圧が変化する場合，出力電流は一般に増幅回路の

ら MN7 に入力される信号のほうが十分大きいため MP5

スルーレートで出力容量を充放電するのに必要な電荷量か

を通過する信号は無視することができる．以上より，MN7

ら決定される．スルーレートとは出力信号の最大変化率の

がオンの時の図 2 の相互コンダクタンスを gm2(n) とすれ

ことを表す．

ば式（2）と表すことができる．

文献 [7] の基板バイアス生成回路では，D/A 変換器で

D/A 変換された信号を後続のスイッチトキャパシタ型ボ
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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VDD
MP2

MP3

MP4

MP6

MP5

表 1 解析式とシミュレーション (sim) による結果の比較.

MP7

IL = 89 µA
解析式

sim

P2 (MHz)

24

24

fugf (MHz)

23

20

OUT

Vin-

Vin+

MN2

MN3

MN5

MN4

MN6

MN7
CL

IL

MN1

Vb

Rc
Vcm = VDD/2

DC = 0
AC = 1

Cc

また，Cc = 0.5 pF と設定した場合，式（4）
，式（5）よ
り，P2 > fugf となるためには gm2 = 5.1 mS 以上とすれ

Rfb=100 MΩ
Cfb = 1 F

ばよい．IL = 89 µA の時に gm2 = 5.1 mS 以上となるの
は 3 段目の並列数が 2 の時である．また，零点は周波数軸

図 5

Vin

周波数解析をシミュレーションするための回路．

φ2

上で可能な限り無限遠へ到達させるべく値を決定するもの
とすると Rc = 150 Ω と決定する．

φ1

Vout

上記の Cc ， Rc ，IL ，三段目の並列数を用いてシミュレー
ションを行った時の結果と解析式より導出した結果を表 1

C2

C1

に示す．この結果より，P2 は fugf より大きくなっており，
安定な回路の設計が実現出来ていることが確認された．解

-

析結果とシミュレーション結果の P2 の相対誤差は 0% と
なった．また，fugf の相対誤差は 13% となった．

+
Vcm

4.3 最適なセルベース設計に向けた設計法
前節より，2 段構成の近似を用いて B 級増幅の増幅回路
を設計できることが示された．最後に，セルベース方式で

図 6 スイッチトキャパシタ型ボルテージフォロア．

増幅回路を設計する方法について説明する．

ルテージフォロア回路で電荷再分配することで増幅回路

先行研究 [5] にも示される通り，増幅回路の初段と 2 段

への入力信号を生成する．このボルテージフォロアは文献

目はその対称性が重要となるので自動配置配線による寄

[9] にある低域通過サンプルホールド回路を参考としてい

生成分の影響を小さくする必要がある．そこで，初段と 2

る．本稿で紹介する増幅回路も上記の構成で用いられ，基

段目はまとめて 1 つのスタンダードセルとして設計する．

板バイアスを制御することを想定している．そのため出力

次に，3 段目は駆動力を変更させられるよう 1 つのスタン

電流 IL はスイッチトキャパシタ型ボルテージフォロアの

ダードセルとする．また，位相補償素子もそれぞれ独立し

時定数，基板電圧の変化量と負荷容量から決定される．こ

たスタンダードセルとして準備する．

こで，ボルテージフォロアの時定数 τ は図 6 においてス

チップの基板である負荷容量 CL が決定すれば，3 章の

イッチトキャパシタを構成する二つの容量 C1 と C2 の比

解析式に基づいてそれぞれ独立にセル化された位相補償容

とスイッチに入力されるクロックの周波数 fclk から式（8）

量 Cc ，位相補償抵抗 Rc ，及び 3 段目の並列数を決定する

のように表される [9]．以上より，C1 = C2 とすることと

ことでセルベース方式での設計フローで増幅回路が発振す

し，Vin を生成する D/A 変換器のビット直列型動作を仮定

ることなく安定に動作することが期待できる．自動配置配

すれば，入力されるディジタル信号の入力ビット数 b，ボ

線による寄生成分の影響を可能な限り小さくするため，2

ルテージフォロアに入力されるクロックの周波数 fclk と基

章で紹介した手動配置，配置領域指定等を利用することも

板電圧の変化量 ∆V ，負荷容量 CL によって増幅回路に入

重要である．

力される信号の出力電流 IL は式（9）のように決まる．

以上の方法に則り，負荷容量 CL を 10 pF，50 pF，100

pF と仮定した時に位相補償素子と 3 段目の並列数を決定
τ =

C2
1
·
.
C1 fclk

(8)

する．それぞれの負荷容量に対して表 2 のように設計変数
を用いて周波数解析を行った．但し，VDD = 1.0 V，Vb =

0.45 V とし前節と同様に b = 6 bit，fclk = 50 MHz，∆V
IL = C L ·

∆V fclk
·
.
4
b+1

(9)

b = 6 bit，fclk = 50 MHz，∆V = VDD /2，CL = 50 pF
の時，出力電流は = 89 µA となる．
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan

= VDD /2 として CL = 10 pF，50 pF，100 pF での出力電
流をそれぞれ 18 µA，89 µA，180 µA とした．位相補償
容量 Cc は 0.5 pF で一定とした．この時の電圧利得と位
相余裕の結果を図 7 と図 8 に示す．この結果より，負荷容
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した回路に基づく解析式とシミュレーションの比較では，
表 2 負荷容量に応じた位相補償素子の数.

第二極と単位利得周波数それぞれに対して相対誤差 0% と

CL = 10 pF

CL = 50 pF

CL = 100 pF

IL (µA)

18

89

180

Rc (Ω)

400

150

50

3 段目の並列数

1

2

6

13% となった．最後にセルベース方式で増幅回路を設計す
る方法に関して，解析式に基づいて設計変数となる位相補
償素子，増幅回路の 3 段目の並列数の値を変更し，安定に
動作するかをシミュレーションで確かめた．その結果，複
数の負荷容量に対して十分な位相余裕が確保出来ているこ

80

CL = 10 pF
CL = 50 pF
CL = 100 pF

voltage gain (dB)

60
40

とを確認した．
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