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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】逐次比較型アナログデジタル変換回路（ＳＡＲ
－ＤＡＣ）の回路面積を縮小する。
【解決手段】ＳＡＲ１１は、入力端子１１６と、参照端
子１１７と、第１キャパシタセット１１１ａと、第２キ
ャパシタセット１１１ｂと、ダミーキャパシタと、比較
器１１２と、スイッチ１１４と、ＳＡＲＬ１１３を備え
る。第１キャパシタセット１１１ａは、第１容量を有す
る第１キャパシタと、第１容量と第１キャパシタセット
に寄生する寄生容量との和の２倍の第２容量を有する第
２キャパシタを備る。ダミーキャパシタは、第２容量未
満の第３容量を有る。比較器１１２は、第１キャパシタ
セット１１１ａの第１キャパシタ及び第２キャパシタに
蓄積された電荷に対応する出力電圧とグラウンド電圧と
を比較し、比較結果を出力する。ＳＡＲＬ１１３は、出
力電圧を制御するために、比較器１１２の比較結果に基
づいてスイッチ１１４を切り換える。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力電圧が印加される入力端子と、
　参照電圧が印加される参照端子と、
　第１容量を有する第１キャパシタと、前記第１容量と前記第１キャパシタセットに寄生
する寄生容量との和の２倍の第２容量を有する第２キャパシタと、を備え、前記第１キャ
パシタと前記第２キャパシタとの間のノードに前記入力端子が接続される第１キャパシタ
セットと、
　前記第１キャパシタと、前記第２キャパシタと、を備え、前記第１キャパシタと前記第
２キャパシタとの間のノードに前記第１キャパシタセットの第２キャパシタが接続される
第２キャパシタセットと、
　前記第２容量未満の第３容量を有し、前記第２キャパシタセットの第２キャパシタとグ
ラウンドとの間に接続されるダミーキャパシタと、
　前記第１キャパシタセットの第１キャパシタ及び第２キャパシタに蓄積された電荷に対
応する出力電圧とグラウンド電圧とを比較し、比較結果を出力する比較器と、
　前記第１キャパシタセット及び前記第２キャパシタセットの第１キャパシタと前記参照
端子との間に接続されるスイッチと、
　前記出力電圧を制御するために、前記比較器の比較結果に基づいて前記スイッチを切り
換える論理回路と、
を備えることを特徴とする逐次比較型アナログデジタル変換回路。
【請求項２】
　前記第３容量は、前記第１容量と、前記第１容量より小さく且つ前記第１キャパシタセ
ットに寄生する寄生容量以上である補正容量と、の差である、請求項１記載の逐次比較型
アナログデジタル変換回路。
【請求項３】
　入力電圧が印加される入力端子と、
　参照電圧が印加される参照端子と、
　第１容量を有する第１キャパシタと、
　前記第１容量の２倍の第２容量を有する第２キャパシタと、
　前記第１容量と、前記第１容量より小さく且つ前記第１キャパシタに寄生する寄生容量
以上である補正容量と、の差である第３容量を有するダミーキャパシタと、
　前記第１キャパシタ、前記第２キャパシタ、及び前記ダミーキャパシタに蓄積された電
荷に対応する出力電圧とグラウンド電圧とを比較し、比較結果を出力する比較器と、
　前記第１キャパシタ及び前記第２キャパシタと前記参照端子との間に接続されるスイッ
チと、
　前記出力電圧を制御するために、前記比較器の比較結果に基づいて前記スイッチを制御
する論理回路と、
を備えることを特徴とする逐次比較型アナログデジタル変換回路。
【請求項４】
　入力電圧が印加される入力端子と、
　参照電圧が印加される参照端子と、
　第１容量を有する第１キャパシタと、前記第１容量と前記第１キャパシタセットに寄生
する寄生容量との和の２倍の第２容量を有する第２キャパシタと、を備え、前記第１キャ
パシタと前記第２キャパシタとの間のノードに前記入力端子が接続される第１キャパシタ
セットと、
　前記第１キャパシタと、前記第２キャパシタと、を備え、前記第１キャパシタと前記第
２キャパシタとの間のノードに前記第１キャパシタセットの第２キャパシタが接続される
第２キャパシタセットと、
　前記第２容量未満の第３容量を有し、前記第２キャパシタセットの第２キャパシタとグ
ラウンドとの間に接続されるダミーキャパシタと、
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　前記第１キャパシタセットの第１キャパシタ及び第２キャパシタに蓄積された電荷に対
応する出力電圧とグラウンド電圧とを比較し、比較結果を出力する比較器と、
　前記第１キャパシタセット及び前記第２キャパシタセットの第１キャパシタと前記参照
端子との間に接続されるスイッチと、
　前記出力電圧を制御するために、前記比較器の比較結果に基づいて前記スイッチを切り
換える論理回路と、を備える逐次比較型アナログデジタル変換回路と、
　前記比較器により出力された比較結果を補正するデジタル補正回路と、
を備えることを特徴とする受信装置。
【請求項５】
　前記第３容量は、前記第１容量と、前記第１容量より小さく且つ前記第１キャパシタセ
ットに寄生する寄生容量以上である補正容量と、の差である、請求項４記載の受信装置。
【請求項６】
　前記参照端子又はグラウンド端子を用いて、前記デジタル補正回路に供給するためのア
ナログテスト信号を生成するテスト回路をさらに備える、請求項４又は５記載の受信装置
。
【請求項７】
　入力電圧が印加される入力端子と、
　参照電圧が印加される参照端子と、
　第１容量を有する第１キャパシタと、
　前記第１容量の２倍の第２容量を有する第２キャパシタと、
　前記第１容量と、前記第１容量より小さく且つ前記第１キャパシタに寄生する寄生容量
以上である補正容量と、の差である第３容量を有するダミーキャパシタと、
　前記第１キャパシタ、前記第２キャパシタ、及び前記ダミーキャパシタに蓄積された電
荷に対応する出力電圧とグラウンド電圧とを比較し、比較結果を出力する比較器と、
　前記第１キャパシタ及び前記第２キャパシタと前記参照端子との間に接続されるスイッ
チと、
　前記出力電圧を制御するために、前記比較器の比較結果に基づいて前記スイッチを制御
する論理回路と、を備える逐次比較型アナログデジタル変換回路と、
　前記比較器により出力された比較結果を補正するデジタル補正回路と、
を備えることを特徴とする受信装置。
【請求項８】
　前記参照端子又はグラウンド端子を用いて、前記デジタル補正回路に供給するためのア
ナログテスト信号を生成するテスト回路をさらに備える、請求項７記載の受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、逐次比較型アナログデジタル変換回路（以下、「ＳＡＲ－ＡＤＣ
（Successive Approximation Register-Analog Digital Converter）」という）という）
及び受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高速無線通信装置や映像機器などでは、ギガヘルツオーダのサンプリング周波数
を有するアナログデジタル変換回路（以下、「ＡＤＣ（Analog Digital Converter）」と
いう）をシリコンオンチップにより実現する傾向がある。従って、高分解能、低消費電力
、及び小面積のＡＤＣが求められている。
【０００３】
　そのようなＡＤＣとして、ＳＡＲ－ＡＤＣが知られている。ＳＡＲ－ＡＤＣは、比較器
と、容量デジタルアナログ変換回路（以下、「ＤＡＣ（Digital Analog Converter）」と
いう）と、簡単な論理回路と、により実現される。ＳＡＲ－ＡＤＣは、低消費電力及び小
面積のＡＤＣとして注目されている。
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【０００４】
　ＳＡＲ－ＡＤＣでは、容量ＤＡＣの重みが理想的なバイナリである場合に、アナログの
入力信号に対して理想的なデジタルの出力コードが得られる。しかしながら、実際には、
寄生容量により重みが変わるので、ＡＤ変換されない信号（以下、「ミスコード」という
）が発生する可能性がある。従って、ＳＡＲ－ＡＤＣでは、ミスコードを補正するための
デジタル補正回路が必要である。
【０００５】
　従来のデジタル補正回路は、冗長変換アルゴリズムを用いてＡＤＣに冗長性を与えるこ
とにより、ミスコードを補正している。しかしながら、従来の冗長変換アルゴリズムを用
いるデジタル補正回路は、複雑である。その結果、ＳＡＲ－ＤＡＣの回路面積が増大する
。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】F. Kuttner., “A 1.2V 10b 20MSample/s Non-Binary Successive Appr
oximation ADC in 0.13um CMOS,” ISSCC Dig. Tech Papers, pp. 176-177, Feb., 2002.
【非特許文献２】S.M.Chen and R.W.Brodersen,”A 6-bit 600-MS/s 5.3-mW Asynchronou
s ADΔＣn 0.13-um CMOS,” IEEE J.Solid-State ΔＣrcuits, Vol. 41, Dec. 2006, pp.
 2669-80.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＳＡＲ－ＡＤＣとともに用いられるデジタル補正回路及びテスト回路の回路面積を縮小
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本実施形態によれば、ＳＡＲ－ＡＤＣは、入力端子と、参照端子と、第１キャパシタセ
ットと、第２キャパシタセットと、ダミーキャパシタと、比較器と、スイッチと、論理回
路と、を備える。入力端子には、入力電圧が印加される。参照端子には、参照電圧が印加
される。第１キャパシタセットは、第１容量を有する第１キャパシタと、第１容量と第１
キャパシタセットに寄生する寄生容量との和の２倍の第２容量を有する第２キャパシタと
、を備え、第１キャパシタと第２キャパシタとの間のノードに入力端子が接続される。第
２キャパシタセットは、第１キャパシタと、第２キャパシタと、を備え、第１キャパシタ
と第２キャパシタとの間のノードに第１キャパシタセットの第２キャパシタが接続される
。ダミーキャパシタは、第２容量未満の第３容量を有し、第２キャパシタセットの第２キ
ャパシタとグラウンドとの間に接続される。比較器は、第１キャパシタセットの第１キャ
パシタ及び第２キャパシタに蓄積された電荷に対応する出力電圧とグラウンド電圧とを比
較し、比較結果を出力する。スイッチは、第１キャパシタセット及び第２キャパシタセッ
トの第１キャパシタと参照端子との間に接続される。論理回路は、出力電圧を制御するた
めに、比較器の比較結果に基づいてスイッチを切り換える。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態に係る受信装置１の構成を示す概略図。
【図２】図１のＳＡＲ－ＡＤＣ１０ｉ及び１０ｑの詳細な構成を示す概略図。
【図３】図２のＳＡＲ１１の構成を示す概略図。
【図４】ＳＡＲ１１の動作原理を説明するためのモデル。
【図５Ａ】図４の容量ＤＡＣ１１１のMＳＢ（ｊ＝ｎ）の伝達特性（入力電圧Ｖｉｎと出
力電圧Ｖｏｕｔとの関係）を示すグラフ。
【図５Ｂ】図４の容量ＤＡＣ１１１の全体の伝達特性（入力電圧Ｖｉｎとデジタル出力Ｄ
ｏｕｔとの関係）を示すグラフ。
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【図６】図４の容量ＤＡＣ１１１に寄生する寄生容量を説明する概略図。
【図７Ａ】図６の容量ＤＡＣ１１１のＭＳＢ（ｊ＝ｎ）の伝達特性（入力電圧Ｖｉｎと出
力電圧Ｖｏｕｔとの関係）を示すグラフ。
【図７Ｂ】図６の容量ＤＡＣ１１１の全体の伝達特性（入力電圧Ｖｉｎとデジタル出力Ｄ
ｏｕｔとの関係）を示すグラフ。
【図８】第１実施形態に係るＳＡＲ１１の構成を示す概略図。
【図９】図８の容量ＤＡＣ１１１に寄生する寄生容量を説明する概略図。
【図１０】第２実施形態に係るＳＡＲ１１の構成を示す概略図。
【図１１】図１０の容量ＤＡＣ１１１に寄生する寄生容量を説明する概略図。
【図１２】図１０の容量ＤＡＣ１１１のＭＳＢ（ｊ＝ｎ）の伝達特性（入力電圧Ｖｉｎと
出力電圧Ｖｏｕｔとの関係）を示すグラフ。
【図１３Ａ】図２の補正部１２２による補正前のＳＡＲ１１の伝達特性を示すグラフ。
【図１３Ｂ】図２の補正部１２２による補正後のＳＡＲ１１の伝達特性を示すグラフ。
【図１４】第１実施形態の変形例に係るＳＡＲ１１の構成を示す概略図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本実施形態について図面を参照して説明する。
【００１１】
　はじめに、本実施形態に係る受信装置の構成について説明する。図１は、本実施形態に
係る受信装置１の構成を示す概略図である。
【００１２】
　図１に示すように、受信装置１は、アンテナ２１と、低雑音増幅器（以下、ＬＮＡ（Lo
w Noise Amplifier）という）２２と、局部発振器２３と、移相部２４と、周波数変換部
２５ｉ及び２５ｑと、ＳＡＲ－ＡＤＣ１０ｉ及び１０ｑと、デジタル信号処理部２６と、
を備える。
【００１３】
　図１のアンテナ２１は、基地局（図示せず）から発信される無線信号を受信し、受信し
た無線信号をＬＮＡ２２に入力するモジュールである。
【００１４】
　図１のＬＮＡ２２は、アンテナ２１から入力される無線信号を所定のレベルまで増幅し
、増幅した無線信号を周波数変換部２５ｉ及び２５ｑに入力するモジュールである。
【００１５】
　図１の局部発振器２３は、無線信号をアナログベースバンド信号に変換するために必要
なローカル信号を生成し、生成したローカル信号を移相部２４に入力するモジュールであ
る。
【００１６】
　図１の移相部２４は、局部発振器２３から入力されるローカル信号を２つに分配するモ
ジュールである。より具体的には、移相部２４は、一方のローカル信号を周波数変換部２
５ｉに入力し、他方のローカル信号の位相を９０度遅延させ、遅延したローカル信号を周
波数変換部２５ｑに入力する。
【００１７】
　図１の周波数変換部２５ｉ及び２５ｑは、それぞれ、ＬＮＡ２２から入力される無線信
号と移相部２４から入力されるローカル信号とを乗算することにより、無線信号をアナロ
グベースバンド信号（以下、「アナログ入力信号ＩＮ」という）に変換し、変換したアナ
ログ入力信号ＩＮをＳＡＲ－ＡＤＣ１０ｉ及び１０ｑに入力するモジュールである。ＳＡ
Ｒ－ＡＤＣ１０ｉに入力されるアナログ入力信号ＩＮ（Ｉ）は同相信号である。ＳＡＲ－
ＡＤＣ１０ｑに入力されるアナログ入力信号ＩＮ（Ｑ）は直角位相信号である。
【００１８】
　図１のＳＡＲ－ＡＤＣ１０ｉ及び１０ｑは、それぞれ、周波数変換部２５ｉ及び２５ｑ
から入力されるアナログ入力信号ＩＮをデジタルベースバンド信号Ｂに変換し、変換した
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デジタルベースバンド信号Ｂをデジタル信号処理部２６に入力するモジュールである。Ｓ
ＡＲ－ＡＤＣ１０ｉにより変換されるデジタルベースバンド信号Ｂ（Ｉ）は同相信号から
変換されるデジタル信号である。ＳＡＲ－ＡＤＣ１０ｑにより変換されるデジタルベース
バンド信号Ｂ（Ｑ）は直角位相信号から変換されるデジタル信号である。ＳＡＲ－ＡＤＣ
１０ｉ及び１０ｑの詳細については後述する。
【００１９】
　図１のデジタル信号処理部２６は、ＳＡＲ－ＡＤＣ１０ｉ及び１０ｑから入力されるデ
ジタルベースバンド信号Ｂを復号化し、復号化されたデジタルベースバンド信号Ｂ（Ｄ）
を携帯電話用チップや無線ＬＡＮ（Local Area Network）用のチップ等の無線通信装置（
図示せず）に出力するモジュールである。
【００２０】
　次に、図１のＳＡＲ－ＡＤＣ１０ｉ及び１０ｑの詳細について説明する。図２は、図１
のＳＡＲ－ＡＤＣ１０ｉ及び１０ｑの詳細な構成を示す概略図である。なお、図１のＳＡ
Ｒ－ＡＤＣ１０ｉの構成とＳＡＲ－ＡＤＣ１０ｑの構成とは同一であるので、以下、ＳＡ
Ｒ－ＡＤＣ１０ｉ及び１０ｑをＳＡＲ－ＡＤＣ１０という。また、図１のアナログ入力信
号ＩＮ（Ｉ）及びＩＮ（Ｑ）をアナログ入力信号ＩＮという。図１のデジタルベースバン
ド信号Ｂ（Ｉ）及びＢ（Ｑ）をデジタルベースバンド信号Ｂという。
【００２１】
　図２に示すように、ＳＡＲ－ＡＤＣ１０は、逐次比較レジスタ（以下、「ＳＡＲ（Succ
essive Approximation Register）」という）１１と、デジタル補正回路１２と、テスト
回路１３と、を備える。
【００２２】
　図２のＳＡＲ１１は、バイナリウエイトで重み付けされたｎ（ｎは２以上の整数）ビッ
トコンバータである。ＳＡＲ１１は、図１の周波数変換部２５ｉ及び２５ｑから入力され
るアナログ入力信号ＩＮ又はテスト回路１３から入力されるアナログテスト信号Ｔをデジ
タル出力コードＤに変換し、変換したデジタル出力コードＤをデジタル補正回路１２に入
力する。ＳＡＲ１１の詳細については後述する。
【００２３】
　図２のデジタル補正回路１２は、ＳＡＲ１１から入力されるデジタル出力コードＤを補
正する回路である。デジタル補正回路１２は、係数計算部１２１と、補正部１２２と、を
備える。
【００２４】
　図２の係数計算部１２１は、デジタル出力コードＤを補正するのに用いられる補正係数
Ｇを計算するモジュールである。ＳＡＲ１１から係数計算部１２１に入力されるデジタル
出力コードＤは、アナログテスト信号Ｔに対応する。係数計算部１２１は、アナログテス
ト信号Ｔに対応するデジタル出力コードＤに基づいて補正係数Ｇを計算し、計算した補正
係数Ｇを補正部１２２に入力する。補正係数Ｇは、ＳＡＲ１１のビット数（ｎの値）に関
わらず一定である。
【００２５】
　図２の補正部１２２は、係数計算部１２１から入力される補正係数Ｇを用いて、ＳＡＲ
１１から入力されるデジタル出力コードＤを補正することによりデジタルベースバンド信
号Ｂを生成し、生成したデジタルベースバンド信号Ｂを図１のデジタル信号処理部２６に
入力するモジュールである。ＳＡＲ１１から補正部１２２に入力されるデジタル出力コー
ドＤは、アナログ入力信号ＩＮに対応する。補正部１２２の詳細については後述する。
【００２６】
　図２のテスト回路１３は、係数計算部１２１から入力される制御信号ＣＯＮＴに基づい
てアナログテスト信号Ｔを生成する回路である。例えば、テスト回路１３は、後述する参
照電圧又はグラウンド電圧を用いてアナログテスト信号Ｔを生成する。これにより、テス
ト回路１３の回路規模を縮小することができる。
【００２７】
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　次に、図２のＳＡＲ１１の詳細について説明する。図３は、図２のＳＡＲ１１の構成を
示す概略図である。
【００２８】
　図３に示すように、ＳＡＲ１１は、容量ＤＡＣ１１１と、比較器１１２と、逐次比較論
理回路（以下、「ＳＡＲＬ（Successive Approximation Register Logic）」という）１
１３と、スイッチ１１４及び１１５と、入力端子１１６と、参照端子１１７と、を備える
。
【００２９】
　図３の入力端子１１６には、入力信号ＩＮが入力される。すなわち、入力端子１１６に
は、入力信号ＩＮの電圧（以下、「入力電圧」という）Ｖｉｎが印加される。
【００３０】
　図３の参照端子１１７には、参照信号ＲＥＦが入力される。すなわち、参照端子１１７
には、参照信号ＲＥＦの電圧（以下、「参照電圧」という）Ｖｒｅｆが印加される。
【００３１】
　図３の容量ＤＡＣ１１１は、入力端子１１６と、参照端子１１７又はグラウンドと、に
接続される。参照端子１１７及びグラウンドと容量ＤＡＣ１１１との間には、スイッチ１
１４が接続される。容量ＤＡＣ１１１と入力端子１１６との間にはスイッチ１１５が接続
される。スイッチ１１４及び１１５が切り替えられると、入力電圧Ｖｉｎと、グラウンド
電圧Ｖｇｎｄ（Ｖｇｎｄ＝０［Ｖ］）と、が容量ＤＡＣ１１１に供給される。容量ＤＡＣ
１１１は、入力電圧Ｖｉｎと、グラウンド電圧Ｖｇｎｄと、に基づく出力信号ＯＵＴを比
較器１１２に入力する。
【００３２】
　図３の比較器１１２には、出力信号ＯＵＴの電圧（以下、「出力電圧Ｖｏｕｔ」という
）及びグラウンド電圧Ｖｇｎｄが供給される。比較器１１２は、出力電圧Ｖｏｕｔとグラ
ウンド電圧Ｖｇｎｄとを比較し、比較結果に基づくデジタル出力コードＤを、図２の係数
計算部１２１又は補正部１２２と、ＳＡＲＬ１１３と、に入力する。例えば、出力電圧Ｖ
ｏｕｔがグラウンド電圧Ｖｇｎｄ以上である場合にはデジタル出力コードＤは“１”（ハ
イ）であり、出力電圧Ｖｏｕｔがグラウンド電圧Ｖｇｎｄ未満である場合にはデジタル出
力コードＤは“０”（ロウ）である。
【００３３】
　図３のＳＡＲＬ１１３は、比較器１１２から入力されるデジタル出力コードＤに基づい
て、スイッチ１１４を切り換える論理回路である。これにより、容量ＤＡＣ１１１に供給
される電圧（参照電圧Ｖｒｅｆ又はグラウンド電圧Ｖｇｎｄ）が変化する。
【００３４】
　換言すると、図３のＳＡＲ１１では、容量ＤＡＣ１１１によりアナログ入力信号ＩＮが
サンプリングされ、比較器１１２の比較結果に基づいて容量ＤＡＣ１１１に供給される電
圧（参照電圧Ｖｒｅｆ又はグラウンド電圧Ｖｇｎｄ）が変化する。これにより、出力信号
ＯＵＴに対応するデジタル出力コードＤが得られる。
【００３５】
　次に、ＳＡＲ－ＡＤＣの動作原理について説明する。図４は、ＳＡＲ１１の動作原理を
説明するためのモデルである。
【００３６】
　図４のＳＡＲ１１は、バイナリウエイトで重み付けされた容量ＤＡＣを用いたｎビット
の容量ＤＡＣ１１１と、比較器１１２と、ＳＡＲＬ１１３と、スイッチ１１４と、により
構成される。
【００３７】
　図４の容量ＤＡＣ１１１は、ｎ個のキャパシタと、ダミーキャパシタと、を備える。キ
ャパシタが対応するビット数をｊ（ｊは１～ｎの整数）とすると、ｊビットに対応するキ
ャパシタの容量は２ｊ－１Ｃである。すなわち、最下位ビット（以下、「ＬＳＢ（Least 
Significant Bit）」という）（ｊ＝１）に対応するキャパシタの容量は２０Ｃ（＝Ｃ）
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であり、最上位ビット（以下、「ＭＳＢ（Most significant Bit）」という）（ｊ＝ｎ）
に対応するキャパシタの容量は２ｎ－１Ｃである。ダミーキャパシタの容量は、ＬＳＢに
対応するキャパシタと同じＣである。
【００３８】
　図４のＳＡＲ１１は、サンプリング、ＡＤ変換、の順に動作する。
【００３９】
　サンプリングでは、容量ＤＡＣ１１１の全てのキャパシタに、入力電圧Ｖｉｎと、グラ
ウンド電圧Ｖｇｎｄと、の電位差に対応する電荷が蓄積される。これにより、入力信号Ｉ
Ｎがサンプリングされる。
【００４０】
　ＡＤ変換では、比較器１１２の比較結果に応じて、スイッチ１１４が切り換えられる。
これにより、参照端子１１７又はグラウンドが、ダミーキャパシタを除くｎ個のキャパシ
タに接続される。具体的には、ｊビットのデジタル出力コードであるデジタル出力コード
Ｄｊが“１”である場合にはｊビットに対応するキャパシタが参照端子１１７に接続され
、デジタル出力コードＤｊが“０”である場合にはｊビットに対応するキャパシタがグラ
ウンドに接続される。これにより、アナログ入力信号ＩＮがデジタル出力コードＤｊに変
換される。
【００４１】
　式１は、図４の容量ＤＡＣ１１１のｎビットの逐次比較動作における出力電圧Ｖｏｕｔ
を表す。式１に表されるように、容量ＤＡＣ１１１のｎビットの逐次比較動作では、２進
数でＡＤ変換が行われる。従って、容量ＤＡＣ１１１の基数（ＲＡＤＩＸ）は２となる。

【数１】

【００４２】
　図５Ａは、図４の容量ＤＡＣ１１１のＭＳＢ（ｊ＝ｎ）の伝達特性（入力電圧Ｖｉｎと
出力電圧Ｖｏｕｔとの関係）を示すグラフである。図５Ｂは、図４の容量ＤＡＣ１１１の
全体の伝達特性（入力電圧Ｖｉｎとデジタル出力Ｄｏｕｔとの関係）を示すグラフである
。デジタル出力Ｄｏｕｔは、２進数で表現されたデジタル出力コードＤを１０進数で表現
したものであり、出力１コードに対して１サンプルとして、サンプル毎の出力コードを直
線でつないで表現している。
【００４３】
　図５Ａに示すように、０≦Ｖｉｎ≦Ｖｒｅｆ／２である場合にはＶｏｕｔ＝Ｖｉｎであ
り、Ｖｉｎ＞Ｖｒｅｆ／２である場合にはＶｏｕｔ＝Ｖｉｎ－Ｖｒｅｆ／２である。すな
わち、図４のスイッチ１１４は、Ｖｉｎ＝Ｖｒｅｆ／２の点（以下、「切換ポイントＳＷ
」という）で切り換えられる。一方、図５Ｂに示すように、出力電圧Ｖｏｕｔは、入力電
圧Ｖｉｎに１対１に対応している。すなわち、出力電圧Ｖｏｕｔが決まると、入力電圧Ｖ
ｉｎが決まる。デジタル出力Ｄｏｕｔの範囲（以下、「出力レンジ」という）は、フルス
ケール（２ｎ－１）に達する。
【００４４】
　次に、寄生容量を考慮した図４の容量ＤＡＣ１１１について説明する。図６は、図４の
容量ＤＡＣ１１１に寄生する寄生容量を説明する概略図である。
【００４５】
　図６に示すように、入力端子１１６側のノードに容量ΔＣの寄生容量が寄生する。ＭＳ
Ｂ（ｊ＝ｎ）の逐次比較動作における出力電圧Ｖｏｕｔは、式２により表される。

【数２】
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【００４６】
　図７Ａは、図６の容量ＤＡＣ１１１のＭＳＢ（ｊ＝ｎ）の伝達特性（入力電圧Ｖｉｎと
出力電圧Ｖｏｕｔとの関係）を示すグラフである。図７Ｂは、図６の容量ＤＡＣ１１１の
全体の伝達特性（入力電圧Ｖｉｎとデジタル出力Ｄｏｕｔとの関係）を示すグラフである
。
【００４７】
　図７Ａは、図５Ａに比べて、入力電圧Ｖｉｎの範囲（以下、「入力レンジ」という）が
寄生容量の影響により減少することを示している。式２において、ΔＣは０より大きいの
で、参照電圧Ｖｒｅｆの係数は１／２より小さい。すなわち、ＳＡＲ１１の基数（ＲＡＤ
ＩＸ）は２より大きい。従って、図７Ａに示すように、切換ポイントＳＷが、入力電圧Ｖ
ｉｎが減少する方向にシフトする。これにより、切換ポイントＳＷの入力電圧ＶｉｎはＶ
ｒｅｆ／２より小さくなる。その結果、入力レンジ外の領域Ｑ（Ｖｒｅｆ／ａ＜Ｖｉｎ＜
Ｖｒｅｆ，１＜ａ＜２）においてミスコードが発生する。一方、図７Ｂに示すように、出
力電圧Ｖｏｕｔは、入力電圧Ｖｉｎに１対１に対応していない。すなわち、出力電圧Ｖｏ
ｕｔが決まっても、入力電圧Ｖｉｎは決まらない。換言すると、図７Ｂは、２ビット以降
の入力レンジも減少することに起因して、各サイクルでミスコードが発生することを示し
ている（図７Ｂの破線部）。
【００４８】
　次に、図２の補正部１２２及びＳＡＲ１１の詳細について説明する。
【００４９】
　（第１実施形態）
　第１実施形態について説明する。第１実施形態は、図２のＳＡＲ１１がＣ－２Ｃ型容量
ＤＡＣにより実現されるＳＡＲを備える例である。なお、既に説明された内容と同様の内
容についての説明は省略する。
【００５０】
　図８は、第１実施形態に係るＳＡＲ１１の構成を示す概略図である。
【００５１】
　図８に示すように、第１実施形態に係るＳＡＲ１１は、Ｃ－２Ｃ型容量ＤＡＣにより実
現される容量ＤＡＣ１１１と、比較器１１２と、ＳＡＲＬ１１３と、スイッチ１１４及び
１１５と、入力端子１１６と、参照端子１１７と、を備える。比較器１１２、ＳＡＲＬ１
１３、スイッチ１１４及び１１５、入力端子１１６、並びに参照端子１１７は、図３と同
様である。
【００５２】
　図８の容量ＤＡＣ１１１は、第１キャパシタセット１１１ａと、第２キャパシタセット
１１１ｂと、第３容量Ｃ３のダミーキャパシタと、を備える。第１キャパシタセット１１
１ａ及び第２キャパシタセット１１１ｂは、それぞれ、第１容量Ｃ１の第１キャパシタと
、第１容量Ｃ１の２倍の第２容量Ｃ２の第２キャパシタと、を備える。第３容量Ｃ３は、
第１容量Ｃ１と、第１容量Ｃ１より小さく且つ第１キャパシタセット１１１ａに寄生する
寄生容量以上である補正容量と、の差である。第１キャパシタセット１１１ａの第１キャ
パシタはＭＳＢに対応する。第２キャパシタセット１１１ｂの第１キャパシタはＬＳＢに
対応する。第１キャパシタセット１１１ａの第１キャパシタと第２キャパシタとの間のノ
ードＮ１には、入力端子１１６に接続されたスイッチ１１５と、比較器１１２と、が接続
される。第２キャパシタセット１１１ｂの第１キャパシタと第２キャパシタとの間のノー
ドＮ２には、第１キャパシタセット１１１ａの第２キャパシタが接続される。ダミーキャ
パシタが接続されるノードＮ３には、第２キャパシタセット１１１ｂの第２キャパシタが
接続される。ダミーキャパシタは、スイッチ１１４ｃを介してグラウンドに接続される。
【００５３】
　なお、第１実施形態は、２個のキャパシタセット（すなわち、２ビットＣ－２Ｃ型容量
ＤＡＣ）により実現される容量ＤＡＣ１１１の例であるが、ｎ個のキャパシタセット（す
なわち、ｎビットＣ－２Ｃ型容量ＤＡＣ）により実現される容量ＤＡＣ１１１にも適用可
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【００５４】
　図８の容量ＤＡＣ１１１に寄生する寄生容量について説明する。図９は、図８の容量Ｄ
ＡＣ１１１に寄生する寄生容量を説明する概略図である。
【００５５】
　図９に示すように、図８の容量ＤＡＣ１１１では、ノードＮ１～Ｎ３に、それぞれ、容
量ΔＣの寄生容量が寄生する。以下、各ノードＮ１～Ｎ３に寄生する寄生容量の容量ΔＣ
が等しいことを前提として説明する。
【００５６】
　図８のスイッチ１１４ａが参照端子１１７に接続され、スイッチ１１４ｂがグラウンド
に接続されるときの伝達特性は、式３により表される。
【数３】

【００５７】
　図８のスイッチ１１４ａがグラウンドに接続され、スイッチ１１４ｂが参照端子１１７
に接続されるときの伝達特性は、式４により表される。

【数４】

【００５８】
　式３及び式４は、式５を満たすような第１容量Ｃ１及び式６を満たすような第３容量Ｃ
３を設定することにより、容量ΔＣの寄生容量を補正することができる、ということを示
している。
【数５】

【数６】

【００５９】
　式５及び式６をそれぞれ式３及び式４に代入すると、式７及び式８が得られる。



(11) JP 2012-60221 A 2012.3.22

10

20

30

40

50

【数７】

【数８】

【００６０】
　式７及び式８から、式９が得られる。式９は、入力レンジが半分に減少したとしても、
参照電圧Ｖｒｅｆを２倍に設定することにより、入力レンジの減少に起因するミスコード
の発生が抑制可能であることを示している。

【数９】

【００６１】
　第１容量Ｃ１及び第２容量Ｃ２は、それぞれ、式１０を満たすように設定される。これ
により、補正係数Ｇは２未満となる。その結果、式７に表されるように、容量ＤＡＣ１１
１のＭＳＢの基数（ＲＡＤＩＸ）は２未満となる。また、式８に表されるように、ＭＳＢ
以外の基数（ＲＡＤＩＸ）は２となる。
【数１０】

【００６２】
　図１２は、図８の容量ＤＡＣ１１１のＭＳＢ（ｊ＝ｎ）の伝達特性（入力電圧Ｖｉｎと
出力電圧Ｖｏｕｔとの関係）を示すグラフである。図１３Ａは、図２の補正部１２２によ
る補正前のＳＡＲ１１の伝達特性を示すグラフである。図１３Ｂは、図２の補正部１２２
による補正後のＳＡＲ１１の伝達特性を示すグラフである。
【００６３】
　式７に表されるように、参照電圧Ｖ’ｒｅｆの係数は１／２より大きい。すなわち、Ｍ
ＳＢの基数（ＲＡＤＩＸ）は２未満である。従って、図１２に示すように、切換ポイント
ＳＷは、図１２の入力電圧Ｖｉｎが増加する方向にシフトする。図１２は、図５Ａに比べ
て、入力レンジが寄生容量の影響を解消したことにより拡大することを示している。入力
レンジが拡大した分Ｒは、冗長性に相当する。図１３Ａでは、冗長性に起因して、出力レ
ンジは２進で出力できるフルスケール（Ｖｉｎ＝Ｖｒｅｆ，Ｄｏｕｔ＝２ｎ－１）に達し
ていない。図１３Ｂは、出力レンジはフルスケールに達している。
【００６４】
　換言すると、第１実施形態に係るＳＡＲ１１は、入力端子１１６と、参照端子１１７と
、第１キャパシタセット１１１ａと、第２キャパシタセット１１１ｂと、ダミーキャパシ
タと、比較器１１２と、スイッチ１１４と、論理回路（ＳＡＲＬ１１３）と、を備える。
入力端子１１６には、入力電圧Ｖｉｎが印加される。参照端子１１７には、参照電圧Ｖｒ
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ｅｆが印加される。第１キャパシタセット１１１ａは、第１容量Ｃ１を有する第１キャパ
シタと、第１容量Ｃ１と第１キャパシタセットに寄生する寄生容量との和の２倍の第２容
量Ｃ２を有する第２キャパシタと、を備え、第１キャパシタと第２キャパシタとの間のノ
ードＮ１に入力端子１１６が接続される。第２キャパシタセット１１１ｂは、第１キャパ
シタと、第２キャパシタと、を備え、第１キャパシタと第２キャパシタとの間のノードＮ
２に第１キャパシタセット１１１ａの第２キャパシタが接続される。ダミーキャパシタは
、第２容量Ｃ２未満の第３容量Ｃ３を有し、第２キャパシタセット１１１ｂの第２キャパ
シタとグラウンドとの間に接続される。比較器１１２は、第１キャパシタセット１１１ａ
の第１キャパシタ及び第２キャパシタに蓄積された電荷に対応する出力電圧Ｖｏｕｔとグ
ラウンド電圧Ｖｇｎｄとを比較し、比較結果を出力する。スイッチ１１４は、第１キャパ
シタセット１１１ａ及び第２キャパシタセット１１１ｂの第１キャパシタと参照端子１１
７との間に接続される。論理回路（ＳＡＲＬ１１３）は、出力電圧Ｖｏｕｔを制御するた
めに、比較器１１２の比較結果に基づいてスイッチ１１４を切り換える。
【００６５】
　次に、第１実施形態に係る図２の補正部１２２の詳細について説明する。
【００６６】
　上記のとおり、図２の補正部１２２には、図１３Ａの伝達特性を有するデジタル出力コ
ードＤが入力される。
【００６７】
　図２の補正部１２２は、出力レンジをフルスケールにするために、図１３Ａの伝達特性
を有するデジタル出力コードＤに、係数計算部１２１から入力される補正係数Ｇに依存す
る所定のレンジ補正係数Ｈ（Ｈ＝Ｇ／２）を乗算する。これにより、図１３Ｂに示すよう
に、出力レンジがフルスケールに達するＳＡＲ１１の伝達特性（すなわち、図５Ｂと同様
の伝達特性）を有するデジタル出力コードＤが得られる。図１３Ｂの伝達特性を有するデ
ジタル出力コードＤが、図２のデジタルベースバンド信号Ｂに相当する。
【００６８】
　第１実施形態によれば、寄生容量抽出ツールを用いて予め寄生容量の容量ΔＣを設定す
る。これにより、図２の補正係数Ｇが一定になり、補正部１２２の冗長変換アルゴリズム
が簡素化される。その結果、デジタル補正回路１２及びテスト回路１３の回路規模を縮小
することができる。
【００６９】
　（第２実施形態）
　第２実施形態について説明する。第２実施形態は、図２のＳＡＲ１１が２ビットバイナ
リウェイト型容量ＤＡＣにより実現されるＳＡＲを備える例である。なお、既に説明され
た内容と同様の内容についての説明は省略する。
【００７０】
　図１０は、第２実施形態に係るＳＡＲ１１の構成を示す概略図である。
【００７１】
　図１０に示すように、第２実施形態に係るＳＡＲ１１は、２ビットバイナリウェイト型
容量ＤＡＣにより実現される容量ＤＡＣ１１１と、比較器１１２と、ＳＡＲＬ１１３と、
スイッチ１１４及び１１５と、入力端子１１６と、参照端子１１７と、を備える。比較器
１１２、ＳＡＲＬ１１３、スイッチ１１４及び１１５、入力端子１１６、並びに参照端子
１１７は、図３と同様である。
【００７２】
　図１０の容量ＤＡＣ１１１は、第１容量Ｃ１の第１キャパシタと、第２容量Ｃ２の第２
キャパシタと、第３容量Ｃ３のダミーキャパシタと、を備える。第１キャパシタ、第２キ
ャパシタ、及びダミーキャパシタは、それぞれ、並列に接続される。第２キャパシタはＭ
ＳＢに対応する。第１キャパシタはＬＳＢに対応する。ノードＮ１には、スイッチ１１５
及び比較器１１２が接続される。ダミーキャパシタは、入力端子１１６及びグラウンドに
接続される。図１０の第２容量Ｃ２は、式１１を満たすように設定される。
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【数１１】

【００７３】
　図１０の容量ＤＡＣ１１１に寄生する寄生容量について説明する。図１１は、図１０の
容量ＤＡＣ１１１に寄生する寄生容量を説明する概略図である。
【００７４】
　図１１に示すように、図１０の容量ＤＡＣ１１１には、ノードＮ１に容量ΔＣの寄生容
量が寄生する。
【００７５】
　図１０の第３容量Ｃ３は、式１２を満たすように設定される。式１２において、Ｃｃａ
ｌは、寄生容量に起因する性能劣化を補正するための補正容量である。補正容量Ｃｃａｌ
は、寄生容量ΔＣ以上であり、第１容量Ｃ１未満である。
【数１２】

【００７６】
　式１１及び式１２を考慮すると、出力電圧Ｖｏｕｔは、式１３により表される。式１３
に表されるように、容量ＤＡＣ１１１のＭＳＢを変換するときの基数（ＲＡＤＩＸ）は２
未満となり、参照電圧Ｖｒｅｆの係数は１／２より大きくなる。
【数１３】

【００７７】
　図１２は、図１０の容量ＤＡＣ１１１のＭＳＢ（ｊ＝ｎ）の伝達特性（入力電圧Ｖｉｎ
と出力電圧Ｖｏｕｔとの関係）を示すグラフである。
【００７８】
　式１３に表されるように、参照電圧Ｖｒｅｆの係数は１／２より大きい。すなわち、図
１０の容量ＤＡＣ１１１の基数（ＲＡＤＩＸ）は２未満である。従って、図１２に示すよ
うに、切換ポイントＳＷは、図１２の入力電圧Ｖｉｎが増加する方向にシフトする。図１
２は、図５Ａに比べて、入力レンジが寄生容量の影響を解消したことにより拡大すること
を示している。入力レンジが拡大した分Ｒは、冗長性に相当する。
【００７９】
　換言すると、第２実施形態に係るＳＡＲ１１は、入力端子１１６と、参照端子１１７と
、第１キャパシタと、第２キャパシタと、ダミーキャパシタと、比較器１１２と、スイッ
チ１１４と、論理回路（ＳＡＲＬ１１３）と、を備える。入力端子１１６には、入力電圧
Ｖｉｎが印加される。参照端子１１７には、参照電圧Ｖｒｅｆが印加される。第１キャパ
シタは、第１容量Ｃ１を有する。第２キャパシタは、第１容量Ｃ１の２倍の第２容量Ｃ２
を有する。ダミーキャパシタは、第３容量Ｃ３を有する。第３容量Ｃ３は、第１容量Ｃ１
と補正容量Ｃｃａｌとの差である。補正容量Ｃｃａｌは、第１キャパシタの第１容量Ｃ１
より小さく且つ第１キャパシタに寄生する寄生容量の容量ΔＣ以上である。比較器１１２
は、第１キャパシタ、第２キャパシタ、及びダミーキャパシタに蓄積された電荷に対応す
る出力電圧Ｖｏｕｔとグラウンド電圧Ｖｇｎｄとを比較し、比較結果を出力する。スイッ
チ１１４は、第１キャパシタ及び第２キャパシタと参照端子１１７との間に接続される。
論理回路（ＳＡＲＬ１１３）は、出力電圧Ｖｏｕｔを制御するために、比較器１１２の比
較結果に基づいてスイッチ１１４を制御する。
【００８０】
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　なお、第２実施形態に係る図２の補正部１２２及び係数計算部１２１は、第１実施形態
と同様である。
【００８１】
　第２実施形態によれば、寄生容量抽出ツールを用いて予め寄生容量の容量ΔＣを見積も
り、冗長性が確保される範囲内において式１２を満たすダミーキャパシタの第３容量Ｃ３
を設定する。これにより、図２の補正係数Ｇが一定になり、補正部１２２の冗長変換アル
ゴリズムが簡素化される。その結果、デジタル補正回路１２及びテスト回路１３の回路規
模を縮小することができる。
【００８２】
　なお、第２実施形態は、２ビットバイナリウェイト型容量ＤＡＣにより実現される図１
０の容量ＤＡＣ１１１において、式１２を満たすダミーキャパシタの第３容量Ｃ３を設定
する例であるが、Ｃ－２Ｃ型容量ＤＡＣにより実現される図８の容量ＤＡＣ１１１におい
て、式１２を満たすダミーキャパシタの第３容量Ｃ３を設定する例についても適用可能で
ある（図１４を参照）。
【００８３】
　また、補正容量Ｃｃａｌが大きいほど、より多くの冗長性を確保することができる。こ
れにより、ミスマッチ誤差の量を緩和することができる。但し、補正容量Ｃｃａｌが大き
いと、出力レンジが小さくなる。従って、ＳＡＲ１１に求める分解能に応じて適切な補正
容量Ｃｃａｌを設定することが好ましい。
【００８４】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない
範囲で構成要素を変形して具体化される。また、上述した実施形態に開示されている複数
の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明が形成可能である。例えば、上述した
実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる
実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００８５】
　１　受信装置
　１０　ＳＡＲ－ＡＤＣ
　１１　ＳＡＲ
　１１１　容量ＤＡＣ
　１１１ａ　第１キャパシタセット
　１１１ｂ　第２キャパシタセット
　１１２　比較器
　１１３　ＳＡＲＬ
　１１４，１１５　スイッチ
　１１６　入力端子
　１１７　参照端子
　１２　デジタル補正回路
　１２１　係数計算部
　１２２　補正部
　１３　テスト回路
　２１　アンテナ
　２２　ＬＮＡ
　２３　局部発振器
　２４　移相部
　２５　周波数変換部
　２６　デジタル信号処理部
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【図３】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】

【図７Ａ】
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【図７Ｂ】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１４】
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