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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力において提供された入力信号のサンプルを格納するサンプリングコンデンサと、
　動的バッファであって、粗調段階中に、該サンプリングコンデンサが該入力信号によっ
て該動的バッファを介してチャージされる、動的バッファと、
　微調段階中に、該入力信号が該動的バッファを通過することなく、該入力信号を用いて
該サンプリングコンデンサがチャージされるように、複数の回路経路を切り替えるスイッ
チング回路と
　を備える、サンプリング回路。
【請求項２】
　前記動的バッファは、選択された微調段階中、前記入力信号をサンプリングし、その後
の粗調段階中、該サンプルを前記コンデンサに伝達する、請求項１に記載のサンプリング
回路。
【請求項３】
　前記動的バッファは、任意のバッファオフセットエラーをキャンセルするように動作可
能な自動ゼロ化バッファを備える、請求項１に記載のサンプリング回路。
【請求項４】
　前記微調段階は、微調なサンプリング段階を備え、前記粗調段階は、粗調なサンプリン
グ段階を備える、請求項１に記載のサンプリング回路。
【請求項５】
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　前記微調段階は、微調な積分段階を備え、前記粗調段階は、粗調な積分段階を備える、
請求項１に記載のサンプリング回路。
【請求項６】
　前記動的バッファは、
　入力オフセット電圧を有する演算増幅器と、
　前記入力信号のサンプルを格納するバッファサンプリングコンデンサと、
　該演算増幅器の出力電圧をホールドするバッファホールドコンデンサと、
　選択された微調段階中、該オフセット電圧より小さい入力電圧のバッファサンプリング
電圧を前記サンプリングコンデンサ上にサンプリングし、対応する粗調段階中、該バッフ
ァサンプリング電圧から該オフセット電圧をキャンセルするために、該バッファサンプリ
ングコンデンサおよび該ホールドコンデンサをバッファ出力に結合するように動作可能で
あるスイッチング回路と
　を備える、請求項１に記載のサンプリング回路。
【請求項７】
　出力ステージと、
　前記微調段階の後の積分段階中、前記コンデンサから該出力ステージにチャージを伝達
するスイッチング回路と
　をさらに備える、請求項１に記載のサンプリング回路。
【請求項８】
　信号をサンプリングする方法であって、
　該方法は、
　粗調動作段階中、入力において受信された入力信号を用いて動的バッファを介してサン
プリングコンデンサをチャージすることと、
　微調動作段階中、該入力信号が該動的バッファを通過することなく、該入力信号を用い
て該サンプリングコンデンサをチャージすることと
　を包含する、方法。
【請求項９】
　前記入力信号を用いて前記動的バッファを介して前記コンデンサをチャージすることは
、
　選択された微調動作段階中、前記入力において該入力信号のサンプルを選択的にサンプ
リングすることと、
　その後の対応する動作段階中、該サンプルを該コンデンサに伝達することと
　を包含する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記微調動作段階は、微調なサンプリング段階を備え、前記粗調動作段階は、粗調なサ
ンプリング段階を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記微調動作段階は、微調な積分段階を備え、前記粗調動作段階は、粗調な積分段階を
備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記入力信号を用いて前記動的バッファを介して前記サンプリングコンデンサをチャー
ジすることは、自動ゼロ化入力バッファを用いて、選択された微調動作段階中、該入力信
号をサンプリングすることを包含し、該自動ゼロ化入力バッファは、前記入力バッファの
オフセット電圧より小さい入力電圧のバッファサンプリング電圧をホールドするバッファ
サンプリングコンデンサを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　その後の粗調動作段階中、前記入力バッファにおいて前記サンプルをホールドすること
と、
　オフセットエラーをキャンセルすることと
　をさらに包含し、
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　該入力バッファにおいて該サンプルをホールドすることは、
　前記バッファサンプリング電圧から該オフセットエラーをキャンセルするために、該バ
ッファサンプリングコンデンサをバッファ出力およびホールドコンデンサに結合すること
を包含する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記微調動作段階の後の積分段階中、前記サンプリングコンデンサから出力ステージに
チャージを伝達することをさらに包含する、請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　入力において受信される入力信号のサンプルを格納するサンプリングコンデンサと、
　該サンプリングコンデンサに格納された該サンプルを出力する演算増幅器と、
　微調動作段階中、該入力信号を選択的に受信し、粗調動作段階中、該入力信号を駆動す
る動的入力バッファであって、任意の演算増幅器オフセットエラーをキャンセルする動的
入力バッファと、
　微調動作段階中、該サンプリングコンデンサと該入力とを選択的に結合するスイッチン
グ回路と、
　該微調動作段階の後の積分段階中、該サンプリングコンデンサから演算増幅器入力にチ
ャージを選択的に伝達するスイッチング回路と
　を備える、データ変換器。
【請求項１６】
　前記粗調動作段階は、粗調なサンプリング段階を備え、前記微調動作段階は、微調なサ
ンプリング段階を備える、請求項１５に記載のデータ変換器。
【請求項１７】
　前記粗調動作段階は、粗調な積分段階を備え、前記微調動作段階は、微調な積分段階を
備える、請求項１５に記載のデータ変換器。
【請求項１８】
　前記入力信号は、アナログ入力信号である、請求項１５に記載のデータ変換器。
【請求項１９】
　前記データ変換器は、オーディオアナログ－デジタル変換器を備える、請求項１５に記
載のデータ変換器。
【請求項２０】
　前記動的入力バッファは、差動入力信号をサンプリングする入力バッファのセットの選
択された一つを備える、請求項１５に記載のデータ変換器。
【請求項２１】
　オーディオ入力信号のサンプルを格納するサンプリングコンデンサを含むサンプリング
回路と、
　バッファであって、粗調動作段階中に、該サンプリングコンデンサが該オーディオ入力
信号によって該バッファを介してチャージされる、バッファと、
　微調動作段階中に、該サンプリング回路の該オーディオ入力信号が該バッファを通過す
ることなく、該サンプリング回路の該オーディオ入力信号を用いて該サンプリングコンデ
ンサがチャージされるように、複数の回路経路を切り替えるスイッチング回路と
　を備える、オーディオデータ変換器。
【請求項２２】
　前記バッファは、動的バッファを備える、請求項２１に記載のオーディオデータ変換器
。
【請求項２３】
　前記動的バッファは、選択された微調動作段階中、前記サンプリング回路の入力をサン
プリングし、その後の粗調動作段階中、該サンプルを前記サンプリングコンデンサに伝達
する、請求項２２に記載のオーディオデータ変換器。
【請求項２４】
　前記サンプリングコンデンサは、オーディオアナログ－デジタル変換器の一部を形成す
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る、請求項２１に記載のオーディオデータ変換器。
【請求項２５】
　前記微調動作段階は、微調なサンプリング段階を備え、前記粗調動作段階は、粗調なサ
ンプリング段階を備える、請求項２１に記載のオーディオデータ変換器。
【請求項２６】
　前記微調動作段階は、微調な積分段階を備え、前記粗調動作段階は、粗調な積分段階を
備える、請求項２１に記載のオーディオデータ変換器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的には混合信号処理に関連し、特には、オフセットエラー修正およびそれ
に同一のものを使用するシステムを用いるサンプル＆ホールド回路および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）のようなデータ取得システムは通常、入力信号を
キャプチャするために、フロントエンドサンプル＆ホールドステージを含む。典型的に、
このサンプル＆ホールドステージは、スイッチコンデンサ回路を用いて実行される。この
コンデンサにおいて、サンプリングコンデンサは、サンプリングモードと積分モードの間
で切り換えられる。一般的に、サンプリングモードの間、入力信号はサンプリングコンデ
ンサにサンプリングされ、積分段階の間、サンプリングコンデンサへのチャージは積分コ
ンデンサに移行される。
【０００３】
　高いダイナミックレンジを維持するために、サンプル＆ホールドステージのようなスイ
ッチコンデンサ回路は、ＫＴ／Ｃノイズを最小にするために大きくなければならない。そ
れゆえ、高いダイナミックレンジのサンプル＆ホールド回路は、大きなサンプリングコン
デンサを迅速にチャージするために、入力信号源が比較的大きな電流を伝達する性能を必
要とする。デルタシグマＡＤＣのような高いサンプリングレート適用において、サンプリ
ングコンデンサをチャージするそれぞれのサンプリング事象の間に利用可能な時間が比較
的わずかであるために、この電流要求はより一層厳しくなる。さらに、サンプリングコン
デンサのチャージを制御するスイッチング回路によって引き起こされる電荷注入および非
線形性入力インピーダンスのために、サンプリング電流はしばしば非線形性であり、入力
信号源において線形性の必要性を厳しく要求する。最後に、入力信号のサンプルが連続し
て取られるので、サンプリング電流は歪みを避けるために即急に安定されなければならな
い。
【０００４】
　要約すると、高いダイナミックレンジデータ取得システムにおいて使用するために、新
しい技術が必要とされる。これらの技術は、特に高いサンプリングレートでの大きなサン
プリングコンデンサの使用に関する課題に対処すべきである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の原理は、自動オフセット補償性能を含む、入力バッファを利用するサンプル＆
ホールド回路において具体化されている。これらの原理の一つの特定の実施形態にしたが
うと、入力信号のサンプルを格納するサンプリングコンデンサと、サンプリングコンデン
サに格納されるサンプルを出力する出力ステージと、入力信号をサンプリングし、サンプ
リングコンデンサにサンプルを格納する入力回路を含むサンプル＆ホールド回路が開示さ
れる。入力回路は、第１の動作段階（ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｐｈａｓｅ）中に入力信号を
選択的にサンプリングし、第２の動作段階中に入力信号のサンプルをホールドする自動ゼ
ロ化入力バッファを含む。自動ゼロ化入力バッファは任意のオフセットエラーをキャンセ
ルする。入力回路はまた、第１の動作段階中に、サンプリングコンデンサをサンプル＆ホ
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ールド回路の入力と選択的に結合するための、また、第２の動作段階中にサンプリングコ
ンデンサを自動ゼロ化入力バッファの出力と選択的に結合するためのスイッチング回路を
含む。
【０００６】
　本発明の原理は、特に、比較的高いオーバーサンプリングレートで動作するサンプル＆
ホールドステージおよび同様の回路で具体化される場合に、従来技術に対する実質的な利
点を実現する。これらの原理によって、具体化する回路またはシステムの入力インピーダ
ンスを高めることにより、入力信号源における実質的な負荷を低減することが可能となる
。さらに、信号源から引き寄せられる非線形性チャージが実質的に減少する結果、回路シ
ステムの線形性は改善される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明および本発明の利点がより完全に理解されるために、添付の図面が参照される。
【０００８】
　本発明の原理および利点は、図面１～５に描かれる図解された実施形態に参照すること
で最も良く理解される。図面において、同一の数字は同一部分を示す。
【０００９】
　図１は、本発明の原理を実施するのに適した、単一チップオーディオアナログ－デジタ
ル変換器（ＡＤＣ）１００の高レベルブロック図である。例示目的のために、ＡＤＣ１０
０はデルタ－シグマＡＤＣであるが、本発明の原理は、他のＡＤＣタイプならびにデジタ
ル‐アナログ変換器（ＤＡＣ）およびコデックに適応可能である。
【００１０】
　ＡＤＣ１００は、参照のために示される２つのパス１０１ａおよび１０１ＮのＮ変換パ
ス１０１ａ、ｂ、．．．Ｎを含む。これは、アナログ差動入力ＡＩＮＮ＋／－でそれぞれ
受信される差動アナログオーディオデータのＮチャンネルを変換するためで、この場合、
Ｎは１つ（１）以上の整数である。それぞれのチャンネルに対するアナログ入力ＡＩＮＮ
＋／－は入力サンプル＆ホールド１１０をパスし、それから、サンプリングされた入力ス
トリームでノイズシェーピングを実行するデルタ‐シグマ変調器１０２で保持される。
【００１１】
　それぞれのデルタ‐シグマ変調器１０２は図１に示され、デルタ‐シグマフィードバッ
クループにおいて、加算器１０３、ローパスフィルタ１０４、コンパレータ（量子化器）
１０５、ＤＡＣ１０６が示される。デルタ‐シグマ変調器１０２からの出力はそれぞれ、
サンプルレートを低下させるデジタル間引き（ｄｅｃｉｍａｔｉｏｎ）フィルタ１０７、
また、ローパスフィルタ１０８をパスする。デルタシグマ変調器１０２は、オーバーサン
プリングレートでの対応するアナログ入力信号および、量子化によって決まるシングルビ
ットまたはマルチビット形式のいずれかにおけるオーバーサンプリングレートでの出力デ
ジタルデータをサンプリングする。その結果の量子化ノイズはシェープされ、一般的に、
オーディオ帯域より上の周波数にシフトされる。
【００１２】
　その結果のデジタルオーディオデータは、シリアル出力インタフェース／クロック生成
回路１０９の単一シリアルデータポートＳＤＡＴＡを介して出力され、シリアルクロック
（ＳＣＬＫ）信号および左右クロック（サンプル）信号（ＬＲＣＬＫ）と合わせて時期が
選ばれる。スレーブモードにおいて、ＳＣＬＫおよびＬＲＣＬＫ信号は外部に生成され、
外部クロック源１１２によって生成されるマスタークロック（ＭＣＬＫ）信号とともにＡ
ＤＣ１００に入力される。マスターモードにおいて、マスタークロック（ＭＣＬＫ）信号
は外部水晶１１１から生成され、その後オンチップで利用してＳＣＬＫおよびＬＲＣＫ信
号を生成し、それから、対応するシリアルデータとともに出力される。
【００１３】
　図２は、サンプリングコンデンサ（Ｃｓ）１０１ａおよび１０１ｂの一対と、演算増幅
器２０２と積分コンデンサ（Ｃｉ）２０３ａおよび２０３ｂとを含む演算増幅器積分器ス
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テージと、を含む従来の差動サンプル＆ホールド回路２００の電気回路図である。サンプ
ル＆ホールド回路２００は２段階（ｐｈａｓｅ）で動作し、Φ１およびΦ２とラベルされ
、段階Φ１は微調な（ｆｉｎｅ）サブ段階および粗調な（ｒｏｕｇｈ）サブ段階を有し、
それぞれΦ１ＲおよびΦ１Ｆとラベルされる。
【００１４】
　サンプリング段階Φ１の間、スイッチ２０４ａおよび２０４ｂはそれぞれサンプリング
コンデンサ２０１ａおよび２０１ｂの対応プレートを共通モード電圧Ｖｃｍに結合する。
それから粗調なサンプリングサブ段階Φ１Ｒの間、入力Ｖｉｎ＋およびＶｉｎ－の入力電
圧は、スイッチ２０８ａおよび２０８ｂを介して入力バッファ２０７ａおよび２０７ｂを
経て、ノードＡおよびノードＢへサンプリングされる。その後の微調なサンプリングサブ
段階Φ１Ｆの間、スイッチ２０８ａおよび２０８ｂが開き、ノードＡおよびノードＢのチ
ャージは、スイッチ２０９ａおよび２０９ｂを介して直接、入力Ｖｉｎ＋およびＶｉｎ－
によって完了する。
【００１５】
　積分段階Φ２の間、スイッチ２０４ａおよび２０４ｂは開き、スイッチ２０５ａ～２０
５ｂおよび２０６～２０６ｂは閉じる。したがって、ノードＡおよびノードＢへのチャー
ジは、演算増幅器２０２への反転（－）入力および非反転（＋）入力での積分器コンデン
サ２０３ａおよび２０３ｂに移転する。
【００１６】
　図２の従来回路において、入力バッファ２０７ａおよび２０７ｂは、粗調なサンプリン
グサブ段階Φ１Ｒの間、サンプリングコンデンサ２０１ａおよび２０１ｂをチャージし、
チャージ動作の線形性を改善するためにユニティゲイン構成を有する典型的な連続時間バ
ッファである。バッファ２０７ａ～２０７ｂが連続時間バッファであるとき、バッファ２
０７ａ～２０７ｂは通常、連続のＰチャンネルおよびＮチャンネルトランジスタの複数の
入力対を含み、入力電圧Ｖｉｎにおいて比較的大きなスイングに適応する。これらの入力
トランジスタの対は信号依存オフセット成分を導入し、サンプリング動作中に歪みの原因
となり得る。
【００１７】
　図１に示される従来のサンプル＆ホールド回路１００はまた、２１０ａ～２１０ｂでの
連続の一対のＡＣ結合コンデンサを含み、入力信号Ｖｉｎを備える。一般的に、ＡＣ結合
コンデンサ２１０～２１０ｂは、ハイパスフィルタとして作用し、入力信号における非常
に低い周波数成分と入力電圧におけるＤＣオフセットを減衰する。しかしながら、ＡＣ結
合コンデンサ２１０ａ～２１０ｂは、Φ１Ｒサブ段階中にバッファ２０７ａ～２０７ｂに
よって導入される任意のエアチャージを電荷共有する。その結果は、ＡＣ結合コンデンサ
２１０ａ～２１０ｂにおける共通モードとエラーチャージの合計である。ＡＣ結合コンデ
ンサ２０１～２１０ｂにおけるエラーチャージ合計は、サンプル＆ホールド回路１００に
重大な線形性のおよびダイナミックレンジの制限を引き起こす原因となる。
【００１８】
　ＡＣ結合コンデンサ２１０～２１０ｂにおけるエラーチャージ合計を有する課題を緩和
するために、図２の例示的構成において、従来のサンプル＆ホールド回路２００は、一対
の分流器２１１ａ～２１１ｂを含む。一般的に、分流器２１１ａ～２１１ｂは、それぞれ
のサンプリングサイクルにおけるバッファ２０７～２０７ｂにより導入される予期される
エラーの大きさに反比例したサイズにされ、入力ノードからの電流を引き付け、それによ
ってエラー合計を防ぐ。しかしながら、分流器２１１ａ～２１１ｂは、サンプル＆ホール
ド回路２００の入力インピーダンスを減少させ、さらに入力信号源をロードする。
【００１９】
　図３は、本発明の原理の一実施例にしたがった、代表的なサンプル＆ホールド回路３０
０の電気回路図である。サンプル＆ホールド回路３００は、図１に示されるＡＤＣ１００
のサンプル＆ホールドステージ１０１ａ～１０１ｂのような適用に適切である。
【００２０】
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　サンプル＆ホールド回路３００は、対応する入力Ｖｉｎ＋およびＶｉｎ－に関連する一
対の自動ゼロ化ユニティゲインバッファ３１０ａ～３１０ｂを含む。自動ゼロ化ユニティ
ゲインバッファ３１０ａ～３１０ｂは、図４に関連して以下に詳細が考察される。しかし
ながら一般的に、粗調なサンプリングサブ段階Φ１Ｒの間、ユニティゲインバッファ３１
０ａは、入力Ｖｉｎ＋からのサンプリングコンデンサ２０１ｂにおけるノードＡを駆動す
る一方、ユニティゲインバッファ３０１ｂは、Ｖｉｎ－からのサンプリングコンデンサ２
０１ｂにおけるノードＢを駆動する。二重サンプリングスキームを用いて、積分段階Φ２

の粗調なサブ段階Φ２Ｒの間、ユニティゲインバッファ３０１ａはノードＢを駆動し、ユ
ニティゲインバッファ３０１ｂはノードＡを駆動し、積分コンデンサ２０３ｂおよび２０
３ａへのサンプリングコンデンサ２０１ｂおよび２０１ａからのチャージを強いる。サン
プリング段階Φ１および積分段階Φ２の微調なサブ段階Φ１ＦおよびΦ２Ｆの間、バイパ
スしたユニティゲインバッファ３０１ａ～３０１ｂおよびノードＡおよびノードＢは、入
力Ａｉｎ＋およびＡｉｎ－から直接駆動される。ユニティゲインバッファ３０１ａ～３０
１ｂの出力へのノードＡおよびＢの選択的結合、または入力Ａｉｎ＋およびＡｉｎ－に直
接選択的に結合するノードＡおよびＢは、図３の３０２ａ～３０２ｂ、３０３ａ～３０３
ｂ、３０４ａ～３０４ｂ、３０５ａ～３０５ｂのスイッチのセットによって制御される。
これらのスイッチの好ましい動作とサンプル＆ホールド回路３００全体は、図５のタイミ
ングに関連してさらに考察される。
【００２１】
　図４は、図３に示される自動ゼロ化ユニティゲインバッファ３０１の選択された一つの
詳細な電気回路図である。バッファ３０１は、ＲＯＵＧＨおよびＦＩＮＥとラベルされる
２つの制御信号に応じて動作する。制御信号ＲＯＵＧＨは、粗調なサンプリングサブ段階
Φ１Ｒおよび粗調な積分サブ段階Φ２Ｒの間は、動作状態（ａｃｔｉｖｅ）にある。制御
信号ＦＩＮＥは、微調なサンプリングサブ段階Φ１Ｆおよび積分の微調なΦ２Ｆの間は、
動作状態にある。
【００２２】
　図４に示されるユニットゲインバッファ３０１ａ～３０１ｂの実施例の一つの利点は、
増幅器４０１によって生成される電圧オフセットＶｏｓをセルフキャンセルする性能であ
る。交互の実施例において、他の自動ゼロ化バッファが用いられ得る。
【００２３】
　自動ゼロ化バッファ３０１は、バッファホールドコンデンサ（ＣＨＢ）４０２、バッフ
ァサンプリングコンデンサ（ＣＳＢ）、制御信号ＦＩＮＥおよびＲＯＵＧＨに応答性の制
御スイッチ４０４～４０７のセットを含む。
【００２４】
　バッファサンプル段階の間、粗調信号は非動作状態（ｉｎａｃｔｉｖｅ）にあり、ＦＩ
ＮＥ信号は動作状態にある。したがって、スイッチ４０４および４０５は開いていて、ス
イッチ４０６および４０７は閉じている。この構成において、サンプリングコンデンサ４
０３は、ほぼＶＣＳＢ＝ＶＩＮ－ＶＯＳとなるようにチャージし、非反転（＋）増幅器入
力に結合する共通モード電圧に関連する。ホールドコンデンサ４０２は、ほぼＶＣＨＢ＝
ＶＯＳ－）ＶＩＮとなるようにチャージし、）ＶＩＮは前のサンプルから現在のサンプル
へのＶＩＮの変化である。バッファ出力電圧ＶＯＵＴＢはこの段階の間、無視される。
【００２５】
　バッファホールド段階中、ＲＯＵＧＨ信号は動作状態で、ＦＩＮＥ信号は非動作状態で
ある。この状態において、スイッチ４０４および４０５は閉じていて、スイッチ４０６お
よび４０７は開いている。その結果、バッファ出力電圧ＶＯＵＴＢは、サンプリングコン
デンサ４０３によって引き付けられ、共通モード電圧に関連して、ＶＯＵＴＢ＝ＶＩＮ－
ＶＯＳ＋ＶＯＳになり、共通モード電圧に関連してオフセットＶＯＳはバッファ３０１の
出力においてキャンセルされる。
【００２６】
　図４に示されるユニティゲインバッファ３０１の実施例は実質的な利点を実現する。自
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動ゼロエラーキャンセル機能は、静的および信号依存オフセットの両方をキャンセルする
ために作用する。任意の残留エラー成分は、スイッチ４０７（図４）および３０２ａ～３
０２ｂ（図３）の電荷注入に起因するのみであり、したがって、スイッチのサイズを最小
にすることによって、エラー成分は最小にされる。さらに、サンプリングコンデンサ４０
３は、サンプリングのためにサンプルからの入力信号ＶＩＮにおける変化をサンプリング
するのみである。これは、高サンプリングレートで動作するオーバーサンプリングされた
システムにおいて特に有利である。なぜなら、単一の信号源によって提供されたチャージ
は、信号源負荷とともに実質的に減少されるからである。
【００２７】
　図３のサンプル＆ホールド回路３００の全体の動作は、図５のタイミング図に関連して
さらに詳細が記載される。
【００２８】
　サンプリング段階の開始時、Φ１Ａ制御信号は動作状態であり、Φ２Ａ信号は非動作状
態であり、スイッチ２０４ａ～２０４ｂは閉じていて、２０６ａ～２０６ｂは開いていて
、チャージはサンプリングコンデンサ２０１ａ～２０１ｂに転移するようになる。次に、
粗調なサンプリング段階Φ１Ｒの間、スイッチ３０２ａおよび３０２ｂは閉じていて、ユ
ニティゲインバッファ３０１ａ～３０１ｂがノードＡおよびノードＢにそれぞれ結合する
。スイッチ３０３ａ～３０３ｂ、３０４ａ～３０４ｂ、３０５ａ～３０５ｂは開いている
。粗調なサンプリング段階Φ１Ｒの間、信号ｒｏｕｇｈは動作状態で、信号ＦＩＮＥは非
動作状態であり、ユニティゲインバッファ３０１ａおよび３０１ｂはホールド状態にある
。ユニティゲインバッファ３０１ａ～３０１ｂは、したがってサンプリングコンデンサ２
０１ａ～２０１ｂを粗雑にチャージする。
【００２９】
　サンプリング微調なΦ１Ｆの間、スイッチ３０２ａ～３０２ｂは開いていて、スイッチ
３０３ａ～３０３ｂは閉じていて、サンプリングコンデンサのチャージは直接、信号入力
ＶＩＮ＋およびＶＩＮ－によって完了する。わずかな遅延の後、粗調な制御信号は非動作
状態に移行し、微調な制御信号は動作状態に移行する。ユニティゲインバッファ３０１ａ
および３０１ｂそれぞれのサンプリングコンデンサ４０３は、それから、上記のようにア
ップデートされる。ユニティゲインバッファ３０１ａ～３０１ｂからの出力は、微調なサ
ンプリングサブ段階の間は廃棄される。微調なサンプリングサブ段階Φ１Ｆの最後に、ス
イッチ３０３ａおよび３０３ｂは開く。
【００３０】
　積分段階の間、制御信号Φ１ＡおよびΦ２Ａは、スイッチ２０４ａ～２０４ｂを開き、
スイッチ２０６ａ～２０６ｂを閉じ、サンプリングコンデンサ２０１ａ～２０１ｂから積
分されたコンデンサ２０３ａおよび２０３ｂへのチャージの転移を可能にする。スイッチ
３０４ａおよび３０４ｂは制御信号Φ２Ｒに応じて閉じ、ユニティゲインバッファ３０１
ａの出力をノードＢに、そしてユニティゲインバッファ３０１ｂをノードＡに交差結合し
、二重サンプリングを実行する。わずかな遅延の後、ＲＯＵＧＨ制御信号は動作状態に移
行し、ＦＩＮＥ制御信号は非動作状態に移行し、ユニティゲインバッファ３０１ａ～３０
１ｂはホールド状態に入り、ノードＢおよびノードＡをそれぞれ駆動する。
【００３１】
　微調な積分段階の間、スイッチ３０４ａ～３０４ｂはふたたび開いて、ノードＢおよび
Ａからのユニティゲインバッファ３０１ａ～３０１ｂを切断する。制御信号Φ２Ｆはスイ
ッチ３０５ａおよび３０５ｂを閉じ、入力ＶＩＮ＋をノードＢに、そして入力ＶＩＮ－を
ノードＡに交差結合する。積分段階はそれから、直接入力ＶＩＮ－およびＶＩＮ＋によっ
てサンプリングコンデンサ２０１ａ～２０１ｂを駆動することにより完了する。同時に、
ＦＩＮＥ信号は動作状態に移行し、ＲＯＵＧＨ信号は活動状態に移行する。ユニティゲイ
ンバッファ３０１ａ～３０１ｂはそれゆえ、対応するバッファサンプリングコンデンサ４
０３におけるチャージをアップデートする。
【００３２】
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　図５に示されるプロセスは、サンプリング段階および積分段階それぞれにおいて微調な
そして粗調なサブ段階を両方利用し、連続で入力信号ＶＩＮをサンプリングするために繰
り返す。有利なことに、ユニティゲインバッファ３０１ａ～３０１ｂにおける静的および
信号依存オフセットは両方、上記の自動ゼロ化技術を用いて取り除かれる。既に示された
ように、電荷注入エラーは、小さなスイッチを利用することによって最小にされ、それぞ
れのユニティゲインバッファ３０１ａ～３０１ｂを実行する。それゆえ、交流結合モード
において、ユニティゲインバッファ３０１ａ～３０１ｂによって導入されるエラーは最小
にされる。エラー合計に関する歪みはまた実質的に減少される。任意の残留エラーは、入
力信号源における負荷を最小にする比較的大きな分流器を用いて阻止される。
【００３３】
　要約すると、本発明の原理は、特に、比較的高いオーバーサンプリングレートで動作す
るサンプル＆ホールド段階とそれ同様の回路において具体化される場合、実質的な利点を
実現する。これらの原理によって、具体化する回路またはシステムの入力インピーダンス
を高めることで、入力信号源における実質的な負荷を減少することが可能となる。さらに
、システムの線形性は、単一信号源から引き寄せられる非線形性チャージが実質的に減少
する結果、改善される。発明の原理の実際の実行は外部成分の最小数を要し、エンドユー
ザーには完全に明白である。
【００３４】
　本発明の特定の実施形態が示され、記載されてきた一方で、本発明の広範囲な局面から
逸脱することなく、変化および修正がなされ得る。それゆえ、添付の請求項における目的
は、そのような変化および修正のすべてが、本発明の真の精神および範囲内に収まるよう
に包含することである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の原理の実施を記載するのに適したアナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）
のブロック図である。
【図２】従来的な差動サンプル＆ホールド回路の電気回路図である。
【図３】本発明の原理を具体化する例示的サンプル＆ホールド回路の電気回路図である。
【図４】本発明の原理を具体化し、図３に示されるユニットゲイン入力バッファとして利
用するのに適した、代表的なユニティゲイン入力バッファの詳細な電気回路図である。
【図５】図３および４に示されるサンプル＆ホールド回路の例示的な連続動作を示すタイ
ミング図である。
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