レイを半分に分割し、2 つ目のフローティング・アレイで下位ビットを変換

シノプシスの ADC は、校正定数を格納して再利用することによりパワーアッ

するようにすれば、アレイの容量を抑えることができます。

プ時間の短縮を図っています。また、このアーキテクチャはレイテンシが低

キャパシタ・アレイを最適化する

ため、変換にかかる時間も短く抑えられています。このため、低デューティ・

28nm以降のプロセスをターゲットにした中～高速ADCには、SAR（逐次比較レジスタ）型アーキテクチャが適しています。その理由について、

これ以外にも、次のような回路手法を取り入れることにより、キャパシタ・

サイクルが必要とされるアプリケーションや、サンプルが利用可能になるま

シノプシスのCarlos Azeredo-Leme（DesignWareアナログIP担当シニア・スタッフ・エンジニア）、Pedro Figueiredo（DesignWareデー

アレイのノイズと消費電力を抑えることができます。

での時間が重視されるアプリケーションでの使用に適しています。

タ・コンバータ IP 担当スタッフ・エンジニア）、Manuel Mota（アナログ IP 担当テクニカル・マーケティング・マネージャ）がご説明します。
ミックスドシグナル・システムオンチップ（SoC）の設計では、最先端プロセ

SAR 型 ADC の逐次比較アルゴリズムは、入力信号を1ビットずつデジタル・

ス・テクノロジの利点を最大限に活かしながらアナログ IP をインプリメント

コードに変換し、この手順を繰り返すことによって変換を完了させます。従

するにはどうすればよいかが常に問題となります。

来、このアルゴリズムは各ステップに同じハードウェアを再利用して実装して
いたため、サンプル・レートの少なくとも N+1倍（N = 分解能ビット数）の

デジタル・ロジックはプロセス・ノードの世代が進むにつれて高速化と微細

クロック・レートが必要でした。つまり、10 ビット ADC ではサンプル・レー

化の恩恵を受けることができますが、アナログ回路にはそのような単純なス

トの11倍のクロック・レートが必要です。このような実装上の制約がある

ケーリング則は適用されません。それでもなお、新製品を設計する際にはよ

ため、SAR 型アルゴリズムは中速および中～高分解能のアプリケーションに

り一層の高機能化、高性能化、省電力化、低コスト化が要求されます。往々

用途が限定されていました。

し、最新のデジタル・プロセス・テクノロジをより有効に活用できるアナログ・

（S&H）、コンパレータ、D/A コンバータ（DAC）、ロジック・ブロック（SAR）
で構成されます。入力信号（Vin）を S&H に格納し、DAC からの出力と逐次

比較します。DAC には、前回までの比較結果に基づいてロジック・ブロック

アーキテクチャを利用する必要があります。

測、訂正できます

この新しいADCは、従来のパイプライン型ADCと同じトップレベル・インター
• キャパシタのプレートを Vrefとグランドの間で充放電するのは効率がよ

フェイスを継承しており、既存のデザインを新たに 28nm プロセス・ノードへ

くありません。スイッチング方式を変更することで、キャパシタの充電

リターゲットする場合にも容易にインテグレーションが行えるよう配慮され

に必要なエネルギを削減し消費電力を抑えることができます

ています。

• 変換アルゴリズムに冗長性をもたせて最初の誤判定を訂正するようにす
れば、コンパレータ入力に必要な電圧セトリング・タイムを短くしてビッ

Vin

• 12ビット 600 Msps 送信 DAC

間インターリーブした ADC を4つ使用すれば、4 倍の高速化が可能です

• 3GHz 低ジッタ・クロック生成 PLL
• 12ビット 5 Msps 汎用 ADC

28nm プロセスに対応したシノプシスの SAR 型 ADC
コンパレータ

精度なA/Dコンバータ（ADC）でデジタル信号に変換して処理するのが、ミッ

SAR

デジタル出力

DAC

クスドシグナル SoC の中心的な機能の1つです。

先端プロセス・ノードに適した ADC アーキテクチャ

図 2. SAR 型 ADC の基本ブロック図

現在、ADC のアーキテクチャにはさまざまな種類があります。各アーキテク

他の ADC アーキテクチャは大規模で消費電力の大きいゲイン・アンプを含

チャは、高い分解能をサポートできるものや高いサンプル・レートをサポー

むステージを複数使用しますが、SAR 型 ADC の実装に必要なアナログ部品

トできるものなど、それぞれに長所と短所があります（図 1、表 1）。

は、面積が小さく消費電力も少ない1 ステージのコンパレータのみです。ま

消費電力の SAR 型アーキテクチャをベースに、これまで本稿で紹介した多く

シノプシスが提供するこれらのアナログ / ミックスドシグナル IP は、デジタ

の最適化手法を取り入れています。最新の半導体プロセスによるデジタル・

ル・アシスト・アナログの手法を取り入れた新しいアーキテクチャに基づい

ロジックの高速化を上手に活かしたアーキテクチャとすることで、シノプシ

て開発されています。これらIP をご活用いただくことで、アナログ IP の設

スのアナログ IP は最先端のミックスドシグナル SoC により適したソリュー

計にもデジタル・ロジックと同様、SoC のシリコン・プロセス微細化がもた

ションとなっています。この回路は、28nm 以降のプロセス・ノードでスケー

らす省電力 / 少面積化のメリットを活かすことが可能になります。

ラブルに性能の向上と消費電力の削減を達成できるように設計されており、
ミックスドシグナル SoC の設計に大きなメリットをもたらします。

このアプローチは、スマートフォン / タブレットなどのモバイル通信機器、
無線接続機器、デジタル・テレビ / 衛星放送機器、その他多くのマルチメディ

きます。また、多くのアナログ回路ではシリコン・プロセスのアナログ特性

ADC 分解能（ENOB）

によって動作の正確性が大きく左右されますが、SAR 型 ADC はそれほど大
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図 1. 現在の ADC アーキテクチャでサポートされるサンプル・レートと分解能の比較
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コンパレータが比較を完了するたびにアサートされる内部クロックを用いて

表 1. 各 ADC アーキテクチャの属性の比較

詳細情報

SAR および DAC ブロックを制御すれば、高速クロックは不要になり、サンプ
ル・レートと同じクロック・レートを使用できるようになります。

検証編

積分型

Support Q&A

イスを必要とする先進のデザイン設計に大きなメリットをもたらします。

イン最適化により、さらに面積を抑えてインターフェイスを削減することもで

フィジカル編

ア・インターフェイスなど、高性能 / 低消費電力のアナログ・インターフェ

イプライン型アーキテクチャを採 用していた従 来の ADC に比 べ、同じ 80

Support Q&A

新しい SAR 型アーキテクチャを採用したシノプシスの12ビット ADC は、パ

論理合成編
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• 96dB アナログ・オーディオ・コーデック

シノプシスが 28nm プロセス向けに開発した新世代の ADC は、高速かつ低

Support Q&A

た、スイッチト・キャパシタを使用して S&Hと DAC を兼用するといったデザ

• 10 ビット300 Msps ビデオ DAC

What's New
in DesignWare IP?

グ信号を取り込む必要があります。これらのアナログ信号をオンチップの高

• 12ビット320 Msps、160 Msps、80 Msps 受信 ADC

• 20 Msps DAC

S&H

いずれも、無線トランスミッタや有線トランシーバ、センサなどからアナロ

インナップされています。

すれば、SAR アルゴリズムの実行速度をさらに向上できます。たとえば時

が決定したデジタル・コードが入力されます。

やデジタル・テレビなどのマルチメディア機器があります。これらの製品は

シノプシスの DesignWare アナログ IP ポートフォリオには、以下の製品がラ

• 28nm プロセス対応 SAR 型高速データ・コンバータ IP
• 複数の SAR 型 ADC を時間インターリーブさせてアーキテクチャを並列化

ミックスドシグナル SoC を使用する代表的なアプリケーションとしては、モ
バイル通信、ワイヤレス・アプリケーション、そしてセットトップ・ボックス

容易なインテグレーション

Customer Highlight

図 2 の 基 本 ブロック 図 に 示すように、SAR 型 ADC は サンプル & ホールド
アナログ IP を微細化するには、ミックスドシグナル設計のアプローチを見直

• キャパシタのマッチング誤差は、少面積のデジタル校正手法によって計

ト判定が高速化します

にして、アナログIPはローパワー・デジタルSoC開発の泣き所となっています。
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く、サンプル・レートに対してそれほど高いクロック周波数を必要としない
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ラブルに性能の向上と消費電力の削減を達成できるように設計されており、
ミックスドシグナル SoC の設計に大きなメリットをもたらします。

このアプローチは、スマートフォン / タブレットなどのモバイル通信機器、
無線接続機器、デジタル・テレビ / 衛星放送機器、その他多くのマルチメディ

きます。また、多くのアナログ回路ではシリコン・プロセスのアナログ特性

ADC 分解能（ENOB）

によって動作の正確性が大きく左右されますが、SAR 型 ADC はそれほど大
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Σ⊿

12
SAR 型
10

ライ
ン型

• DesignWare データ・コンバータ IP ソリューションのウェブサイト
http://www.synopsys.com/JP2/IP/AnalogIP/DataConversion/

このようにシンプルで効率のよい SAR 型 ADC は、その多くの属性が最先端

• ホワイトペーパー：28nm 以降の微細化に対応したモバイル／マルチメディア SoC 向け ADC アーキテクチャ
http://www.synopsys.com/cgi-bin/jpdfdla/reg1.cgi?ﬁle=dcs_scaling_adc_architectures-jp.pdf&l=jp

のプロセス・ノードと相性がよく、ミックスドシグナル SoC には理想的な選
フラ
ッシ
ュ型

8

100k

きな影響を受けません。
型
パイ
プ

1M

10M

100M

1G

択肢となります。

SAR アーキテクチャの高速化と省電力化のための手法
従来の SAR 型 ADC は、回路がシンプルかつコンパクトであるなど、SoC イン

サンプル・レート（Hz）
図 1. 現在の ADC アーキテクチャでサポートされるサンプル・レートと分解能の比較

テグレーションに有利な属性を数多く備えていましたが、速度が遅く、非常
に高い性能が要求されるシステムには使用できないのが最大の短所でした。
前述のとおり、SAR 型 ADC ではサンプル・レートの何倍ものクロック・レー

アーキテクチャ

レイテンシ

速度

分解能

面積と消費電力

フラッシュ型

小

非常に高速

低

大

積分型

大

非常に低速

高

小

トが必要です。しかも、従来のアーキテクチャで高い分解能をサポートしよ
うとすると大規模なキャパシタ・アレイが必要となり、回路の規模と消費電
力が大きくなってしまいます。

ΣΔ型

大

低～中速

高

中

SAR のクロック速度を抑える

パイプライン型

小～中

高速

中

中

SAR 型

小

高速

中

小

コンパレータが比較を完了するたびにアサートされる内部クロックを用いて

表 1. 各 ADC アーキテクチャの属性の比較

詳細情報

検証編

積分型

Support Q&A

イスを必要とする先進のデザイン設計に大きなメリットをもたらします。

イン最適化により、さらに面積を抑えてインターフェイスを削減することもで

フィジカル編

ア・インターフェイスなど、高性能 / 低消費電力のアナログ・インターフェ

イプライン型アーキテクチャを採 用していた従 来の ADC に比 べ、同じ 80

Support Q&A

新しい SAR 型アーキテクチャを採用したシノプシスの12ビット ADC は、パ

論理合成編

16

• 96dB アナログ・オーディオ・コーデック

シノプシスが 28nm プロセス向けに開発した新世代の ADC は、高速かつ低

Support Q&A

た、スイッチト・キャパシタを使用して S&Hと DAC を兼用するといったデザ

• 10 ビット300 Msps ビデオ DAC

What's New
in DesignWare IP?

グ信号を取り込む必要があります。これらのアナログ信号をオンチップの高

• 12ビット320 Msps、160 Msps、80 Msps 受信 ADC

• 20 Msps DAC

S&H

いずれも、無線トランスミッタや有線トランシーバ、センサなどからアナロ

インナップされています。

すれば、SAR アルゴリズムの実行速度をさらに向上できます。たとえば時

が決定したデジタル・コードが入力されます。

やデジタル・テレビなどのマルチメディア機器があります。これらの製品は

シノプシスの DesignWare アナログ IP ポートフォリオには、以下の製品がラ

• 28nm プロセス対応 SAR 型高速データ・コンバータ IP
• 複数の SAR 型 ADC を時間インターリーブさせてアーキテクチャを並列化

ミックスドシグナル SoC を使用する代表的なアプリケーションとしては、モ
バイル通信、ワイヤレス・アプリケーション、そしてセットトップ・ボックス

容易なインテグレーション

Customer Highlight

図 2 の 基 本 ブロック 図 に 示すように、SAR 型 ADC は サンプル & ホールド
アナログ IP を微細化するには、ミックスドシグナル設計のアプローチを見直

• キャパシタのマッチング誤差は、少面積のデジタル校正手法によって計

ト判定が高速化します

にして、アナログIPはローパワー・デジタルSoC開発の泣き所となっています。
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く、サンプル・レートに対してそれほど高いクロック周波数を必要としない

最新技術情報

シノプシス DesignWare アナログ IP 担当シニア・スタッフ・エンジニア Carlos Azeredo-Leme
シノプシス DesignWare データ・コンバータ IP 担当スタッフ・エンジニア Pedro Figueiredo
シノプシス アナログ IP 担当テクニカル・マーケティング・マネージャ Manuel Mota

Technology Update

をサポートしています。

が必要です。キャパシタが大きくなると、面積と消費電力も増大します。ア

Success Story

この新しい SAR 型 12ビット ADC は、最大 320Msps のサンプル変換レート

たとえば 12ビット ADC の場合、最小キャパシタの容量の 4,096 倍のアレイ

お客様活用事例

Msps（Mサンプル/ 秒）なら消費電力は1/3、面積は1/6に抑えられています。

分解能が1ビット増えるたびにキャパシタ・アレイのサイズは2倍になります。

News Release

先端プロセス・ノードのスケーリング則を
アナログIPにも適用可能な新しいアーキテクチャ

キャパシタ・アレイの容量を抑える

ニュースリリース

What's New in DesignWare IP?
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SAR および DAC ブロックを制御すれば、高速クロックは不要になり、サンプ
ル・レートと同じクロック・レートを使用できるようになります。
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