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LMH6555 差動アンプは、最大 0.8VP-P までの電圧で GSPS ( ギ
ガサンプル / 秒 ) A/D コンバータ (ADC) の 100Ω 差動入力をドラ
イブし、さらに、最高のリターン・ロス特性を達成するため、終端
ケーブルに対して 50Ω の一定した入力インピーダンスが与えられ
るよう設計されています。このアンプは、シングルエンド入力 / 差
動出力ドライバまたは単純に差動入出力ドライバとして使用できま
す。 最も広く使われている用途は、シングルエンド入力を高速差
動入力 ADC でサンプリングする DC 結合 ( または広帯域 ) のア
プリケーションです。この機能のためによく使われるバラン・トラン
スと比べると、LMH6555 はいくつかの利点を持っています。 す

なわち、コモンモード (CM) 電圧の設定が可能 ( これは ADC の
DC 結合に必要 )、電圧ゲインを与えることが可能、DC 結合が
可能 ( バランは AC 結合にする必要があります )、出力電圧振幅
が GSPS ADC の入力にマッチしている、広い周波数範囲にわ
たって対グラウンドへの 50Ω 入力インピーダンスを維持することに
より入力リターン・ロス特性が向上、ゲイン・バランスの向上といっ
た点が挙げられます。
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FIGURE 1. Active Single Ended to Differential Conversion for Broadband Applications

LMH6555の周波数範囲はDCから1.2GHz (LMH6555の−3dB
帯域幅 ) までです。ADC の VCMO を LMH6555 の VCM_REF 入
力に接続することによって、正確な出力 CM 電圧制御が維持さ
れます。これにより、LMH6555 が自動的にコモンモードを制御し
て、フルの信号スペクトラムをキャプチャすることができます。
Figure 1 のバッファ(LMV321) は、ADC の VCMO ピンからの電
流をブーストします。この結果、VCM_REF 入力にとって十分なド
ライブ電流が得られます。このバッファが必要かどうかは、ADC
の出力電流能力次第です。 市販されている他の大半のドライバ
は、同様な出力 CM 制御方式を採用していますが、各ドライバ
の調整範囲は異なり、これは使用する ADC に期待される電圧範
囲と密接に関係します。

入ゲインは低下します。この 2 つの抵抗は、低い出力オフセット
を得るための入力バランス維持のために、常に等しい値にする必
要があります。
Figure 2 では、50Ωケーブルの受信側末端にある LMH6555 の
ゲインは、RX とRY を使って下げられています。部品定数を適切
に選ぶことで、LMH6555 回路への入力インピーダンス (J1 の地
点 ) は 50Ω に維持され、インピーダンスのマッチングが保たれま
す。 LMH6555 の 2 つの入力側の対グラウンドの等価インピーダ
ンスは 64.5Ω ですが、これには、出力オフセット電圧を低く保つ
ための構成要素も含まれます (LMH6555 アーキテクチャでは、出
力オフセット電圧を低くするために両者のインピーダンス・マッチン
グをとる必要があります )。

AC 結合アプリケーションの場合、ADC 入力は内部でバイアスさ
れ、コモンモード・フィードバック制御は不要です。これらのアプ
リケーションでは、ADC の VCMO はグラウンドに接続され、ADC
入力は内部でバイアスされます。 LMH6555 の VCM_REF ピンは、
3.3V 電源からの電圧デバイダを使って、〜 1.2VDC にバイアスさ
せる必要があります。 LMH6555 のゲイン (Figure 1 の Vin+ から
差動出力 ) は 4.7V/V に固定されており、ここでは RS1 ＝ RS2 ＝
50Ω です。このゲインには、ドライバの 50Ω 出力と ADC ( この
ケースでは 100Ω) の負荷が含まれます。入力信号の振幅が大き
くなった時は、RS2 値と RS1 値を増やすことで、LMH6555 の挿
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VOUT(VP-P)= VIN(VP-P)* [ RF/(2Rs + RIN_DIFF)]

(1)

ここでは RF ＝ 430Ω、RIN_DIFF ＝ 78Ω で、ともに LMH6555 の
仕様値です。
Rs は、LMH6555 の各入力がグラウンド接続されている時の等価
抵抗です ( これらは互いに等しいと仮定しています )。Rs を大きく
すると、ゲインは低下します。図の ADC では、差動入力両端間
で 0.8VP-P が必要です。
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式 1 は、LMH6555 の入力 / 出力電圧の振幅の関係式です。
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直列抵抗 RX とシャント抵抗 RY が適切なケーブル終端 (50Ω) を
提供し、正しいテブナン抵抗 (64.5Ω) が得られており、その結果、
ADC の各入力両端間で 0.8VP-P の電圧を生成しています。 式
1 で、"VIN(VPP)" は入力ネットワークのテブナン等価抵抗 (RS1、
RY および RX) および RS のテブナン等価電圧になります。

VTh = 0.52 VPP. RY/(RY + RS1)= 0.385 VPP
RTh = RX + 1/(1/RS1 + 1/RY) = 64.5Ω

FIGURE 2. Setting the LM655 Gain while Maintaning Matched Input Impedance

ここに示した ADC ファミリの場合、差動入力の CM 電圧は、生
成されるVCMO 基準出力に非常に近い値 ( ± 50mV 以内 ) にす
る必要があります。
この理由の一つはADCの動作電源電圧1.9V
にあり、これが ADC の内部回路の電圧ヘッドルームを制限する
からです。この CM 動作条件が維持されないと、ADC のフルス
ケール歪み性能は損なわれてしまいます。

Figure 2 で RX と RY の適正値を知るには、スプレッドシートが使
えます。「goal seek」機能を使って、0.8VP-P の出力振幅を可能
にする RX 値を求めます。同様に、50Ω 入力終端のために、RY
を調整します。この手順を繰り返すと、必要な抵抗値が得られま
す。 LMH6555 のアーキテクチャは、入力の RS とは無関係に、
低ノイズ (19nV/√
Hz、出力換算フラットバンド ) を維持します。
大半のアンプ− ADC 間インタフェースでは、ADC 入力チャージ・
スイッチングによる過渡応答を向上させるために直列抵抗とシャン
ト・コンデンサを使う必要があります。LMH6555 は負荷分離のた
めに 各 出 力 に 直 列 出 力 抵 抗 が 組 み 込まれ ているの で、
LMH6555 をナショナル セミコンダクターの GSPS ADC ファミリとイ
ンタフェースさせる場合、アンプ− ADC 間接続にこの R-C ネット
ワークを使う必要はありません。
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まとめ
高速 ADC へのインタフェース向けのシングルエンドから差動への
信号変換は大変な作業ですが、高性能を必要とする場合には見
過す事はできません。 本稿では、入力信号インタフェースに関す
る考慮事項と課題をいくつか考察し、この重要な作業を緩和する
手段として、ナショナル セミコンダクターの新製品 LMH6555 を紹
介しました。 ADC インタフェース向けの差動ドライバとしては、
LMH6550/51/52 なども用意しています。
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