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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の入力端子が反転入力端子に接続され第２の入力端子が正相入力端子に接続された第
１の演算増幅器と、前記第１の演算増幅器の反転入力端子と正相出力端子との間に接続さ
れた第１の抵抗器と、前記第１の演算増幅器の正相入力端子と反転出力端子との間に接続
された第２の抵抗器と、前記第１の入力端子を電流出力とする第１の電圧制御電流源と、
前記第２の入力端子を電流出力とする第２の電圧制御電流源と、反転入力端子が基準電位
に接続され出力が前記第１の電圧制御電流源の制御端子及び前記第２の電圧制御電流源の
制御端子に接続された第２の演算増幅器と、前記第１の演算増幅器の正相出力端子と前記
第２の演算増幅器の正相入力端子との間に接続された第３の抵抗器と、前記第１の演算増
幅器の反転出力端子と前記第２の演算増幅器の正相入力端子との間に接続され前記第３の
抵抗器と同じ抵抗値を持つ第４の抵抗器と、を備えるレベルシフト回路。
【請求項２】
第１の演算増幅器と、第１の入力端子と前記第１の演算増幅器の反転入力端子との間に接
続された第１の抵抗器と、前記第１の演算増幅器の反転入力端子と正相出力端子との間に
接続された第２の抵抗器と、第２の入力端子と前記第１の演算増幅器の正相出力端子との
間に接続された第３の抵抗器と、前記第１の演算増幅器の正相入力端子と反転出力端子と
の間に接続された第４の抵抗器と、前記第１の入力端子を電流出力とする第１の電圧制御
電流源と、前記第２の入力端子を電流出力とする第２の電圧制御電流源と、反転入力端子
が基準電位に接続され出力が前記第１の電圧制御電流源の制御端子及び前記第２の電圧制
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御電流源の制御端子に接続された第２の演算増幅器と、前記第１の演算増幅器の正相出力
端子と前記第２の演算増幅器の正相入力端子との間に接続された第５の抵抗器と、前記第
１の演算増幅器の反転出力端子と前記第２の演算増幅器の正相入力端子との間に接続され
前記第５の抵抗器と同じ抵抗値を持つ第６の抵抗器と、前記第１の入力端子を接地電位に
接続する第７の抵抗器と、前記第２の入力端子を接地電位に接続する第８の抵抗器と、を
備えるレベルシフト回路。
【請求項３】
第１の演算増幅器と、第１の入力端子と前記第１の演算増幅器の反転入力端子との間に接
続された第１の抵抗器と、前記第１の演算増幅器の反転入力端子と出力端子との間に接続
された第２の抵抗器と、第２の演算増幅器と、第２の入力端子と前記第２の演算増幅器の
反転入力端子との間に接続された第３の抵抗器と、前記第２の演算増幅器の反転入力端子
と出力端子との間に接続された第４の抵抗器と、正相入力端子が基準電位に接続され出力
が前記第１の演算増幅器の正相入力端子及び前記第２の演算増幅器の正相入力端子に接続
された第３の演算増幅器と、前記第１の演算増幅器の出力端子と前記第３の演算増幅器の
反転入力端子との間に接続された第５の抵抗器と、前記第２の演算増幅器の出力端子と前
記第３の演算増幅器の反転入力端子との間に接続され前記第５の抵抗器と同じ抵抗値を持
つ第６の抵抗器と、前記第１の入力端子を接地電位に接続する第７の抵抗器と、前記第２
の入力端子を接地電位に接続する第８の抵抗器と、を備えるレベルシフト回路。
【請求項４】
前記第２の抵抗器と並列に第１の容量が接続され、前記第４の抵抗器と並列に第２の容量
が接続された請求項２または３記載のレベルシフト回路。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体集積回路化されたアナログインターフェースに適用して有効な技術に関
し、例えば変調器、音声コーデックなどの通信機器に利用して有効な技術に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
従来、差動ディジタル／アナログ変換器に用いられているレベルシフト回路がある。これ
は差動演算増幅器と単相の演算増幅器を備え、差動演算増幅器の２つの入力端子に電流加
算型ディジタルアナログ変換器の正相出力及び逆相出力が各々接続されている。また差動
演算増幅器の２つの入力端子の電位差を単相の演算増幅器で増幅し電流加算型ディジタル
アナログ変換器にフィードバックすることで、電流加算型ディジタルアナログ変換器の正
相及び逆相の出力電流を微調整し、差動演算増幅器の第１の出力端子及び第２の出力端子
のオフセット電圧を微調整し、オフセット誤差を低減している（例えば、特許文献１参照
）。
【０００３】
図１は従来技術により実現可能なレベルシフト回路の構成を示す回路図である。図１に示
された回路は、各々がビット毎の重み付けがされたｎ個の電流源１ａ（１）～１ａ（ｎ）
と、ｎビットのディジタル入力１ｂにより対の何れか一方のみがオンになるｎ対のスイッ
チとからなり、正相出力１ｃ及び逆相出力１ｄを持つ電流加算型ディジタル／アナログ変
換器１ａと、正相出力１ｃ及び逆相出力１ｄの２つの入力端子が各々接続され差動出力を
持つ第１の演算増幅器１ｅと、第１の演算増幅器１ｅの第１の出力１ｆと正相出力１ｃと
の間に接続された第１の抵抗器１ｇと、第２の出力１ｈと逆相出力１ｄとの間に接続され
た第２の抵抗器１ｉと、正相出力１ｃとＤＣ基準電位１ｊとの差を増幅し第１の補正用電
流源１ｋにフィードバックする第２の演算増幅器１ｌと、逆相出力１ｄとＤＣ基準電位１
ｊとの差を増幅し第２の補正用電流源１ｍにフィードバックする第３の演算増幅器１ｎと
を備えている。
【０００４】
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電流加算型ディジタル／アナログ変換器１ａは、その出力が電流値で得られることから、
正相出力１ｃと逆相出力１ｄの各電位は任意の電圧値を取ることが出来る。第１の演算増
幅器１ｅは、フィードバック動作により、第１の出力１ｆの電位を正相出力１ｃの電位か
ら第１の抵抗器１ｇに現れる電圧降下分を減じた電位に、また第２の出力１ｈの電位を逆
相出力１ｄの電位から第２の抵抗器１ｉに現れる電圧降下分を減じた電位に、それぞれ変
化させる。
【０００５】
また第２の演算増幅器１ｌは正相出力１ｃの電位がＤＣ基準電位１ｊと等しくなるように
第１の補正用電流源１ｋを制御し、第３の演算増幅器１ｎは逆相出力１ｄの電位がＤＣ基
準電位１ｊと等しくなるように第２の補正用電流源１ｍを制御する。
【０００６】
これら動作の結果、正相出力１ｃと逆相出力１ｄの電位がともにＤＣ基準電位１ｊと等し
くなるため、第１の出力１ｆの電位と第２の出力１ｈの電位は、それぞれＤＣ基準電位１
ｊを最大電圧とする差動出力となる。
【０００７】
このように図１に示された回路では、第１の演算増幅器１ｅから第３の演算増幅器１ｎま
での部分が、電流加算型ディジタル／アナログ変換器１ａの正相出力１ｃと逆相出力１ｄ
に対するレベルシフト回路として機能している。
【０００８】
【特許文献１】
特開平９－２３８０７８号公報（第６頁、第３図）
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら前記構成では、第１の演算増幅器１ｅ自身の持つオフセット誤差を検出し補
正する手段が無いため、第１の出力１ｆと第２の出力１ｈには第１の演算増幅器１ｅ自身
の持つオフセット誤差が加算されてしまい、高精度化が困難となる。この問題を解決する
ためには、第１の出力１ｆと第２の出力１ｈに対してオフセット誤差を検出し補正する手
段が必要である。
【００１０】
本発明は前記問題点を解決するためになされたものであり、演算増幅器自身の持つオフセ
ット誤差も含めた系全体のオフセット誤差を補正することが可能なレベルシフト回路を提
供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明の請求項１のレベルシフト回路は、第１の入力端子が
反転入力端子に接続され第２の入力端子が正相入力端子に接続された第１の演算増幅器と
、第１の演算増幅器の反転入力端子と正相出力端子との間に接続された第１の抵抗器と、
第１の演算増幅器の正相入力端子と反転出力端子との間に接続された第２の抵抗器と、第
１の入力端子を電流出力とする第１の電圧制御電流源と、第２の入力端子を電流出力とす
る第２の電圧制御電流源と、反転入力端子が基準電位に接続され出力が第１の電圧制御電
流源の制御端子及び第２の電圧制御電流源の制御端子に接続された第２の演算増幅器と、
第１の演算増幅器の正相出力端子と第２の演算増幅器の正相入力端子との間に接続された
第３の抵抗器と、第１の演算増幅器の反転出力端子と第２の演算増幅器の正相入力端子と
の間に接続され第３の抵抗器と同じ抵抗値を持つ第４の抵抗器とを備えている。
【００１２】
上記構成によれば、第２の演算増幅器は、第１の演算増幅器の正相出力と反転出力の中点
電圧がともにオフセット誤差に依存せず基準電位と等しくなるように第１及び第２の電圧
制御電流源を制御するため、第１の演算増幅器の正相出力及び反転出力にはオフセット誤
差が現れず、高精度のレベルシフト回路を実現することができる。
【００１３】
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本発明の請求項２のレベルシフト回路は、第１の演算増幅器と、第１の入力端子と第１の
演算増幅器の反転入力端子との間に接続された第１の抵抗器と、第１の演算増幅器の反転
入力端子と正相出力端子との間に接続された第２の抵抗器と、第２の入力端子と第１の演
算増幅器の正相入力端子との間に接続された第３の抵抗器と、第１の演算増幅器の正相入
力端子と反転出力端子との間に接続された第４の抵抗器と、第１の入力端子を電流出力と
する第１の電圧制御電流源と、第２の入力端子を電流出力とする第２の電圧制御電流源と
、反転入力端子が基準電位に接続され出力が第１の電圧制御電流源の制御端子及び第２の
電圧制御電流源の制御端子に接続された第２の演算増幅器と、第１の演算増幅器の正相出
力端子と第２の演算増幅器の正相入力端子との間に接続された第５の抵抗器と、第１の演
算増幅器の反転出力端子と第２の演算増幅器の正相入力端子との間に接続され第５の抵抗
器と同じ抵抗値を持つ第６の抵抗器と、第１の入力端子を接地電位に接続する第７の抵抗
器と、第２の入力端子を接地電位に接続する第８の抵抗器とを備えている。
【００１４】
上記構成によれば、第１の演算増幅器の正相出力と反転出力が、電流加算型ディジタル／
アナログ変換器の出力ダイナミックレンジを超えた電圧範囲であっても、第１の入力端子
及び第２の入力端子が第７の抵抗器及び第８の抵抗器で接地電位に接続されていることで
、正相出力及び逆相出力を出力ダイナミックレンジの電圧範囲内に設定することができる
ため、第１の演算増幅器の正相出力及び反転出力にはオフセット誤差が現れず、かつ出力
ダイナミックレンジに依存しない、高精度かつ高機能のレベルシフト回路を実現すること
ができる。
【００１５】
本発明の請求項３のレベルシフト回路は、第１の演算増幅器と、第１の入力端子と第１の
演算増幅器の反転入力端子との間に接続された第１の抵抗器と、第１の演算増幅器の反転
入力端子と出力端子との間に接続された第２の抵抗器と、第２の演算増幅器と、第２の入
力端子と第２の演算増幅器の反転入力端子との間に接続された第３の抵抗器と、第２の演
算増幅器の反転入力端子と出力端子との間に接続された第４の抵抗器と、正相入力端子が
基準電位に接続され出力が第１の演算増幅器の正相入力端子及び第２の演算増幅器の正相
入力端子に接続された第３の演算増幅器と、第１の演算増幅器の出力端子と第３の演算増
幅器の反転入力端子との間に接続された第５の抵抗器と、第２の演算増幅器の出力端子と
第３の演算増幅器の反転入力端子との間に接続され第５の抵抗器と同じ抵抗値を持つ第６
の抵抗器と、第１の入力端子を接地電位に接続する第７の抵抗器と、第２の入力端子を接
地電位に接続する第８の抵抗器とを備えている。
【００１６】
上記構成によれば、第１の演算増幅器及び第２の演算増幅器の差動出力信号の中点電圧が
フィードバック動作により基準電位と等しくなるため、第１の演算増幅器や第２の演算増
幅器にオフセット誤差があっても出力にはその誤差が現れず、かつ出力ダイナミックレン
ジに依存しない、高精度かつ高機能のレベルシフト回路を実現することができる。
【００１７】
本発明の請求項４のレベルシフト回路は、請求項２または３記載のレベルシフト回路にお
いて、前記第２の抵抗器と並列に第１の容量が接続され、前記第４の抵抗器と並列に第２
の容量が接続されている。
【００１８】
上記構成によれば、第１の容量及び第２の容量の追加により、第１の演算増幅器と第２の
演算増幅器の回路はともに１次のアクティブＬＰＦの機能を有することができるため、第
１の演算増幅器や第２の演算増幅器にオフセット誤差があっても出力にはその誤差が現れ
ず、かつ出力ダイナミックレンジに依存せず、しかもフィルタ機能も併せ持つ、高精度か
つ高機能のレベルシフト回路を実現することができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。図２は本発明の第１の



(5) JP 4131679 B2 2008.8.13

10

20

30

40

50

実施形態に係るレベルシフト回路の構成を示す回路図である。図２に示された回路は、各
々がビット毎の重み付けがされたｎ個の電流源２ａ（１）～２ａ（ｎ）と、ｎビットのデ
ィジタル入力２ｂにより対の何れか一方のみがオンになるｎ対のスイッチとからなり、正
相出力２ｃ及び逆相出力２ｄを持つ電流加算型ディジタル／アナログ変換器２ａと、正相
出力２ｃ及び逆相出力２ｄに２つの入力端子が各々接続され差動出力を持つ第１の演算増
幅器２ｅと、第１の演算増幅器２ｅの第１の出力２ｆと正相出力２ｃとの間に接続された
第１の抵抗器２ｇと、第２の出力２ｈと逆相出力２ｄとの間に接続された第２の抵抗器２
ｉと、第１の出力２ｆと第２の出力２ｈとの間に直列に接続された、大きさの等しい第３
の抵抗器２ｊ及び第４の抵抗器２ｋと、第３の抵抗器２ｊと第４の抵抗器２ｋの接続点に
発生する第１の出力２ｆと第２の出力２ｈの中点電位とＤＣ基準電位２ｌとの差を増幅し
、第１の補正用電流源２ｍ及び第２の補正用電流源２ｎにフィードバックする第２の演算
増幅器２ｏとを備えている。
【００２０】
電流加算型ディジタル／アナログ変換器２ａは、その出力が電流値で得られることから、
正相出力２ｃと逆相出力２ｄの各電位は任意の電圧値を取ることが出来る。第１の演算増
幅器２ｅは、フィードバック動作により、第１の出力２ｆの電位を正相出力２ｃの電位か
ら第１の抵抗器２ｇに現れる電圧降下分を減じた電位に、また第２の出力２ｈの電位を逆
相出力２ｄの電位から第２の抵抗器２ｉに現れる電圧降下分を減じた電位に、それぞれ変
化させる。
【００２１】
また大きさの等しい第３の抵抗器２ｊと第４の抵抗器２ｋにより第１の出力２ｆと第２の
出力２ｈの中点電位が生成される。この中点電位は差動信号である第１の出力２ｆと第２
の出力２ｈの平均電圧となる。第２の演算増幅器２ｏは、第１の出力２ｆの平均電圧と第
２の出力２ｈの平均電圧がともにＤＣ基準電位２ｌと等しくなるように第１の補正用電流
源２ｍと第２の補正用電流源２ｎを制御する。
【００２２】
このように図２に示された回路では、第１の演算増幅器２ｅから第２の演算増幅器２ｏま
での部分が、電流加算型ディジタル／アナログ変換器２ａの正相出力２ｃと逆相出力２ｄ
に対するレベルシフト回路として機能している。また、第１の出力２ｆの平均電圧と第２
の出力２ｈの平均電圧は、第１の演算増幅器２ｅのオフセット誤差に依存せず、常にＤＣ
基準電位２ｌと等しくなる。
【００２３】
このように本実施形態のレベルシフト回路によれば、第１の演算増幅器２ｅにオフセット
誤差があっても、第１の出力２ｆと第２の出力２ｈにはその誤差が現れず、高精度のレベ
ルシフト回路を実現することができる。
【００２４】
図３は本発明の第２の実施形態に係るレベルシフト回路の構成を示す回路図である。図３
に示された回路は、各々がビット毎の重み付けがされたｎ個の電流源３ａ（１）～３ａ（
ｎ）と、ｎビットのディジタル入力３ｂにより対の何れか一方のみがオンになるｎ対のス
イッチとからなり、正相出力３ｃ及び逆相出力３ｄを持つ電流加算型ディジタル／アナロ
グ変換器３ａと、正相出力３ｃ及び逆相出力３ｄに２つの入力端子がそれぞれ抵抗器３ｐ
及び抵抗器３ｑを介して接続され差動出力を持つ第１の演算増幅器３ｅと、第１の演算増
幅器３ｅの第１の出力３ｆと反転入力端子との間に接続された第１の抵抗器３ｇと、第２
の出力３ｈと正相入力端子との間に接続された第２の抵抗器３ｉと、第１の出力３ｆと第
２の出力３ｈとの間に直列に接続された、大きさの等しい第３の抵抗器３ｊ及び第４の抵
抗器３ｋと、第３の抵抗器３ｊと第４の抵抗器３ｋの接続点に発生する第１の出力３ｆと
第２の出力３ｈの中点電位とＤＣ基準電位３ｌとの差を増幅し、第１の補正用電流源３ｍ
及び第２の補正用電流源３ｎにフィードバックする第２の演算増幅器３ｏと、正相出力３
ｃ及び逆相出力３ｄを接地電位に接続する抵抗器３ｒ及び抵抗器３ｓを備えている。
【００２５】
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図３の回路は図２のそれに類似しているが、図２の回路と異なる点は、電流加算型ディジ
タル／アナログ変換器３ａの正相出力３ｃ及び逆相出力３ｄを差動出力を持つ第１の演算
増幅器３ｅに直接接続するのではなく、第５の抵抗器３ｐと第６の抵抗器３ｑとを介して
接続していることと、正相出力３ｃ及び逆相出力３ｄが第７の抵抗器３ｒ及び第８の抵抗
器３ｓを介して接地電位に接続していることである。
【００２６】
図３の回路によれば、第５の抵抗器３ｐと第６の抵抗器３ｑにより、第１の演算増幅器３
ｅの２つの入力電圧と電流加算型ディジタル／アナログ変換器３ａの正相出力３ｃ及び逆
相出力３ｄとの間に任意の電位差の設定が可能となる。
【００２７】
また、第１の出力３ｆ及び第２の出力３ｈからの出力電圧が常に電流加算型ディジタル／
アナログ変換器３ａの出力ダイナミックレンジを超えた電圧範囲であっても、正相出力３
ｃ及び逆相出力３ｄが第７の抵抗器３ｒ及び第８の抵抗器３ｓで接地電位に接続されてい
ることで、正相出力３ｃ及び逆相出力３ｄの出力を出力ダイナミックレンジの電圧範囲内
の電圧に設定することができる。
【００２８】
これらの効果により、レベルシフト後の第１の出力３ｆ及び第２の出力３ｈからの出力電
圧が常に電流加算型ディジタル／アナログ変換器３ａの出力ダイナミックレンジを超えた
電圧範囲であっても、第１の出力３ｆ及び第２の出力３ｈからの出力が可能となる。
【００２９】
このように図３に示された回路では、第１の演算増幅器３ｅから第８の抵抗器３ｓまでの
部分が、電流加算型ディジタル／アナログ変換器３ａの正相出力３ｃと逆相出力３ｄに対
するレベルシフト回路として機能している。また、第１の出力３ｆの平均電圧と第２の出
力３ｈの平均電圧は、電流加算型ディジタル／アナログ変換器３ａの出力ダイナミックレ
ンジや第１の演算増幅器３ｅのオフセット誤差に依存せず、常にＤＣ基準電位３ｌと等し
くなる。
【００３０】
このように本実施形態のレベルシフト回路によれば、第１の演算増幅器３ｅにオフセット
誤差があっても、第１の出力３ｆと第２の出力３ｈにはその誤差が現れず、かつ電流加算
型ディジタル／アナログ変換器３ａの出力ダイナミックレンジに依存しない、高精度かつ
高機能のレベルシフト回路を実現することができる。
【００３１】
図４は本発明の第３の実施形態に係るレベルシフト回路の構成を示す回路図である。図４
に示された回路は、各々がビット毎の重み付けがされたｎ個の電流源４ａ（１）～４ａ（
ｎ）と、ｎビットのディジタル入力４ｂにより対の何れか一方のみがオンになるｎ対のス
イッチとからなり、正相出力４ｃ及び逆相出力４ｄを持つ電流加算型ディジタル／アナロ
グ変換器４ａと、正相出力４ｃと接地電位との間に接続された第１の抵抗器４ｅと、逆相
出力４ｄと接地電位との間に接続された第２の抵抗器４ｆと、第１の演算増幅器４ｇと、
正相出力４ｃと第１の演算増幅器４ｇの反転入力端子との間に接続された第３の抵抗器４
ｈと、第１の演算増幅器４ｇの反転入力端子と第１の出力端子４ｉとの間に接続された第
４の抵抗器４ｊと、第２の演算増幅器４ｋと、逆相出力４ｄと第２の演算増幅器４ｋの反
転入力端子との間に接続された第５の抵抗器４ｌと、第２の演算増幅器４ｋの反転入力端
子と第２の出力端子４ｍとの間に接続された第６の抵抗器４ｎと、第１の出力端子４ｉと
第２の出力端子４ｍとの間に直列に接続された抵抗値の等しい第７の抵抗器４ｏ及び第８
の抵抗器４ｐと、ＤＣ基準電位４ｑが正相入力端子に接続され、第７の抵抗器４ｏと第８
の抵抗器４ｐの接続点が反転入力端子に接続され、出力が第１の演算増幅器４ｇの正相入
力端子と第２の演算増幅器４ｋの正相入力端子とに共通接続された第３の演算増幅器４ｒ
とを備えている。
【００３２】
電流加算型ディジタル／アナログ変換器４ａは、第１の抵抗器４ｅと第２の抵抗器４ｆに
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より、正相出力４ｃと逆相出力４ｄから差動電圧信号を出力する。また第１の演算増幅器
４ｇ、第３の抵抗器４ｈ、第４の抵抗器４ｊは第１の反転増幅回路を、第２の演算増幅器
４ｋ、第５の抵抗器４ｌ、第６の抵抗器４ｎは第２の反転増幅回路を構成しており、とも
に第３の演算増幅器４ｒの出力電圧を共通の基準とした反転増幅動作を行う。
【００３３】
ここで第３の演算増幅器４ｒの出力電圧は、第１の反転増幅回路の出力である第１の出力
端子４ｉと、第２の反転増幅回路の出力である第２の出力端子４ｍとの中点電位、すなわ
ち差動出力信号の各々の平均電圧とＤＣ基準電位４ｑの差を増幅した電圧となる。
【００３４】
この第３の演算増幅器４ｒの出力と、前出の第１の反転増幅回路及び第２の反転増幅回路
とは、第１の出力端子４ｉと第２の出力端子４ｍの個々の出力電圧を同じ方向に増減する
ようなフィードバックループを構成しており、第１の出力端子４ｉと第２の出力端子４ｍ
の中点電圧、すなわち差動出力信号の個々の平均電圧がＤＣ基準電位４ｑの値と等しくな
るようなフィードバック動作を行う。
【００３５】
このように図４に示された回路では、第１の抵抗器４ｅから第３の演算増幅器４ｒまでの
部分が、電流加算型ディジタル／アナログ変換器４ａの正相出力４ｃと逆相出力４ｄに対
するレベルシフト回路として機能している。また、第１の出力４ｉの平均電圧と第２の出
力４ｍの平均電圧は、電流加算型ディジタル／アナログ変換器４ａの出力ダイナミックレ
ンジや、第１の演算増幅器４ｇや第２の演算増幅器４ｋのオフセット誤差に依存せず、常
にＤＣ基準電位４ｑと等しくなる。
【００３６】
このように本実施形態のレベルシフト回路によれば、第１の演算増幅器４ｇや第２の演算
増幅器４ｋにオフセット誤差があっても第１の出力４ｉと第２の出力４ｍにはその誤差が
現れず、かつ電流加算型ディジタル／アナログ変換器４ａの出力ダイナミックレンジに依
存しない、高精度かつ高機能のレベルシフト回路を実現することができる。
【００３７】
図５は本発明の第４の実施形態に係るレベルシフト回路の構成を示す回路図である。図５
に示された回路は、各々がビット毎の重み付けがされたｎ個の電流源５ａ（１）～５ａ（
ｎ）と、ｎビットのディジタル入力５ｂにより対の何れか一方のみがオンになるｎ対のス
イッチとからなり、正相出力５ｃ及び逆相出力５ｄを持つ電流加算型ディジタル／アナロ
グ変換器５ａと、正相出力５ｃと接地電位との間に接続された第１の抵抗器５ｅと、逆相
出力５ｄと接地電位との間に接続された第２の抵抗器５ｆと、第１の演算増幅器５ｇと、
正相出力５ｃと第１の演算増幅器５ｇの反転入力端子との間に接続された第３の抵抗器５
ｈと、第１の演算増幅器５ｇの反転入力端子と第１の出力端子５ｉとの間に並列に接続さ
れた第４の抵抗器５ｊ及び第１の容量５ｓと、第２の演算増幅器５ｋと、逆相出力５ｄと
第２の演算増幅器５ｋの反転入力端子との間に接続された第５の抵抗器５ｌと、第２の演
算増幅器５ｋの反転入力端子と第２の出力端子５ｍとの間に並列に接続された第６の抵抗
器５ｎ及び第２の容量５ｔと、第１の出力端子５ｉと第２の出力端子５ｍとの間に直列に
接続された抵抗値の等しい第７の抵抗器５ｏ及び第８の抵抗器５ｐと、ＤＣ基準電位５ｑ
が正相入力端子に接続され、第７の抵抗器５ｏと第８の抵抗器５ｐの接続点が反転入力端
子に接続され、出力が第１の演算増幅器５ｇの正相入力端子と第２の演算増幅器５ｋの正
相入力端子とに共通接続された第３の演算増幅器５ｒとを備えている。
【００３８】
図５の回路は図４のそれに類似しているが、図４の回路と異なる点は、第１の容量５ｓが
第４の抵抗５ｊと並列に接続され、第２の容量５ｔが第６の抵抗５ｎと並列に接続されて
いることである。
【００３９】
図５の回路のうち、第１の演算増幅器５ｇ、第３の抵抗器５ｈ、第４の抵抗器５ｊは第１
の反転増幅回路を、第２の演算増幅器５ｋ、第５の抵抗器５ｌ、第６の抵抗器５ｎは第２
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には、容量の追加によりフィルタ機能を追加することが可能である。
【００４０】
本実施形態の場合には、第１の容量５ｓ及び第２の容量５ｔの追加により、第１の反転増
幅回路と第２の反転増幅回路はともに１次のアクティブＬＰＦの機能を有することができ
る。またこのようにフィルタ機能の追加が容易に可能であることから、さらに高次のＬＰ
ＦやＨＰＦと組み合わせ、より複雑なフィルタ回路も構成できることが容易に推測できる
。
【００４１】
このように本実施形態のレベルシフト回路によれば、第１の演算増幅器５ｇや第２の演算
増幅器５ｋにオフセット誤差があっても第１の出力５ｉと第２の出力５ｍにはその誤差が
現れず、かつ電流加算型ディジタル／アナログ変換器５ａの出力ダイナミックレンジに依
存しない、しかもフィルタ機能も併せ持つ、高精度かつ高機能のレベルシフト回路を実現
することができる。
【００４２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、差動信号を出力するための演算増幅器に加え、コ
モンモード電位フィードバックを行うための抵抗値の等しい２つの抵抗器と演算増幅器を
備えることにより、差動信号を出力するための演算増幅器自体の持つオフセット誤差を自
己補正することが可能になる。また、フィルタ機能の追加等、高機能化も容易であるため
、高精度、小規模、高機能なアナログインターフェース回路を容易に実現することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術により実現可能なレベルシフト回路の構成を示す回路図。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るレベルシフト回路の構成を示す回路図。
【図３】本発明の第２の実施形態に係るレベルシフト回路の構成を示す回路図。
【図４】本発明の第３の実施形態に係るレベルシフト回路の構成を示す回路図。
【図５】本発明の第４の実施形態に係るレベルシフト回路の構成を示す回路図。
【符号の説明】
１ａ、２ａ、３ａ、４ａ、５ａ　電流加算型ディジタル／アナログ変換器
１ｂ、２ｂ、３ｂ、４ｂ、５ｂ　ディジタル入力
１ｃ、２ｃ、３ｃ、４ｃ、５ｃ　正相出力
１ｄ、２ｄ、３ｄ、４ｄ、５ｄ　逆相出力
１ｅ、２ｅ、３ｅ　差動出力を持つ第１の演算増幅器
１ｆ、２ｆ、３ｆ　差動出力を持つ第１の演算増幅器の第１の出力
１ｇ、２ｇ、３ｇ　差動出力を持つ第１の演算増幅器の第２の出力
４ｇ、５ｇ　単相出力を持つ第１の演算増幅器
４ｉ、５ｉ　単相出力を持つ第１の演算増幅器の第１の出力
１ｊ、２ｌ、３ｌ、４ｑ、５ｑ　ＤＣ基準電位
１ｋ、２ｍ、３ｍ　第１の補正用電流源
１ｌ、２o、３o、４ｋ、５ｋ　単相出力を持つ第２の演算増幅器
４ｍ、５ｍ　単相出力を持つ第２の演算増幅器の第２の出力
１ｍ、２ｎ、３ｎ　第２の補正用電流源
１ｎ、４ｒ、５ｒ　単相出力を持つ第３の演算増幅器
１ｇ、１ｉ、２ｇ、２ｉ、２ｊ、２ｋ、
３ｇ、３ｉ、３ｊ、３ｋ、３ｐ、３ｑ、３ｒ、３ｓ、
４ｅ、４ｆ、４ｈ、４ｊ、４ｌ、４ｎ、４ｏ、４ｐ、
５ｅ、５ｆ、５ｈ、５ｊ、５ｌ、５ｎ、５ｏ、５ｐ　抵抗器
５ｓ、５ｔ　容量
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