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(57)【要約】
【課題】動作マージンが小さく動作不安定な差動入力回
路を検出する。
【解決手段】本発明によるテスト回路は、差動入力回路
１０の入出力特性をテストするテストモード時、差動入
力回路１０に入力される反転入力信号ＩＮＢと非反転入
力信号ＩＮＴの少なくとも一方の信号レベルを変動させ
て、反転入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴの信号
レベルの差を通常動作時よりも小さくする。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　差動入力回路の入出力特性をテストするテストモード時、前記差動入力回路に入力され
る反転入力信号と非反転入力信号の少なくとも一方の信号レベルを変動させて、前記反転
入力信号と前記非反転入力信号の信号レベルの差を通常動作時よりも小さくする
　テスト回路。
【請求項２】
　請求項１に記載のテスト回路において、
　前記テストモード時、前記反転入力信号と前記非反転入力信号のうち、ハイレベル側の
信号レベルを引き下げるプルダウン回路を備える
　テスト回路。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のテスト回路において、
　前記テストモード時、前記反転入力信号と前記非反転入力信号のうち、低レベル側の信
号レベルを引き上げるプルアップ回路を備える
　テスト回路。
【請求項４】
　請求項１に記載のテスト回路において、
　前記反転入力信号が入力される第１信号線と前記非反転入力信号が入力される第２信号
線との接続を制御するスイッチ回路を備え、
　前記テストモード時、前記スイッチ回路は、前記第１信号線と前記第２信号線とを抵抗
を介して電気的に接続する
　テスト回路。
【請求項５】
　請求項１に記載のテスト回路において、
　前記テストモード時、前記反転入力信号及び前記非反転入力信号の電流値を、通常動作
時よりも小さくする電流制御回路を備える
　テスト回路。
【請求項６】
　請求項５に記載のテスト回路において、
　互いに異なる第１電圧と第２電圧を供給するレベル生成回路と、
　テスト信号を出力するテスト信号生成回路と、
　を更に具備し、
　前記電流制御回路は、
　前記反転入力信号及び前記非反転入力信号が入力される信号線対と２つの負荷回路との
間に接続されたトランジスタ対と、
　前記テスト信号に応じて前記第１電圧と前記第２電圧の一方を選択して前記トランジス
タ対のゲートに入力する
　テスト回路。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載のテスト回路において、
　前記差動入力回路は、電圧比較回路であり、
　前記テストモード時、前記反転入力信号と前記非反転入力信号の入力差電圧を通常動作
時よりも小さくする
　テスト回路。
【請求項８】
　請求項１から６のいずれか１項に記載のテスト回路において、
　前記差動入力回路は、電流比較回路であり、
　前記テストモード時、前記反転入力信号と前記非反転入力信号の入力差電流を通常動作
時よりも小さくする
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　テスト回路。
【請求項９】
　通常動作モードから差動入力回路の入出力特性をテストするテストモードに切り換える
ステップと、
　前記テストモード時、前記差動入力回路に入力される反転入力信号と非反転入力信号の
少なくとも一方の信号レベルを変動させて、前記反転入力信号と前記非反転入力信号の信
号レベルの差を通常動作時よりも小さくするステップと、
　前記差動入力回路の出力信号と期待値とを比較するステップと、
　を具備する
　テスト方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載のテスト方法において、
　前記信号レベルの差を小さくするステップは、
　前記反転入力信号と前記非反転入力信号のうち、ハイレベル側の信号レベルを引き下げ
るステップを備える
　テスト方法。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載のテスト方法において、
　前記信号レベルの差を小さくするステップは、
　前記反転入力信号と前記非反転入力信号のうち、低レベル側の信号レベルを引き上げる
ステップを備える
　テスト方法。
【請求項１２】
　請求項９に記載のテスト方法において、
　前記信号レベルの差を小さくするステップは、
　前記反転入力信号が入力される第１信号線と前記非反転入力信号が入力される第２信号
線とを抵抗を介して電気的に接続するステップを備える
　テスト方法。
【請求項１３】
　請求項９に記載のテスト方法において、
　前記信号レベルの差を小さくするステップは、
　前記反転入力信号及び前記非反転入力信号の電流値を、通常動作時よりも小さくするス
テップを備える
　テスト方法。
【請求項１４】
　請求項９から１３のいずれか１項に記載のテスト方法において、
　前記差動入力回路は、電圧比較回路であり、
　前記信号レベルの差を小さくするステップは、
　前記反転入力信号と前記非反転入力信号の入力差電圧を通常動作時よりも小さくするス
テップを備える
　テスト方法。
【請求項１５】
　請求項９から１３のいずれか１項に記載のテスト方法において、
　前記差動入力回路は、電流比較回路であり、
　前記信号レベルの差を小さくするステップは、
　前記反転入力信号と前記非反転入力信号の入力差電流を通常動作時よりも小さくするス
テップを備える
　テスト方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、差動入力回路のテスト回路、及び差動入力回路のテスト方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置における動作の高速化や安定化（動作マージン確保）の実現のため、２つの
入力電圧の差（入力差電圧）、又は２つの入力電流の差（入力差電流）で出力が決まる差
動入力回路１０が利用される。図１は、差動入力回路１０のシンボルを示す図である。差
動入力回路１０は、相互に相補な関係（逆相）の非反転入力信号ＩＮＴと反転入力信号Ｉ
ＮＢの電位差又は電流差に応じた出力信号ＯＵＴを出力する。以下では、非反転入力信号
ＩＮＴと反転入力信号ＩＮＢを総称する場合、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢと称す。
【０００３】
　図２及び図３は、差動入力回路１０の一例を示す回路構成図である。図２には、入力差
電圧に応じた出力信号ＯＵＴを出力する電圧比較回路１１、図３には、入力差電流に応じ
た出力信号ＯＵＴを出力する電流比較回路１２の一例が示される。
【０００４】
　図２を参照して、電圧比較回路１１は、Ｎチャネル入力段を有する一般的な差動増幅回
路である。詳細には、電圧比較回路１１は、入力段を形成するＮチャネル型ＭＯＳトラン
ジスタＮ１及びＮ２、能動負荷を形成するＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＰ１及びＰ９
、電流源を形成するＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ３を備える。以下、Ｐチャネル型Ｍ
ＯＳトランジスタ、Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタをそれぞれＰＭＯＳトランジスタ、
ＮＭＯＳトランジスタと称す。ＮＭＯＳトランジスタＮ３は、ゲートに供給されるバイア
ス電圧Ｖｂに応じた電流をＮＭＯＳトランジスタＮ１、Ｎ２のソースに供給する。差動入
力信号ＩＮＴ、ＩＮＢは、ＮＭＯＳトランジスタＮ１、Ｎ２のゲートに入力される。出力
信号ＯＵＴは、ＰＭＯＳトランジスタＰ１とＮＭＯＳトランジスタＮ２とが共通接続する
ドレインから出力される。
【０００５】
　図３を参照して、電流比較回路１２は、入力信号ＩＮＴが入力される第１カレントミラ
ーを形成するＰＭＯＳトランジスタＰ３、Ｐ４と、ドレインがＰＭＯＳトランジスタＰ４
のドレインに接続されるＮＭＯＳトランジスタＮ４と、入力信号ＩＮＢが入力される第２
カレントミラーを形成するＰＭＯＳトランジスタＰ５、Ｐ６と、ドレインがＰＭＯＳトラ
ンジスタＰ５のドレインに接続されるＮＭＯＳトランジスタＮ５とを備える。非反転入力
信号ＩＮＴはＰＭＯＳトランジスタＰ３に入力され、反転入力信号ＩＮＢはＰＭＯＳトラ
ンジスタＰ６に入力される。出力信号ＯＵＴは、ＰＭＯＳトランジスタＰ４とＮＭＯＳト
ランジスタＮ４とが共通接続するドレインから出力される。
【０００６】
　図４から図６を参照して、差動入力回路１０の入出力特性について説明する。図４は、
正常な電圧比較回路１１に正常な差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが入力した時の入出力特性
を示す図である。図５は、電圧比較回路１１における入力電圧オフセットを考慮した入出
力特性を示す図である。図６は、電流比較回路１２における入力電流オフセットを考慮し
た入出力特性を示す図である。
【０００７】
　図４及び図５を参照して、正常な信号レベルの差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが入力した
時の電圧比較回路１１の入出力特性を説明する。以下では、非反転入力信号ＩＮＴと反転
入力信号ＩＮＢとの電圧差の絶対値を入力差電圧Ｖｄ１として説明する。図４を参照して
、電圧比較回路１１は、非反転入力信号ＩＮＴの電圧レベルが反転入力信号ＩＮＢより高
く、入力差電圧がＶｄ１のとき（時刻Ｔ１～Ｔ２）、ハイレベルの出力信号ＯＵＴを出力
する。又、電圧比較回路１１は、反転入力信号ＩＮＴの電圧レベルが反転入力信号ＩＮＢ
より低く、入力差電圧がＶｄ１のとき（時刻Ｔ１以前及び時刻Ｔ２以降）、ローレベルの
出力信号ＯＵＴを出力する。
【０００８】



(5) JP 2010-187047 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

　通常、差動入力回路１０は、素子ばらつき等による入力オフセットが生じることがある
。例えば、電圧比較回路１１では、図５に示すように±Ｖｏｆｆの範囲の入力電圧オフセ
ットＶｏｆｆが発生する。入力電圧オフセットの絶対値をＶｏｆｆとすると、電圧比較回
路１１における実効入力差電圧は、入力差電圧Ｖｄ１から入力電圧オフセットＶｏｆｆを
減じた値（Ｖｄ１－Ｖｏｆｆ）となる。このため、入力電圧オフセットＶｏｆｆが生じた
電圧比較回路１１は、実効入力差電圧（Ｖｄ１－Ｖｏｆｆ）に応じて出力信号ＯＵＴの信
号レベル（電圧）を決定する。
【０００９】
　詳細には、電圧比較回路１１は、非反転入力信号ＩＮＴの電圧レベルが反転入力信号Ｉ
ＮＢより高く、実効入力差電圧がＶｄ１－Ｖｏｆｆのとき、ハイレベルの出力信号ＯＵＴ
を出力し、反転入力信号ＩＮＴの電圧レベルが反転入力信号ＩＮＢより低く、実効入力差
電圧がＶｄ１－Ｖｏｆｆのとき、ローレベルの出力信号ＯＵＴを出力する。
【００１０】
　電流比較回路１２も同様に、素子ばらつき等によって、図６に示すような±Ｉｏｆｆの
入力電流オフセットＩｏｆｆが発生する。この場合、電流比較回路１２における実効入力
差電圧は、入力差電流Ｉｄ１から入力電流オフセットＩｏｆｆを減じた値（Ｉｄ１－Ｉｏ
ｆｆ）となる。ただし、非反転入力信号ＩＮＴと反転入力信号ＩＮＢとの電流差（ＩＮＴ
－ＩＮＢ）の絶対値を入力差電流Ｉｄ１、入力電流オフセットの絶対値をＩｏｆｆとする
。電流比較回路１２は、非反転入力信号ＩＮＴの電流レベルが反転入力信号ＩＮＢより高
く、実効入力差電流がＩｄ１－Ｉｏｆｆのとき、ハイレベルの出力信号ＯＵＴを出力し、
反転入力信号ＩＮＴの電流レベルが反転入力信号ＩＮＢより低く、実効入力差電流がＩｄ
１－Ｉｏｆｆのとき、ローレベルの出力信号ＯＵＴを出力する。
【００１１】
　以上のような差動入力回路は、例えば、特開平１－２６３９９７に記載されているよう
に、メモリに接続されたビット線対を駆動するアンプとして好適に利用される（特許文献
１参照）。特許文献１に記載の差動アンプでは、差動入力の一方が非書き込み状態のメモ
リセルによってプルアップされ、差動入力の他方からデータが読み出される。このように
、差動入力の一方がプルアップされているため、ベリファイ時におけるデータの電位に対
する大小比較の判定基準は厳しいものとなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平１－２６３９９７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　入力電圧オフセットＶｏｆｆが発生した場合、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電
圧Ｖｄ１が正常な値であっても、実効入力差電圧はＶｄ１－Ｖｏｆｆに低下するため、電
圧比較回路１１の動作マージンが小さくなり不安定となる。詳細には、実効入力差電圧が
正の場合（Ｖｄ１－Ｖｏｆｆ＞０）、出力信号ＯＵＴの信号レベルを決定する実効的な差
動入力信号の信号レベルは反転しない。この場合、出力信号ＯＵＴは、入力電圧オフセッ
トＶｏｆｆがない時と同じ信号レベルを示す。一方、実効入力差電圧が負の場合（Ｖｄ１
－Ｖｏｆｆ＜０）、出力信号ＯＵＴの信号レベルを決定する実効的な差動入力信号の信号
レベルは反転する。この場合、出力信号ＯＵＴは、入力電圧オフセットＶｏｆｆがない時
の信号レベルを反転したレベルに遷移する。例えば、入力された差動入力信号ＩＮＴ、Ｉ
ＮＢに応じてハイレベルの出力信号ＯＵＴが出力されるはずが、入力電圧オフセットＶｏ
ｆｆが入力差電圧Ｖｄ１電圧比較回路１１は、反転したローレベルの出力信号ＯＵＴを出
力してしまう。
【００１４】
　又、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢに対してノイズ等の擾乱がない場合、電圧比較回路１
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１は、図４に示すような入出力特性を示すが、ノイズ等の擾乱がある場合、差動入力信号
ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧は、図７に示すようにＶｄ１－Ｖｎ（Ｖｎはノイズの電圧の
絶対値）となる。このとき、入力電圧オフセットＶｏｆｆを考慮した実効入力差電圧は、
Ｖｄ１－Ｖｎ－Ｖｏｆｆとなる。
【００１５】
　図７から図１０を参照して、差動入力回路１０にノイズ等が混入した場合の入出力特性
について説明する。ここでは、差動入力回路１０として電圧比較回路１１を一例に説明す
る。図７は、許容できる大きさのノイズが混入しても期待値を出力する正常な差動入力回
路１０の入出力特性を示す図である。図８は、許容できる大きさのノイズが混入すると期
待値と異なる信号を出力する差動入力回路１０の入出力特性を示す図である。
【００１６】
　図７及び図８に示すように、ハイレベルの出力信号ＯＵＴが出力される期間（時刻Ｔ１
～Ｔ２）において、ノイズが反転入力信号ＩＮＢに入力した場合、ノイズの発生箇所にお
ける入力差電圧はＶｄ１－Ｖｎとなる。このとき実効入力差電圧はＶｄ１－Ｖｎ－Ｖｏｆ
ｆとなる。入力電圧オフセットＶｏｆｆが生じていない場合、あるいは、図７に示すよう
に入力電圧オフセットＶｏｆｆがＶｄ－Ｖｎより小さい場合、Ｖｄ１－Ｖｎ－Ｖｏｆｆ＞
０となるため、出力信号ＯＵＴは正常な値（ここではハイレベル）を維持する。
【００１７】
　一方、図８を参照して、ノイズの大きさが上述と同じ大きさ（Ｖｎ）であっても、入力
電圧オフセットＶｏｆｆがＶｄ１－Ｖｎより大きい場合、実効入力差電圧は０を下回って
しまう。すなわち、Ｖｄ１－Ｖｎ－Ｖｏｆｆ＜０となり、出力信号ＯＵＴの信号レベル（
ハイレベル）はローレベルに反転してしまう。このように、入力オフセットが発生した差
動入力回路１０は、動作マージンが小さくノイズに弱い不安定な回路となる。
【００１８】
　又、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢを生成する回路の故障等により、入力差電圧Ｖｄ１が
小さくなることがある。図９は、許容範囲内の異常値を示す差動入力信号が入力した時の
正常な差動入力回路の入出力特性を示す図である。図９を参照して、入力電圧オフセット
Ｖｏｆｆが生じた電圧比較回路１１の実効入力差電圧Ｖｄ１－Ｖｏｆｆは更に小さくなる
。このため、正常な差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが入力されているときに比べて、更に動
作不安定な状態となる。しかし、Ｖｄ１－Ｖｏｆｆ＞０である場合、正常な値（ここでは
ハイレベル）の出力信号ＯＵＴが出力される。
【００１９】
　一方、図１０に示すように、入力差電圧Ｖｄ１が小さい場合、ノイズの電圧Ｖｎが入力
差電圧Ｖｄ１を越える場合がある。図１０は、許容範囲内の異常値を示す差動入力信号が
入力した時に期待値と異なる信号を出力する差動入力回路の入出力特性を示す図である。
図１０を参照して、例えば反転信号ＩＮＢにノイズが混入すると、実効差電圧Ｖｄ１－Ｖ
ｎは０以下となる。すなわち、非反転信号ＩＮＴと反転信号ＩＮＢの電圧レベルが逆転し
、出力信号ＯＵＴがハイレベルからローレベルに反転してしまう。このように、差動入力
信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧Ｖｄ１が小さい場合、差動入力回路１０は、動作マージ
ンが小さくノイズに弱い不安定な回路となる。
【００２０】
　差動入力回路１０に対する入出力特性テストは、ノイズの無い環境で行なわれる。この
ため、入力オフセットが生じた差動入力回路のテストを行なっても、差動入力信号ＩＮＴ
、ＩＮＢの入力差電圧Ｖｄ１が入力電圧オフセットＶｏｆｆよりも大きい場合、当該差動
入力回路は不良回路として検出されることはない。しかしながら、実際の動作環境におい
ては、ノイズによる擾乱や差動入力信号の変動等が発生するため、動作マージンが小さい
回路は誤動作を起こすことが多い。このため、入力オフセットによって動作マージンが小
さく誤動作し易い差動入力回路を検出可能なテスト回路及びテスト方法が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
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　上記の課題を解決するために、本発明は、以下に述べられる手段を採用する。その手段
を構成する技術的事項の記述には、［特許請求の範囲］の記載と［発明を実施するための
形態］の記載との対応関係を明らかにするために、［発明を実施するための形態］で使用
される番号・符号が付加されている。ただし、付加された番号・符号は、［特許請求の範
囲］に記載されている発明の技術的範囲を限定的に解釈するために用いてはならない。
【００２２】
　本発明によるテスト回路は、差動入力回路１０の入出力特性をテストするテストモード
時、差動入力回路１０に入力される反転入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴの少なく
とも一方の信号レベルを変動させて、反転入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴの信号
レベルの差を通常動作時よりも小さくする。
【００２３】
　又、本発明によるテスト方法は、通常動作モードから差動入力回路（１０）の入出力特
性をテストするテストモードに切り換えるステップと、テストモード時、差動入力回路（
１０）に入力される反転入力信号（ＩＮＢ）と非反転入力信号（ＩＮＴ）の少なくとも一
方の信号レベルを変動させて、反転入力信号（ＩＮＢ）と非反転入力信号（ＩＮＴ）の信
号レベルの差を通常動作時よりも小さくするステップと、差動入力回路（１０）の出力信
号と期待値とを比較するステップとを具備する。
【００２４】
　以上のように、本発明によるテスト回路及びテスト方法では、テストモード時、差動入
力回路（１０）に入力される差動入力信号の入力差（入力差電圧又は入力差電流）を、差
動入力回路（１０）が通常動作するときの入力差より小さくしている。これにより差動入
力回路（１０）の受信マージンを通常時より小さくして入出力特性をテストできる。例え
ば、テスト時の入力差（Ｖｄ２～Ｖｄ５）を、検出したい入力オフセットの大きさに応じ
て設定することで、当該入力差（Ｖｄ２～Ｖｄ５）以上の入力オフセットが生じた差動入
力回路の出力が期待値と異なる値を示す。これにより、通常動作時における入力差より小
さいが、動作環境によっては出力に影響を及ぼす入力オフセットが生じている差動入力回
路（１０）を検出することが可能となる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、動作マージンが小さく動作不安定な差動入力回路を検出することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、差動入力回路１０のシンボルを示す図である。
【図２】図２は、一般的な電圧比較回路の構成を示す図である。
【図３】図３は、一般的な電流比較回路の構成を示す図である。
【図４】図４は、正常な電圧比較回路に正常な差動入力信号が入力した時の入出力特性を
示す図である。
【図５】図５は、電圧比較回路における入力電圧オフセットを考慮した入出力特性を示す
図である。
【図６】図６は、電流比較回路における入力電流オフセットを考慮した入出力特性を示す
図である。
【図７】図７は、許容できる大きさのノイズが混入しても期待値を出力する正常な差動入
力回路の入出力特性を示す図である。
【図８】図８は、許容できる大きさのノイズが混入すると期待値と異なる信号を出力する
差動入力回路の入出力特性を示す図である。
【図９】図９は、許容範囲内の異常値を示す差動入力信号が入力した時の正常な差動入力
回路の入出力特性を示す図である。
【図１０】図１０は、許容範囲内の異常値を示す差動入力信号が入力した時に期待値と異
なる信号を出力する差動入力回路の入出力特性を示す図である。
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【図１１】図１１は、第１の実施の形態におけるテスト回路の構成を示す図である。
【図１２】図１２（ａ）は、本発明に係るプルダウンＢ回路の構成の一例を示す図である
。図１２（ｂ）は、本発明に係るプルダウンＴ回路の構成の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、第１の実施の形態において、通常モード時、及びテストモード時に
おける差動入力信号の信号レベルを示すタイミングチャートである。
【図１４】図１４は、正常な差動入力回路に正常な差動入力信号が入力した時の第１の実
施の形態におけるテスト結果を示す図である。
【図１５】図１５は、入力電圧オフセットが生じた差動入力回路に正常な差動入力信号が
入力した時の第１の実施の形態におけるテスト結果を示す図である。
【図１６】図１６は、差動入力回路に異常な入力差電圧の差動入力信号が入力した時の第
１の実施の形態におけるテスト結果を示す図である。
【図１７】図１７は、第２の実施の形態におけるテスト回路の構成を示す図である。
【図１８】図１８（ａ）は、本発明に係るプルアップＢ回路の構成の一例を示す図である
。図１８（ｂ）は、本発明に係るプルアップＴ回路の構成の一例を示す図である。
【図１９】図１９は、第２の実施の形態において、通常モード時、及びテストモード時に
おける差動入力信号の信号レベルを示すタイミングチャートである。
【図２０】図２０は、正常な差動入力回路に正常な差動入力信号が入力した時の第２の実
施の形態におけるテスト結果を示す図である。
【図２１】図２１は、入力電圧オフセットが生じた差動入力回路に正常な差動入力信号が
入力した時の第２の実施の形態におけるテスト結果を示す図である。
【図２２】図２２は、差動入力回路に異常な入力差電圧の差動入力信号が入力した時の第
２の実施の形態におけるテスト結果を示す図である。
【図２３】図２３は、第３の実施の形態におけるテスト回路の構成を示す図である。
【図２４】図２４（ａ）は、本発明に係るプルダウンＢ回路の構成の一例を示す図である
。図２４（ｂ）は、本発明に係るプルアップＢ回路の構成の一例を示す図である。
【図２５】図２５は、第３の実施の形態において、通常モード時、及びテストモード時に
おける差動入力信号の信号レベルを示すタイミングチャートである。
【図２６】図２６は、第４の実施の形態におけるテスト回路の構成を示す図である。
【図２７】図２７（ａ）は、本発明に係るスイッチ回路の構成の一例を示す図である。図
２７（ｂ）は、本発明に係るスイッチ回路の構成の他の一例を示す図である。
【図２８】図２８は、第４の実施の形態において、通常モード時、及びテストモード時に
おける差動入力信号の信号レベルを示すタイミングチャートである。
【図２９】図２９は、入力電圧オフセットが生じた差動入力回路に正常な差動入力信号が
入力した時の第４の実施の形態におけるテスト結果を示す図である。
【図３０】図３０は、第５の実施の形態におけるテスト回路の構成を示す図である。
【図３１】図３１は、電流制御回路の実施の形態における構成を示す図である。
【図３２】図３２は、第５の実施の形態において、通常モード時、及びテストモード時に
おける差動入力信号の信号レベルを示すタイミングチャートである。
【図３３】図３３は、正常な電流比較回路に正常な差動入力信号が入力した時の入出力特
性を示す図である。
【図３４】図３４は、入力電流オフセットが生じた差動入力回路に正常な差動入力信号Ｉ
ＮＴ、ＩＮＢが入力した時の第５の実施の形態におけるテスト結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。図面において同一、又
は類似の参照符号は、同一、類似、又は等価な構成要素を示している。
【００２８】
　１．第１の実施の形態
　図１１から図１６を参照して、本発明による差動入力回路１０に対する入出力特性テス
ト及びテスト回路の第１の実施の形態を説明する。
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【００２９】
　（構成）
　先ず図１１及び図１２（ａ）、（ｂ）を参照して、第１の実施の形態におけるテスト回
路の構成を説明する。図１１は、第１の実施の形態におけるテスト回路の構成を示す図で
ある。第１の実施の形態におけるテスト回路１００は、差動入力回路１０に接続され、テ
スト信号生成回路２０、プルダウンＢ回路３１（ＰＤＢ）、プルダウンＴ回路３２（ＰＤ
Ｔ）を備える。テスト信号生成回路２０は、差動入力回路１０が搭載されるチップの外部
に設けられても良い。この場合、テスト信号生成回路２０は、テスト用の端子を介してテ
スト信号ＴＥＳＴ＿Ｂ、ＴＥＳＴ＿ＴをプルダウンＢ回路３１及びプルダウンＴ回路３２
に入力する。又、プルダウンＢ回路３１（ＰＤＢ）、プルダウンＴ回路３２（ＰＤＴ）は
、差動入力回路１０が搭載されるチップ内に設けられることが好ましいが、外部に設けら
れても良い。
【００３０】
　差動入力回路１０は、相互に相補な関係（逆相）の非反転入力信号ＩＮＴと反転入力信
号ＩＮＢの信号レベルの差（電圧差又は電流差）に応じた信号レベルの出力信号ＯＵＴを
出力する。以下では、非反転入力信号ＩＮＴと反転入力信号ＩＮＢを総称する場合、差動
入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢと称す。又、それぞれの電圧差を入力差電圧、電流差を入力差電
流と称す。差動入力回路１０は、図２に示す電圧比較回路１１や図３に示す電流比較回路
１２に例示される。例えば、差動入力回路１０は、メモリに接続されたビット線対を駆動
するアンプとして好適に利用される。
【００３１】
　プルダウンＢ回路３１は、反転入力信号ＩＮＢが供給される入力端子に接続され、テス
ト信号生成回路２０からのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｂに応じて、反転入力信号ＩＮＢの信号
レベルを変更する。プルダウンＴ回路３２は、非反転入力信号ＩＮＴが供給される入力端
子に接続され、テスト信号生成回路２０からのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｔに応じて、非反転
入力信号ＩＮＴの信号レベルを変更する。
【００３２】
　図１２（ａ）、（ｂ）を参照して、プルダウンＢ回路３１、プルダウンＴ回路３２の構
成の一例を説明する。図１２（ａ）は、本発明に係るプルダウンＢ回路３１の構成の一例
を示す図である。図１２（ｂ）は、本発明に係るプルダウンＴ回路３２の構成の一例を示
す図である。
【００３３】
　図１２（ａ）を参照して、プルダウンＢ回路３１は、ソースが抵抗Ｒ１１を介してＧＮ
Ｄに接続され、ドレインが反転入力信号ＩＮＢに接続され、ゲートにテスト信号ＴＥＳＴ
＿Ｂが供給されるＮＭＯＳトランジスタＮ１１を備える。図１２（ｂ）を参照して、プル
ダウンＴ回路３２は、ソースが抵抗Ｒ１２を介してＧＮＤに接続され、ドレインが非反転
入力信号ＩＮＴに接続され、ゲートにテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｔが供給されるＮＭＯＳトラ
ンジスタＮ１２を備える。
【００３４】
　本実施の形態におけるテスト回路１００は、プルダウンＢ回路３１及びプルダウンＴ回
路３２によって、反転入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴの一方の電圧レベルを所定
の値（ここではＶｄｗ）引き下げることで、差動入力回路１０の動作マージンを意図的に
小さくしている。これにより、従来では不良回路として検出できなかった動作マージンの
小さな差動入力回路を検出することが可能となる。
【００３５】
　（動作）
　図１３から図１６を参照して、第１の実施の形態における差動入力回路に対する入出力
特性テストの動作の詳細を説明する。図１３は、第１の実施の形態において、通常モード
時、及びテストモード時における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの信号レベルを示すタイミ
ングチャートである。
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【００３６】
　図１３を参照して、通常モード時（ここでは時刻Ｔ１～Ｔ３）、テスト信号生成回路２
０は、共にローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｂ、ＴＥＳＴ＿Ｔを出力する。ＮＭＯＳト
ランジスタＮ１１、Ｎ１２は、ローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｂ、ＴＥＳＴ＿Ｔに応
じてオフ状態となるため、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの信号レベルは変更されずに差動
入力回路１０に入力される。これにより、差動入力回路１０は、通常動作を行なう。ここ
で、通常動作モードにおける差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢのハイレベルの電圧（信号レベ
ル）をＶＨ、ローレベルの電圧（信号レベル）をＶＬとすると、差動入力信号ＩＮＴ、Ｉ
ＮＢの入力差電圧Ｖｄ１は、最大ＶＨ－ＶＬとなる。ただし、非反転入力信号ＩＮＴと反
転入力信号ＩＮＢとの電圧差の絶対値を入力差電圧Ｖｄ１とする。
【００３７】
　次に、テストモード時（ここでは時刻Ｔ３～Ｔ７）の動作を説明する。本実施の形態で
は反転入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴのどちらか一方の信号レベルが制御される
。本一例では、時刻Ｔ３～Ｔ５の間において反転入力信号ＩＮＢの信号レベルが制御され
、時刻Ｔ５～Ｔ７の間において非反転入力信号ＩＮＴの信号レベルが制御される。
【００３８】
　時刻Ｔ３～Ｔ５の間、テスト信号生成回路２０は、ハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿
Ｂ、ローレベルのＴＥＳＴ＿Ｔを出力する。ハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｂに応じ
てＮＭＯＳトランジスタＮ１１はオンとなるため、プルダウンＢ回路３１は、抵抗Ｒ１１
で決定する電圧Ｖｄｗだけ反転入力信号ＩＮＢの信号レベル（電圧）を引き下げる。これ
により、反転入力信号ＩＮＢのハイレベルの電圧はＶＨからＶｄｗだけ引き下がり（時刻
Ｔ３～Ｔ４）、ローレベルの電圧はＶＬからＶｄｗだけ引き下がる（時刻Ｔ４～Ｔ５）。
一方、ローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｔに応じてＮＭＯＳトランジスタＮ１２はオフ
となるため、非反転入力信号ＩＮＴの信号レベル（電圧）は通常モードと同じ信号レベル
となる。
【００３９】
　以上のことから、時刻Ｔ３～Ｔ４の間における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電
圧Ｖｄ２（絶対値）は、通常モードにおける入力差電圧Ｖｄ１よりＶｄｗだけ小さくなる
。
【００４０】
　同様に、時刻Ｔ５～Ｔ７の間、テスト信号生成回路２０は、ローレベルのテスト信号Ｔ
ＥＳＴ＿Ｂ、ハイレベルのＴＥＳＴ＿Ｔを出力する。ローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿
Ｂに応じてＮＭＯＳトランジスタＮ１１はオフとなるため、反転入力信号ＩＮＢの信号レ
ベル（電圧）は通常モードと同じ信号レベルとなる。一方、ハイレベルのテスト信号ＴＥ
ＳＴ＿Ｔに応じてＮＭＯＳトランジスタＮ１２はオンとなるため、プルダウンＴ回路３２
は、抵抗Ｒ１２で決定する電圧Ｖｄｗだけ非反転入力信号ＩＮＴの信号レベル（電圧）を
引き下げる。これにより、非反転入力信号ＩＮＴのハイレベルの電圧はＶＨからＶｄｗだ
け引き下がり（時刻Ｔ５～Ｔ６）、ローレベルの電圧はＶＬからＶｄｗだけ引き下がる（
時刻Ｔ６～Ｔ７）。
【００４１】
　以上のことから、時刻Ｔ５～Ｔ６の間における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電
圧Ｖｄ２は、通常モードにおける入力差電圧Ｖｄ１よりＶｄｗだけ小さくなる。
【００４２】
　本実施の形態では、テスト時における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧を、通
常動作時における入力差電圧Ｖｄ１より電圧Ｖｄｗだけ小さいＶｄ２とすることで、動作
マージンを強制的に小さくしている。これにより、動作マージンが小さい差動入力回路を
不良回路として検出できる。
【００４３】
　図１４及び図１５を参照して、差動入力回路１０に正常な差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢ
が入力した時の第１の実施の形態におけるテスト結果（入出力特性）を説明する。ここで
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は一例として、反転入力信号ＩＮＢの信号レベルを変化させてテストが行われるときの動
作を説明する。すなわち、本テストモードでは、ハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｂと
ローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｔが入力される。
【００４４】
　図１４は、正常な差動入力回路１０に正常な差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが入力した時
の第１の実施の形態におけるテスト結果を示す図である。ここでは、図示しない外部回路
から図４と同じ差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが出力されるものとする。このため、通常モ
ード時、図４と同じ出力信号ＯＵＴが期待値として出力される。
【００４５】
　図１４を参照して、テストモード時、プルダウンＢ回路３１によって反転入力信号ＩＮ
Ｂの信号レベルは、電圧Ｖｄｗだけ低下する。正常な差動入力回路１０は、入力電圧オフ
セットＶｏｆｆが無い、又は入力電圧オフセットＶｏｆｆが非常に小さい。このため、反
転入力信号ＩＮＢがハイレベルＶＨから電圧Ｖｄｗだけ低下した期間（時刻Ｔ１以前及び
時刻Ｔ２以降）における実効入力差電圧はＶｄ２となり、反転入力信号ＩＮＢがローレベ
ルＶＬから電圧Ｖｄｗだけ低下した期間（時刻Ｔ１～Ｔ２）における実効入力差電圧はＶ
ｄ１＋Ｖｄｗとなる。ここで、Ｖｄ１＞Ｖｄ２＞０であるため、差動入力信号ＩＮＴ、Ｉ
ＮＢの実効入力差電圧は、全ての期間において０より大きくなる。従って、正常な差動入
力回路１０の場合、反転入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴの信号レベルの反転は起
こらず、出力ＯＵＴの信号レベルは、通常動作における期待値を維持する。
【００４６】
　図１５は、入力電圧オフセットが生じた差動入力回路１０に正常な差動入力信号ＩＮＴ
、ＩＮＢが入力した時の第１の実施の形態におけるテスト結果を示す図である。ここでは
、図示しない外部回路から図４と同じ差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが出力されるものとす
る。このため、通常モード時、図４と同じ出力信号ＯＵＴが期待値として出力される。
【００４７】
　図１５を参照して、テストモード時、プルダウンＢ回路３１によって反転入力信号ＩＮ
Ｂの信号レベルは、電圧Ｖｄｗだけ低下する。入力電圧オフセットＶｏｆｆが生じた差動
入力回路１０の場合、反転入力信号ＩＮＢがハイレベルＶＨから電圧Ｖｄｗだけ低下した
期間（時刻Ｔ１以前及び時刻Ｔ２以降）における実効入力差電圧はＶｄ２－Ｖｏｆｆとな
り、反転入力信号ＩＮＢがローレベルＶＬから電圧Ｖｄｗだけ低下した期間（時刻Ｔ１～
Ｔ２）における実効入力差電圧はＶｄ１＋Ｖｄｗ－Ｖｏｆｆとなる。ここで、入力電圧オ
フセットが、入力差電圧Ｖｄ２より大きい場合（Ｖｄ２－Ｖｏｆｆ＜０）、実効的な反転
入力信号と非反転入力信号の信号レベルは反転する。この場合、図１５に示すように、時
刻Ｔ１以前及び時刻Ｔ２以降における出力信号ＯＵＴの信号レベルは、期待値であるロー
レベルからハイレベルに反転してしまう。本発明によれば、このように、所望の信号レベ
ル（期待値）の出力信号ＯＵＴが得られない差動入力回路１０を、不良回路（動作が不安
定な回路）として検出することができる。
【００４８】
　本発明では、プルダウンＢ回路３１及びプルダウンＴ回路３２によって、差動入力信号
ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧を、通常動作時における入力差電圧Ｖｄ１よりも小さい入力
差電圧Ｖｄ２とし、差動入力回路１０の動作マージンを強制的に小さくしてテストを行な
っている。すなわち、本発明では、実効的な反転入力信号と非反転入力信号の信号レベル
を通常動作時よりも反転しやすくしてテストが行われる。これにより、入力電圧オフセッ
トによって動作マージンが小さくなり、動作が不安定な差動入力回路を不良回路として検
出することができる。
【００４９】
　図１６を参照して、差動入力回路１０に入力差電圧が小さくなった差動入力信号ＩＮＴ
、ＩＮＢが入力した時の第１の実施の形態におけるテスト結果（入出力特性）を説明する
。ここでは一例として、反転入力信号ＩＮＢの信号レベルを変化させてテストが行われる
ときの動作を説明する。すなわち、本テストモードでは、ハイレベルのテスト信号ＴＥＳ
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Ｔ＿Ｂとローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｔが入力される。
【００５０】
　図１６は、差動入力回路１０に異常な入力差電圧の差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが入力
した時の第１の実施の形態におけるテスト結果を示す図である。ここでは、図示しない外
部回路から図９と同じ差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが出力されるものとする。このため、
通常モード時、図９と同じ出力信号ＯＵＴが期待値として出力される。
【００５１】
　図１６を参照して、テストモード時、プルダウンＢ回路３１によって反転入力信号ＩＮ
Ｂの信号レベルは、電圧Ｖｄｗだけ低下する。このとき、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの
入力差電圧Ｖｄ１が電圧Ｖｄｗより小さい場合、ハイレベルＶＨの反転入力信号ＩＮＢは
、ローレベルの非反転信号ＩＮＴよりも低い信号レベルとなる。この場合、出力信号ＯＵ
Ｔの信号レベルは、本来出力されるべきハイレベルからローレベルに反転するため、当該
差動入力回路を不良回路として検出することができる。
【００５２】
　従来、入力差電圧Ｖｄ１より小さい入力電圧オフセットＶｏｆｆが生じている差動入力
回路は、不良回路として検出されなかった。しかし、入力電圧オフセットＶｏｆｆが入力
差電圧Ｖｄ１に近接している場合、小さいノイズや差動入力信号の変動により誤動作を起
こす恐れがあった。一方、本発明では、通常動作時における入力差電圧Ｖｄ１より小さい
入力差電圧Ｖｄ２でテストを行なう。検出したい入力電圧オフセットＶｏｆｆよりも入力
差電圧Ｖｄ２を小さく設定することで、当該入力差電圧Ｖｄ２よりも大きな入力電圧オフ
セットＶｏｆｆが生じた差動入力回路を不良回路として検出することができる。又、差動
入力信号の変動の許容範囲（入力差電圧の許容範囲）に応じて、入力差電圧Ｖｄ２を設定
することで、許容範囲以内で変動する差動入力信号によって誤動作する差動入力回路を不
良回路として検出することができる。
【００５３】
　以上のように、第１の実施の形態におけるテスト回路１００は、テストモード時、反転
入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴの一方の信号レベルを低下させることで、差動入
力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧を通常時よりも小さくする。これにより、差動入力回
路１０の動作マージンを小さくしてテストを行なうことができる。本発明では、差動入力
回路１０の動作マージンを低下させて入出力特性のテストを行なうため、入力電圧オフセ
ットＶｏｆｆが、通常動作時の入力差電圧Ｖｄ１より小さいがその値に近接しているよう
な動作不安定な差動入力回路を、不良回路として検出することができる。又、本発明では
、プルダウンＢ回路３１及びプルダウンＴ回路３２の駆動力を変更することで、入力差電
圧Ｖｄ２を任意の値に設定することができる。これにより、検出可能な不良回路における
入力電圧オフセットＶｏｆｆの大きさを任意に設定することができる。
【００５４】
　上述の例では、テスト信号ＴＥＳＴ＿Ｂをハイレベル、テスト信号ＴＥＳＴ＿Ｔをロー
レベルとして反転入力信号ＩＮＢをプルアップしてテストを行う形態を示したが、テスト
信号ＴＥＳＴ＿Ｂをローレベル、テスト信号ＴＥＳＴ＿Ｔをハイレベルとして非反転入力
信号ＩＮＴをプルアップしてテストを行なっても良い。
【００５５】
　又、本実施の形態では、差動入力回路１０として電圧比較回路を一例に説明したが、電
流比較回路でも同様に、入力差電流を変更して動作マージンを小さくし、動作不安定の差
動入力回路１０を不良回路として検出できる。すなわち、入力電圧を入力電流に置き換え
て上述の動作を電流比較回路に適用することで、同様の動作と効果を得ることができる。
【００５６】
　２．第２の実施の形態
　図１７から図２２を参照して、本発明による差動入力回路１０に対する入出力特性テス
ト及びテスト回路の第２の実施の形態を説明する。第２の形態におけるテスト回路は、反
転入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴの一方の信号レベルを引き上げることで差動入
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力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧を小さくしてテスト時における動作マージンを小さく
する。
【００５７】
　（構成）
　先ず、図１７及び図１８（ａ）、（ｂ）を参照して、第２の実施の形態におけるテスト
回路の構成を説明する。図１７は、第２の実施の形態におけるテスト回路の構成を示す図
である。第２の実施の形態におけるテスト回路１０１は、差動入力回路１０に接続され、
テスト信号生成回路２１、プルアップＢ回路４１（ＰＵＢ）、プルアップＴ回路４２（Ｐ
ＵＴ）を備える。テスト信号生成回路２１は、差動入力回路１０が搭載されるチップの外
部に設けられても良い。この場合、テスト信号生成回路２１は、テスト用の端子を介して
テスト信号ＴＥＳＴ＿Ｂ、ＴＥＳＴ＿ＴをプルアップＢ回路４１及びプルアップＴ回路４
２に入力する。又、プルアップＢ回路４１、プルアップＴ回路４２は、差動入力回路１０
が搭載されるチップ内に設けられることが好ましいが、外部に設けられても良い。
【００５８】
　プルアップＢ回路４１は、反転入力信号ＩＮＢが供給される入力端子に接続され、テス
ト信号生成回路２１からのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｂに応じて、反転入力信号ＩＮＢの信号
レベルを変更する。プルアップＴ回路４２は、非反転入力信号ＩＮＴが供給される入力端
子に接続され、テスト信号生成回路２１からのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｔに応じて、非反転
入力信号ＩＮＴの信号レベルを変更する。
【００５９】
　図１８（ａ）、（ｂ）を参照して、プルアップＢ回路４１、プルアップＴ回路４２の構
成の一例を説明する。図１８（ａ）は、本発明に係るプルアップＢ回路４１の構成の一例
を示す図である。図１８（ｂ）は、本発明に係るプルアップＴ回路４２の構成の一例を示
す図である。
【００６０】
　図１８（ａ）を参照して、プルアップＢ回路４１は、ソースが抵抗Ｒ２１を介して電源
（ＶＤＤ）に接続され、ドレインが反転入力信号ＩＮＢに接続され、ゲートにテスト信号
ＴＥＳＴ＿Ｂが供給されるＰＭＯＳトランジスタＰ２１を備える。図１８（ｂ）を参照し
て、プルアップＴ回路４２は、ソースが抵抗Ｒ２２を介して電源（ＶＤＤ）に接続され、
ドレインが非反転入力信号ＩＮＴに接続され、ゲートにテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｔが供給さ
れるＰＭＯＳトランジスタＰ２２を備える。
【００６１】
　本実施の形態におけるテスト回路１０１は、プルアップＢ回路４１及びプルアップＴ回
路４２によって、反転入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴの一方の電圧レベルを所定
の値（ここではＶｕｐ）引き上げることで、差動入力回路１０の動作マージンを意図的に
小さくしている。これにより、従来では不良回路として検出できなかった動作マージンの
小さな差動入力回路を検出することが可能となる。
【００６２】
　（動作）
　図１９から図２２を参照して、第２の実施の形態における差動入力回路に対する入出力
特性テストの動作の詳細を説明する。図１９は、第２の実施の形態において、通常モード
時、及びテストモード時における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの信号レベルを示すタイミ
ングチャートである。
【００６３】
　図１９を参照して、通常モード時（ここでは時刻Ｔ１～Ｔ３）、テスト信号生成回路２
１は、共にハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｂ、ＴＥＳＴ＿Ｔを出力する。ＰＭＯＳト
ランジスタＰ２１、Ｐ２２は、ハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｂ、ＴＥＳＴ＿Ｔに応
じてオフ状態となるため、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの信号レベルは変更されずに差動
入力回路１０に入力される。これにより、差動入力回路１０は、通常動作を行なう。ここ
で、通常動作モードにおける差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢのハイレベルの電圧（信号レベ



(14) JP 2010-187047 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

ル）をＶＨ、ローレベルの電圧（信号レベル）をＶＬとすると、差動入力信号ＩＮＴ、Ｉ
ＮＢの入力差電圧Ｖｄ１は、最大ＶＨ－ＶＬとなる。ただし、非反転入力信号ＩＮＴと反
転入力信号ＩＮＢとの電圧差の絶対値を入力差電圧Ｖｄ１とする。
【００６４】
　次に、テストモード時（ここでは時刻Ｔ３～Ｔ７）の動作を説明する。本実施の形態で
は反転入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴのどちらか一方の信号レベルが制御される
。本一例では、時刻Ｔ３～Ｔ５の間において反転入力信号ＩＮＢの信号レベルが制御され
、時刻Ｔ５～Ｔ７の間において非反転入力信号ＩＮＴの信号レベルが制御される。
【００６５】
　時刻Ｔ３～Ｔ５の間、テスト信号生成回路２１は、ローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿
Ｂ、ハイレベルのＴＥＳＴ＿Ｔを出力する。ローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｂに応じ
てＰＭＯＳトランジスタＰ２１はオンとなるため、プルアップＢ回路４１は、抵抗Ｒ２１
で決定する電圧Ｖｕｐだけ反転入力信号ＩＮＢの信号レベル（電圧）を引き上げる。これ
により、反転入力信号ＩＮＢのハイレベルの電圧はＶＨからＶｕｐだけ引き上り（時刻Ｔ
３～Ｔ４）、ローレベルの電圧はＶＬからＶｕｐだけ引き上がる（時刻Ｔ４～Ｔ５）。一
方、ハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｔに応じてＰＭＯＳトランジスタＰ２２はオフと
なるため、非反転入力信号ＩＮＴの信号レベル（電圧）は通常モードと同じ信号レベルと
なる。
【００６６】
　以上のことから、時刻Ｔ４～Ｔ５の間における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電
圧Ｖｄ３（絶対値）は、通常モードにおける入力差電圧Ｖｄ１よりＶｕｐだけ小さくなる
。
【００６７】
　同様に、時刻Ｔ５～Ｔ７の間、テスト信号生成回路２１は、ハイレベルのテスト信号Ｔ
ＥＳＴ＿Ｂ、ローレベルのＴＥＳＴ＿Ｔを出力する。ハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿
Ｂに応じてＰＭＯＳトランジスタＰ２１はオフとなるため、反転入力信号ＩＮＢの信号レ
ベル（電圧）は通常モードと同じ信号レベルとなる。一方、ローレベルのテスト信号ＴＥ
ＳＴ＿Ｔに応じてＰＭＯＳトランジスタＰ２２はオンとなるため、プルアップＴ回路４２
は、抵抗Ｒ２２で決定する電圧Ｖｕｐだけ非反転入力信号ＩＮＴの信号レベル（電圧）を
引き上げる。これにより、非反転入力信号ＩＮＴのハイレベルの電圧はＶＨからＶｕｐだ
け引き上り（時刻Ｔ５～Ｔ６）、ローレベルの電圧はＶＬからＶｕｐだけ引き上がる（時
刻Ｔ６～Ｔ７）。
【００６８】
　以上のことから、時刻Ｔ６～Ｔ７の間における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電
圧Ｖｄ３は、通常モードにおける入力差電圧Ｖｄ１よりＶｕｐだけ小さくなる。
【００６９】
　本実施の形態では、テスト時における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧を、通
常動作時における入力差電圧Ｖｄ１より電圧Ｖｕｐだけ小さいＶｄ３とすることで、動作
マージンを強制的に小さくしている。これにより、動作マージンが小さい差動入力回路を
不良回路として検出できる。
【００７０】
　図２０及び図２１を参照して、差動入力回路１０に正常な差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢ
が入力した時の第２の実施の形態におけるテスト結果（入出力特性）を説明する。ここで
は一例として、反転入力信号ＩＮＢの信号レベルを変化させてテストが行われるときの動
作を説明する。すなわち、本テストモードでは、ローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｂと
ハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｔが入力される。
【００７１】
　図２０は、正常な差動入力回路１０に正常な差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが入力した時
の第２の実施の形態におけるテスト結果を示す図である。ここでは、図示しない外部回路
から図４と同じ差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが出力されるものとする。このため、通常モ
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ード時、図４と同じ出力信号ＯＵＴが期待値として出力される。
【００７２】
　図２０を参照して、テストモード時、プルアップＢ回路４１によって反転入力信号ＩＮ
Ｂの信号レベルは、電圧Ｖｕｐだけ上昇する。正常な差動入力回路１０は、入力電圧オフ
セットＶｏｆｆが無い、又は入力電圧オフセットＶｏｆｆが非常に小さい。このため、反
転入力信号ＩＮＢがハイレベルＶＨから電圧Ｖｕｐだけ上昇した期間（時刻Ｔ１以前及び
時刻Ｔ２以降）における実効入力差電圧はＶｄ１＋Ｖｕｐとなり、反転入力信号ＩＮＢが
ローレベルＶＬから電圧Ｖｕｐだけ上昇した期間（時刻Ｔ１～Ｔ２）における実効入力差
電圧はＶｄ３となる。ここで、Ｖｄ１＞Ｖｄ３＞０であるため、差動入力信号ＩＮＴ、Ｉ
ＮＢの実効入力差電圧は、全ての期間において０より大きくなる。従って、正常な差動入
力回路１０の場合、反転入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴの信号レベルの反転は起
こらず、出力ＯＵＴの信号レベルは、通常動作における期待値を維持する。
【００７３】
　図２１は、入力電圧オフセットが生じた差動入力回路１０に正常な差動入力信号ＩＮＴ
、ＩＮＢが入力した時の第２の実施の形態におけるテスト結果を示す図である。ここでは
、図示しない外部回路から図４と同じ差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが出力されるものとす
る。このため、通常モード時、図４と同じ出力信号ＯＵＴが期待値として出力される。
【００７４】
　図２１を参照して、テストモード時、プルアップＢ回路４１によって反転入力信号ＩＮ
Ｂの信号レベルは、電圧Ｖｕｐだけ上昇する。入力電圧オフセットＶｏｆｆが生じた差動
入力回路１０の場合、反転入力信号ＩＮＢがハイレベルＶＨから電圧Ｖｕｐだけ上昇した
期間（時刻Ｔ１以前及び時刻Ｔ２以降）における実効入力差電圧はＶｄ１＋Ｖｕｐ－Ｖｏ
ｆｆとなり、反転入力信号ＩＮＢがローレベルＶＬから電圧Ｖｕｐだけ上昇した期間（時
刻Ｔ１～Ｔ２）における実効入力差電圧はＶｄ３－Ｖｏｆｆとなる。ここで、入力電圧オ
フセットが、入力差電圧Ｖｄ３より大きい場合（Ｖｄ３－Ｖｏｆｆ＜０）、実効的な反転
入力信号と非反転入力信号の信号レベルは反転する。この場合、図２１に示すように、時
刻Ｔ１～Ｔ２における出力信号ＯＵＴの信号レベルは、期待値であるハイレベルからロー
レベルに反転してしまう。本発明によれば、このように、所望の信号レベル（期待値）の
出力信号ＯＵＴが得られない差動入力回路１０を、不良回路（動作が不安定な回路）とし
て検出することができる。
【００７５】
　本発明では、プルアップＢ回路４１及びプルアップＴ回路４２によって、差動入力信号
ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧を、通常動作時における入力差電圧Ｖｄ１よりも小さい入力
差電圧Ｖｄ３とし、差動入力回路１０の動作マージンを強制的に小さくしてテストを行な
っている。すなわち、本発明では、実効的な反転入力信号と非反転入力信号の信号レベル
を通常動作時よりも反転しやすくしてテストが行われる。これにより、入力電圧オフセッ
トによって動作マージンが小さくなり、動作が不安定な差動入力回路を不良回路として検
出することができる。
【００７６】
　図２２を参照して、差動入力回路１０に入力差電圧が小さくなった差動入力信号ＩＮＴ
、ＩＮＢが入力した時の第２の実施の形態におけるテスト結果（入出力特性）を説明する
。ここでは一例として、反転入力信号ＩＮＢの信号レベルを変化させてテストが行われる
ときの動作を説明する。すなわち、本テストモードでは、ローレベルのテスト信号ＴＥＳ
Ｔ＿Ｂとハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｔが入力される。
【００７７】
　図２２は、差動入力回路１０に異常な入力差電圧の差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが入力
した時の第２の実施の形態におけるテスト結果を示す図である。ここでは、図示しない外
部回路から図９と同じ差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが出力されるものとする。このため、
通常モード時、図９と同じ出力信号ＯＵＴが期待値として出力される。
【００７８】
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　図２２を参照して、テストモード時、プルアップＢ回路４１によって反転入力信号ＩＮ
Ｂの信号レベルは、電圧Ｖｕｐだけ上昇する。このとき、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの
入力差電圧Ｖｄ１が電圧Ｖｕｐより小さい場合、ローレベルＶＬの反転入力信号ＩＮＢは
、ハイレベルの非反転信号ＩＮＴよりも高い信号レベルとなる。この場合、出力信号ＯＵ
Ｔの信号レベルは、期待値であるハイレベルからローレベルに反転するため、当該差動入
力回路を不良回路として検出することができる。
【００７９】
　従来、入力差電圧Ｖｄ１より小さい入力電圧オフセットＶｏｆｆが生じている差動入力
回路は、不良回路として検出されなかった。しかし、入力電圧オフセットＶｏｆｆが入力
差電圧Ｖｄ１に近接している場合、小さいノイズや差動入力信号の変動により誤動作を起
こす恐れがあった。一方、本発明では、通常動作時における入力差電圧Ｖｄ１より小さい
入力差電圧Ｖｄ３でテストを行なう。検出したい入力電圧オフセットＶｏｆｆよりも入力
差電圧Ｖｄ３を小さく設定することで、当該入力差電圧Ｖｄ３よりも大きな入力電圧オフ
セットＶｏｆｆが生じた差動入力回路を不良回路として検出することができる。又、差動
入力信号の変動の許容範囲（入力差電圧の許容範囲）に応じて、入力差電圧Ｖｄ３を設定
することで、許容範囲以内で変動する差動入力信号によって誤動作する差動入力回路を不
良回路として検出することができる。
【００８０】
　以上のように、第２の実施の形態におけるテスト回路１０１は、テストモード時、反転
入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴの一方の信号レベルを上昇させることで、差動入
力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧を通常時よりも小さくする。これにより、差動入力回
路１０の動作マージンを小さくしてテストを行なうことができる。本発明によれば、差動
入力回路１０の動作マージンを低下させて入出力特性のテストを行なうため、入力電圧オ
フセットＶｏｆｆが、通常動作時の入力差電圧Ｖｄ１より小さいがその値に近接している
ような動作不安定な差動入力回路を、不良回路として検出することができる。又、本発明
では、プルアップＢ回路４１及びプルアップＴ回路４２の駆動力を変更することで、入力
差電圧Ｖｄ３を任意の値に設定することができる。これにより、検出可能な不良回路にお
ける入力電圧オフセットＶｏｆｆの大きさを任意に設定することができる。
【００８１】
　上述の例では、テスト信号ＴＥＳＴ＿Ｂをローレベル、テスト信号ＴＥＳＴ＿Ｔをハイ
レベルとして反転入力信号ＩＮＢをプルアップしてテストを行う形態を示したが、テスト
信号ＴＥＳＴ＿Ｂをハイレベル、テスト信号ＴＥＳＴ＿Ｔをローレベルとして非反転入力
信号ＩＮＴをプルアップしてテストを行なっても良い。
【００８２】
　又、本実施の形態では、差動入力回路１０として電圧比較回路を一例に説明したが、電
流比較回路でも同様に、入力差電流を変更して動作マージンを小さくし、動作不安定の差
動入力回路１０を不良回路として検出できる。すなわち、入力電圧を入力電流に置き換え
て電流比較回路に適用することで、同様の動作と効果を得ることができる。
【００８３】
　３．第３の実施の形態
　図２３から図２５を参照して、本発明による差動入力回路１０に対する入出力特性テス
ト及びテスト回路の第３の実施の形態を説明する。第３の形態におけるテスト回路は、反
転入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴの一方のみの信号レベルを上下に変動させるこ
とで差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧を小さくしてテスト時における動作マージ
ンを小さくする。
【００８４】
　（構成）
　先ず、図２３及び図２４（ａ）、（ｂ）を参照して、第３の実施の形態におけるテスト
回路の構成を説明する。図２３は、第３の実施の形態におけるテスト回路の構成を示す図
である。第３の実施の形態におけるテスト回路１０２は、差動入力回路１０に接続され、
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テスト信号生成回路２２、プルダウンＢ回路５１（ＰＤＢ）、プルアップＢ回路５２（Ｐ
ＵＢ）を備える。テスト信号生成回路２２は、差動入力回路１０が搭載されるチップの外
部に設けられても良い。この場合、テスト信号生成回路２２は、テスト用の端子を介して
テスト信号ＴＥＳＴ＿Ｄ、ＴＥＳＴ＿ＵをプルダウンＢ回路５１及びプルアップＢ回路５
２に入力する。又、プルダウンＢ回路５１、プルアップＢ回路５２（ＰＤＴ）は、差動入
力回路１０が搭載されるチップ内に設けられることが好ましいが、外部に設けられても良
い。
【００８５】
　プルダウンＢ回路５１は、反転入力信号ＩＮＢが供給される入力端子に接続され、テス
ト信号生成回路２２からのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｄに応じて、反転入力信号ＩＮＢの信号
レベルを低下させる。プルダウンＢ回路５２は、反転入力信号ＩＮＢが供給される入力端
子に接続され、テスト信号生成回路２２からのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｕに応じて、反転入
力信号ＩＮＢの信号レベルを上昇させる。
【００８６】
　図２４（ａ）、（ｂ）を参照して、プルダウンＢ回路５１、プルアップＢ回路５２の構
成の一例を説明する。図２４（ａ）は、本発明に係るプルダウンＢ回路５１の構成の一例
を示す図である。図２４（ｂ）は、本発明に係るプルアップＢ回路５２の構成の一例を示
す図である。
【００８７】
　図２４（ａ）を参照して、プルダウンＢ回路５１は、ソースがＧＮＤに接続され、ドレ
インが反転入力信号ＩＮＢに接続され、ゲートにテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｄが供給されるＮ
ＭＯＳトランジスタＮ３１を備える。図２４（ｂ）を参照して、プルアップＢ回路５２は
、ソースが電源（ＶＤＤ）に接続され、ドレインが反転入力信号ＩＮＢに接続され、ゲー
トにテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｕが供給されるＰＭＯＳトランジスタＰ３１を備える。
【００８８】
　本実施の形態におけるテスト回路１０２は、プルダウンＢ回路５１及びプルアップＢ回
路５２によって、反転入力信号ＩＮＢの電圧レベルを所定の値（ここではＶｕｐ）引き上
げ、あるいは所定の値（ここではＶｄｗ）引き下げることで、差動入力回路１０の動作マ
ージンを意図的に小さくしている。これにより、従来では不良回路として検出できなかっ
た動作マージンの小さな差動入力回路を検出することが可能となる。
【００８９】
　（動作）
　図２５を参照して、第３の実施の形態における差動入力回路に対する入出力特性テスト
の動作の詳細を説明する。図２５は、第３の実施の形態において、通常モード時、及びテ
ストモード時における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの信号レベルを示すタイミングチャー
トである。
【００９０】
　図２５を参照して、通常モード時（ここでは時刻Ｔ１～Ｔ３）、テスト信号生成回路２
２は、ローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｄ、ハイレベルのＴＥＳＴ＿Ｕを出力する。Ｎ
ＭＯＳトランジスタＮ３１は、ローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｄに応じてオフ状態と
なり、ＰＭＯＳトランジスタＰ３１は、ハイレベルのＴＥＳＴ＿Ｕに応じてオフ状態とな
る。これにより、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの信号レベルは変更されずに差動入力回路
１０に入力される。従って、通常モード時、差動入力回路１０は、通常動作を行なう。こ
こで、通常動作モードにおける差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢのハイレベルの電圧（信号レ
ベル）をＶＨ、ローレベルの電圧（信号レベル）をＶＬとすると、差動入力信号ＩＮＴ、
ＩＮＢの入力差電圧Ｖｄ１は、最大ＶＨ－ＶＬとなる。ただし、非反転入力信号ＩＮＴと
反転入力信号ＩＮＢとの電圧差の絶対値を入力差電圧Ｖｄ１とする。
【００９１】
　次に、テストモード時（ここでは時刻Ｔ３～Ｔ７）の動作を説明する。本実施の形態で
は反転入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴのどちらか一方の信号レベルが制御される
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。本一例では、時刻Ｔ３～Ｔ５の間において反転入力信号ＩＮＢの信号レベルが引き下げ
られ（プルダウン期間）、時刻Ｔ５～Ｔ７の間において反転入力信号ＩＮＢの信号レベル
が引き上げられる（プルアップ期間）。
【００９２】
　時刻Ｔ３～Ｔ５の間、テスト信号生成回路２２は、共にハイレベルのテスト信号ＴＥＳ
Ｔ＿Ｄ、ＴＥＳＴ＿Ｕを出力する。ハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｄに応じてＮＭＯ
ＳトランジスタＮ３１はオンとなり、ハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｕに応じてＰＭ
ＯＳトランジスタウＰ３１はオフ状態となる。これにより、プルダウンＢ回路５１は、オ
ン抵抗によって決定する電圧Ｖｄｗだけ反転入力信号ＩＮＢの信号レベル（電圧）を引き
下げる。すなわち、反転入力信号ＩＮＢのハイレベルの電圧はＶＨからＶｄｗだけ引き下
がり（時刻Ｔ３～Ｔ４）、ローレベルの電圧はＶＬからＶｄｗだけ引き下がる（時刻Ｔ４
～Ｔ５）。一方、非反転入力信号ＩＮＴの信号レベル（電圧）は通常モードと同じ信号レ
ベルを維持する。
【００９３】
　以上のことから、時刻Ｔ３～Ｔ４の間における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電
圧Ｖｄ４（絶対値）は、通常モードにおける入力差電圧Ｖｄ１よりＶｄｗだけ小さくなる
。
【００９４】
　同様に、時刻Ｔ５～Ｔ７の間、テスト信号生成回路２２は、共にローレベルのテスト信
号ＴＥＳＴ＿Ｄ、ＴＥＳＴ＿Ｕを出力する。ローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｄに応じ
てＮＭＯＳトランジスタＮ３１はオフ状態となり、ローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｕ
に応じてＰＭＯＳトランジスタウＰ３１はオンとなる。これにより、プルアップＢ回路５
２は、オン抵抗によって決定する電圧Ｖｕｐだけ反転入力信号ＩＮＢの信号レベル（電圧
）を引き上げる。すなわち、反転入力信号ＩＮＢのローレベルの電圧はＶＬからＶｕｐだ
け引き上り（時刻Ｔ５～Ｔ６）、ハイレベルの電圧はＶＨからＶｕｐだけ引き上がる（時
刻Ｔ６～Ｔ７）。一方、非反転入力信号ＩＮＴの信号レベル（電圧）は通常モードと同じ
信号レベルを維持する。
【００９５】
　以上のことから、時刻Ｔ５～Ｔ６の間における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電
圧Ｖｄ４は、通常モードにおける入力差電圧Ｖｄ１よりＶｕｐだけ小さくなる。
【００９６】
　本実施の形態では、テスト時における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧を、通
常動作時における入力差電圧Ｖｄ１より電圧Ｖｄｗ又は電圧Ｖｕｐだけ小さいＶｄ４とす
ることで、動作マージンを強制的に小さくしている。これにより、動作マージンが小さい
差動入力回路を不良回路として検出できる。
【００９７】
　第３の実施の形態における差動入力回路に対するテスト動作の詳細は、第１の実施の形
態と第２の実施の形態とを組み合せた動作となるので説明を省略する。
【００９８】
　本実施の形態におけるテスト回路１０２は、通常動作時における入力差電圧Ｖｄ１より
小さい入力差電圧Ｖｄ４でテストを行なう。検出したい入力電圧オフセットＶｏｆｆより
も入力差電圧Ｖｄ４を小さく設定することで、当該入力差電圧Ｖｄ４よりも大きな入力電
圧オフセットＶｏｆｆが生じた差動入力回路を不良回路として検出することができる。又
、差動入力信号の変動の許容範囲（入力差電圧の許容範囲）に応じて、入力差電圧Ｖｄ４
を設定することで、許容範囲以内で変動する差動入力信号によって誤動作する差動入力回
路を不良回路として検出することができる。
【００９９】
　以上のように、第３の実施の形態におけるテスト回路１０２は、テストモード時、反転
入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴの一方のみの信号レベルを上下させることで、差
動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧を通常時よりも小さくする。これにより、差動入
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力回路１０の動作マージンを小さくしてテストを行なうことができる。本発明によれば、
差動入力回路１０の動作マージンを低下させて入出力特性のテストを行なうため、入力電
圧オフセットＶｏｆｆが、通常動作時の入力差電圧Ｖｄ１より小さいがその値に近接して
いるような動作不安定な差動入力回路を、不良回路として検出することができる。又、本
発明では、プルダウンＢ回路５１及びプルアップＢ回路５２の駆動力を変更することで、
入力差電圧Ｖｄ４を任意の値に設定することができる。これにより、検出可能な不良回路
における入力電圧オフセットＶｏｆｆの大きさを任意に設定することができる。
【０１００】
　上述の例では、反転入力信号ＩＮＢのみを変動させてテストする例について説明したが
、非反転入力信号ＩＮＴのみを上下に変動させてテストを行なっても構わない。
【０１０１】
　又、本実施の形態では、差動入力回路１０として電圧比較回路を一例に説明したが、電
流比較回路でも同様に、入力差電流を変更して動作マージンを小さくし、動作不安定の差
動入力回路１０を不良回路として検出できる。すなわち、入力電圧を入力電流に置き換え
て上述の動作を電流比較回路に適用することで、同様の動作と効果を得ることができる。
【０１０２】
　４．第４の実施の形態
　図２６から図２９を参照して、本発明による差動入力回路１０に対する入出力特性テス
ト及びテスト回路の第４の実施の形態を説明する。第４の形態におけるテスト回路は、反
転入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴの両方の信号レベルを変動させることで差動入
力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧を小さくしてテスト時における動作マージンを小さく
する。
【０１０３】
　（構成）
　先ず、図２６及び図２７（ａ）、（ｂ）を参照して、第４の実施の形態におけるテスト
回路の構成を説明する。図２６は、第４の実施の形態におけるテスト回路の構成を示す図
である。第４の実施の形態におけるテスト回路１０３は、差動入力回路１０に接続され、
テスト信号生成回路２３及びスイッチ回路６０（ＳＢＴ）を備える。テスト信号生成回路
２３は、差動入力回路１０が搭載されるチップの外部に設けられても良い。この場合、テ
スト信号生成回路２３は、テスト用の端子を介してテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｓをスイッチ回
路６０に入力する。又、スイッチ回路６０は、差動入力回路１０が搭載されるチップ内に
設けられることが好ましいが、外部に設けられても良い。
【０１０４】
　スイッチ回路６０は、反転入力信号ＩＮＢが供給される信号線（以下、信号線ＩＮＢと
称す）と非反転入力ＩＮＴが供給される信号線（以下、信号線ＩＮＴと称す）との間に接
続される。スイッチ回路６０は、テスト信号生成回路２３からのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｓ
に応じて、信号線ＩＮＢと信号線ＩＮＴとの接続を制御する。
【０１０５】
　図２７（ａ）、（ｂ）を参照して、スイッチ回路６０の構成の一例を説明する。図２７
（ａ）は、本発明に係るスイッチ回路６０の構成の一例を示す図である。図２７（ｂ）は
、本発明に係るスイッチ回路６０の構成の他の一例を示す図である。
【０１０６】
　図２７（ａ）を参照して、スイッチ回路６０は、ソース及びドレインが信号線ＩＮＢと
信号線ＩＮＴとの間に接続され、ゲートにテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｓが供給されるＮＭＯＳ
トランジスタＮ４１を備える。あるいは、図２７（ｂ）を参照して、スイッチ回路６０は
、ソース及びドレインが信号線ＩＮＢと信号線ＩＮＴとの間に接続され、ゲートにテスト
信号ＴＥＳＴ＿Ｓが供給されるＰＭＯＳトランジスタＰ４１を備える。両者とも、テスト
信号ＴＥＳＴ＿Ｓの信号レベルに応じてオンオフが制御され、信号線ＩＮＢと信号線ＩＮ
Ｔとの間の接続を制御する。この際、スイッチ回路６０内のトランジスタのオン抵抗によ
って、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧が決定する。
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【０１０７】
　本実施の形態におけるテスト回路１０３は、スイッチ回路６０によって、信号線ＩＮＢ
と信号線ＩＮＴを接続することで、入力差電圧を小さくし、差動入力回路１０の動作マー
ジンを意図的に小さくしている。これにより、従来では不良回路として検出できなかった
動作マージンの小さな差動入力回路を検出することが可能となる。
【０１０８】
　（動作）
　図２８及び図２９を参照して、第４の実施の形態における差動入力回路に対する入出力
特性テストの動作の詳細を説明する。図２８は、第４の実施の形態において、通常モード
時、及びテストモード時における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの信号レベルを示すタイミ
ングチャートである。ここでは、図２７（ａ）に示すＮＭＯＳトランジスタを利用したス
イッチ回路６０によるテスト動作を説明する。
【０１０９】
　図２８を参照して、通常モード時（ここでは時刻Ｔ１～Ｔ３）、テスト信号生成回路２
３は、ローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｓを出力する。ＮＭＯＳトランジスタＮ４１は
、ローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｓに応じてオフ状態となるため、差動入力信号ＩＮ
Ｔ、ＩＮＢの信号レベルは変更されずに差動入力回路１０に入力される。これにより、差
動入力回路１０は、通常動作を行なう。ここで、通常動作モードにおける差動入力信号Ｉ
ＮＴ、ＩＮＢのハイレベルの電圧（信号レベル）をＶＨ、ローレベルの電圧（信号レベル
）をＶＬとすると、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧Ｖｄ１は、最大ＶＨ－ＶＬ
となる。ただし、非反転入力信号ＩＮＴと反転入力信号ＩＮＢとの電圧差の絶対値を入力
差電圧Ｖｄ１とする。
【０１１０】
　次に、テストモード時（ここでは時刻Ｔ３～Ｔ５）の動作を説明する。時刻Ｔ３～Ｔ５
の間、テスト信号生成回路２３は、ハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｓを出力する。ハ
イレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿Ｓに応じてＮＭＯＳトランジスタＮ４１はオンとなり、
信号線ＩＮＢと信号線ＩＮＴは、ＮＭＯＳトランジスタＮ４１のオン抵抗を介して電気的
に接続される。時刻Ｔ３～Ｔ４の間、ハイレベルＶＨの非反転入力信号ＩＮＴの信号レベ
ルはローレベルＶＬの信号線ＩＮＢによってＶｄｗだけ引き下げられ、ローレベルＶＬの
反転入力信号ＩＮＢの信号レベルはハイレベルＶＨの信号線ＩＮＴによってＶｕｐだけ引
き上げられる。これにより、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧はＶｄ１より小さ
いＶｄ５となる。同様に、時刻Ｔ４～Ｔ５の間、ハイレベルＶＨの反転入力信号ＩＮＢの
信号レベルはローレベルＶＬの信号線ＩＮＴによってＶｄｗだけ引き下げられ、ローレベ
ルＶＬの非反転入力信号ＩＮＴの信号レベルはハイレベルＶＨの信号線ＩＮＢによってＶ
ｕｐだけ引き上げられる。これにより、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧はＶｄ
１より小さいＶｄ５となる。
【０１１１】
　以上のことから、テストモードの期間中（時刻Ｔ３～Ｔ５）における差動入力信号ＩＮ
Ｔ、ＩＮＢの入力差電圧Ｖｄ５（絶対値）は、通常モードにおける入力差電圧Ｖｄ１より
Ｖｕｐ＋Ｖｕｐだけ小さくなる。
【０１１２】
　同様に、時刻Ｔ５～Ｔ７の間、テスト信号生成回路２３は、ハイレベルのテスト信号Ｔ
ＥＳＴ＿Ｂ、ローレベルのＴＥＳＴ＿Ｔを出力する。ハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿
Ｂに応じてＰＭＯＳトランジスタＰ２１はオフとなるため、反転入力信号ＩＮＢの信号レ
ベル（電圧）は通常モードと同じ信号レベルとなる。一方、ローレベルのテスト信号ＴＥ
ＳＴ＿Ｔに応じてＰＭＯＳトランジスタＰ２２はオンとなるため、プルアップＴ回路４２
は、抵抗Ｒ２２で決定する電圧Ｖｕｐだけ非反転入力信号ＩＮＴの信号レベル（電圧）を
引き上げる。これにより、非反転入力信号ＩＮＴのハイレベルの電圧はＶＨからＶｕｐだ
け引き上り（時刻Ｔ５～Ｔ６）、ローレベルの電圧はＶＬからＶｕｐだけ引き上がる（時
刻Ｔ６～Ｔ７）。
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【０１１３】
　以上のことから、時刻Ｔ６～Ｔ７の間における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電
圧Ｖｄ５は、通常モードにおける入力差電圧Ｖｄ１よりＶｕｐ＋Ｖｄｗだけ小さくなる。
【０１１４】
　本実施の形態では、テスト時における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧を、通
常動作時における入力差電圧Ｖｄ１より電圧Ｖｕｐ＋Ｖｄｗだけ小さいＶｄ５とすること
で、動作マージンを強制的に小さくしている。これにより、動作マージンが小さい差動入
力回路を不良回路として検出できる。
【０１１５】
　図２９を参照して、差動入力回路１０に正常な差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが入力した
時の第４の実施の形態におけるテスト結果（入出力特性）を説明する。図２９は、入力電
圧オフセットが生じた差動入力回路１０に正常な差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが入力した
時の第４の実施の形態におけるテスト結果を示す図である。ここでは、図示しない外部回
路から図４と同じ差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが出力されるものとする。このため、通常
モード時、図４と同じ出力信号ＯＵＴが期待値として出力される。
【０１１６】
　図２９を参照して、テストモードにおける全期間、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力
差電圧は通常時における入力差電圧Ｖｄ１より小さいＶｄ５となる。すなわちテストモー
ド期間中の実効入力差電圧はＶｄ５－Ｖｏｆｆとなる。ここで、入力電圧オフセットが、
入力差電圧Ｖｄ５より大きい場合（Ｖｄ５－Ｖｏｆｆ＜０）、実効的な反転入力信号と非
反転入力信号の信号レベルは反転する。この場合、図２９に示すように、出力信号ＯＵＴ
は全期間において期待値の反転値となる。詳細には、時刻Ｔ１以前及び時刻Ｔ２以降にお
ける出力信号ＯＵＴの信号レベルは、期待値のローレベルからハイレベルに反転する。又
、時刻Ｔ１～Ｔ２における出力信号ＯＵＴの信号レベルは、期待値のハイレベルからロー
レベルに反転する。このように、入力電圧オフセットＶｏｆｆが入力差電圧Ｖｄ５より大
きい場合、出力信号ＯＵＴの信号レベルは、期待値を反転したレベルとなるため、当該差
動入力回路を不良回路として検出することができる。
【０１１７】
　本発明では、スイッチ回路６０によって、信号線ＩＮＴと信号線ＩＮＢを電気的に接続
することによって、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧を、通常動作時における入
力差電圧Ｖｄ１よりも小さい入力差電圧Ｖｄ５とし、差動入力回路１０の動作マージンを
強制的に小さくしてテストを行なっている。すなわち、本発明では、実効的な反転入力信
号と非反転入力信号の信号レベルを通常動作時よりも反転しやすくしてテストが行われる
。これにより、入力電圧オフセットによって動作マージンが小さくなり、動作が不安定な
差動入力回路を不良回路として検出することができる。
【０１１８】
　本発明によれば、差動入力回路１０の動作マージンを低下させて入出力特性のテストを
行なうため、入力電圧オフセットＶｏｆｆが、通常動作時の入力差電圧Ｖｄ１より小さい
がその値に近接しているような動作不安定な差動入力回路を、不良回路として検出するこ
とができる。又、本発明では、スイッチ回路６０におけるオン抵抗を変更することで、入
力差電圧Ｖｄ５を任意の値に設定することができる。これにより、検出可能な不良回路に
おける入力電圧オフセットＶｏｆｆの大きさを任意に設定することができる。
【０１１９】
　上述の例では、スイッチ回路６０としてＮＭＯＳトランジスタを利用した例を説明した
が、図２７（ｂ）に示すＰＭＯＳトランジスタを利用しても、同様に入力差電圧を小さく
してテストを行なうことができる。この場合、テスト信号ＴＥＳＴ＿Ｓの信号レベルを反
転させてスイッチ動作を制御することは言うまでもない。
【０１２０】
　又、本実施の形態では、差動入力回路１０として電圧比較回路を一例に説明したが、電
流比較回路でも同様に、入力差電流を変更して動作マージンを小さくし、動作不安定の差
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動入力回路１０を不良回路として検出できる。すなわち、入力電圧を入力電流に置き換え
て電流比較回路に適用することで、同様の動作と効果を得ることができる。
【０１２１】
　５．第５の実施の形態
　図３０から図３４を参照して、本発明による差動入力回路１０に対する入出力特性テス
ト及びテスト回路の第５の実施の形態を説明する。第５の形態におけるテスト回路は、反
転入力信号ＩＮＢと非反転入力信号ＩＮＴの両方の信号レベル（電流値）を変動させるこ
とで差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電圧を小さくしてテスト時における動作マージ
ンを小さくする。
【０１２２】
　（構成）
　先ず、図３０及び図３１を参照して、第５の実施の形態におけるテスト回路の構成を説
明する。図３０は、第５の実施の形態におけるテスト回路の構成を示す図である。第５の
実施の形態におけるテスト回路１０４は、差動入力回路１０に接続され、テスト信号生成
回路２４、レベル生成回路２５、電流制御回路７０（ＬＶＢＴ）を備える。テスト信号生
成回路２４及びレベル生成回路２５は、差動入力回路１０が搭載されるチップの外部に設
けられても良い。この場合、テスト信号生成回路２４は、テスト用の端子を介してテスト
信号ＴＥＳＴ＿ＬＢ、ＴＥＳＴ＿ＬＴを電流制御回路７０に入力する。同様に、レベル生
成回路２５は、テスト用の端子を介してレベル信号ＨＶ、ＬＶを電流制御回路７０に入力
する。又、電流制御回路７０は、差動入力回路１０が搭載されるチップ内に設けられるこ
とが好ましいが、外部に設けられても良い。
【０１２３】
　レベル生成回路２５は、信号レベル（電圧）の異なる２つのレベル信号ＨＶ、ＬＶを電
流制御回路７０に出力する。レベル信号ＨＶは一定の電圧ＨＶを示し、レベル信号ＬＶは
一定の電圧ＬＶを示す。レベル生成回路は、ＨＶ＞ＬＶに設定する。
【０１２４】
　電流制御回路７０は、テスト信号ＴＥＳＴ＿ＬＶ、ＴＥＳＴ＿ＬＶＢによって選択され
たテスト信号に応じて、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの信号レベル（ここでは電流値）を
変動させる。
【０１２５】
　図３１は、電流制御回路７０の実施の形態における構成を示す図である。図３１を参照
して、電流制御回路７０は、ＮＭＯＳトランジスタＮ５１、Ｎ５２、Ｎ５３、Ｎ５４を備
える。ＮＭＯＳトランジスタＮ５１のソース及びドレインは、反転入力信号ＩＮＢが供給
される差動入力回路１０側の入力端子７１と、負荷回路（抵抗Ｒ５１）との間に接続され
る。ＮＭＯＳトランジスタＮ５１は、ゲートに入力されるレベル信号に応じて反転入力信
号ＩＮＢの電流量を制御する。ＮＭＯＳトランジスタＮ５２のソース及びドレインは、非
反転入力信号ＩＮＴが供給される差動入力回路１０側の入力端子７２と、負荷回路（抵抗
Ｒ５２）との間に接続される。ＮＭＯＳトランジスタＮ５２は、ゲートに入力されるレベ
ル信号に応じて反転入力信号ＩＮＴの電流量を制御する。尚、負荷回路（抵抗Ｒ５１、Ｒ
５２）は、メモリセルに例示される。
【０１２６】
　ＮＭＯＳトランジスタＮ５３は、ゲートに供給されるテスト信号ＴＥＳＴ＿ＬＶに応じ
てレベル信号ＨＶが供給される端子（以下、端子ＨＶと称す）とＮＭＯＳトランジスタＮ
５１、５２のゲートとの電気的接続を制御する。ＮＭＯＳトランジスタＮ５４は、ゲート
に供給されるテスト信号ＴＥＳＴ＿ＬＶＢに応じてレベル信号ＬＶが供給される端子（以
下、端子ＬＶと称す）とＮＭＯＳトランジスタＮ５１、５２のゲートとの電気的接続を制
御する。
【０１２７】
　尚、テスト信号ＴＥＳＴ＿ＬＶとテスト信号ＴＥＳＴ＿ＬＶＢは互いに相補（逆相）の
関係にある。このため、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの信号レベルを制御するＮＭＯＳト



(23) JP 2010-187047 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

ランジスタＮ５１、Ｎ５２には、テスト信号ＴＥＳＴ＿ＬＶ、ＴＥＳＴ＿ＬＶＢによって
選択されたレベル信号ＨＶ、ＬＶのどちらか一方が供給されることとなる。
【０１２８】
　本実施の形態におけるテスト回路１０４は、電流制御回路７０によって、入力端子７１
、７２と負荷回路（抵抗Ｒ５１、５２）との間の抵抗値を制御することで、差動入力信号
ＩＮＴ、ＩＮＢの信号レベル（電流値）を変動させる。これにより、差動入力信号ＩＮＴ
、ＩＮＢの入力電流を小さくし、差動入力回路１０の動作マージンを意図的に小さくし、
従来では不良回路として検出できなかった動作マージンの小さな差動入力回路を検出する
ことが可能となる。
【０１２９】
　（動作）
　図３２から図３４を参照して、第５の実施の形態における差動入力回路に対する入出力
特性テストの動作の詳細を説明する。図３２は、第５の実施の形態において、通常モード
時、及びテストモード時における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの信号レベルを示すタイミ
ングチャートである。以下では、差動入力回路１０が電流比較回路である場合の動作を説
明する。
【０１３０】
　図３２を参照して、通常モード時（ここでは時刻Ｔ１～Ｔ３）、テスト信号生成回路２
４は、ローレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿ＬＶ（ハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿ＬＶ
Ｂ）を出力する。これにより、ＮＭＯＳトランジスタＮ５３はオン、ＮＭＯＳトランジス
タＮ５４はオフとなり、ＮＭＯＳトランジスタＮ５１、Ｎ５２のゲートにハイレベルのレ
ベル信号ＨＶが供給される。ＮＭＯＳトランジスタＮ５１、Ｎ５２のゲートがＨＶにバイ
アスされることで、抵抗Ｒ５１、Ｒ５２にはそれぞれＶＨ－ＶＴＮの電圧が印加される（
ただし、ＶＴＮはＮＭＯＳトランジスタＮ５１、Ｎ５２の閾値電圧）。このため、抵抗Ｒ
５１には（ＶＨ－ＶＴＮ）／Ｒ５１の電流が流れ、抵抗Ｒ５２には（ＶＨ－ＶＴＮ）／Ｒ
５２の電流が流れる。すなわち、反転入力信号ＩＮＢの電流は（ＶＨ－ＶＴＮ）／Ｒ５１
となり、非反転入力信号ＩＮＴの電流は（ＶＨ－ＶＴＮ）／Ｒ５２となる。
【０１３１】
　ここで、通常動作モードにおける差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢのハイレベルの信号レベ
ル（電流値）をＩＨ、ローレベルの信号レベル（電流値）をＩＬとする。時刻Ｔ１～Ｔ２
の間、反転入力信号ＩＮＢがハイレベルＩＨ、非反転入力信号ＩＮＴがローレベルＩＬで
ある場合、すなわちＲ５１＜Ｒ５２である場合、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電
流Ｉｄ１は（ＶＨ－ＶＴＮ）／Ｒ５１－（ＶＨ－ＶＴＮ）／Ｒ５２で表される。又、時刻
Ｔ２～Ｔ３の間、反転入力信号ＩＮＢがローレベルＩＬ、非反転入力信号ＩＮＴがハイレ
ベルＩＨである場合、すなわちＲ５２＜Ｒ５１である場合、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢ
の入力差電流Ｉｄ１は（ＶＨ－ＶＴＮ）／Ｒ５２－（ＶＨ－ＶＴＮ）／Ｒ５１で表される
。
【０１３２】
　次に、テストモード時（ここでは時刻Ｔ３～Ｔ５）の動作を説明する。時刻Ｔ３～Ｔ５
の間、テスト信号生成回路２３は、ハイレベルのテスト信号ＴＥＳＴ＿ＬＶ（ローレベル
のテスト信号ＴＥＳＴ＿ＬＶＢ）を出力する。これにより、ＮＭＯＳトランジスタＮ５３
はオフ、ＮＭＯＳトランジスタＮ５４はオンとなり、ＮＭＯＳトランジスタＮ５１、Ｎ５
２のゲートにローレベルのレベル信号ＨＬが供給される。ＮＭＯＳトランジスタＮ５１、
Ｎ５２のゲートがＬＶにバイアスされることで、抵抗Ｒ５１、Ｒ５２にはそれぞれＶＬ－
ＶＴＮの電圧が印加される。このため、抵抗Ｒ５１には（ＬＬ－ＶＴＮ）／Ｒ５１の電流
が流れ、抵抗Ｒ５２には（ＬＬ－ＶＴＮ）／Ｒ５２の電流が流れる。すなわち、反転入力
信号ＩＮＢの電流は（ＬＬ－ＶＴＮ）／Ｒ５１となり、非反転入力信号ＩＮＴの電流は（
ＬＬ－ＶＴＮ）／Ｒ５２となる。
【０１３３】
　時刻Ｔ３～Ｔ４の間、反転入力信号がハイレベルＩＨ、非反転入力信号がローレベルＩ
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Ｌである場合、すなわちＲ５１＜Ｒ５２である期間、入力差電流Ｉｄ２は、（ＶＬ－ＶＴ
Ｎ）／Ｒ５１－（ＶＬ－ＶＴＮ）／Ｒ５２となる。ここで、Ｒ５１＜Ｒ５２である期間に
おける通常モード時の入力差電流Ｉｄ１とテストモード時の入力差電流Ｉｄ２とを比較す
ると、その差Ｉｄ１－Ｉｄ２は、（ＶＨ－ＶＬ）×（１／Ｒ５１－１／Ｒ５２）となる。
ここでＶＨ＞ＶＬ、１／Ｒ５１＞１／Ｒ５２であるため、Ｉｄ１－Ｉｄ２＞０となる。す
なわち、テストモード時の入力差電流Ｉｄ２は、通常モード時の入力差電流Ｉｄ１に対し
（ＶＨ－ＶＬ）×（１／Ｒ５１－１／Ｒ５２）だけ小さくなっている。
【０１３４】
　時刻Ｔ４～Ｔ５の間、反転入力信号がローレベルＩＬ、非反転入力信号がハイレベルＩ
Ｈである場合、すなわちＲ５２＜Ｒ５１である期間にテストモードに設定されると、入力
差電流Ｉｄ１は、（ＶＬ－ＶＴＮ）／Ｒ５２－（ＶＬ－ＶＴＮ）／Ｒ５１となる。この期
間においても、上述と同様に、テストモード時の入力差電流Ｉｄ２は、通常モード時の入
力差電流Ｉｄ１に対し（ＶＨ－ＶＬ）×（１／Ｒ５２－１／Ｒ５１）だけ小さくなってい
る。
【０１３５】
　以上のことから、テストモード期間中（時刻Ｔ３～Ｔ５）、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮ
Ｂの入力差電流は、通常動作時における入力差電流Ｉｄ１よりも小さいＩｄ２となる。
【０１３６】
　本実施の形態では、テスト時における差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力差電流を、通
常動作時における入力差電流Ｉｄ１より小さいＩｄ１とすることで、動作マージンを強制
的に小さくしている。これにより、動作マージンが小さい差動入力回路を不良回路として
検出できる。
【０１３７】
　図３３及び図３４を参照して、差動入力回路１０に正常な差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢ
が入力した時の第５の実施の形態におけるテスト結果（入出力特性）を説明する。図３３
は、正常な電流比較回路１２に正常な差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが入力した時の入出力
特性を示す図である。図３３を参照して、差動入力回路１０は、非反転入力信号ＩＮＴの
電圧レベルが反転入力信号ＩＮＢより高く、入力差電流がＩｄ１のとき（時刻Ｔ１～Ｔ２
）、ハイレベルの出力信号ＯＵＴを出力する。又、差動入力回路１０は、反転入力信号Ｉ
ＮＴの電圧レベルが反転入力信号ＩＮＢより低く、入力差電流がＩｄ１のとき（時刻Ｔ１
以前及び時刻Ｔ２以降）、ローレベルの出力信号ＯＵＴを出力する。
【０１３８】
　図３４は、入力電流オフセットが生じた差動入力回路１０に正常な差動入力信号ＩＮＴ
、ＩＮＢが入力した時の第５の実施の形態におけるテスト結果を示す図である。ここでは
、図示しない外部回路から図３３と同じ差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢが出力されるものと
する。このため、通常モード時、図３３と同じ出力信号ＯＵＴが期待値として出力される
。
【０１３９】
　図３４を参照して、テストモードにおける全期間、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢの入力
差電流は通常時における入力差電流Ｉｄ１より小さいＩｄ２となる。すなわちテストモー
ド期間中の実効入力差電流はＩｄ２－Ｉｏｆｆとなる。ただし、Ｉｏｆｆは差動入力回路
１０に生じた入力電流オフセットＩｏｆｆを示す。ここで、入力電流オフセットＩｏｆｆ
が、入力差電流Ｉｄ２より大きい場合（Ｉｄ２－Ｉｏｆｆ＜０）、実効的な反転入力信号
と非反転入力信号の信号レベルは反転する。この場合、図３４に示すように、出力信号Ｏ
ＵＴは全期間において期待値の反転値となる。詳細には、時刻Ｔ１以前及び時刻Ｔ２以降
における出力信号ＯＵＴの信号レベルは、期待値のローレベルからハイレベルに反転する
。又、時刻Ｔ１～Ｔ２における出力信号ＯＵＴの信号レベルは、期待値のハイレベルから
ローレベルに反転する。このように、入力電流オフセットＩｏｆｆが、テスト回路１０３
によって小さくされた入力差電流Ｉｄ２より大きい場合、出力信号ＯＵＴの信号レベルは
、期待値を反転したレベルとなるため、当該差動入力回路を不良回路として検出すること
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【０１４０】
　本発明では、電流制御回路７０によって、入力端子７１、７２と負荷回路（抵抗Ｒ５１
、Ｒ５２）との間に流れる電流量を制御することによって、差動入力信号ＩＮＴ、ＩＮＢ
の入力差電流を、通常動作時における入力差電流Ｉｄ１よりも小さい入力差電流Ｉｄ２と
し、差動入力回路１０の動作マージンを強制的に小さくしてテストを行なっている。すな
わち、本発明では、実効的な反転入力信号と非反転入力信号の信号レベルを通常動作時よ
りも反転しやすくしてテストが行われる。これにより、入力電流オフセットによって動作
マージンが小さくなり、動作が不安定な差動入力回路を不良回路として検出することがで
きる。
【０１４１】
　本発明によれば、差動入力回路１０の動作マージンを低下させて入出力特性のテストを
行なうため、入力電流オフセットＩｏｆｆが、通常動作時の入力差電流Ｉｄ１より小さい
がその値に近接しているような動作不安定な差動入力回路を、不良回路として検出するこ
とができる。又、本発明では、電流制御回路７０におけるオン抵抗を変更することで、入
力差電流Ｉｄ２を任意の値に設定することができる。これにより、検出可能な不良回路に
おける入力電流オフセットＩｏｆｆの大きさを任意に設定することができる。
【０１４２】
　上述の例では、電流制御回路７０としてＮＭＯＳトランジスタを利用した例を説明した
が、ＰＭＯＳトランジスタを利用しても、同様に入力差出流を小さくしてテストを行なう
ことができる。この場合、テスト信号ＴＥＳＴ＿ＬＶの信号レベルを反転させてスイッチ
動作を制御することは言うまでもない。
【０１４３】
　又、本実施の形態では、差動入力回路１０として電流比較回路を一例に説明したが、電
圧比較回路でも同様に、入力差電圧を変更して動作マージンを小さくし、動作不安定の差
動入力回路１０を不良回路として検出できる。すなわち、入力電流を入力電圧に置き換え
て電圧比較回路に適用することで、同様の動作と効果を得ることができる。
【０１４４】
　以上、本発明の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成は上記実施の形態に限られ
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の変更があっても本発明に含まれる。
【符号の説明】
【０１４５】
　１０：差動入力回路
　１１：電圧比較回路
　１２：電流比較回路
　２０、２１、２２、２３、２４：テスト信号生成回路
　２５：レベル生成回路
　３１：プルダウンＢ回路（ＰＤＢ）
　３２：プルダウンＴ回路（ＰＤＴ）
　４１：プルアップＢ回路（ＰＵＢ）
　４２：プルアップＴ回路（ＰＵＴ）
　５１：プルダウンＢ回路（ＰＤＢ）
　５２：プルアップＢ回路（ＰＵＢ）
　６０：スイッチ回路（ＳＢＴ）
　７０：電流制御回路（ＬＶＢＴ）
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