
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
異なる閾値電圧を有するトランジスタを用いて構成された複数の発振用インバータを含み
、いずれか１つの発振用インバータが選択使用される発振用インバータ群と、
前記発振用インバータ群の出力側と入力側に接続された水晶振動子を有し、前記発振用イ
ンバータ群の出力信号を位相反転して、前記発振用インバータ群にフィードバック入力す
るフィードバック回路と、
前記発振用インバータ群から、いずれか１つの発振用インバータを選択する選択回路と、
を含む発振回路であって、
前記発振回路は、テスト回路と同一の基板上に形成され、
前記水晶振動子を搭載していない状態で、前記テスト回路にて、前記各発振用インバータ
を選択し、該夫々の発振用インバータのショート電流を測定することにより、前記発振用
インバータ群の中から１つの発振用インバータを特定し、前記選択回路にて前記発振用イ
ンバータを選択するものであることを特徴とする発振回路。
【請求項２】
請求項１において、
前記テスト回路は、テスト用パッドと接続され、前記テスト用パッドへの印加電圧が制御
されることによって、前記テスト回路を介して、前記各発振用インバータを選択すること
を特徴とする発振回路。
【請求項３】
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異なる閾値電圧を有するトランジスタを用いて構成された複数の発振用インバータを含み
、いずれか１つの発振用インバータが選択使用される発振用インバータ群と、
前記発振用インバータ群の出力側と入力側に接続された水晶振動子を有し、前記発振用イ
ンバータ群の出力信号を位相反転して、前記発振用インバータ群にフィードバック入力す
るフィードバック回路と、
前記発振用インバータ群から、いずれか１つの発振用インバータを選択する選択回路と、
を含み、
前記選択回路は、前記発振用インバータと対応して設けられ、かつ複数のパッドと接続さ
れた、複数の単位回路を含み、
前記複数の単位回路は、夫々フューズ，不揮発性メモリ，記憶素子のうちのいずれか１つ
を含み、前記パッドへ電圧を印加することにより、前記発振用インバータを選択すること
を特徴とする発振回路。
【請求項４】
請求項１、２のいずれかにおいて、
前記選択回路は、前記発振用インバータと対応して設けられ、かつ複数のパッドと接続さ
れた、複数の単位回路を含み、
前記複数の単位回路は、夫々フューズ，不揮発性メモリ，記憶素子のうちのいずれか１つ
を含み、前記パッドへ電圧を印加することにより、前記発振用インバータを選択すること
を特徴とする発振回路。
【請求項５】
請求項１～ のいずれかにおいて、
前記発振用インバータ群は、第１の閾値電圧を有するトランジスタを含んで構成された第
１の発振用インバータと、前記第１の閾値電圧とは異なる第２の閾値電圧を有するトラン
ジスタを含んで構成された第２の発振用インバータと、前記第１及び第２の閾値電圧とは
異なる第３の閾値電圧を有するトランジスタを含んで構成された第３の発振用インバータ
とを少なくとも含むことを特徴とする発振回路。
【請求項６】
請求項１～ のいずれかにおいて、
前記各発振用インバータの電源ラインは、第１の電位側と、前記第１の電位とは電位の異
なる第２の電位側に接続され、
前記発振回路は、前記第１の電位と前記第２の電位による電位差をもって、振幅を行なう
ものであることを特徴とする発振回路。
【請求項７】
請求項 において、
前記第１の電位と前記第２の電位による電位差は、前記発振用インバータの発振停止電圧
の絶対値よりも大きいものであることを特徴とする発振回路。
【請求項８】
請求項 または において、
選択する発振用インバータに流れるショート電流が、選択する発振用インバータを構成す
るトランジスタのオン電流よりも大きいという条件を満たす範囲で、前記発振用インバー
タの選択を行なうと共に、
前記第１の電位と前記第２の電位による電位差を、最小の電圧とすることを特徴とする発
振回路。
【請求項９】
異なる閾値電圧を有するトランジスタを用いて構成された複数の発振用インバータを含み
、いずれか１つの発振用インバータが選択使用される発振用インバータ群と、
前記発振用インバータ群の出力側と入力側に接続された水晶振動子を有し、前記発振用イ
ンバータ群の出力信号を位相反転して、前記発振用インバータ群にフィードバック入力す
るフィードバック回路と、
前記発振用インバータ群から、いずれか１つの発振用インバータを選択する選択回路と、
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を含み、
選択する発振用インバータに流れるショート電流が、選択する発振用インバータを構成す
るトランジスタのオン電流よりも大きいという条件を満たす範囲で、前記発振用インバー
タの選択を行なうと共に、
前記第１の電位と前記第２の電位による電位差を、最小の電圧とすることを特徴とする発
振回路。
【請求項１０】
発振回路と、定電圧発生回路と、テスト回路とを含む半導体装置であって、
前記発振回路は、
異なる閾値電圧を有するトランジスタを用いて構成された複数の発振用インバータを含み
、いずれか１つの発振用インバータが選択使用される発振用インバータ群と、
前記発振用インバータ群における複数の発振用インバータから１つの発振用インバータを
選択する第１の選択回路と、
外付けされた水晶振動子と出力側及び入力側が接続された前記発振用インバータ群の出力
信号を位相反転して、前記発振用インバータ群にフィードバック入力するフィードバック
回路と、
を含み、
前記定電圧発生回路は、
一端側が第１の電位側、他端側が定電圧出力側に接続され、閾値電圧が夫々異なる複数の
トランジスタを含み、いずれか１つのトランジスタが選択使用される定電圧制御回路と、
前記定電圧制御回路の参照電圧が一方の端子へ入力され、他方の端子へ所与の基準電圧が
入力されたオペアンプと、
一端が前記定電圧制御回路の前記各トランジスタの他端側に接続され、他端側が第２の電
位側に接続され、前記オペアンプ出力を受けてゲート入力電圧が制御されるトランジスタ
と、
前記定電圧制御回路における複数のトランジスタから１つのトランジスタを選択する第２
の選択回路と、
を含み、
前記テスト回路は、前記発振回路および前記定電圧発生回路と夫々接続されるとともに、
前記定電圧発生回路の出力電圧をモニタするモニタ端子と、テスト用パッドと接続されて
設けられ、
検査工程において、前記モニタ端子に電圧を印加した状態で、前記テスト用パッドへの印
加電圧を制御することにより、前記テスト回路を介して前記各発振用インバータを夫々選
択して、前記各発振用インバータのショート電流を夫々測定し、
前記ショート電流測定後に、前記テスト用パッドへの印加電圧を制御することにより、前
記テスト回路を介して前記定電圧制御回路における各トランジスタを夫々選択して、前記
各トランジスタの出力電圧を前記モニタ端子にて夫々測定し、
前記発振用インバータの発振動作を確保できる範囲で、前記発振回路内の前記発振用イン
バータを前記第１の選択回路にて選択するとともに、前記定電圧発生回路内の定電圧制御
回路におけるトランジスタを前記第２の選択回路にて選択することを特徴とする半導体装
置。
【請求項１１】
請求項１～ のいずれかの発振回路を含み、前記発振回路の発振出力から動作基準信号を
形成することを特徴とする携帯用電子機器。
【請求項１２】
請求項１～ のいずれかの発振回路を含み、前記発振回路の発振出力から時計基準信号を
形成することを特徴とする時計。
【請求項１３】
請求項 の半導体装置を含み、前記発振回路の発振出力から動作基準信号を形成するこ
とを特徴とする携帯用電子機器。

10

20

30

40

50

(3) JP 3539110 B2 2004.7.7

９

９

１０



【請求項１４】
請求項 の半導体装置を含み、前記発振回路の発振出力から時計基準信号を形成するこ
とを特徴とする時計。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、発振回路、 導体装置及びそれらを具備した携帯用の電子機器および時計に
する。
【０００２】
【背景技術】
従来より、時計や携帯用の電話、コンピュータ端末などには、水晶振動子を用いた発振回
路が広く用いられている。このような携帯用の電子機器または時計では、消費電力を節約
し、電池の長寿命化を図ることが必要となる。
【０００３】
消費電力の節約という観点から、本発明者は、携帯用電子機器、特に腕時計に使用される
電子回路の消費電力を分析した。この分析により、プリント基板上に構成される電子回路
のうち、半導体装置においては発振回路部分の消費電力が他の回路部分に比べ大きな割合
を占めることが確認された。すなわち、携帯用電子機器に使用される電子回路の発振回路
部分での消費電力を節減することが、使用電池の長寿命化を図る上で効果的であることを
見出した。
【０００４】
図１１には、従来の水晶発振回路および定電圧発生回路の一例が示されている。
【０００５】
この水晶発振回路は、水晶振動子Ｘ’ｔａｌと、発振用インバータＩＮＶ０と、フィード
バック回路を構成する高抵抗Ｒｆとを含んで構成される。前記フィードバック回路は、抵
抗Ｒｆ以外に、位相補償用のコンデンサＣＤ ，ＣＧ を含んで構成され、発振用インバータ
ＩＮＶ０のドレイン出力を、１８０度位相反転されたゲート入力として発振用インバータ
ＩＮＶ０のゲートへフィードバック入力するものである。
【０００６】
従来このような水晶発振回路に用いられる発振用インバータＩＮＶ０は、一対のＰ型電界
効果トランジスタ（以下ＰＭＯＳと記す） QP０ ，Ｎ型電界効果トランジスタ（以下ＮＭＯ
Ｓと記す） QN０ を含み、各ＰＭＯＳ QP０ ，ＮＭＯＳ QN０ のゲートが入力側、ドレインが出
力側として機能するように構成されている。そして、前記各トランジスタ QP０ ， QN０ は、
そのドレイン側が互いに接続され、そのソース側がそれぞれ接地電圧Ｖ dd側，負の定電圧
Ｖ reg側に接続されている。
【０００７】
以上の構成の水晶発振回路では、発振用インバータＩＮＶ０に定電圧Ｖ regを印加すると
、前記発振用インバータＩＮＶ０の出力が１８０度位相反転されてゲートにフィードバッ
ク入力される。これにより、発振用インバータＩＮＶ０を構成するＰＭＯＳ QP０ ，ＮＭＯ
Ｓ QN０ が交互にオンオフ駆動され、水晶発振回路の発振出力が次第に増加し、ついには水
晶振動子Ｘ’ｔａｌが安定した発振動作を行なうようになる。
【０００８】
しかし、従来の水晶発振回路では、起動時にも、安定発振後にも、常にＰＭＯＳ QP０ ，Ｎ
ＭＯＳ QN０ 両トランジスタを交互にオンオフ駆動するように構成されているため、以下に
記述する問題があった。
【０００９】
従来の水晶発振回路では、安定発振後にも常にＰＭＯＳ QP０ ，ＮＭＯＳ QN０ を交互にオン
オフ駆動している。この場合、前記ＰＭＯＳ QP０ をオン駆動しているときには、水晶振動
子Ｘ’ｔａｌに充電されたエネルギーのほとんどをそのまま放電する。したがって、次の
充電サイクルにおいて、水晶振動子Ｘ’ｔａｌをはじめから充電しなければならず、本発
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明者は、この充電が、回路全体の電力消費を節減する上の大きな問題となることを見出し
た。
【００１０】
すなわち、水晶発振回路が安定して発振している状態では、水晶振動子Ｘ’ｔａｌに充電
された電力を充放電サイクルにおいて完全に放電しなくても、安定した発振状態を維持す
ることができる。しかし、従来の回路では、この充放電サイクルにおいて、水晶振動子Ｘ
’ｔａｌの充電電力をそのまま放電し、再度充電するというサイクルを繰り返していたた
め、これが回路全体の電力消費を増加させる大きな要因となっていた。
【００１１】
また、このような水晶発振回路においては、発振停止電圧の絶対値 |Ｖ sto|は、前記ＮＭ
ＯＳ QN０ の閾値電圧をＶ thn０，前記ＰＭＯＳの QP０ 閾値電圧をＶ thp０とすると、式１の
ように表わすことができる。
【００１２】
式１： |Ｖ sto|＝Ｋ・（ |Ｖ thp０ |＋Ｖ thn０）
ここで、定数Ｋは０．８～０．９であり、 |Ｖ thp０ |はＶ thp０の絶対値を示す。このよう
に、発振停止電圧Ｖ stoは、前記ＮＭＯＳトランジスタの閾値電圧Ｖ thn０，前記ＰＭＯＳ
の閾値電圧Ｖ thp０に依存する。
【００１３】
一方、定電圧発生回路は、オペアンプＯＰと、マイナス（以下－と記す）入力電圧制御用
ＰＭＯＳ QP２ とプラス（以下＋と記す）入力電圧制御用ＮＭＯＳ QN２ ，出力用ＮＭＯＳ QN

１ とを含んで構成されている。すなわち、前記オペアンプＯＰの－入力端子が、ゲートが
ドレインと接続され、かつ定電流源と電源電圧Ｖ ss間に設けられたＰＭＯＳ QP２ のドレイ
ンと接続される。さらに、前記オペアンプＯＰの＋入力端子が、ゲートがドレインと短絡
され、かつ定電流源と電源電圧Ｖ ssの間に設けられたＮＭＯＳ QN２ のドレインと接続され
ている。
【００１４】
そして、前記ＮＭＯＳ QN２ のソースとそのドレインが直列に接続され、かつ前記オペアン
プＯＰの出力をゲートに受け、ソースが電源電圧Ｖ ssと接続された、出力用のＮＭＯＳ QN

１ が設けられている。よって、前記オペアンプＯＰの出力電圧、すなわち、定電圧発生回
路の出力電圧Ｖ regは、前記ＰＭＯＳ QP２ およびＮＭＯＳ QN２ のそれぞれの閾値電圧Ｖ thp
２，Ｖ thn２の影響をそれぞれ受ける。
【００１５】
つまり、この回路の動作について以下に説明すると、前記ＰＭＯＳ QP２ に定電流が流れる
ことによって、信号線１００に前記ＰＭＯＳ QP２ の閾値電圧 |Ｖ thp２ |に依存した電圧α |
Ｖ th p２ |（α：定数）が生じる。そして、前記オペアンプＯＰとＮＭＯＳ QN１ により、
信号線１０１は、前記信号線１００と同一の電位α |Ｖ thp２ |に制御される。さらに、Ｎ
ＭＯＳ QN２ に定電流源からの電流が流れることによって、前記信号線１０１と出力ライン
１０２との間に閾値電圧Ｖ thn２に依存したαＶ thn２の電位差が生じる。よって、前記出
力ライン１０２と接地電位Ｖ ddの間には、 |Ｖ thp２ |＋Ｖ thn２に依存した定電圧α（ |Ｖ t
hp２ |＋Ｖ thn２）が生じる。
【００１６】
よって、オペアンプＯＰの出力電圧、すなわち、定電圧発生回路の出力電圧Ｖ regは、前
記ＰＭＯＳ QP２ の閾値電圧Ｖ thp２およびＮＭＯＳ QN２ の閾値電圧Ｖ thn２の影響をそれぞ
れ受ける。すなわち、定電圧 |Ｖ reg|は |Ｖ thp２ |＋Ｖ thn２に比例する。したがって、従
来の構成の水晶発振回路は、 |Ｖ thp２ |＋Ｖ thn２に依存した定電圧値Ｖ regを電源として
動作することになる。
【００１７】
したがって、従来の定電圧発生回路においては、半導体製造プロセス上で閾値電圧Ｖ thp
２及びＶ thn２の値がばらついて、 |Ｖ thp２ |もしくはＶ thn２の値が大きくなった場合で
も、定電圧 |Ｖ reg|も同時に大きくなるので、常に定電圧Ｖ regと発振停止電圧Ｖ stoの関
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係において |Ｖ reg|＞ |Ｖ sto|が保たれ、発振動作確保ができ、ＩＣの歩留りを向上するこ
とができるという利点があった。
【００１８】
そして、発振回路の低消費電力動作のために、従来は定電圧発生回路を動作させる定電流
源を、前記定電圧発生回路が動作可能な範囲で、できるだけ少なくしていた。しかしなが
ら、前述したような携帯用の機器の発展によるニーズに伴い、発振用インバータの低消費
電力化を図るために、発振動作確保（ |Ｖ reg|＞ |Ｖ sto|）を満足しつつ、定電圧 |Ｖ reg|
をできるだけ下げるということが必要となってきた。しかし、定電圧発生回路を動作させ
る定電流源からの定電流を少なくしていくと、温度変化により定電流が変動した場合の定
電圧Ｖ regの変化が大きくなる。
【００１９】
ここで、トランジスタの温度特性について、図１１に示される定電圧発生回路を用いて説
明する。この定電圧発生回路において、ＮＭＯＳ QN２ ，ＰＭＯＳ QP２ を動作させる定電流
源ＴＡ，ＴＢの電流値には温度依存性がある。すなわち、前記定電流源ＴＡ，ＴＢは、例
えば、デプリーションタイプのＰＭＯＳにより構成されている場合、定電流Ｉ Dは式２に
て表わすことができる。ここで、前記定電流源を構成するデプリーションＰＭＯＳの電流
増幅率をβとし、その閾値電圧の絶対値を |Ｖ th|とし、ゲート－ソース間電圧をＶＧ Ｓ と
する。
【００２０】
式２：ＩＤ ＝１／２・β・（ＶＧ Ｓ － |Ｖ th|）２

ここで、前記デプリーションＰＭＯＳは定電流を形成するためにゲート－ソース間が短絡
されているので、前記Ｖ GSは０Ｖとなるのでこれを代入すると、式３のようになる。
【００２１】
式３：ＩＤ ＝１／２・β・（－Ｖ th）２

式３に示されるように、定電流ＩＤ は、電源電圧には依存しない。したがって、定電流Ｉ

Ｄ は、温度依存性のある電流増幅率βと閾値電圧Ｖ thの二乗に比例するので、定電流ＩＤ

の値も、また温度変化によって変動する。
【００２２】
また、図１２にＮＭＯＳ QN２ の温度変動を表わすグラフについて示す。図１２において縦
軸は前記定電流ＩＤ を表わし、横軸はゲート－ソース間電圧ＶＧ Ｓ を表わす。グラフには
３種類の曲線が示されているが、曲線Ａは前記ＮＭＯＳ QN２ の閾値電圧が低い場合、曲線
Ｃは前記閾値電圧が高い場合、曲線Ｂは前記閾値電圧がＡとＣとの中間であった場合につ
いて示している。そして、特に図示しないが、ＰＭＯＳ QP２ も同様の特性をもっている。
つまり、このグラフからも分かるように、定電圧Ｖ regの温度変化に対する変動量は、定
電流値の変動と、前記ＮＭＯＳ QN２ の閾値電圧Ｖ thn２，ＰＭＯＳ QP２ の閾値電圧Ｖ thp２
の絶対値の夫々の変動の和となる。
【００２３】
一方、発振停止電圧Ｖ stoの温度に対する変化量については、発振停止電圧Ｖ stoは、前記
した式１に依存しているので、ＮＭＯＳ QN０ ，ＰＭＯＳ QP０ の閾値電圧の変動分のみにな
る。
【００２４】
したがって、定電圧Ｖ regの温度係数は、定電流源の変化量と、閾値電圧（ |Ｖ thp２ |＋Ｖ
thn２）の変化量となるのに対し、発振停止電圧Ｖ stoの温度係数は閾値電圧（ |Ｖ thp０ |
＋Ｖ thn０）の変化量となるため、温度係数すなわち温度特性が夫々異なる。
【００２５】
すなわち、定電圧Ｖ regと発振停止電圧Ｖ stoの温度特性が異なる場合、例えば、定電圧 |
Ｖ reg|の方が温度に対して負の傾きが絶対値で大きい場合についての、定電圧 |Ｖ reg|と
発振停止電圧 |Ｖ sto|に関する温度と電圧の関係を図１３に示す。図１３においては、横
軸を温度、縦軸を電圧とし、定電圧Ｖ reg，発振停止電圧Ｖ stoについてのグラフを夫々示
す。前記発振動作を確保するためには、動作保証温度範囲における高温時、すなわち、図
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１３に示すＢ点においても、 |Ｖ reg|＞ |Ｖ sto|を確保しなければならない。ここで、前記
Ｂ点における温度は、例えば、一般に公知の腕時計の耐熱温度である。
【００２６】
よって、他の低い温度領域では、定電圧 |Ｖ reg|値を必要以上に高くしなければならなく
なる。つまり、従来の定電圧発生回路および水晶発振回路においては、無駄な電力を消費
していることになる。したがって、低消費電力化のためには、定電圧Ｖ regと発振停止電
圧Ｖ stoの温度特性を同様にすることが有効であることが分かる。すなわち、従来は定電
圧Ｖ regと発振停止電圧Ｖ stoの温度勾配の差が大きくなり、高温側（あるいは低温側）の
発振動作を保証するために、前記 |Ｖ reg|＞ |Ｖ sto|を常に成り立たせなければならず、低
温側（あるいは高温側）では、 |Ｖ reg|を発振動作を保証する以上に高くしなければなら
ないので、結果として無駄な電力を消費していた。
【００２７】
しかし、前記発振停止電圧Ｖ stoは、水晶発振回路内の発振用インバータＩＮＶ０を構成
するＰＭＯＳ QP０ の閾値電圧Ｖ thp０およびＮＭＯＳ QN０ の閾値電圧Ｖ thn０に依存してお
り、前述したような従来の発振用インバータにおいては、定電圧発生回路において形成さ
れる定電圧Ｖ regのみを調整することで低消費電力化を図ることしかできなかった。
【００２８】
すなわち、発振用インバータを構成するトランジスタの形成において閾値電圧を変更させ
てしまうと、発振用インバータとしての特性も変わってしまうため、発振特性の変更に伴
って様々な点での変更が必要となり、設計を困難にしてしまうこととなっていた。したが
って、定電圧Ｖ regと発振停止電圧Ｖ stoにおける |Ｖ reg|＞ |Ｖ sto|の関係を保ちつつ、前
記定電圧 |Ｖ reg|をできるだけ低くする、ということは困難であり、発振回路のさらなる
低消費電力化が図れなかった。
【００２９】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、本発明は、上述したような問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、発振
用インバータを含む発振回路、 導体装置、携帯用の電子機器および時計において、発振
回路を構成する発振用インバータにおけるトランジスタの閾値電圧を調整することにより
低消費電力駆動且つ安定発振を行なうことにある。
【００３０】
【００３１】
【課題を解決するための手段】

の発振回路は、
異なる閾値電圧を有するトランジスタを用いて構成された複数の発振用インバータを含み
、いずれか１つの発振用インバータが選択使用される発振用インバータ群と、
前記発振用インバータ群の出力側と入力側に接続された水晶振動子を有し、前記発振用イ
ンバータ群の出力信号を位相反転して、前記発振用インバータ群にフィードバック入力す
るフィードバック回路と、
を含むことを特徴とする。
【００３２】
したがって、 発振回路によれば、前記発振用インバータ群のうち
、前記発振用インバータのトランジスタ出力を最適な電圧に調整することができ、水晶発
振回路としての発振出力を最適な状態にすることができ、低消費電力化が図れる。
【００３３】

の発振回路は、 に記載の特徴点に加え、
前記発振用インバータ群から、いずれか１つの発振用インバータを選択する選択回路を含
むことを特徴とする。
【００３４】
したがって、 発振回路によれば、前記選択回路により最適な閾値
電圧を有する発振用インバータを選択することができる。
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【００３５】
の発振回路は、 に記載の特徴点に加え、

前記発振回路は、テスト回路と同一の基板上に形成され、
前記水晶振動子を搭載していない状態で、前記テスト回路にて、前記各発振用インバータ
を選択し、該夫々の発振用インバータのショート電流を測定することにより、前記発振用
インバータ群の中から１つの発振用インバータを特定し、前記選択回路にて前記発振用イ
ンバータを選択するものであることを特徴とする。
【００３６】
したがって、 発振回路によれば、ＩＣチップまたはウエハ上に形
成された発振用インバータ群の夫々の発振用インバータのショート電流を測定することが
できるので、製造条件に係わらず最適な発振用インバータが得られ、歩留りを向上させる
ことができるとともに、安定かつ低消費電力な発振特性を得ることができる。また、前記
選択回路も前記テスト回路と前記同一基板上に形成することもできる。
【００３７】

の発振回路は、 に記載の特徴点に加え、
前記テスト回路は、テスト用パッドと接続され、前記テスト用パッドへの印加電圧が制御
されることによって、前記テスト回路を介して、前記各発振用インバータを選択すること
を特徴とする。
【００３８】
したがって、 発振回路によれば、前記テスト用パッドへの印加電
圧の組み合わせにより、前記テスト回路により、前記各発振用インバータを選択する信号
を形成することができ、夫々の発振用インバータのショート電流を測定することができる
。
【００３９】

の発振回路は、 のいずれかに記載の特徴点に加え、
前記選択回路は、前記発振用インバータと対応して設けられ、かつ複数のパッドと接続さ
れた、複数の単位回路を含み、
前記複数の単位回路は、夫々フューズ，不揮発性メモリ，記憶素子のうちのいずれか１つ
を含み、前記パッドへ電圧を印加することにより、前記発振用インバータを選択すること
を特徴とする。
【００４０】
したがって、 発振回路によれば、フューズ，不揮発性メモリ，記
憶素子のうちのいずれか１つを含む手段を付加することにより、容易に前記発振用インバ
ータを選択する選択回路を構成することができる。
【００４１】

の発振回路は、 のいずれかに記載の特徴点に加え、
前記発振用インバータ群は、第１の閾値電圧を有するトランジスタを含んで構成された第
１の発振用インバータと、前記第１の閾値電圧とは異なる第２の閾値電圧を有するトラン
ジスタを含んで構成された第２の発振用インバータと、前記第１及び第２の閾値電圧とは
異なる第３の閾値電圧を有するトランジスタを含んで構成された第３の発振用インバータ
とを少なくとも含むことを特徴とする。
【００４２】
したがって、 発振回路によれば、前記発振用インバータ群におけ
る閾値電圧の差が微小であるトランジスタを含む３つの発振用インバータのうち、前記発
振用インバータに流れるソースドレイン電流を最適な電流に調整することができ、水晶発
振回路としての発振出力を最適な状態にすることができ、低消費電力化が図れる。
【００４３】

の発振回路は、 に記載の特徴点に加え、
前記各発振用インバータの電源ラインは、第１の電位側と、前記第１の電位とは電位の異
なる第２の電位側に接続され、
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前記発振回路は、前記第１の電位と前記第２の電位による電位差をもって、振幅を行なう
ものであることを特徴とする。
【００４４】
したがって、 発振回路によれば、前記発振用インバータの振幅を
前記第１の電源と、前記定電圧との間で行なうことができるため、前記電圧振幅に基づい
た安定かつ低消費電力な発振特性を得ることができる。
【００４５】

の発振回路は、 に記載の特徴点に加え、
前記第１の電位と前記第２の電位による電位差は、前記発振用インバータの発振停止電圧
の絶対値よりも大きいものであることを特徴とする。
【００４６】
したがって、 発振回路によれば、前記発振用インバータにより安
定な発振動作を確保することができる。
【００４７】

の発振回路は、 に記載の特徴点に加え、
選択する発振用インバータに流れるショート電流が、選択する発振用インバータを構成す
るトランジスタのオン電流よりも大きいという条件を満たす範囲で、前記発振用インバー
タの選択を行なうと共に、
前記第１の電位と前記第２の電位による電位差を、最小の電圧とすることを特徴とする。
【００４８】
したがって、 発振回路によれば、前記発振用インバータにより安
定かつ低消費電力な発振動作を行なうことができ、低電源電圧化にも対応することができ
る。
【００４９】

の定電圧発生回路は、
一端側が第１の電位側、他端側が定電圧出力側に接続され、閾値電圧が夫々異なる複数の
トランジスタを含み、いずれか１つのトランジスタが選択使用される定電圧制御回路と、
前記定電圧制御回路の参照電圧が一方の端子への入力され、他方の端子へ所与の基準電圧
が入力されたオペアンプと、
一端が前記定電圧制御回路の前記各トランジスタの他端側に接続され、他端側が第２の電
位側に接続され、前記オペアンプの出力を受けてゲート入力電圧が制御されるトランジス
タと、
を含むことを特徴とする。
【００５０】
したがって、 定電圧発生回路によれば、ＩＣチップ上に形成さ
れたトランジスタ群の夫々のトランジスタ選択時における定電圧の値をモニタ端子にて測
定することができるので、製造条件に係わらず、最適な定電圧が得られ、ほぼ同一のチッ
プ面積にて、低消費電力な定電圧を得ることができる。
【００５１】

の定電圧発生回路は、 に記載の特徴点に加え、
前記定電圧発生回路は、前記定電圧制御回路における複数のトランジスタから１つのトラ
ンジスタを選択する選択回路を含むことを特徴とする。
【００５２】
したがって、 定電圧発生回路によれば、前記選択回路により、
前記最適なトランジスタを選択することができる。
【００５３】

の定電圧発生回路は、 に記載の特徴点に加え、
前記定電圧発生回路はモニタ端子と接続されるとともに、テスト回路と同一の基板上に設
けられ、
検査工程において、前記テスト回路は、前記定電圧制御回路における各トランジスタを選
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択し、前記定電圧制御回路における各トランジスタによる出力電圧を前記モニタ端子にて
夫々測定することにより、前記定電圧制御回路における複数のトランジスタの中から１つ
のトランジスタを特定し、前記選択回路にて、前記トランジスタを選択することを特徴と
する。
【００５４】
したがって、 定電圧発生回路によれば、ＩＣチップ上に形成さ
れたトランジスタ群の夫々のトランジスタ選択時における定電圧の値をモニタ端子にて測
定することができるので、製造条件に係わらず、最適な定電圧が得られ、ほぼ同一のチッ
プ面積にて、低消費電力な定電圧を得ることができる。
【００５５】

の定電圧発生回路は、 に記載の特徴点に加え、
前記テスト回路は、テスト用パッドと接続され、前記テスト用パッドへの印加電圧が制御
されることによって、前記テスト回路を介して、前記定電圧制御回路における各トランジ
スタを選択することを特徴とする。
【００５６】
したがって、 定電圧発生回路によれば、前記テスト用パッドへ
の印加電圧の組み合わせにより、前記テスト回路により、前記定電圧制御回路の各トラン
ジスタを選択する信号を形成することができ、前記夫々のトランジスタにより形成される
前記参照電圧を測定することができる。
【００５７】

の定電圧発生回路は、 のうちのいずれかに記載
の特徴点に加え、
前記選択回路は、前記定電圧制御回路における前記複数のトランジスタと対応して形成さ
れ、かつ複数のパッドと接続された、複数の単位回路を含み、
前記複数の単位回路は、夫々フューズ，不揮発性メモリ，記憶素子のうちのいずれか１つ
を含み、前記パッドへ電圧を印加することにより、前記トランジスタを選択することを特
徴とする。
【００５８】
したがって、 定電圧発生回路によれば、フューズ，不揮発性メ
モリ，記憶素子のうちのいずれか１つを含む手段を付加することにより、容易に前記発振
用インバータを選択する選択回路を構成することができる。
【００５９】

の定電圧発生回路は、 のいずれかに記載の特徴
点に加え、
前記定電圧制御回路は、第４の閾値電圧を有するトランジスタと、前記第４の閾値電圧と
は異なる第５の閾値電圧を有するトランジスタと、前記第４及び第５の閾値電圧とは異な
る第６の閾値電圧を有するトランジスタとを少なくとも含み、各前記トランジスタは一端
側が第１の電位側に接続され、他端側が定電圧出力側に接続されていることを特徴とする
。
【００６０】
したがって、 定電圧発生回路によれば、ＩＣチップ上に形成さ
れたテスト回路内の閾値電圧の異なる３種類のトランジスタによる定電圧値をモニタ端子
にて測定することができるので、最適なトランジスタを選択することができ、製造条件に
係わらず、最適な定電圧が得られ、ほぼ同一のチップ面積にて、低消費電力な定電圧を得
ることができる。
【００６１】

の定電圧発生回路は、 のうちのいずれかに記載
の特徴点に加え、
前記定電圧発生回路の出力電圧を、発振回路へ供給することを特徴とする。
【００６２】
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したがって、 定電圧発生回路によれば、前記発振回路の発振特
性に応じて前記定電圧を調整することができるので、前記発振回路へ最適な定電圧を供給
することができる。
【００６３】

の半導体装置は、
発振回路と、定電圧発生回路と、テスト回路とを含む半導体装置であって、
前記発振回路は、
異なる閾値電圧を有するトランジスタを用いて構成された複数の発振用インバータを含み
、いずれか１つの発振用インバータが選択使用される発振用インバータ群と、
前記発振用インバータ群における複数の発振用インバータから１つの発振用インバータを
選択する第１の選択回路と、
外付けされた水晶振動子と出力側及び入力側が接続された前記発振用インバータ群の出力
信号を位相反転して、前記発振用インバータ群にフィードバック入力するフィードバック
回路と、
を含み、
前記定電圧発生回路は、
一端側が第１の電位側、他端側が定電圧出力側に接続され、閾値電圧が夫々異なる複数の
トランジスタを含み、いずれか１つのトランジスタが選択使用される定電圧制御回路と、
前記定電圧制御回路の参照電圧が一方の端子へ入力され、他方の端子へ所与の基準電圧が
入力されたオペアンプと、
一端が前記定電圧制御回路の前記各トランジスタの他端側に接続され、他端側が第２の電
位側に接続され、前記オペアンプ出力を受けてゲート入力電圧が制御されるトランジスタ
と、
前記定電圧制御回路における複数のトランジスタから１つのトランジスタを選択する第２
の選択回路と、
を含み、
前記テスト回路は、前記発振回路および前記定電圧発生回路と夫々接続されるとともに、
前記定電圧発生回路の出力電圧をモニタするモニタ端子と、テスト用パッドと接続されて
設けられ、
検査工程において、前記モニタ端子に電圧を印加した状態で、前記テスト用パッドへの印
加電圧を制御することにより、前記テスト回路を介して前記各発振用インバータを夫々選
択して、前記各発振用インバータのショート電流を夫々測定し、
前記ショート電流測定後に、前記テスト用パッドへの印加電圧を制御することにより、前
記テスト回路を介して前記定電圧制御回路における各トランジスタを夫々選択して、前記
各トランジスタの出力電圧を前記モニタ端子にて夫々測定し、
前記発振用インバータの発振動作を確保できる範囲で、前記発振回路内の前記発振用イン
バータを前記第１の選択回路にて選択するとともに、前記定電圧発生回路内の定電圧制御
回路におけるトランジスタを前記第２の選択回路にて選択することを特徴とする。
【００６４】
したがって、 半導体装置によれば、前記水晶発振回路の発振用
インバータのショート電流測定結果と、定電圧の測定結果とによる組み合わせの中から最
適なショート電流と定電圧の組み合わせを選択することができ、半導体装置における発振
回路の安定発振出力を得ることができると共に、歩留りを向上することができ、一層の低
消費電力化を図ることができる。
【００６５】

の携帯用電子機器は、
のいずれかの発振回路を含み、前記発振回路の発振出力から動作基

準信号を形成することを特徴とする。
【００６６】
したがって、 携帯用電子機器によれば、携帯用電子機器の製造
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ばらつきによらず、発振用インバータの動作マージンを確保しつつ、電子回路の低消費電
力化が図れ、携帯用電子機器において、発振動作を安定して行なうことができるだけでな
く、使用電池の長寿命化を図ることができ、携帯用電子機器の使い勝手を向上することが
できる。
【００６７】

の携帯用電子機器は、 に記載の特徴点に加え、
前記発振回路への供給電圧を形成する のいずれかの定電圧発生
回路を含むことを特徴とする。
【００６８】
したがって、 携帯用電子機器によれば、さらに、最小の定電圧
を前記発振回路に供給することができるため、電子回路の低消費電力化が図れる。
【００６９】

の時計は、 に記載の特徴点に加え、
のいずれかの発振回路を含み、前記発振回路の発振出力から時計基

準信号を形成することを特徴とする。
【００７０】
したがって、 時計によれば、時計の製造ばらつきによらず、発
振用インバータの動作マージンを確保しつつ、時計において、発振動作を安定して行なう
ことができるだけでなく、使用電池の長寿命化を図ることができ、時計の使い勝手を向上
することができる。
【００７１】

の時計は、 に記載の特徴点に加え、
前記発振回路への供給電圧を形成する のいずれかの定電圧発生
回路を含むことを特徴とする。
【００７２】
したがって、 時計によれば、さらに、最小の定電圧を前記発振
回路に供給することができるため、時計回路の低消費電力化が図れる。
【００７３】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の好適な実施の形態を図面に基づき詳細に説明する。
【００７４】
＜実施の形態１＞
図２には、本発明の好適な実施の形態１にかかる定電圧発生回路および水晶発振回路が示
されている。本実施の形態の水晶発振回路は、クォーツタイプの腕時計に使用される水晶
発振回路である。尚、前記図１１に示される回路と対応する部材には、同一符号を付し、
その説明は省略する。
【００７５】
本実施の形態の水晶発振回路は、複数の発振用インバータユニットにより発振用インバー
タ群を形成し、かつ前記発振用インバータユニットを構成するＰＭＯＳ／ＮＭＯＳの各閾
値電圧を、各発振用インバータユニットごとに異なるように形成し、最適な発振用インバ
ータユニットを選択することができるようにしたものである。
【００７６】
図２に示される水晶発振回路について説明する。本実施の形態の水晶発振回路は、発振用
インバータ群１０と、選択制御回路２０Ｐ，２０Ｎと、水晶振動子Ｘ’ｔａｌと、フィー
ドバック回路を構成する高抵抗Ｒｆとを含んで構成されている。ここで、ＭＯＳは半導体
基板上に形成されているＩＣチップに形成されたものであり、他の素子はプリント基板上
に前記ＩＣチップと接続されて実装されたものである。前記フィードバック回路は、抵抗
Ｒｆ以外に、位相補償用のコンデンサＣＤ ，ＣＧ を含んで構成され、発振用インバータ群
１０のドレイン出力を、１８０度位相反転されたゲート入力として発振用インバータ群１
０の初段の発振用インバータユニットＩＮＶ１のゲートへフィードバック入力するもので
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ある。
【００７７】
前記発振用インバータ群１０においては、ＰＭＯＳ QP４ とＮＭＯＳ QN４ を含む第１の発振
用インバータユニットＩＮＶ１、ＰＭＯＳ QP５ とＮＭＯＳ QN５ を含む第２の発振用インバ
ータユニットＩＮＶ２，ＰＭＯＳ QP６ とＮＭＯＳ QN６ を含む第３の発振用インバータユニ
ットＩＮＶ３が形成されている。
【００７８】
そして各発振用インバータユニットＩＮＶ１～３は、それぞれ第１の電位側とこれよりも
低い電圧の第２の電位側に接続され、両電位の電位差により電力供給を受け駆動されるよ
うに構成されている。ここで、本実施の形態の水晶発振回路においては、前記第１の電位
は接地電圧Ｖ ddに設定され、第２の電位は定電圧発生回路から供給される負の定電圧Ｖ re
gに設定されている。
【００７９】
これらの発振用インバータ群１０を構成する、発振用インバータユニットＩＮＶ１～３に
おける夫々のトランジスタは、前記各発振用インバータユニットごとにそれぞれ異なる閾
値電圧にて形成されているものである。たとえば、ＮＭＯＳ QN４ ， QN５ ， QN６ の各閾値電
圧は、Ｖ thn４＞Ｖ thn５＞Ｖ thn６とされ、前記各ＮＭＯＳの閾値電圧の大きさに対応し
て、ＰＭＯＳ QP４ ， QP５ ， QP６ の閾値電圧は、 |Ｖ thp４ |＞ |Ｖ thp５ |＞ |Ｖ thp６ |となる
ように形成されている。そして、この閾値電圧の制御については、トランジスタ形成時の
不純物の打ち込み濃度を制御することにより、夫々の発振用インバータユニットごとに閾
値電圧が異なるように形成される。そして、たとえば、これらの閾値電圧の差としては前
記Ｖ thn４とＶ thn５，Ｖ thn５とＶ thn６、Ｖ thp４とＶ thp５，Ｖ thp５とＶ thp６との各電
位差を約０．１Ｖ程度にすることができる。
【００８０】
そして、前記各発振用インバータユニットＩＮＶ１～３は、一端に接地電圧Ｖ ddが印加さ
れた前記コンデンサＣＧ の他端と、夫々の入力ゲートが共通に電気的に接続される。さら
に、前記各発振用インバータユニットＩＮＶ１～３は、各出力ノードが共通に接続される
とともに、接地電圧Ｖ ddが一端に印加されたコンデンサＣＤ の他端、および水晶振動子Ｘ
’ｔａｌの一端と接続される。また、前記水晶振動子Ｘ’ｔａｌの他端は、前記コンデン
サＣＧ の他端、各発振用インバータユニットＩＮＶ１～３のゲート入力、フィードバック
抵抗Ｒｆの一端と接続されている。更に、前記フィードバック抵抗Ｒｆの他端は各発振用
インバータユニットＩＮＶ１～３の各出力部と接続されており、前記各発振用インバータ
ユニットＩＮＶ１～３の出力は、各ゲートにフィードバックされている。
【００８１】
更に、前記各発振用インバータユニットＩＮＶ１～３は、選択信号が入力されるＮＭＯＳ
選択制御回路２０Ｎ及びＰＭＯＳ選択制御回路２０Ｐ間に接続されて設けられている。前
記ＮＭＯＳ選択制御回路２０Ｎはゲートに選択信号を受けるＮＭＯＳ QN７ ～ QN９ により構
成されるとともに、前記ＰＭＯＳ選択制御回路２０Ｐは、ゲートに選択信号を受けるＣＭ
ＯＳインバータ回路ＩＰ１ ～ＩＰ３ と、その出力を各ゲートにて受けるＰＭＯＳ QP７ ～ QP

９ により構成されている。すなわち、前記ＰＭＯＳ選択制御回路２０Ｐを構成するＰＭＯ
Ｓ QP７ ～ QP９ の各ゲートには前記各選択信号の反転信号が入力されるものである。
【００８２】
そして、前記ＰＭＯＳ選択制御回路２０Ｐ、前記ＮＭＯＳ選択制御回路２０Ｎ、発振用イ
ンバータ群１０の接続について、たとえば、発振用インバータユニットＩＮＶ１を例とし
て以下に説明する。尚、発振用インバータユニットＩＮＶ２，ＩＮＶ３についても全く同
じ構成であるものとする。
【００８３】
前記ＰＭＯＳ選択制御回路２０Ｐに含まれるＰＭＯＳ QP７ は、ソースに電源電圧Ｖ ssが印
加されるとともに、ドレインがＰＭＯＳ QP４ のソースと接続されている。そして、前記Ｎ
ＭＯＳ選択制御回路２０Ｎに含まれるＮＭＯＳ QN７ は、ソースに定電圧Ｖ regが印加され
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るとともに、ドレインがＮＭＯＳ QN４ のソースと接続されている。そして、前記選択制御
用ＮＭＯＳ QN７ のゲートには、発振用インバータ群１０における発振用インバータユニッ
トＩＮＶ１の選択／非選択を命令する選択信号ＳＥＬ１が入力され、前記選択制御用ＰＭ
ＯＳ QP７ のゲートには、選択信号ＳＥＬ１の反転信号が印加されている。すなわち、前記
選択信号ＳＥＬ１はハイレベルで発振用インバータユニットＩＮＶ１を選択状態、ロウレ
ベルで前記発振用インバータユニットＩＮＶ１を非選択状態にすることができる。
【００８４】
以上、発振用インバータユニットＩＮＶ１を例として説明したが、前述したように発振用
インバータユニットＩＮＶ２，ＩＮＶ３の構成も同様であって、発振用インバータユニッ
トＩＮＶ２においては、ゲートに選択信号ＳＥＬ２が入力される選択制御用ＰＭＯＳ QP８
と、ゲートに選択信号ＳＥＬ２の反転信号が入力される選択制御用ＮＭＯＳ QN８ が設けら
れている。また、同様に、インバータＩＮＶ３においては、ゲートに選択信号ＳＥＬ３が
入力される選択制御用ＮＭＯＳ QN９ と、ゲートに選択信号ＳＥＬ１の反転信号が入力され
る選択制御用ＰＭＯＳ QP９ が同様に設けられている。
【００８５】
このように、夫々閾値電圧の異なる前記発振用インバータユニットＩＮＶ１～３により構
成された発振用インバータ群１０および選択制御回路２０Ｐ，２０Ｎは、水晶発振回路と
しての発振出力を最適な状態にするために、前記発振用インバータ群１０のうち、前記発
振用インバータユニットのトランジスタ出力を最適な電圧に調整するために設けられたも
のである。
【００８６】
すなわち、前記選択信号ＳＥＬ１～３の選択制御回路２０Ｐ，２０Ｎへの入力により、前
記発振用インバータユニットＩＮＶ１～３の起動を制御し、最適な閾値電圧にて形成され
たトランジスタを有する発振用インバータユニットを選択するものである。この選択信号
ＳＥＬ１～３の電圧レベルの切り替え方法および回路については、後に図３を用いて詳細
に説明する。
【００８７】
次に、本実施の形態の水晶発振回路における、発振用インバータユニットの選択方法につ
いて説明する。本実施の形態では、たとえば、発振用インバータユニットＩＮＶ１を選択
する場合について説明する。
【００８８】
選択信号ＳＥＬ１がハイレベルとされ、選択制御用ＰＭＯＳ QP７ のゲートにロウレベル、
ＮＭＯＳ QN７ のゲートにハイレベルの電圧が印加されるため、前記ＰＭＯＳ QP７ とＮＭＯ
Ｓ QN７ はオンする。したがって、発振用インバータユニットＩＮＶ１において、ＰＭＯＳ
QP４ のソースが接地電圧Ｖ dd、ＮＭＯＳ QN４ のソースが定電圧Ｖ regと、それぞれ電気的
に接続されることにより、発振用インバータユニットＩＮＶ１を選択することができる。
【００８９】
一方、選択信号ＳＥＬ１，ＳＥＬ２はロウレベルとされるので、選択制御用ＰＭＯＳ QP８
， QP９ のゲートにはそれぞれ選択信号ＳＥＬ１，ＳＥＬ２の反転信号、すなわちハイレベ
ルの信号が印加されるので、ＰＭＯＳ QP８ ， QP９ はオフする。そして、選択制御用ＮＭＯ
Ｓ QN８ ， QN９ のゲートには前記選択信号ＳＥＬ１，ＳＥＬ２すなわちロウレベルの信号が
印加されるので、ＮＭＯＳ QN８ ， QN９ はオフする。よって、発振用インバータユニットＩ
ＮＶ３，ＩＮＶ４は両電源と電気的に切り離され選択されない。
【００９０】
次に、前記選択信号ＳＥＬ１～３の形成方法について、図３を用いて説明する。
【００９１】
図３に本発明の好適な実施の形態１にかかる発振用インバータユニット選択回路が示され
ている。本実施の形態の発振用インバータユニット選択回路は、水晶発振回路において、
前記発振用インバータユニットＩＮＶ１～３により構成される発振用インバータ群１０の
うち、最適な発振用インバータユニットを選択する選択信号ＳＥＬ１～３を形成するため
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の回路である。
【００９２】
発振用インバータユニット選択回路は、前記発振用インバータユニットの数分の単位回路
により構成され、たとえば、図２に示すような３種類の発振用インバータユニットＩＮＶ
１～３を有する水晶発振回路用には、３つの単位回路Ｕ１～Ｕ３が設けられている。すな
わち、前記発振用インバータユニット選択回路は、３種類のパッドＰ１～Ｐ３及び３種類
のフューズ回路Ｆ１～Ｆ３を含む。前記フューズ回路Ｆ１～Ｆ３は、それぞれ一端が接地
電圧Ｖ ddと接続され、他端がパッドＰ１～Ｐ３と接続されたフューズｆ１～ｆ３と、一端
が電源電圧Ｖ ssと接続され、他端がパッド及び前記フューズｆ１～ｆ３の他端と直列に接
続された抵抗Ｒ１～Ｒ３と、出力インバータＩ１～Ｉ３とを含んで構成されている。
【００９３】
そして、たとえば、単位回路Ｕ１が選択信号ＳＥＬ１形成用の回路である場合には、前記
単位回路Ｕ１の出力が、発振用インバータユニットＩＮＶ１のＮＭＯＳ QN７ のゲート、ま
たは水晶発振回路内の選択制御回路２０Ｐにおけるインバータを介してＰＭＯＳ QP７ のゲ
ートに入力される。
【００９４】
本実施の形態の発振用インバータユニット選択回路において、フューズ回路Ｆ１～Ｆ３の
フューズｆ１～ｆ３はたとえば２０Ｖ程度の高電圧を印加することによって切断すること
ができる。たとえば、発振用インバータユニットＩＮＶ１を選択する場合は、まず、パッ
ドＰ１に高電圧を印加して、フューズｆ１を切断することによって、電流をパッドＰ１か
ら抵抗Ｒ１を介して電源Ｖ ssに向かって流すようにする。このことによって、出力インバ
ータＩＮＶＵ１に入力される電圧はロウレベルとなり、前記出力インバータＩＮＶＵ１の
出力電圧、すなわち発振用インバータユニット選択回路における単位回路Ｕ１の出力信号
はハイレベルとなる。したがって、図３に示される選択信号ＳＥＬ１はハイレベルとされ
て選択制御用ＮＭＯＳ QN７ がオンし、選択制御用ＰＭＯＳ QP７ がオフする。
【００９５】
以上、発振用インバータユニットＩＮＶ１を選択する場合について説明したが、ＩＮＶ２
，ＩＮＶ３の選択も同様に行なうことができる。たとえば、発振用インバータユニットＩ
ＮＶ２を選択する場合は、パッドＰ２に高電圧を印加して、単位回路Ｕ２のフューズｆ２
を切断し、発振用インバータユニットＩＮＶ３を選択する場合は、パッドＰ３に高電圧を
印加して、単位回路Ｕ３のフューズｆ３を切断することで同様にして所望の発振用インバ
ータユニットを選択することができる。ここで、本実施の形態では、フューズの切断によ
る情報記憶の方法を例として説明したが、これに限定されることなく、不揮発性メモリや
記憶素子等を用いて情報を記憶させることもできる。
【００９６】
ここで、図４に発振停止電圧Ｖ stoと選択信号ＳＥＬ１～３の関係についてのタイミング
チャートを示す。図４において、横軸は時間を表わしている。ここで、発振停止電圧Ｖ st
oと、接地電圧Ｖ ddとにおいては、差電圧が大きくなるほど発振停止電圧 |Ｖ sto|が大きく
なるものである。
【００９７】
まず、選択信号ＳＥＬ１がハイレベルとされることにより、前記した式１により発振停止
電圧 |Ｖ sto|は、Ｋ（ |Ｖ th p７ |＋Ｖ thn７）（Ｋ：定数）となる。そして、前記選択信号
ＳＥＬ１がロウレベル，選択信号ＳＥＬ２がハイレベルとされることによって、発振停止
電圧 |Ｖ sto|は、Ｋ（ |Ｖ thp８ |＋Ｖ thn８）となる。また、前記選択信号ＳＥＬ２がロウ
レベル，選択信号ＳＥＬ３がハイレベルとされることによって、発振停止電圧 |Ｖ sto|は
、Ｋ（ |Ｖ thp９ |＋Ｖ thn９）となる。つまり、ＳＥＬ１がハイレベルにされたときの発振
停止電圧 |Ｖ sto|が最も低く、ＳＥＬ３がハイレベルにされたときに発振停止電圧 |Ｖ sto|
が最も高くなる。
【００９８】
ところで、発振用インバータユニット選択回路におけるフューズの切断は、ＩＣの検査時
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に行なわれ、このときに、まず、発振用インバータ群１０と接続された選択制御回路２０
ＮのＮＭＯＳ QN７ ～ QN９ の夫々のソースが共通に接続された、定電圧発生回路の出力電圧
である負の定電圧Ｖ regの値と、発振用インバータユニットＩＮＶ１～３の夫々に流れる
ショート電流Ｉ sの測定により発振用インバータユニットの選択が行なわれる。
【００９９】
図５（ａ）は発振用インバータユニットに流れるショート電流Ｉ sの測定方法を示す図、
図５（ｂ）は、縦軸を発振停止電圧 |Ｖ sto|、横軸をショート電流Ｉ sとして表わした、発
振停止電圧 |Ｖ sto|とショート電流Ｉ sとの関係を示すグラフである。
【０１００】
発振用インバータユニットのショート電流の測定は、図に示すように、発振用インバータ
ユニットを構成するＰＭＯＳ QPＳ のソースに接地電圧Ｖ ddを印加し、ＮＭＯＳ QNＳ のソー
スに定電圧Ｖ regを印加し、前記ＰＭＯＳ QPs，前記ＮＭＯＳ QNsの共通ゲートと共通ドレ
インをショートさせて、接地電圧Ｖ dd－定電圧Ｖ reg間に流れる電流を測定することによ
り行なわれる。
【０１０１】
このとき、発振停止電圧 |Ｖ sto|と発振用インバータユニットのショート電流Ｉ sの関係の
グラフにおいて、水晶発振回路の低消費電力化のためには、前述した定電圧Ｖ reg，発振
停止電圧Ｖ stoは、 |Ｖ reg|＞ |Ｖ sto|かつ |Ｖ reg|をできるだけ低くするという条件を満た
さなければならない。
【０１０２】
すなわち、前記ショート電流Ｉ sについては、前記ＰＭＯＳ QPＳ のオン電圧以上、つまり
閾値電圧 |Ｖ thpＳ |以上、かつ最も低い定電圧 |Ｖ reg|となるように発振用インバータユニ
ットおよび定電圧Ｖ regを選択する必要がある。更に、発振停止電圧 |Ｖ sto|においては、
要求される発振電圧がＮＭＯＳ QNＳ のオン電圧以下、つまり閾値電圧Ｖ thnＳ以下の電圧
を選択する必要がある。したがって、低消費電力化のためには、図に示す領域１の範囲内
でのショート電流Ｉ sおよび発振停止電圧 |Ｖ sto|である必要がある。一方、この条件を満
たしつつ、近年の電源の低電圧化に対応できる発振用インバータユニットを選択するため
に、トランジスタのオンオフ動作が補償される範囲で安定発振する、最も低いショート電
流の発振用インバータユニットを選択することが必要となる。すなわち、前述したショー
ト電流測定の結果にしたがって、この条件を満たす最適の発振用インバータユニットを選
択することで、水晶発振回路の低消費電力化を実現するものである。
【０１０３】
このために、ＩＣの検査工程において、特に図示しないテスト回路および前記テスト回路
と接続されたテスト用パッドを使用して、水晶振動子Ｘ’ｔａｌの基板への実装前に、各
発振用インバータユニットＩＮＶ１～３においてショート電流Ｉ sを測定し、オンオフ動
作が補償される範囲で最も低いショート電流のものを特定する。このときＩＣテストはウ
エハの状態で行ない、夫々のＩＣチップ内に設けられたテスト回路およびテスト用パッド
を使用して、それぞれのＩＣチップについてショート電流の測定が行なわれる。また、こ
のとき、発振用インバータ群１０および選択制御回路２０Ｐ，２０Ｎのみをアクティブと
し、他の素子は非アクティブ状態にしてテストが行なわれる。
【０１０４】
ところで、前記テスト用パッドは発振用インバータユニットの数およびテスト回路の論理
に応じて、１つまたは複数設けられると共に、前記テスト回路には、前記テスト用パッド
への入力信号の電圧レベルの組み合わせによって、前記選択信号ＳＥＬ１～３のうちのい
ずれか１つをハイレベルにする論理回路を含む回路が形成されているものである。そして
、ショート電流の測定は、前記テスト回路において、擬似的に、各発振用インバータユニ
ットへ前記ハイレベルの選択信号を夫々入力した状態で行なわれる。このとき、前記出力
ライン１０２と接続されたモニタ用パッドＭＰを利用して、定電圧と同等の負の電圧Ｖ re
gを印加することにより、前記発振用インバータ群に接地電圧Ｖ ddと、定電圧Ｖ re gを印
加する。
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【０１０５】
そして、ショート電流Ｉ s測定後に、発振用インバータ群１０のうちの最適な発振用イン
バータユニットを特定し、前記発振用インバータユニットに対応して設けられた、発振用
インバータユニット選択回路の単位回路におけるフューズを切断し、最適な発振用インバ
ータユニットを１つ選択する。
【０１０６】
以上述べたように、本実施の形態の水晶発振回路は、発振用インバータユニットのショー
ト電流Ｉ sをＩＣ検査時にテストすることができるため、製造条件に係わらず、最適な発
振用インバータが得られ、歩留りを向上させることができるとともに、安定かつ低消費電
力な発振特性を得ることができる。
【０１０７】
ここで、このようにして得られた本実施の形態の発振用インバータにおける発振動作につ
いてのグラフを図６に示し、発振動作について説明する。図６において、横軸を時間を示
し、ドレイン波形とゲート波形の時間軸を共通として示す。最適な発振用インバータユニ
ットが選択された水晶発振回路において、前記発振用インバータユニットの最適な駆動能
力に応じてゲート入力波形の振幅が増幅される。そして、前記ゲート入力波形に対してド
レイン出力波形は位相が１８０度反転される。そして、ドレイン容量ＣＤ は、高調波成分
をカットし、発振周波数成分だけを有効にして、水晶発振回路の高調波発振を防ぐフィル
ターの役目を果たしている。そして、前記抵抗Ｒｆ，ドレイン容量ＣＤ ，水晶振動子Ｘ’
ｔａｌ，ゲート容量ＣＧ を含むフィードバック回路はドレイン波形の位相を１８０度変換
させるものである。
【０１０８】
このように、本実施の形態の水晶発振回路における発振用インバータの出力特性は、最適
の発振用インバータユニットにて発振動作が行なわれているため、出力特性が良く低消費
電力な発振回路を実現することができる。
【０１０９】
以上本実施の形態の水晶発振回路について説明してきたが、本実施の形態においては、異
なる閾値電圧を有する発振用インバータユニットを３種類であるとして説明したが、発振
用インバータユニットの数は特に限定されることなく自由に設定することができ、同様に
発振用インバータユニット選択回路の数も発振用インバータユニットの数と対応させて設
けることができる。
【０１１０】
本実施の形態においては、閾値電圧の設定を発振用インバータＩＮＶ１＞ＩＮＶ２＞ＩＮ
Ｖ３、すなわち、Ｖ thn４＞Ｖ thn５＞Ｖ thn６， |Ｖ thp４ |＞ |Ｖ thp５ |＞ |Ｖ thp６ |として
記載したが、これに限定されることなく、閾値電圧の設定をＩＮＶ１＜ＩＮＶ２＜ＩＮＶ
３、すなわち、Ｖ thn４＜Ｖ thn５＜Ｖ thn６， |Ｖ thp４ |＜ |Ｖ thp５ |＜ |Ｖ thp６ |として設
定することもできる。
【０１１１】
＜実施の形態２＞
次に、図７を用いて本実施の形態の定電圧発生回路について説明する。
【０１１２】
本実施の形態の定電圧発生回路は、オペアンプの一方の入力電圧を制御するＮＭＯＳを複
数かつ夫々異なる閾値電圧にて形成し、前記複数のＮＭＯＳのうち最適なＮＭＯＳを選択
することができるようにしたものである。
【０１１３】
本実施の形態の定電圧発生回路は、オペアンプＯＰと、選択制御回路３０と、出力ゲート
ＮＭＯＳ QN１ と、定電圧制御回路４０と、－入力用ＰＭＯＳ QP２ とを含んで構成されてい
る。
【０１１４】
前記オペアンプＯＰは、＋入力端子と－入力端子とを有し、＋入力端子は定電圧制御回路
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４０により形成される電圧を受ける。また、前記－入力端子はＰＭＯＳにより構成され、
接地電圧Ｖ ddと定電流源の間に設けられた前記選択制御用ＰＭＯＳ QP２ により制御される
電圧を受ける。そして、前記オペアンプＯＰは、前記＋入力端子に印加された電圧と、－
入力端子に印加された電圧との電位差を増幅して出力する。また、前記－入力用ＰＭＯＳ
QP２ は、ソースには接地電圧Ｖ ssが印加され、ゲートとドレインが共通に接続され、かつ
定電流源と接続されている。
【０１１５】
前記出力ゲートＮＭＯＳ QN１ は、前記オペアンプＯＰの出力をゲートに受けるものであっ
て、且つ、ドレインが定電圧発生回路の出力ライン１０２と接続されている。また、前記
出力ゲートＮＭＯＳ QN１ のソースには電源電圧Ｖ ssが印加されている。
【０１１６】
前記定電圧制御回路４０は、ＮＭＯＳ QN１ ０ ～ QN１ ２ を含んで構成されている。この定電
圧制御回路４０は、定電圧発生回路にて形成される定電圧Ｖ regを、前記オペアンプＯＰ
の＋入力端子の入力電圧を制御することによって制御するための回路であって、第１の電
位と、前記第１の電位よりも低い第２の電位の間に設けられた前記ＮＭＯＳ QN１ ０ ～ QN１
３ の夫々のゲートとドレインが共通にオペアンプＯＰの－入力端子に接続されている。す
なわち、前記ＮＭＯＳ QN１ ０ ～ QN１ ２ の各ドレイン及びゲートはオペアンプＯＰの＋入力
端子と接続されているとともに、ソースが選択制御回路３０を介して定電圧発生回路の出
力ライン１０２に電気的に接続されている。
【０１１７】
ここで、前記定電圧制御用ＮＭＯＳ QN１ ０ ～ QN１ ２ は、夫々異なる閾値電圧にて形成され
ており、前記ＮＭＯＳ QN１ ０ の閾値電圧Ｖ thn１０，前記ＮＭＯＳ QN１ １ の閾値電圧Ｖ thn
１１，前記ＮＭＯＳ QN１ ２ の閾値電圧Ｖ thn１２は、たとえば、Ｖ thn１０＞Ｖ thn１１＞
Ｖ thn１２の関係となるように形成されている。そして、この閾値電圧の制御については
、トランジスタ形成時の不純物の打ち込み濃度を制御することにより形成することができ
る。このとき、たとえば、Ｖ thn１０とＶ thn１１，Ｖ thn１１とＶ thn１２との各電位差は
０．１Ｖ程度にすることができる。
【０１１８】
そして、前述したように、選択制御回路３０が、前記定電圧制御回路４０と接続されて設
けられている。すなわち、前記定電圧制御用ＮＭＯＳ QN１ ０ ～ QN１ ２ の夫々のドレインと
直列に接続されて、各ゲートにて選択信号を受ける選択制御用ＮＭＯＳ QN１ ３ ～ QN１ ５ が
夫々対応して設けられている。前記選択制御用ＮＭＯＳ QN１ ３ ～ QN１ ５ は、夫々のソース
が共通に定電圧発生回路の出力ライン１０２と接続されており、前記出力ライン１０２の
電位が実質的に定電圧発生回路の出力電圧Ｖ regとなるものである。
【０１１９】
そして、前記選択信号は、実施の形態１の水晶発振回路の例と同様に、異なる閾値電圧を
有する定電圧制御回路を構成するＮＭＯＳのうちの１つを選択するための信号であり、選
択信号ＳＥＬ１０がハイレベルでＮＭＯＳ QN１０を選択状態、ＳＥＬ１１がハイレベルで
ＮＭＯＳ QN１ １ を選択状態、ＳＥＬ１２がハイレベルでＮＭＯＳ QN１ ２ を選択状態とする
ことができる。また、前記選択信号ＳＥＬ１０～１２が夫々ロウレベルで前記ＮＭＯＳ QN

１ ０ ～ QN１ ２ を夫々非選択状態とすることができる。
【０１２０】
前記定電圧制御回路４０を構成する夫々閾値電圧の異なるＮＭＯＳ QN１ ０ ～ QN１ ２ は、定
電圧発生回路により形成された定電圧Ｖ regを最適な状態で形成するために、前記定電圧
制御回路４０のうちの１つのＮＭＯＳに電流を流すことにより、オペアンプＯＰの＋入力
端子への印加電圧すなわち－入力端子への印加電圧との差電圧を選択することができ、前
記オペアンプＯＰの出力信号すなわち定電圧Ｖ regを制御することを可能とするものであ
る。
【０１２１】
すなわち、前記選択信号ＳＥＬ１０～１２の選択制御回路３０への入力により、前記定電
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圧制御回路４０を構成するＮＭＯＳ QN１ ３ ～ QN１ ５ のオンオフを制御し、最適な閾値電圧
にて形成されたＮＭＯＳを１つ選択するものである。この選択信号ＳＥＬ１０～ＳＥＬ１
２の電圧レベルの切り替え方法及び回路については、図３に示す回路と同様のものを使用
し、同様の切り替え方法により選択信号ＳＥＬ１０～１２を形成することができるのでこ
こでは説明は省略する。
【０１２２】
次に、本実施の形態の定電圧発生回路における、定電圧制御回路の選択方法について説明
する。本実施の形態では、たとえば、ＮＭＯＳ QN１ ０ を選択する場合について説明する。
【０１２３】
選択信号ＳＥＬ１０がハイレベルとされ、選択制御用ＮＭＯＳ QN１ ３ のゲートにハイレベ
ルの電圧が印加されるため、前記ＮＭＯＳ QN１ ３ はオンする。したがって、定電圧制御回
路４０において、ＮＭＯＳ QN１ ０ のソースがオン状態のＮＭＯＳ QN１を介して電源電圧Ｖ
ssと電気的に接続されることにより、定電圧制御用ＮＭＯＳ QN１ ０ を選択することができ
る。
【０１２４】
一方、選択信号ＳＥＬ１１，ＳＥＬ１２は共にロウレベルとされるので、選択制御用ＮＭ
ＯＳ QN１ ４ ， QN１ ５ のゲートには前記選択信号ＳＥＬ１１，ＳＥＬ１２すなわちロウレベ
ルの信号が印加されるので、ＮＭＯＳ QN１ ４ ， QN１ ５ はオフする。よって、定電圧制御用
ＮＭＯＳ QN１ １ ， QN１ ２ は両電源と電気的に切り離され選択されない。
【０１２５】
ここで、図８に定電圧Ｖ regと選択信号ＳＥＬ１０～１２の関係についてのタイミングチ
ャートを示す。図８において、横軸は時間を表わしている。ここで、定電圧 |Ｖ reg|と、
接地電圧Ｖ ddとにおいては、差電圧が大きくなるほど定電圧 |Ｖ reg|が大きくなるもので
ある。
【０１２６】
まず、選択信号ＳＥＬ１０がハイレベルとされることにより、前述したように、定電圧は
、 |Ｖ reg|＝α（ |Ｖ thp２ |＋Ｖ thn）（α：定数）で表わすことができるので、定電圧 |Ｖ
reg|はα（ |Ｖ thp２ |＋Ｖ thn１０）となる。そして、前記選択信号ＳＥＬ１０がロウレベ
ル，選択信号ＳＥＬ１１がハイレベルとされることによって、定電圧 |Ｖ reg|はα（ |Ｖ th
p２ |＋Ｖ thn１１）となる。また、前記選択信号ＳＥＬ１１がロウレベル，選択信号ＳＥ
Ｌ１２がハイレベルとされることによって、定電圧 |Ｖ reg|はα（ |Ｖ thp２ |＋Ｖ thn１２
）となる。つまり、ＳＥＬ１０がハイレベルにされたときの定電圧 |Ｖ reg|が最も低く、
ＳＥＬ３がハイレベルにされたときに定電圧 |Ｖ reg|が最も高くなる。
【０１２７】
ところで、前記したように、定電圧制御回路４０に含まれるＮＭＯＳの選択は、図３に示
す回路と同様の選択信号形成回路により、ＩＣの検査工程においてフューズを切断するこ
とにより行なわれる。また、実施の形態１と同様に、前記選択信号形成回路において、フ
ューズの切断による情報記憶方法でなくとも、不揮発性メモリや記憶素子等を用いて情報
を記憶させることもできる。
【０１２８】
前記定電圧制御回路に含まれるＮＭＯＳの選択においては、実施の形態１でも述べたよう
に、定電圧Ｖ reg，発振停止電圧Ｖ stoは、 |Ｖ reg|＞ |Ｖ sto|かつ |Ｖ reg|を低くするとい
う両方の条件を満たさなければならない。前述したように、前記発振停止電圧Ｖ stoは、
発振用インバータを構成するトランジスタのＮＭＯＳ QN０ ，ＰＭＯＳ QP０ の閾値電圧Ｖ th
n０， |Ｖ thp０ |に依存するため、特に図示しないテスト回路と接続されたテスト用パッド
に印加する電圧レベルを制御して、選択信号ＳＥＬ１０，ＳＥＬ１１，ＳＥＬ１２を順に
ハイレベルとする。ここで、テスト回路は、実施の形態１に記載した前記テスト回路と同
様に、前記テスト用パッドへの入力信号の組み合わせにより、選択信号ＳＥＬ１０～１２
を選択的に形成する論理回路を含む回路であり、前記テスト用パッドは１つまたは複数設
けることができる。
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【０１２９】
そして、定電圧制御用ＮＭＯＳ QN１ ０ ～ QN１ ２ を順にオンさせて、定電圧Ｖ regを変化さ
せ、出力ライン１０２に接続されたモニタ用パッドＭＰにて定電圧Ｖ regを測定する。こ
のとき、ＩＣテストはウエハの状態で行ない、夫々のＩＣチップ内に設けられた前記テス
ト回路，前記テスト用パッドおよびモニタ用パッドを使用して夫々のＩＣチップについて
定電圧Ｖ regの測定が行なわれる。また、測定時には、定電圧制御回路４０，選択制御回
路３０のみがアクティブとされ、他の素子は非アクティブ状態とされているものである。
【０１３０】
そして、実施の形態１に記載したように、水晶発振回路における発振用インバータにおい
てショート電流Ｉ sを測定し、前記した関係を満たす最適な定電圧Ｖ regを特定する。そし
て、ＩＣチップの実効領域に形成された定電圧発生回路において定電圧制御回路４０に含
まれる、前記特定した最適なＮＭＯＳと接続された選択信号形成回路のフューズの切断を
行ない、定電圧制御用ＮＭＯＳを１つ選択する。
【０１３１】
以上、本実施の形態の定電圧発生回路について説明してきたが、前述したように、本実施
の形態の定電圧発生回路は、動作マージンを確保しつつできるだけ低い定電圧 |Ｖ reg|を
形成することを特徴とするものであるので、トランジスタ数をさほど増加させることなく
実現することができるため、チップ面積を大きく増加させることなく、最適な定電圧が設
定でき、低消費電力な定電圧Ｖ regを得ることができる。
【０１３２】
本実施の形態においては、異なる閾値電圧を有する定電圧制御用ＮＭＯＳを３種類である
として説明したが、この数は特に限定されることなく自由に設定することができ、同様に
定電圧選択回路の単位回路の数も定電圧制御用ＮＭＯＳの数と対応させて設けることがで
きる。
【０１３３】
本実施の形態においては、閾値電圧の設定を定電圧制御用ＮＭＯＳ QN１ ０ ＞ QN１ １ ＞ QN１
２ 、すなわち、Ｖ thn１０＞Ｖ thn１１＞Ｖ thn１２として記載したが、これに限定される
ことなく、閾値電圧の設定を QN１ ０ ＜ QN１ １ ＜ QN１ ２ 、すなわち、Ｖ thn１０＜Ｖ thn１１
＜Ｖ thn１２として設定することもできる。
【０１３４】
また、実施の形態１，実施の形態２として、水晶発振回路の発振用インバータにて最適発
振用インバータを選択できるもの、定電圧発生回路の定電圧制御回路の最適ＮＭＯＳを選
択できるものとして別々に例を挙げて説明したが、図１に示されるように、同時に実施の
形態１の定電圧発生回路と、実施の形態２の水晶発振回路を適用することもでき、この場
合最も低消費電力化が図れることはいうまでもない。この場合、前記選択信号ＳＥＬ１～
３を形成する第１の選択信号形成回路と、前記選択信号ＳＥＬ１０～１２を形成する第２
の選択信号形成回路が必要となるが、前記モニタ用パッドは共用することができる。また
、前述したように、前記第１の選択信号形成回路と第２の選択信号形成回路の回路構成は
同一にすることもできる。そして、図１のように構成した場合、水晶発振回路の発振用イ
ンバータのショート電流測定結果と、定電圧Ｖ regの測定結果とによる組み合わせの中か
ら最適な組み合わせを選択することができ、安定した発振特性を確保しつつ、歩留りを向
上させることができ、さらに一層の低消費電力化を図ることができる。
【０１３５】
以上、実施の形態１，２を用いて本発明の水晶発振回路、定電圧発生回路、発振用インバ
ータユニット選択回路、選択信号形成回路について述べてきたが、前記発振用インバータ
ユニット選択回路、選択信号形成回路は図示した回路構成に限定されることなく様々な回
路構成にて実現することができ、例えば、フューズの切断は高電圧の印加でなくとも、レ
ーザーにてポリシリコンにて形成されたフューズを切断することもできる。
【０１３６】
＜実施の形態３＞
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次に、図９に腕時計に用いられる電子回路の一例が示されている。
【０１３７】
この腕時計は、図示しない発電機構を内蔵している。使用者が腕時計を装着し腕を動かす
と、発電機構の回転錘が回転し、そのときの運動エネルギーにより発電ロータが高速回転
され、発電ステータス側に設けられた発電コイル３００から交流電圧が出力される。
【０１３８】
この交流電圧が、ダイオード３０２で整流され、二次電池３０１を充電する。この二次電
池３０１は、昇圧回路３０３および補助コンデンサ３０４と共に主電源を構成する。
【０１３９】
本実施の形態では、二次電池の電圧が低くて時計の駆動電圧に満たないときには、昇圧回
路３０３により二次電池の電圧を時計駆動可能な高電圧に変換し、補助コンデンサ３０４
に蓄電する。そして、この補助コンデンサ３０４の電圧を電源として時計回路が動作する
。
【０１４０】
この時計回路は、実施の形態１，２に記載した発振回路と定電圧発生回路を含む半導体装
置として構成されており、この半導体装置に端子を介して接続された水晶振動子Ｘ’ｔａ
ｌを用いて予め設定された発振周波数、ここで３２７６８Ｈｚの周波数の発振出力を生成
し、この発振出力を分周することにより、一秒ごとに極性の異なる駆動パルスを出力する
ように構成されている。この駆動パルスは、時計回路に接続されたステップモータの駆動
コイル３０６へ入力される。これにより、図示しないステップモータは、駆動パルスが通
電されるごとにロータを回転駆動し、図示しない時計の秒針、分針、時針を駆動し、時刻
を表示板にアナログ表示することになる。
【０１４１】
ここで、本実施の形態の時計回路３３０は、前述した主電源から供給される電圧により駆
動される電源電圧回路部２２０と、この電源電圧からこの値よりも低い所定の一定電圧Ｖ
regを生成する実施の形態２に記載した定電圧発生回路２１０と、この定電圧Ｖ regにより
駆動される定電圧動作回路部２４０とを含んで構成される。
【０１４２】
図１０には、前記時計回路３３０のより詳細な機能ブロック図が示されている。
【０１４３】
定電圧動作回路部２４０は、外部接続された水晶振動子Ｘ’ｔａｌを一部に含んで構成さ
れた実施の形態１に記載した水晶発振回路２００と、波形整形ゲート２０１と、高周波分
周回路２０２とを含んで構成される。
【０１４４】
前記電源電圧回路部２２０は、レベルシフタ２０３と、中低周波分周回路２０４と、その
他の回路２０５とを含んで構成される。なお、本実施の形態の時計回路では、前記電源電
圧回路部２２０と、定電圧発生回路２１０とは、主電源から供給される電圧により駆動さ
れる電源電圧動作回路部２４０を構成している。
【０１４５】
前記水晶発振回路２００は、水晶振動子Ｘ’ｔａｌを用いて基準周波数ｆｓ＝３２７６８
Ｈｚの正弦波出力を波形整形ゲート２０１に出力する。
【０１４６】
前記波形整形ゲート２０１は、この正弦波出力を矩形波に整形した後、高周波分周回路２
０２へ出力する。
【０１４７】
前記高周波分周回路２０２は、基準周波数３２７６８Ｈｚを２０４８Ｈｚまで分周し、そ
の分周出力をレベルシフタ２０３を介して中低周波数分周回路２０４へ出力する。
【０１４８】
前記中低周波数分周回路２０４は、２０４８Ｈｚまで分周された信号を、さらに１Ｈｚま
で分周し、その他の回路２０５へ入力する。
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【０１４９】
前記その他の回路２０５は、１Ｈｚの分周信号に同期してコイルを通電駆動するドライバ
回路を含んで構成され、この１Ｈｚの分周信号に同期して時計用駆動用ステップモータを
駆動する。
【０１５０】
本実施の形態の時計回路において、主電源から供給される電源電圧Ｖ ssにより回路全体が
駆動される電源電圧動作回路部２４０以外に、これにより低い定電圧Ｖ regで駆動される
定電圧動作回路部２２０を設けたのは以下の理由による。
【０１５１】
すなわち、このような時計回路では、長期間安定した動作を確保するために、その消費電
力を低減することが必要となる。
【０１５２】
通常、回路の消費電力は、信号の周波数、回路の容量に比例し、さらに供給電源電圧の二
乗に比例して増大する。
【０１５３】
ここで、時計回路に着目してみると、回路全体の消費電力を低減するためには、回路各部
に供給する電源電圧を低い値、たとえばＶ re gに設定すれば良い。この定電圧発生回路２
１０は、実施の形態２に記載したように、前記水晶発振回路２００の発振動作を補償する
範囲で最小の定電圧Ｖ regを形成することができる。
【０１５４】
次に、信号周波数に着目してみると、時計回路は、信号周波数が高い水晶発振回路２００
、波形整形ゲート２０１、高周波分周回路２０２と、それ以外の回路２０５とに大別する
ことができる。この信号の周波数は、前述したように回路の消費電力と比例関係がある。
【０１５５】
そこで、本実施の形態の定電圧発生回路２１０は、主電源から供給される電源電圧Ｖ ssか
ら、それより低い定電圧Ｖ regを生成し、これを高周波信号を扱う回路部２３０、すなわ
ち水晶発振回路２００、波形整形ゲート２０１、高周波分周回路２０２へ供給している。
このように、前記高周波信号を扱う回路２３０に対して供給する駆動電圧を低くすること
により、定電圧発生回路２１０の負担をさほど増加させることなく、時計回路全体の消費
電力を効果的に低減することができる。
【０１５６】
なお、本実施の形態において、高周波分周回路２０２と中低周波分周回路２０４との間に
レベルシフタ２０３を設けたのは、以下の理由による。
【０１５７】
高周波分周回路２０２の出力波高値は、定電圧Ｖ regレベルであり、主電源の電圧Ｖ ssの
波高値より小さい。このため、前記電源電圧Ｖ ssで駆動されている中低周波分周回路２０
４に、高周波分周回路２０２の定電圧Ｖ regレベルの出力をそのまま入力しても、この入
力値が中低周波分周回路２０２の初段のロジックレベルの電圧を超えないため、中低周波
分周回路２０４が正常に動作しない。よって、前記中低周波分周回路２０４が正常に動作
するように、前記レベルシフタ２０３を使い、前記高周波分周回路２０２の出力波高値を
定電圧レベルから電源電圧レベルまで引き上げている。
【０１５８】
以上述べたように、本実施の形態の時計回路およびこれを含む電子回路は、実施の形態１
の水晶発振回路、実施の形態２の定電圧発生回路を含んでいるために、製造ばらつきによ
らず、発振用インバータの動作がマージンを確保しつつ、最小の定電圧を前記水晶発振回
路に供給することができるため、電子回路、時計回路の低消費電力化が図れる。したがっ
て、前述したような、時計または携帯用の電子機器において、発振動作を安定して行なう
ことができるだけでなく、使用電池の長寿命化を図ることができ、時計又は携帯用の電子
機器の使い勝手を向上することができる。
【０１５９】
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による実施の形態２の定電圧発生回路及び実施の形態１の水晶発振回路を
有する発振回路の概略図である。
【図２】本発明による実施の形態１の水晶発振回路を有する発振回路の概略図である。
【図３】本発明による実施の形態１の発振用インバータ選択回路の概略図である。
【図４】本発明による実施の形態１の発振停止電圧と選択信号の関係を示すタイミングチ
ャートの概略図である。
【図５】本発明による発振用インバータのショート電流を測定する方法について説明する
ための図と、発振停止電圧とショート電流との関係を示すグラフである。
【図６】本発明による実施の形態１の水晶発振回路のゲート波形と，ドレイン波形を示す
概略図である。
【図７】本発明による実施の形態２の定電圧発生回路を有する発振回路の概略図である。
【図８】本発明による実施の形態２の定電圧と選択信号の関係を示すタイミングチャート
の概略図である。
【図９】本発明による実施の形態３の時計の機能ブロック図である。
【図１０】本発明による実施の形態３の携帯用電子機器の機能ブロック図である。
【図１１】本発明による従来の定電圧発生回路及び水晶発振回路を有する発振回路の概略
図である。
【図１２】従来の定電圧発生回路における定電流源と接続されたＮＭＯＳに流れる定電流
とゲート－ソース間電圧との関係を示すグラフである。
【図１３】定電圧 |Ｖ reg|と発振停止電圧 |Ｖ sto|に関する温度と電圧の関係を示す図であ
る。
【符号の説明】
１０・・・発振用インバータ群
２０Ｐ，２０Ｎ・・・選択制御回路（水晶発振回路）
３０・・・選択制御回路（定電圧発生回路）
４０・・・定電圧制御回路
ＩＮＶ１～３・・・発振用インバータユニット
Ｐ１～Ｐ３・・・パッド
ＯＰ・・・オペアンプ
Ｒｆ・・・帰還抵抗
ＣＧ ，ＣＤ ・・・補償用コンデンサ
Ｘ’ｔａｌ・・・水晶振動子
Ｕ１～Ｕ４・・・単位回路
Ｆ１～Ｆ３・・・フューズ回路
ｆ１～ｆ３・・・フューズ
Ｒ１～Ｒ３・・・抵抗
Ｉ１～Ｉ３・・・出力インバータ
２００・・・水晶発振回路
２０１・・・波形整形用ゲート
２０２・・・高周波分周回路
２０３・・・レベルシフタ
２０４・・・中低周波分周回路
２０５・・・その他回路
２１０・・・定電圧発生回路
２２０・・・電源電圧回路部
２３０・・・定電圧駆動動作回路部
２４０・・・電源電圧動作回路
３００・・・発電コイル
３０１・・・二次電池
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３０２・・・ダイオード
３０３・・・昇圧回路
３０４・・・補助コンデンサ
３０６・・・時計用モータコイル

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

(27) JP 3539110 B2 2004.7.7



フロントページの続き

(72)発明者  中宮　信二
            長野県諏訪市大和３丁目３番５号　セイコーエプソン株式会社内

    審査官  櫻井　仁

(56)参考文献  特開昭５５－０２８６３２（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５４－０５２４５６（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              G04G  3/00
              H03B  5/32

(28) JP 3539110 B2 2004.7.7


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

