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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電源電位が供給される第１配線と、
　第２電源電位が供給される第２配線と、
　第１および第２配線との間に接続された入力回路とを有し、
　上記入力回路は、
　一対の入力端子と、
　上記一対の入力端子に結合された一対の第１容量素子と、
　上記一対の入力端子に上記一対の第１容量素子を介してそれぞれ接続された一対のゲー
ト電極と、共通結合された一対のソース電極と、一対のドレイン電極とを有する一対の第
１差動入力ＭＯＳトランジスタと、
　上記第１差動入力ＭＯＳトランジスタの一対のドレイン電極と上記第１配線との間に接
続された一対の負荷素子と、
　上記共通結合された上記第１差動入力ＭＯＳトランジスタの一対のソース電極と上記第
２配線との間に接続された電流源と、
　上記一対の入力端子にそれぞれ接続された一対のゲート電極と、共通結合された一対の
ソース電極と、一対のドレイン電極とを有する一対の第２差動入力ＭＯＳトランジスタと
、を含み、
　上記一対の負荷素子は、上記第２差動入力ＭＯＳトランジスタの一対のドレイン電極の
それぞれと上記第１配線との間に接続され、
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　上記電流源は、上記第２差動入力ＭＯＳトランジスタの共通結合されたソース電極と上
記第２配線との間に接続されている半導体集積回路装置。
【請求項２】
　第３電源電位が供給される第３配線と、
　上記一対の第１差動入力ＭＯＳトランジスタのゲート電極と、それぞれを介して上記第
３配線との間に接続された一対の第１抵抗素子をさらに有する請求項１に記載の半導体集
積回路装置。
【請求項３】
　第４電源電位が供給される第４配線と、
　上記一対の入力端子のそれぞれと上記第４配線との間に結合された一対の第２抵抗素子
とをさらに有し、
　上記一対の第１抵抗素子の抵抗値は、上記一対の第２抵抗素子のそれより大きくされる
請求項２に記載の半導体集積回路装置。
【請求項４】
　上記第１配線と上記第２配線との間に結合された第２容量素子とさらに有し、
　上記一対の第１容量素子のおのおのは、金属-絶縁膜-金属から構成され、
　上記第２容量素子のそれぞれは、ＭＯＳ構造で構成される請求項１に記載の半導体集積
回路装置。
【請求項５】
　上記一対の第１容量素子のそれぞれは、
　半導体基板の主面上の絶縁膜上に形成された導電層からなる第５配線と、
　上記第５配線上に形成された第１絶縁層と、
　上記第１絶縁層上に設けられた第６配線とを有し、
　上記第６配線は対応する差動入力ＭＯＳトランジスタのゲート電極に結合され、
　上記第５配線は対応する上記一対の入力端子の一方に結合される請求項１に記載の半導
体集積回路装置。
【請求項６】
　上記第５配線は、上記第６配線の周囲を囲むように形成され、上記第１絶縁層は、上記
第５配線と上記第６配線の間に形成される請求項４に記載の半導体集積回路装置。
【請求項７】
　上記一対の第１容量素子のそれぞれは、上記第６配線上に形成された第２絶縁層と、該
第２絶縁層上に形成された第７配線とをさらに含み、
　上記第７配線は対応する上記一対の入力端子の一方に結合される請求項４に記載の半導
体集積回路装置。
【請求項８】
　上記一対の第１容量素子のそれぞれは、
　上記第１絶縁層上に形成された第８配線と、　
　上記第５配線と上記第８配線との間に接続された第１接続線と、
　上記第７配線と上記第８配線との間に接続された第２接続線と、をさらに含む請求項６
に記載の半導体集積回路装置。
【請求項９】
　上記一対の第１容量素子のそれぞれは、
　上記第１絶縁層上に設けられた第９配線をさらに含み、
　上記第８配線と上記第９配線とは、上記第６配線の両サイドに配置され、
　上記第５配線と上記第９配線との間に接続された第３接続線と、
　上記第７配線と上記第９配線との間に接続された第４接続線と、をさらに含む請求項７
に記載の半導体集積回路装置。
【請求項１０】
　上記第５配線は、上記第６配線よりも幅広である請求項４に記載の半導体集積回路装置
。
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【請求項１１】
　上記第７配線は、上記第６配線よりも幅広である請求項６に記載の半導体集積回路装置
。
【請求項１２】
　上記一対の入力端子のおのおのには、差動信号が入力される請求項１に記載の半導体集
積回路装置。
【請求項１３】
　上記第１電源電位は、上記第２電源電位より大きい請求項１に記載の半導体集積回路装
置。
【請求項１４】
　第１，第２入力端子と、第１入力回路を有し、
　上記第１入力回路は、
　第１入力端子に第１容量素子を介してゲート端子が接続された第１ＭＯＳトランジスタ
と、　
　第２入力端子に第２容量素子を介してゲート端子が接続され上記第１ＭＯＳトランジス
タとソース共通結合された第２ＭＯＳトランジスタと、
　上記第１ＭＯＳトランジスタのドレイン端子と第１電源電圧端子との間に接続された第
１負荷素子と、
　上記第２ＭＯＳトランジスタのドレイン端子と第１電源電圧端子との間に接続された第
２負荷素子と、
　上記第１ＭＯＳトランジスタと上記第２ＭＯＳトランジスタの共通ソース端子と第２電
源電圧端子との間に接続された第１電流源と、
　第１入力端子にゲート端子が接続された第３ＭＯＳトランジスタと、
　第２入力端子にゲート端子が接続され、上記第３ＭＯＳトランジスタとソース共通結合
された第４ＭＯＳトランジスタと、を有し、
　上記第１負荷素子は、第１電源電圧端子と上記第１ＭＯＳトランジスタ及び第３ＭＯＳ
トランジスタのそれぞれのドレイン端子との間に接続され、
　上記第２負荷素子は、第１電源電圧端子と上記第２ＭＯＳトランジスタ及び第４ＭＯＳ
トランジスタのそれぞれのドレイン端子との間に接続され、
　上記第１電流源は、第２電源電圧端子と上記第１ＭＯＳトランジスタから上記第４ＭＯ
Ｓトランジスタのそれぞれの共通ソース端子との間に接続された半導体集積回路装置。
【請求項１５】
　上記入力回路は、第３電源電圧端子と上記第１ＭＯＳトランジスタと第２ＭＯＳトラン
ジスタのそれぞれのゲート端子との間にそれぞれ接続された第１と第２抵抗素子を含む請
求項１４に記載の半導体集積回路装置。
【請求項１６】
　第３と第４抵抗素子が、第４電源電圧端子と上記一対の入力端子との間にそれぞれ接続
され、
　上記一対の第１抵抗素子の抵抗値は、上記一対の第２抵抗素子の抵抗値より大きく設定
された請求項１５に記載の半導体集積回路装置。
【請求項１７】
　上記入力回路は、
　第１電源電圧端子と上記第１と第２ＭＯＳトランジスタのそれぞれのゲート端子との間
にそれぞれ接続された第５ＭＯＳトランジスタ及び第６ＭＯＳトランジスタと、
　第２電源電圧端子と上記第１と第２ＭＯＳトランジスタのゲート端子との間にそれぞれ
接続された第７ＭＯＳトランジスタと第８ＭＯＳトランジスタと、
を含む請求項１４に記載の半導体集積回路装置。
【請求項１８】
　上記第１負荷素子と上記第２負荷素子は、ＭＯＳトランジスタにより構成されている請
求項１４に記載の半導体集積回路装置。
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【請求項１９】
　上記第１電源電位は、上記第２電源電位より大きく、
　上記第３電源電位は、上記第２電源電位に上記第１または第２ＭＯＳトランジスタのし
きい値電圧を加えた電位よりも大きく上記第１電源電位よりも小さい電位である請求項１
５に記載の半導体集積回路装置。
【請求項２０】
　上記入力回路は、
　第１入力端子に第１容量素子を介してゲート端子が接続された第９ＭＯＳトランジスタ
と、
　第２入力端子に第２容量素子を介してゲート端子が接続され上記第９ＭＯＳトランジス
タとソース共通結合された第１０ＭＯＳトランジスタと、
　上記第１入力端子にゲート端子が接続された第１１ＭＯＳトランジスタと、
　上記第２入力端子にゲート端子が接続され上記第１１ＭＯＳトランジスタとソース共通
結合された第１２ＭＯＳトランジスタと、
　上記第９ＭＯＳトランジスタと上記第１１ＭＯＳトランジスタのそれぞれのドレイン端
子と第１電源電圧端子との間に接続された第３負荷素子と、
　上記第１０ＭＯＳトランジスタと上記第１２ＭＯＳトランジスタのそれぞれのドレイン
端子と第１電源電圧端子との間に接続された第４負荷素子と、
　第２電源電圧端子と上記第９から第１２ＭＯＳトランジスタの共通ソース端子との間に
接続された第２電流源と、
をさらに含む請求項１４に記載の半導体集積回路装置。
【請求項２１】
　上記入力回路は、
　上記第１ＭＯＳトランジスタのドレイン端子にゲート端子が接続された第１３ＭＯＳト
ランジスタと、
　上記第１０ＭＯＳトランジスタのドレイン端子にゲート端子が接続され、上記第１３Ｍ
ＯＳトランジスタとソース共通結合された第１４ＭＯＳトランジスタと、
　上記第１３ＭＯＳトランジスタのドレイン端子と第１電源電圧端子との間に接続された
第５負荷素子と、
　上記第１４ＭＯＳトランジスタのドレイン端子と第１電源電圧端子との間に接続された
第６負荷素子と、
　第２電源電圧端子と上記第１３ＭＯＳトランジスタ及び第１４ＭＯＳトランジスタの共
通ソース端子との間に接続された第３電流源と、
をさらに含む請求項２０に記載の半導体集積回路装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体集積回路における差動型の入力回路さらにはディジタル入力信号の波形
歪みおよびジッタの低減に適用して有効な技術に関し、例えばゲートアレイの入力バッフ
ァ回路に利用して有効な技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
プリント配線基板（以下、ボードと称する）上に実装された複数の半導体集積回路間や異
なるボード上の半導体集積回路間でデータを伝送する場合、パッケージの端子やボード上
の配線、ケーブル等に寄生する抵抗による信号の減衰や入出力端子での反射によりデータ
信号の振幅が小さくなったり位相がずれたりすることで波形が歪んでしまうことが知られ
ている。さらに、近年、データ伝送速度の高速化が進められているが、これに伴って、高
周波の信号は伝送線の表面近傍を通るため抵抗が増大するという表皮効果が顕著になり、
信号波形の歪みが一層大きくなるという問題がある。
【０００３】
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また、半導体集積回路間やボード間で伝送されるデータはまちまちであり、例えば“0101
010101010101……”のように高周波成分を多く含む場合や、“000000111111000000111111
……”のように比較的低周波の成分を多く含む場合があり、低周波成分を多く含む場合に
は伝送路を通過する信号は表皮効果の影響が少ないため信号の振幅は大きく、高周波成分
を多く含む場合には伝送路を通過する信号は表皮効果の影響を強く受けるため振幅は小さ
くなる。しかも、このような振幅の変動は伝送線の長さが長くなるほど顕著になる。
【０００４】
そのため、従来の一般的な差動アンプからなる入力回路にあっては、伝送する信号に含ま
れる周波数成分によってその出力の振幅が異なり振幅の変動が大きくなる。また、入力信
号の振幅が小さい時は論理レベルの変化の際にロジックスレッショールドに到達するまで
の時間が短いため信号の遅延が小さく、逆に入力信号の振幅が大きい時は信号の遅延が大
きくなるため、伝送する信号に含まれる周波数成分の変動によりジッタが発生する。
【０００５】
その結果、図２４に示すように、入力回路の出力信号は波形が大きく歪んでしまい、アイ
パターンの開口度が小さくなる。そして、この開口度があまりにも小さくなってしまうと
入力回路はデータを弁別できなくなり、正確なデータの伝送が困難になるという問題があ
る。
【０００６】
かかる問題点を解決するため、例えば図２５に示すように、差動型入力回路において差動
入力トランジスタＱ１，Ｑ２のドレイン側にインダクタＬ１，Ｌ２を設けることにより、
信号の歪みを低減する技術が提案されている（例えば非特許文献１参照）。また、図２６
に示すように、入力信号ＩＮ，／ＩＮの低周波成分を増幅する可変利得アンプＡＭＰ１，
ＡＭＰ２と高周波成分を増幅する可変利得アンプＡＭＰ３，ＡＭＰ４を設け、低周波成分
と高周波成分を別々に増幅した信号を抵抗を介して合成し、さらにアンプＡＭＰ５，ＡＭ
Ｐ６で増幅して差動型コンパレータＣＰＭに入力して弁別するようにした入力回路も提案
されている（例えば非特許文献２参照）。
【０００７】
【非特許文献１】
2001 IEEE International Solid-State Circuits Conference DIGEST OF TECHNICAL PAPE
RS p78-p79
【非特許文献２】
2002 Symposium On VLSI Circuits Conference Digest of Technical Papers p64-p67
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
差動入力トランジスタＱ１，Ｑ２のドレイン側にインダクタＬ１，Ｌ２を設けるようにし
た図２５のような差動型入力回路において、１Ｇ（ギガ）ｂｐｓのような速度で伝送され
るデータ信号の歪みを所望のレベル以下に抑える場合、本発明者等の試算によるとインダ
クタＬ１，Ｌ２のインダクタンスとして数ｎＨが必要となる。
【０００９】
かかるインダクタンスを、半導体チップ上において例えば渦巻き状に形成された幅９μｍ
、配線間隔３μｍ、巻数「２」の配線パターンで得ようとした場合、その直径は約２００
μｍにもなってしまい、面積は入出力バッファ５個分の面積に相当することが分かった。
そのため、入力ピンが数１００～数１０００個にも達するゲートアレイに、図２５のよう
な差動型入力回路を適用するとインダクタの占有面積が非常に大きなものとなる。
【００１０】
しかも、インダクタを構成する配線の下に他の配線が存在したり基板との間の絶縁膜が薄
くて寄生容量値が大きかったりするとインダクタンスの値が低下するため、インダクタを
構成する配線は最上層の導電層で形成するのが望ましく、その場合その下方には何ら他の
配線や素子を形成することができない。そのため、図２５のような差動型入力回路にあっ
ては、空いているスペースを利用してインダクタＬ１，Ｌ２を形成してチップサイズの低
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減を図ることが困難であり、チップサイズの大幅な増大は避けられないという課題がある
。
【００１１】
また、入力信号ＩＮ，／ＩＮの低周波成分を増幅する可変利得アンプＡＭＰ１，ＡＭＰ２
と高周波成分を増幅する可変利得アンプＡＭＰ３，ＡＭＰ４を設けた図２６のような入力
回路にあっても、差動型コンパレータＣＭＰの他に６個のアンプが必要であり、入力回路
の素子数が増加するためチップサイズの増大は避けられないという課題がある。
【００１２】
さらに、上記記述ではデータ信号を伝送する場合について説明したが、半導体集積回路間
でクロックパルスを伝送する場合にも周波数依存性が問題となる。具体的には、一般にシ
ステムが決まればクロックパルスの周波数も決まるので、周波数に応じてクロックパルス
信号の振幅や遅延時間が変動してジッタが発生することはないが、システムが異なれば使
用されるクロックパルスの周波数が異なったり、クロックパルスの伝送線の長さが異なっ
たりすることがある。その場合、クロックパルスのデューティが許容範囲からはずれて、
受信したクロックパルスに同期してデータ信号をラッチする回路においては、マージンが
低下して誤ったデータを取り込んでしまうおそれがある。
【００１３】
この発明の目的は、チップサイズを増大させることなく高速のデータ信号を取り込んで波
形を歪ませずに内部回路へ伝達することができる入力回路を備えた半導体集積回路装置を
提供することにある。
【００１４】
この発明の他の目的は、伝送されるデータの配列に依存して入力データ信号の振幅が変動
したりジッタが増加したりするのを抑えて、データを内部回路へ正確に伝達することがで
きる入力回路を備えた半導体集積回路装置を提供することにある。
【００１５】
この発明のさらに他の目的は、クロックパルス信号のデューティの変動を防止して、クロ
ックパルスに同期してデータ信号をラッチする回路においてマージンが低下して誤ったデ
ータを取り込むのを回避することができる入力回路を備えた半導体集積回路装置を提供す
ることにある。
【００１６】
この発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴については、本明細書の記述および
添付図面から明らかになるであろう。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を説明すれば、下記のとおりであ
る。
【００１８】
すなわち、差動型の入力回路において、差動信号が入力される一対の入力端子に制御端子
が接続され主として低周波成分を増幅するための第１の差動入力トランジスタ対の他に、
差動信号が入力される一対の入力端子に制御端子が各々容量素子を介して接続され第１の
差動入力トランジスタ対と差動結合点（共通ソース）が共通結合されて主として高周波成
分を増幅するための第２の差動入力トランジスタ対を設けるようにしたものである。
【００１９】
なお、上記第１の差動入力トランジスタ対を構成するトランジスタは、入力端子に制御端
子が直接接続され入力端子から電流を流し込むことができるのでバイポーラ・トランジス
タでも電界効果トランジスタであってもよいが、第２の差動入力トランジスタ対を構成す
るトランジスタは、制御端子が容量を介して入力端子に接続されていて入力端子からベー
ス電流を流し込むことができないので、バイポーラ・トランジスタを用いるのは不適当で
あり電界効果トランジスタに限定される。また、第２の差動入力トランジスタ対が電界効
果トランジスタである場合、この第２の差動入力トランジスタ対と差動結合点（共通ソー
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ス）が共通結合される第１の差動入力トランジスタ対も電界効果トランジスタであること
が望ましい。
【００２０】
上記した手段によれば、入力信号の低周波成分のみならず高周波成分をも増幅することが
できるため、入力データ信号の伝送速度が速くなっても伝送されるデータの配列に依存し
て入力データ信号の振幅が変動したりジッタが増加したりするのを抑えて、データを内部
回路へ正確に伝達することができるようになる。また、入力端子に接続される容量と高周
波成分を増幅するための第２の差動入力トランジスタ対が必要であるが、半導体集積回路
において容量はインダクタに比べて小さな面積で形成することができるため、チップサイ
ズをそれほど増大させることなく高速のデータ信号を取り込んで波形を歪ませずに内部回
路へ伝達することができる。
【００２１】
さらに、外部から入力されるクロックパルス信号を取り込んで内部回路へ供給する入力回
路においては、入力信号の低周波成分のみならず高周波成分をも増幅することができるこ
とにより、クロックの周波数が高くなっても信号の振幅が小さくなったりしないためクロ
ックパルス信号のデューティのずれを防止して、クロックパルスに同期してデータ信号を
ラッチする回路においてマージンが低下して誤ったデータを取り込むのを回避することが
できる。
【００２２】
本出願に係る第２の発明は、差動信号が入力される一対の入力端子に制御端子が接続され
主として低周波成分を増幅するための第１の差動入力トランジスタ対の他に、差動信号が
入力される一対の入力端子に制御端子が各々容量素子を介して接続され第２の差動入力ト
ランジスタ対と差動結合点（共通ソース）が共通結合されて主として高周波成分を増幅す
るための第２の差動入力トランジスタ対を有する差動型の入力回路において、上記容量素
子として、第１配線と該第１の配線の周囲を囲むように形成されたチューブ状の第２配線
との間のカップリング容量を使用するようにしたものである。これにより専用の占有領域
を設けることなく高周波成分を伝達する容量素子を形成することができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施例を図面に基づいて説明する。
【００２４】
図１は、本発明を適用した差動型入力回路（以下、単に入力回路と称する）の第１の実施
例を示す。
【００２５】
図１において、Ｐｉｎ１，Ｐｉｎ２は差動入力信号ＩＮ，／ＩＮが外部から供給される入
力端子である。半導体集積回路においては、この入力端子は、一般に、ボンディングワイ
ヤの一端が結合されたボンディングパッドと呼ばれる電極あるいは半田ボール等を介して
パッケージ側の電極と接合されるパッドとして構成される。
【００２６】
この実施例の入力回路は、互いにソース端子が結合されゲート端子が各々前記入力端子Ｐ
ｉｎ１，Ｐｉｎ２に接続された一対のＮチャネル型差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ１，ＭＮ
２と、ソース端子が前記型差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ１，ＭＮ２のソース端子に結合さ
れゲート端子が各々容量Ｃ１，Ｃ２を介して前記入力端子Ｐｉｎ１，Ｐｉｎ２に接続され
た一対のＮチャネル型差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５と、これらのＭＯＳＦＥＴ
　ＭＮ１～ＭＮ５の共通ソース端子と接地点（ＶSS）との間に接続された定電流用ＭＯＳ
ＦＥＴ　ＭＮ３と、前記差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ１，ＭＮ２のドレイン端子と電源電
圧端子ＶDDとの間に接続されたＰチャネル型のＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ１，ＭＰ２と、前記差
動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５の各ゲート端子と定電圧端子ＶTTとの間に接続され
た抵抗Ｒ１，Ｒ２と、前記入力端子Ｐｉｎ１，Ｐｉｎ２と接地点との間に接続された保護
ダイオードＤ１，Ｄ２と、前記入力端子Ｐｉｎ１，Ｐｉｎ２と定電圧端子ＶTとの間に接
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続された終端抵抗Ｒｅ１，Ｒｅ２とから構成されている。図示はされないが、保護ダイオ
ードはＤ１，Ｄ２のほかに前記入力端子Ｐｉｎ１，Ｐｉｎ２と電源ＶDDとの間に接続した
ものを挿入しても良い。
【００２７】
上記負荷ＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ２はゲートとドレインが結合され、他方の負荷ＭＯＳＦＥＴ
　ＭＰ１は該ＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ２とゲート共通結合されて、カレントミラー型のアクテ
ィブ負荷を構成している。抵抗Ｒ１，Ｒ２を介して差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ
５のゲート・バイアス電位すなわち振幅の中心電位を与える定電圧端子ＶTTは、ＭＯＳＦ
ＥＴ　ＭＮ４のしきい値電圧Ｖｔｈと電源電圧ＶDDとの間の電圧であれば良い。ＶTは終
端電位である。この実施例では、特に制限されるものでないが、ＶDDは１．５Ｖ、ＶTTは
１．０Ｖ、ＶTは１．０Ｖに設定されている。
【００２８】
終端抵抗Ｒｅ１，Ｒｅ２は本実施例で想定している伝送線のインピーダンス（５０Ω）に
合わせて例えば５０Ωのような抵抗値に設定されている。伝送線とほぼ同じインピーダン
スとすることによって、端子を介して入力された高速の信号が内部で反射等を起こすなど
して波形が乱れてしまうことを防ぐことが可能となる。図示はしないが終端抵抗Ｒｅ１，
Ｒｅ２は外付けの素子として入力端子Ｐｉｎ１，Ｐｉｎ２に接続することで、チップ内部
に設けないようにすることも可能である。
【００２９】
本実施例では、入力データ信号ＩＮ，／ＩＮの伝送速度として１Ｇｂｐｓを想定して、前
記容量Ｃ１，Ｃ２は例えば０．２ｐＦのような容量値を有し、抵抗Ｒ１，Ｒ２は１ｋΩの
ような抵抗値を有するように設計されることで、ＣＲ時定数が約２００ｐｓになるように
設定されている。これにより、前記入力端子Ｐｉｎ１，Ｐｉｎ２に数百ＭＨｚ～数ＧＨｚ
の信号が入力されているときに、その高周波成分を容量Ｃ１，Ｃ２を介してＭＯＳＦＥＴ
　ＭＮ４，ＭＮ５のゲート端子に供給して増幅させることができるように構成されている
。前記入力端子Ｐｉｎ１，Ｐｉｎ２とＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ１，ＭＮ２のゲート端子との間
には容量が介挿されていないので、ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ１，ＭＮ２はもっぱら入力信号の
低周波成分を増幅する。
【００３０】
従って、前記入力端子Ｐｉｎ１，Ｐｉｎ２に数百ＭＨｚ～数ＧＨｚの信号が入力されてい
るときは、ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ１，ＭＮ２およびＭＮ４，ＭＮ５により、入力信号の低周
波成分と高周波成分の両方が増幅され、入力端子Ｐｉｎ１，Ｐｉｎ２に数百ＭＨｚ以下の
信号が入力されているときは、ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ１，ＭＮ２のみに信号が入力され、低
周波成分が増幅されて内部回路へ供給される。
【００３１】
また例えば、入力データ信号ＩＮ，／ＩＮの伝送速度として３Ｇｂｐｓ（約３００ｐｓ）
想定するのであれば、ＣＲ時定数がデータ伝送速度の周期より小さく、１ｋΩのような抵
抗値を有する抵抗を用いる場合は、容量Ｃを例えば０．１６ｐＦのような容量値を有する
ように設計すればよい。
【００３２】
図１２（Ａ）～図１２（Ｃ）は、本実施例の入力回路と、差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４
，ＭＮ５および容量Ｃ１，Ｃ２を設けない従来型の差動入力回路について、ゲイン特性と
ディレイ特性をシミュレーションによって求めた結果を示す。このうち、図１２（Ａ），
図１２（Ｂ）はゲイン特性を、図１２（Ｃ）はディレイ特性を示す。また、図１２（Ａ）
～図１２（Ｃ）において、実線Ａ１，Ａ２，Ａ３は本実施例の入力回路の特性を、破線Ｂ
１，Ｂ２は従来型の差動入力回路の特性を、一点鎖線Ｄは伝送線の損失特性を、点線Ｅは
ゲイン特性Ａ２と損失特性Ｄの合成特性を示す。
【００３３】
図１２（Ａ）から、差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５および容量Ｃ１，Ｃ２を設け
ない従来型の差動入力回路は３００ＭＨｚ以上の信号に対するゲインが周波数の増加に伴
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い徐々に下がるが、本実施例の入力回路は、百ＭＨｚ以上４ＧＨｚ以下の信号に対するゲ
インがそれ以外の周波数の信号に対するゲインよりも高くなっていることが分かる。また
、図１２（Ｂ）から、伝送線の損失により入力信号の振幅が小さくなっても、本実施例の
入力回路は百ＭＨｚ以上４ＧＨｚ以下の信号に対するゲインが高くなっているため、点線
Ｅのように伝送線による損失を補償して１ＧＨｚまでほとんど振幅の低下のない信号を内
部回路へ供給できることが分かる。
【００３４】
さらに、図１２（Ｃ）から、差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５および容量Ｃ１，Ｃ
２を設けない従来型の差動入力回路では周波数が１００ＭＨｚを超えると信号のディレイ
が減少し始めるが、本実施例の入力回路は、数ＧＨｚまで信号のディレイが低下せずむし
ろ大きくなることが分かる。なお、このように、本実施例の入力回路において信号のディ
レイが低下しないのは、信号の振幅が大きくなることによって最大レベルもしくは最小レ
ベルから回路のロジックシュレッショールドに到達するまでの時間が長くなるためである
。
【００３５】
図１３（Ａ）～図１３（Ｄ）には、本実施例の入力回路に対して、伝送線を介して１Ｇｂ
ｐｓのデータ信号を伝送したときの入出力信号の波形をシミュレーションによって求めた
結果を示す。このうち図１３（Ａ）は出力回路の出力信号すなわち伝送線の始端での信号
の波形を、図１３（Ｂ）は容量Ｃ１，Ｃ２を介さない差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ１，Ｍ
Ｎ２のゲート端子への入力信号の波形を、図１３（Ｃ）は容量Ｃ１，Ｃ２を介する差動入
力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５への入力信号の波形を、図１３（Ｄ）は本実施例の入力
回路の出力信号波形をそれぞれ示す。
【００３６】
図１３（Ｄ）より、本実施例の入力回路の出力信号は、入力信号の周波数が高い場合にも
低い場合にも充分な振幅を有することが分かる。一方、差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，
ＭＮ５および容量Ｃ１，Ｃ２を設けない従来型の差動入力回路の出力信号は、図１３（Ｂ
）の入力信号をそのまま増幅した信号となり波形自身は相似になるので、入力信号の周波
数が低い場合には振幅は充分に出るが、周波数が高い場合には振幅が充分に出ないことが
分かる。
【００３７】
図２は、図１の第１実施例の入力回路の第１変形例を示す。
【００３８】
図２の回路は、図１の回路における差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５のゲート・バ
イアス電位を与える抵抗Ｒ１，Ｒ２の代わりに、電源電圧ＶDDとの間に接続されたＰチャ
ネルＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ３，ＭＰ４と、接地点との間に接続されたＮチャネルＭＯＳＦＥ
Ｔ　ＭＮ６，ＭＮ７とを設け、ＭＰ３とＭＰ４のゲート端子には接地電位ＶSSを印加し、
ＭＮ６とＭＮ７のゲート端子には電源電圧ＶDDを印加して、ＭＰ３とＭＮ６のオン抵抗の
比およびＭＰ４とＭＮ７のオン抵抗の比で差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４とＭＮ５のゲー
ト・バイアス電位を与えるようにしたものである。この変形例の回路は、終端抵抗Ｒｅ１
，Ｒｅ２を外付け抵抗とする場合に特に有効である。
【００３９】
その理由は、ＭＯＳＦＥＴの抵抗比で差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４とＭＮ５のゲート・
バイアス電位を生成することができ、これによって定電圧ＶTTが不要になるためである。
定電圧ＶTTが不要であるため、定電圧ＶTTを外部から供給する場合には外部端子が、また
定電圧ＶTTをチップ内部で生成する場合には定電圧回路が不要になり、その分チップサイ
ズの増大を抑えることができる。
【００４０】
図３は、図１の第１実施例の入力回路の第２変形例を示す。
【００４１】
図３の回路は、図１の回路における負荷ＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ１，ＭＰ２のゲート電圧を、
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ダイオード接続のカレントミラー用ＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ２のドレイン端子から与える代わ
りに、図示しない定電圧回路で生成した最適なバイアス電圧Ｖｇを与えるようにしたもの
である。この変形例の回路では、定電圧回路が必要になるが入力回路から内部回路へ供給
される信号の中心電位を素子（ＭＮ１～ＭＮ５，ＭＰ１，ＭＰ２）の定数や特性に依存す
ることなく任意に設定できるという利点がある。バイアス電圧Ｖｇはチップ外部から与え
るようにすることも可能である。ただしその場合には、外部端子が別途必要となる。
【００４２】
この変形例においても、差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５のゲート・バイアス電位
を与える抵抗Ｒ１，Ｒ２の代わりに、電源電圧ＶDDとの間に接続されたＰチャネルＭＯＳ
ＦＥＴ　ＭＰ３，ＭＰ４と、接地点との間に接続されたＮチャネルＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ６
，ＭＮ７とを設け、ＭＰ３とＭＮ６の抵抗比およびＭＰ４とＭＮ７の抵抗比で差動入力Ｍ
ＯＳＦＥＴ　ＭＮ４とＭＮ５のゲート・バイアス電位を与えるようにしても良いし、終端
抵抗Ｒｅ１，Ｒｅ２を外付け抵抗とするようにしても良い。
【００４３】
図４は、図１の第１実施例の入力回路の第３変形例を示す。
【００４４】
図４の回路は、図１の回路における負荷ＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ１，ＭＰ２の代わりに、負荷
抵抗Ｒ３，Ｒ４を用いたものである。この抵抗Ｒ３，Ｒ４は、例えばＭＯＳＦＥＴを構成
するゲート電極と同一のポリシリコン層あるいは半導体チップ上に形成した拡散層により
構成することができる。この変形例の回路は、入力回路から内部回路へ供給される信号の
中心電位を素子（ＭＮ１～ＭＮ５，ＭＰ１，ＭＰ２）の定数や特性に依存することなく抵
抗Ｒ３，Ｒ４の抵抗値で設定できるという利点がある。
【００４５】
この変形例においても、抵抗Ｒ１，Ｒ２の代わりに、電源電圧ＶDDとの間に接続されたＰ
チャネルＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ３，ＭＰ４と、接地点との間に接続されたＮチャネルＭＯＳ
ＦＥＴ　ＭＮ６，ＭＮ７とを設け、ＭＰ３とＭＮ６の抵抗比およびＭＰ４とＭＮ７の抵抗
比で差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４とＭＮ５のゲート・バイアス電位を与えるようにして
も良いし、終端抵抗Ｒｅ１，Ｒｅ２を外付け抵抗とするようにしても良い。
【００４６】
図５は、図１の第１実施例の入力回路の第４変形例を示す。
【００４７】
図５の回路は、図１の回路における負荷ＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ１と並列にスイッチＭＯＳＦ
ＥＴ ＭＰＳを設けて、定電流用ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ３のゲート端子と共通の信号を入力
させ、通常動作状態ではスイッチＭＯＳＦＥＴ　ＭＰＳと定電流用ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ３
のゲート端子に電源電圧ＶDDを供給してスイッチＭＯＳＦＥＴ　ＭＰＳをオフ、ＭＮ３を
オンさせて入力回路に電流を流して回路を動作させ、スタンバイモードのような状態では
接地電位ＶSSに切り替えて定電流用ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ３をオフさせて電流を遮断して入
力回路を非動作状態にさせる。また、このときスイッチＭＯＳＦＥＴ　ＭＰＳをオンさせ
て、出力ノードの電位をハイレベルに固定して次段のＣＭＯＳ回路に貫通電流が流れない
ようにしたものである。
【００４８】
なお、図示しないが、図２や図３の回路において、図５に示すような負荷ＭＯＳＦＥＴ　
ＭＰ１，ＭＮ１と並列なスイッチＭＯＳＦＥＴ ＭＰＳを設けた変形例も考えられる。図
４の変形例で、入力回路をオン／オフ制御可能にするためには、図５のスイッチＭＯＳＦ
ＥＴ ＭＰＳを設ける必要はなく、定電流用ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ３のゲート電圧のみ切り
替えられるように構成すれば良い。
【００４９】
図６は、図１の第１実施例の入力回路の第５変形例を示す。
【００５０】
図６の回路は、図１の実施例の入力回路の次段にもう１つ差動増幅回路を設け、入力回路
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から出力信号を差動で取り出して次段の差動増幅回路に入力して更に増幅して内部回路へ
伝送するようにしたものである。この変形例においても、図２～図５の変形例と同様な構
成変更が可能である。
【００５１】
図７は、本発明を適用した入力回路の第２の実施例を示す。
【００５２】
この実施例の入力回路は、差動入力ＭＯＳＦＥＴおよび定電流用ＭＯＳＦＥＴとしてＮチ
ャネルＭＯＳＦＥＴの代わりにＰチャネルＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ１～ＭＰ５を、またＰチャ
ネル負荷ＭＯＳＦＥＴの代わりに、Ｎチャネル負荷ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ１，ＭＮ２を用い
たものである。この実施例は、第１の実施例の入力回路に比べて内部回路へ供給される信
号の中心電位を低くすることができるという特徴がある。
【００５３】
図８は第２の実施例における第１の実施例の図３に相当する変形例、図９は第２の実施例
における第１の実施例の図４に相当する変形例である。図示しないが、図８および図９の
回路における抵抗Ｒ１，Ｒ２の代わりに、図２に示されている抵抗分割用のＭＯＳＦＥＴ
ＭＰ３，ＭＮ６，ＭＰ４，ＭＮ７を用いる変形例、図８や図９の回路において、図５に示
すような負荷ＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ１，ＭＮ１と並列なスイッチＭＯＳＦＥＴ ＭＰＳを設
けた変形例も考えられる。
【００５４】
図１０は、本発明を適用した入力回路の第３の実施例を示す。
【００５５】
この実施例の入力回路は、差動入力信号ＩＮ，／ＩＮをＰチャネル差動入力ＭＯＳＦＥＴ
　ＭＰ１、ＭＰ２、ＭＰ４、ＭＰ５とＮチャネル差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ１、ＭＮ２
、ＭＮ４、ＭＮ５の両方で受けるようにしたものである。Ｐチャネル差動入力ＭＯＳＦＥ
Ｔ　ＭＰ１、ＭＰ２、ＭＰ４、ＭＰ５のドレインはそれぞれ負荷素子Ｒ１３，Ｒ１４を介
して接地点に接続され、Ｎチャネル差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ１、ＭＮ２、ＭＮ４、Ｍ
Ｎ５のドレインはそれぞれ負荷素子Ｒ１１，Ｒ１２を介して電源電圧端子ＶDDに接続され
ている。
【００５６】
また、負荷素子Ｒ１１とＲ１３との間には出力信号の中心電位を設定するためのＭＯＳＦ
ＥＴ　ＭＰ８とＭＮ８が、負荷素子Ｒ１２とＲ１４との間には出力信号の中心電位を設定
するためのＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ９とＭＮ９が、それぞれ直列形態で接続され、ＭＰ８，Ｍ
Ｐ９のゲート端子には所定のバイアス電圧Ｖbiasが印加され、ＭＮ８とＭＮ９のゲート端
子にはダイオード接続のＭＮ９のドレイン電圧が印加され、ＭＮ８のドレイン端子から出
力信号が取り出されるように構成されている。
【００５７】
なお、この実施例においても、図１０の回路における抵抗Ｒ１，Ｒ２の代わりに、図２に
示されている抵抗分割用のＭＯＳＦＥＴＭＰ３，ＭＮ６，ＭＰ４，ＭＮ７を用いる変形例
、終端抵抗Ｒｅ１，Ｒｅ２として外付け抵抗を用いる変形例も考えられる。さらに、負荷
素子Ｒ１１～Ｒ１４とバイアス用のＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ８、ＭＰ９、ＭＮ８、ＭＮ９を省
略して、Ｐチャネル差動入力ＭＯＳＦＥＴのドレイン端子とＮチャネル差動入力ＭＯＳＦ
ＥＴのドレイン端子を直結した変形例も考えられる。
【００５８】
図１１は、本発明を適用した入力回路の第４の実施例を示す。
【００５９】
この実施例の入力回路は、差動入力信号ＩＮ，／ＩＮをそれぞれ別個に受ける差動アンプ
ＡＭＰ１，ＡＭＰ２と、これらのアンプの出力を受けて動作する差動アンプＡＭＰ３を設
けたものである。この実施例は、前段の差動アンプＡＭＰ１，ＡＭＰ２において、負荷Ｍ
ＯＳＦＥＴのうちゲート・ドレイン結合されたＭＯＳＦＥＴと逆のＭＯＳＦＥＴのドレイ
ン端子の電圧を出力電圧とすることにより、出力信号のバランスが良くなるとともにダイ
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ナミックレンジが広くなるという利点がある。
【００６０】
この実施例においても、図１１の回路における抵抗Ｒ１，Ｒ２の代わりに、図２に示され
ている抵抗分割用のＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ３，ＭＮ６，ＭＰ４，ＭＮ７を用いる変形例、終
端抵抗Ｒｅ１，Ｒｅ２として外付け抵抗を用いる変形例、図１１の回路において図５に示
すような負荷ＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ１，ＭＮ１と並列なスイッチＭＯＳＦＥＴ ＭＰＳを設
けて入力回路をオン／オフ制御可能な構成にする変形例も考えられる。
【００６１】
図１４および図１５には、差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５に入力信号の高周波成
分を伝える容量Ｃ１，Ｃ２の具体的な構成例が示されている。
【００６２】
本実施例においては、図１５に示されているような配線間のカップリング容量Ｃｓ１～Ｃ
ｓ４を利用して、入力端子Ｐｉｎ１，Ｐｉｎ２と差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ３，ＭＮ４
との間の容量Ｃ１，Ｃ２を構成している。より具体的には、多層配線技術により形成され
るいずれかの中間メタル層Ｍｎからなる配線Ｌ０と、それを囲むように同一メタル層およ
び上下のメタル層Ｍｎ＋１，Ｍｎ－１により形成された配線Ｌ１１，Ｌ２１，Ｌ２２，Ｌ
３１との間に寄生するカップリング容量Ｃｓ１～Ｃｓ４を、高周波成分を伝える容量Ｃ１
，Ｃ２としている。つまり配線Ｌ０を囲むように構成された上層及び下層のメタル層によ
って形成される金属-絶縁膜-金属構造（ＭＩＭ構造）によって容量を作り出している。ま
た、本実施例では、Ａｌ（アルミニウム）またはＣｕ（銅）を主成分とする導体膜で形成
されたメタル配線が用いられている。
【００６３】
配線Ｌ１１とＬ２１，Ｌ３１との間およびＬ１１とＬ２２，Ｌ３１との間は、層間絶縁膜
に形成されたスルーホールに充填されたビア（ＶＩＡ）と呼ばれる導電体VIA1～VIA4によ
り電気的に接続されている。この導電体VIA1～VIA4は配線方向に沿って設計ルール上の最
小間隔で複数個形成されている。導電体VIA1～VIA4を最小間隔で形成することにより、配
線Ｌ０と配線Ｌ１１～Ｌ３１との間のカップリング容量の容量値を大きくすることができ
る。メタル層Ｍｎ－１，Ｍｎ，Ｍｎ＋１の組合せとしては、例えば半導体基板主面上に形
成された１層目と２層目と３層目のメタル層が考えられるが、これに限定されるものでな
く、２層目と３層目と４層目を使用しても良いし、配線Ｌ０を２層目と３層目の２つのメ
タル層で形成し、配線Ｌ１１，Ｌ３１を１層目と４層目のメタル層でそれぞれ形成しても
良い。
【００６４】
配線Ｌ１１，Ｌ２１，Ｌ２２，Ｌ３１からなるチューブ状の配線の一端はパッドからなる
外部入力端子Ｐｉｎ１またはＰｉｎ２に接続され、芯側の配線Ｌ０の一端（上記パッドと
逆側）は差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５のゲート端子に接続される。芯側の配線
Ｌ０をパッドに接続し、チューブ状の配線をＭＮ４，ＭＮ５のゲート端子に接続する構成
も可能であるが、チューブ状の配線の場合にはその外側の他の配線あるいは基板との間の
寄生容量が大きくなって時定数が設計値からずれたり基板電位等により容量値が変動した
り、外部からのノイズがＭＮ４，ＭＮ５のゲート端子に飛び込み易くなったりするので、
芯側の配線Ｌ０をＭＮ４，ＭＮ５のゲート端子に接続する方が望ましい。
【００６５】
なお、配線Ｌ０を配線Ｌ１１，Ｌ２１，Ｌ２２，Ｌ３１で完全に囲まずに、一部を省略し
てコの字状に囲むようにしてもよい。その場合、配線Ｌ０と基板との間の寄生容量を少な
くする観点から、両側の配線Ｌ２１，Ｌ２２のいずれか一方を省略するのが最も望ましい
が、下方の配線Ｌ１１または上方の配線Ｌ３１を省略する場合には上方の配線Ｌ３１を省
略する方が望ましい。
【００６６】
図１６～図２２には、差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５に入力信号の高周波成分を
伝える容量Ｃ１，Ｃ２として図１４に示すような配線間のカップリング容量を利用した差
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動入力回路をゲートアレイに適用した場合のレイアウトおよびデバイス構造の一実施例が
示されている。このうち、図１６はチップ全体のレイアウトの概略を示す。
【００６７】
図１６において、符号Ｉ／Ｏが付されているのは入出力バッファセル、ＢＣＬが付されて
いるのは内部ロジックを構成する基本論理セルである。基本論理セルは、例えばＰチャネ
ルＭＯＳＦＥＴとＮチャネルＭＯＳＦＥＴが対で設けられ、１つあるいは数個のＣＭＯＳ
インバータもしくは多入力ＣＭＯＳ－ＮＯＲゲート回路または多入力ＣＭＯＳ－ＮＡＮＤ
ゲート回路を構成可能な素子により構成される。
【００６８】
入出力バッファセルＩ／Ｏは、配線のレイアウトを変更することで、各々図１のような差
動入力回路または出力バッファ回路のいずれにも構成可能に設計されている。図１６に示
されているように、半導体チップ１００の周縁部には各辺に沿って複数の入出力バッファ
セルＩ／Ｏが配置されており、これらの入出力バッファセルＩ／Ｏに囲まれたチップの中
央部に複数の基本論理セルＢＣＬが並んで配置された複数のセル列ＣＬＣ１～ＣＬＣｎが
設けられている。各セル列ＣＬＣ１～ＣＬＣｎ間に設けられたスペースＣＮＡは、セル間
を接続する配線が設けられた配線チャネル領域である。
【００６９】
図１７は、上記入出力バッファセルＩ／Ｏの１つを拡大して示すレイアウト図である。
【００７０】
図１７に示すように、入出力バッファセルＩ／Ｏは、外部端子としてのパッドＰＡＤ１，
ＰＡＤ２が形成される領域１１１と、入力バッファ回路を構成する際に使用される静電保
護用ダイオードＤ１，Ｄ２が形成される領域１１２と、出力バッファ回路を構成するため
のＰチャネルＭＯＳＦＥＴ　Ｑｐ１，Ｑｐ２が形成される領域１１３と、出力バッファ回
路を構成する際に使用される静電保護用ダイオードＤ１１，Ｄ１２が形成される領域１１
４と、出力バッファ回路を構成するためのＮチャネルＭＯＳＦＥＴ　Ｑｎ１，Ｑｎ２が形
成される領域１１５と、プリバッファ回路を構成する際に使用される電源安定化容量Ｃ１
１，Ｃ１２が形成される領域１１６と、図１のような差動入力回路ＩＢＦＴ，ＩＢＦＢを
構成する素子が形成される領域１１７とからなる。更に、パッドＰＡＤ１，ＰＡＤ２の外
側に出力バッファ用安定化容量Ｃ２１，Ｃ２２が形成される領域１１０がある。本実施例
においては電源を安定化するのに十分な値として例えば出力バッファ用安定化容量は１０
０ｐＦ程度を想定している。
【００７１】
なお、図１７において、各領域１１２～１１７がそれぞれ対をなす素子領域で構成されて
いるのは、差動信号を入出力できるようにするためであり、一方はトゥルー側の信号用、
他方はバー側の信号用である。片側の領域のみ使用して回路を構成することでシングルの
信号に対応する回路を構成することも可能である。
【００７２】
図１７に示す入出力バッファセルＩ／Ｏを用いて図１のような差動入力回路を形成する場
合、出力バッファを構成するためのＰチャネルＭＯＳＦＥＴ　Ｑｐ１，Ｑｐ２や静電保護
用ダイオードＤ１１，Ｄ１２、ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ　Ｑｎ１，Ｑｎ２が形成される領
域１１３，１１４，１１５は不要である。そこで、これらの領域を利用して終端抵抗Ｒｅ
１，Ｒｅ２と電源電圧ＶTTに接続されＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５のゲート・バイアス
点を与える抵抗Ｒ１，Ｒ２を形成することができる。具体的には、出力バッファ用のＰチ
ャネルＭＯＳＦＥＴ　Ｑｐ１，Ｑｐ２もしくはＮチャネルＭＯＳＦＥＴ　Ｑｎ１，Ｑｎ２
のゲート電極となるポリシリコン層を用いて終端抵抗Ｒｅ１，Ｒｅ２と分割抵抗Ｒ１，Ｒ
２を構成することができる。
【００７３】
また、電源電圧ＶTTに接続されＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５のゲート・バイアス点を与
える抵抗Ｒ１，Ｒ２の代わりに、図２に示されているゲート・バイアス点を与えるＰチャ
ネルＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ３，ＭＰ４とＮチャネルＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ６，ＭＮ７を用いる
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場合にも、領域１１３の出力バッファ用のＰチャネルＭＯＳＦＥＴ　Ｑｐ１，Ｑｐ２と領
域１１５のＮチャネルＭＯＳＦＥＴ　Ｑｎ１，Ｑｎ２を利用して形成することができる。
【００７４】
この実施例では、出力バッファ用のＰチャネルＭＯＳＦＥＴ　Ｑｐ１，Ｑｐ２のゲート電
極となるポリシリコン層を利用して終端抵抗Ｒｅ１，Ｒｅ２を形成するとともに、出力バ
ッファ用のＰチャネルＭＯＳＦＥＴ　Ｑｐ１，Ｑｐ２を利用して差動入力ＭＯＳＦＥＴ　
ＭＮ４，ＭＮ５のゲート・バイアス点を与えるＰチャネルＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ３，ＭＰ４
を、また出力バッファ用のＮチャネルＭＯＳＦＥＴ　Ｑｎ１，Ｑｎ２を利用して接地電位
に接続され差動入力ＭＯＳＦＥＴＭＮ４，ＭＮ５のゲート・バイアス点を与えるＮチャネ
ルＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ６，ＭＮ７を形成するようにしている。
【００７５】
さらに、この実施例では、静電保護用ダイオードＤ１１，Ｄ１２が形成される領域１１４
と出力バッファ回路を構成するＮチャネルＭＯＳＦＥＴ　Ｑｎ１，Ｑｎ２が形成される領
域１１５を利用して、入力信号の高周波成分を通過させる容量Ｃ１，Ｃ２としてのカップ
リング容量を構成する図１４に示すような同軸ケーブル状の配線Ｌ０，Ｌ１１～Ｌ３１が
形成される。
【００７６】
なお、領域１１４と１１５に形成されるのは、同軸ケーブル状をなす部分のみであり、チ
ューブ状の配線Ｌ１１～Ｌ３１はパッドＰＡＤ１，ＰＡＤ２の近傍まで形成される。ただ
し、領域１１２と１１３に形成される入力信号伝達用の配線は、チューブ状でなくてもよ
く、３層のメタル層のいずれか１つまたは２つのメタル層からなる配線としたり、中間層
のメタル層からなる配線Ｌ２１，Ｌ２２をＬ１１やＬ３１と同様に横方向に連続したパタ
ーンとしてもよい。領域１１２と１１３においてもチューブ状を成すように形成しておく
ことにより、芯側の配線Ｌ０の長さを調整することで、カップリング容量の値を変更可能
にすることができ、製品に応じて時定数を任意かつ容易に設定することが可能となる。
【００７７】
特に制限されるものでないが、この実施例では、電源安定化容量Ｃ１１，Ｃ１２はいわゆ
るＭＯＳ容量により構成される。ＭＯＳ容量は、図１８に示すように、ＭＯＳＦＥＴのゲ
ート電極を構成するポリシリコン層ＰＳＧを一方の電極とし、半導体基板ＳＵＢを他方の
電極とし、ＭＯＳＦＥＴのゲート絶縁膜となる酸化膜ＳＩＯを誘電体とする容量である。
かかる構成の容量を電源安定化容量Ｃ１１，Ｃ１２として用いることにより、比較的厚み
の薄いゲート絶縁膜を誘電体とするため小さな面積で大きな容量値が得られるとともに、
何ら新たな工程を追加することなく電源安定化容量Ｃ１１，Ｃ１２を半導体基板上に形成
することができる。本実施例では、電源安定化容量の容量値として２０ｐＦ～３０ｐＦを
想定している。
【００７８】
この電源安定化容量Ｃ１１，Ｃ１２は、図１９に示すように、出力バッファ回路ＯＢＦの
近傍に配設される電源ライン（ＶDDライン）とグランドライン（ＶSSライン）との間に接
続され、出力バッファ回路ＯＢＦに大きな電流が流されても電源電圧ＶDDが変動しないよ
うに作用する。
【００７９】
図２０～図２２には、領域１１５に形成される同軸ケーブル状のカップリング容量を構成
する配線Ｌ０，Ｌ１１～Ｌ３１の具体的なパターンの例が示されている。このうち図２０
は１層目のメタル層からなる配線Ｌ１１を、図２１は２層目のメタル層からなる配線Ｌ０
，Ｌ２１，Ｌ２２を、図２２は３層目のメタル層からなる配線Ｌ３１を示す。また、図２
３は、図２０の一点鎖線Ａ－Ａ’に沿った断面を示す。
【００８０】
図２１に示されているように、各パッドＰＡＤ１，ＰＡＤ２に対応して配線Ｌ０がそれぞ
れ２本ずつ平行に設けられているのは、短い距離で大きな容量値を得るためである。各配
線Ｌ０，Ｌ１１～Ｌ３１の下端において図の左右両側に広がりさらに上方へ延出する部位
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が設けられているのは、この部位に前述の差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５のゲー
トバイアス点を与えるＮチャネルＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ６，ＭＮ７が形成されており、この
ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ６，ＭＮ７に配線Ｌ０を接続させるためである。
【００８１】
図２０において、符号１２１～１２４で示されているのはＮチャネルＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ
６，ＭＮ７のソースもしくはドレイン領域となる拡散層である。また、図２０および図２
３において、符号１３１で示されているのはＮチャネルＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ６（ＭＮ７）
のポリシリコンゲート電極であり、このゲート電極には４層目のメタル層Ｍ４からなる電
源配線（ＶDDライン）が、３層目のメタル層Ｍ３、２層目のメタル層Ｍ２、１層目のメタ
ル層Ｍ１を経由して接続されている。また、拡散層１２４ａには、４層目のメタル層Ｍ４
からなる電源配線（ＶSSライン）が、３層目のメタル層Ｍ３、２層目のメタル層Ｍ２、１
層目のメタル層Ｍ１を経由して接続され、拡散層１２４ａには、２層目のメタル層Ｍ２と
１層目のメタル層Ｍ１を経由して配線Ｌ０に接続されている。
【００８２】
拡散層１２１～１２４とゲート電極１３１等は、出力バッファ回路を構成する場合には出
力用のＮチャネルＭＯＳＦＥＴとして使用される素子であり、符号１１５で示される領域
には、複数のＮチャネルＭＯＳＦＥＴ用の拡散層とゲート電極が形成されており、出力バ
ッファ回路を構成する場合にはこれら複数のＭＯＳＦＥＴが並列に接続されて１つの大き
なＭＯＳＦＥＴとして動作するようにされる。また、本実施例のように、入力回路を構成
する場合には、複数のＭＯＳＦＥＴのうち一つまたは数個を利用して前記抵抗分割用のＮ
チャネルＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ６，ＭＮ７が構成される。
【００８３】
図示しないが、出力バッファ回路を構成するためのＰチャネルＭＯＳＦＥＴ　Ｑｐ１，Ｑ
ｐ２の領域１１３にも、予め複数のＰチャネルＭＯＳＦＥＴが形成されており、出力バッ
ファ回路を構成する場合にはこれらのＭＯＳＦＥＴが並列に接続されて１つの大きなＭＯ
ＳＦＥＴとして動作するようにされる。従って、入力回路を構成する場合には、そのうち
一部のＰチャネルＭＯＳＦＥＴのゲート電極としてのポリシリコン層を利用して終端抵抗
Ｒｅ１，Ｒｅ２を形成するとともに、残りの一部の出力バッファ用のＰチャネルＭＯＳＦ
ＥＴを利用して差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５のゲートにバイアスを与えるＰチ
ャネルＭＯＳＦＥＴ　ＭＰ３，ＭＰ４とすることができる。
【００８４】
また、図２０において、Ｌ１０で示されている配線は上記配線Ｌ０に接続されて入力信号
の高周波成分を差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ４，ＭＮ５のゲート端子に伝達するための配
線、Ｌ１２で示されている配線は上記配線Ｌ１１に接続されて入力信号の低周波成分を差
動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ１，ＭＮ２のゲート端子に伝達するための配線である。配線Ｌ
０と配線Ｌ１０はビアVIA0にて接続されている。
【００８５】
また、図１～図１１には示されていないが、静電保護のため、配線Ｌ１０は基板表面に形
成された拡散層（抵抗）１２５を介して配線Ｌ１１に接続されている（図２３参照）。こ
の拡散層１２５と基板１００との間のＰＮ接合は、図１に示されている静電保護用のダイ
オードＤ１またはＤ２とみなすことができる。さらに、この実施例では、３層目のメタル
層からなる配線Ｌ３１（Ｌ３１ａ～Ｌ３１ｃ）は１層目のメタル層からなる配線Ｌ１１よ
りも広い幅を有するように構成されている。これにより、配線Ｌ３１よりも基板１００に
近い配線Ｌ１１の幅を広くする場合に比べて、寄生容量を増加させることなく、配線Ｌ０
と配線Ｌ１１～Ｌ３１間の容量を大きくすることができる。
【００８６】
なお、図２３に示されているように、３層目のメタル層からなる配線Ｌ３１が３本の平行
配線Ｌ３１ａ，Ｌ３１ｂ，Ｌ３１ｃで構成されているのは、配線Ｌ３１の幅が設計ルール
で決まる最大配線幅よりも広くなったためである。ここで、配線Ｌ１１～Ｌ３１は終端抵
抗を介して流したい電流量にあわせて配線幅を決定するのであるが、電流密度を小さくし
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てエレクトロマイグレーションの影響を小さくするためにも、ある程度の配線幅が必要と
なってくる。配線Ｌ３１は一つの配線によって構成することも可能であるが、本実施例で
は配線Ｌ３１の幅が設計ルールで決定される最大配線幅よりも大きくなったために分割す
ることとした。
【００８７】
図２０～図２２において、VIA11～VIA18，VIA21～VIA28，VIA31～VIA38は、基板に電源電
圧ＶDDを印加して基板とウェル領域との間や基板と拡散層との間に逆バイアスを与えるた
めの給電用のビアである。
【００８８】
以上本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は上記
実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であること
はいうまでもない。例えば、前記実施例においては、入力信号の低周波成分を増幅する差
動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ１，ＭＮ２と、入力信号の高周波成分を増幅する差動入力ＭＯ
ＳＦＥＴ　ＭＮ３，ＭＮ４を、エミッタ共通結合した構成としたが、入力信号の周波数が
高い場合には、入力信号の低周波成分を増幅する差動入力ＭＯＳＦＥＴ　ＭＮ１，ＭＮ２
を省略した差動入力回路であっても、波形の歪みが小さくジッタの少ない信号を内部回路
に供給することができる。
【００８９】
以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野であ
るゲートアレイの入出力バッファに適用した場合を説明したが、この発明はそれに限定さ
れるものでなく、伝送速度の高いディジタル信号を受ける半導体集積回路一般に利用する
ことができる。
【００９０】
【発明の効果】
本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれ
ば下記のとおりである。
【００９１】
すなわち、本発明に従うと、差動入力回路において、入力信号の低周波成分のみならず高
周波成分をも増幅することができるため、入力データ信号の伝送速度が速くなっても伝送
されるデータの配列に依存して入力データ信号の振幅が変動したりジッタが増加したりす
るのを抑えて、データを内部回路へ正確に伝達することができるようになる。また、半導
体集積回路においては、容量はインダクタに比べて小さな面積で形成することができるた
め、チップサイズをそれほど増大させることなく高速のデータ信号を取り込んで波形を歪
ませずに内部回路へ伝達することができる。
【００９２】
さらに、入力信号の低周波成分を差動入力ＭＯＳトランジスタに伝える容量素子として、
第１配線と該第１の配線の周囲を囲むように形成されたチューブ状の第２配線との間のカ
ップリング容量を使用するようにしたもので、専用の占有領域を設けることなく高周波成
分を伝達する容量素子を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した差動型入力回路の第１の実施例を示す回路図である。
【図２】第１実施例の入力回路の第１変形例を示す回路図である。
【図３】第１実施例の入力回路の第２変形例を示す回路図である。
【図４】第１実施例の入力回路の第３変形例を示す回路図である。
【図５】第１実施例の入力回路の第４変形例を示す回路図である。
【図６】第１実施例の入力回路の第５変形例を示す回路図である。
【図７】本発明を適用した差動型入力回路の第２の実施例を示す回路図である。
【図８】第２実施例の入力回路の第１変形例を示す回路図である。
【図９】第２実施例の入力回路の第２変形例を示す回路図である。
【図１０】本発明を適用した差動型入力回路の第３の実施例を示す回路図である。
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【図１１】本発明を適用した差動型入力回路の第４の実施例を示す回路図である。
【図１２】本実施例の入力回路と従来型の差動入力回路について、ゲイン特性とディレイ
特性をシミュレーションによって求めた結果を示す特性図である。
【図１３】本実施例の入力回路に対して、伝送線を介して１Ｇｂｐｓのデータ信号を伝送
したときの入出力信号の波形を示す波形図である。
【図１４】差動入力ＭＯＳＦＥＴに入力信号の高周波成分を伝える容量の具体的な構成例
を示す一部断面斜視図である。
【図１５】図１４の容量を構成する配線を切断した断面の構造を示す断面説明図である。
【図１６】実施例の差動入力回路をゲートアレイに適用した場合のレイアウト構成例を示
す平面図である。
【図１７】図１６のゲートアレイにおける入出力バッファ部のレイアウト構成例を示す平
面図である。
【図１８】実施例のゲートアレイの入出力バッファ部における電源安定化容量の構造の一
例を示す断面図である。
【図１９】実施例のゲートアレイにおける出力バッファと電源安定化容量の接続例を示す
回路図である。
【図２０】実施例のゲートアレイにおける入力信号の高周波成分を伝える容量を構成する
第３メタル層からなる配線のパターン例を示す平面図である。
【図２１】実施例のゲートアレイにおける入力信号の高周波成分を伝える容量を構成する
第２メタル層からなる配線のパターン例を示す平面図である。
【図２２】実施例のゲートアレイにおける入力信号の高周波成分を伝える容量を構成する
第１メタル層からなる配線のパターン例を示す平面図である。
【図２３】図２２のＡ－Ａ’線に沿った断面構造を示す断面図である。
【図２４】半導体集積回路間の差動信号による信号伝送方式を示す回路図および伝送線の
出力端と入力端での信号波形を示す波形図である。
【図２５】従来の差動入力回路の一例を示す回路図である。
【図２６】従来の差動入力回路の他の例を示す回路構成図である。
【符号の説明】
ＭＮ１，ＭＮ２　低周波成分増幅用差動入力ＭＯＳＦＥＴ
ＭＮ４，ＭＮ５　高周波成分増幅用差動入力ＭＯＳＦＥＴ
ＭＰ１，ＭＰ２　負荷ＭＯＳＦＥＴ
ＭＮ３　定電流用ＭＯＳＦＥＴ
Ｒ１，Ｒ２　バイアス用抵抗
Ｒｅ１，Ｒｅ２　終端抵抗
Ｄ１，Ｄ２　保護ダイオード
Ｉ／Ｏ　入出力バッファ部
ＢＣＬ　基本論理セル
Ｃ１１，Ｃ１２　電源安定化容量
１００　半導体チップ（半導体基板）
１１１　パッド形成領域
１１２　入力回路用静電保護ダイオード形成領域
１１３　出力Ｐ－ＭＯＳ形成領域
１１４　出力バッファ用静電保護ダイオード形成領域
１１５　出力Ｎ－ＭＯＳ形成領域
１１６　電源安定化容量形成領域
１１７　入力回路形成領域
１２１　ＭＯＳＦＥＴの拡散層
１３１　ポリシリコンゲート電極
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