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(57)【要約】
【課題】インバータ回路の貫通電流を低減する。
【解決手段】インバータ回路が、ＰＭＯＳトランジスタ
ＭＰ１１と、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１と、入力信
号ＶＩＮ２が入力される入力端子１１とＰＭＯＳトラン
ジスタＭＰ１１のゲートの間に接続された遅延素子Ｄ１
と、入力端子１１とＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲ
ートの間に遅延素子Ｄ１と並列に接続されたスイッチ素
子ＳＷ１と、入力端子１１とＮＭＯＳトランジスタＭＮ
１１のゲートの間に接続された遅延素子Ｄ２と、入力端
子１１とＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲートの間に
遅延素子Ｄ２と並列に接続されたスイッチ素子ＳＷ２と
を具備する。スイッチ素子ＳＷ１、ＳＷ２は、出力端子
１３の電位に応答して動作する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高電位側端子にソースが接続され、出力端子にドレインが接続された第１ＰチャネルＭ
ＩＳＦＥＴと、
　前記高電位側端子より低い電位を有する低電位側端子にソースが接続され、前記出力端
子にドレインが接続された第１ＮチャネルＭＩＳＦＥＴと、
　入力信号が入力される入力端子と前記第１ＰチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートの間に接続
された第１遅延素子と、
　前記入力端子と前記第１ＰチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートの間に前記第１遅延素子と並
列に接続された第１スイッチ素子と、
　前記入力端子と前記第１ＮチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートの間に接続された第２遅延素
子と、
　前記入力端子と前記第１ＮチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートの間に前記第２遅延素子と並
列に接続された第２スイッチ素子
とを具備し、
　前記第１スイッチ素子と前記第２スイッチ素子とが、前記出力端子の電位に応答して動
作する
　インバータ回路。
【請求項２】
　請求項１に記載のインバータ回路であって、
　前記第１スイッチ素子は、前記出力端子が第１電位であるときにオフ状態になり、前記
出力端子が前記第１電位より高い第２電位であるときにオン状態になるように構成され、
　前記第２スイッチ素子は、前記出力端子が前記第１電位であるときにオン状態になり、
前記出力端子が前記第２電位であるときにオフ状態になるように構成された
　インバータ回路。
【請求項３】
　請求項１に記載のインバータ回路であって、
　前記第１スイッチ素子は、第２ＮチャネルＭＩＳＦＥＴを含み、
　前記第２スイッチ素子は、第２ＰチャネルＭＩＳＦＥＴを含み、
　前記第２ＮチャネルＭＩＳＦＥＴのソースとドレインの一方が前記入力端子に接続され
、他方が前記第１ＰチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートに接続され、
　前記第２ＰチャネルＭＩＳＦＥＴのソースとドレインの一方が前記入力端子に接続され
、他方が前記第２ＮチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートに接続され、
　前記第２ＮチャネルＭＩＳＦＥＴ及び前記第２ＰチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートが、前
記出力端子に接続された
　インバータ回路。
【請求項４】
　請求項３に記載のインバータ回路であって、
　更に、インバータを備え、
　前記第１スイッチ素子は、更に、ソースとドレインの一方が前記入力端子に接続され、
他方が前記第１ＰチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートに接続された第３ＰチャネルＭＩＳＦＥ
Ｔを含み、
　前記第２スイッチ素子は、更に、ソースとドレインの一方が前記入力端子に接続され、
他方が前記第１ＮチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートに接続された第３ＮチャネルＭＩＳＦＥ
Ｔを含み、
　前記インバータは、入力が前記出力端子に接続され、出力が前記第３ＰチャネルＭＩＳ
ＦＥＴと前記第３ＮチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートに接続された
　インバータ回路。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のインバータ回路であって、
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　前記第１遅延素子と前記第２遅延素子とが、いずれも、抵抗素子である
　インバータ回路。
【請求項６】
　高電位側端子にソースが接続され、出力端子にドレインが接続された第１ＰチャネルＭ
ＩＳＦＥＴと、
　前記高電位側端子より低い電位を有する低電位側端子にソースが接続され、前記出力端
子にドレインが接続された第１ＮチャネルＭＩＳＦＥＴと、
　入力信号が入力される入力端子と前記第１ＰチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートの間に接続
された第１抵抗素子と、
　前記入力端子と前記第１ＮチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートの間に接続された第２抵抗素
子と、
　第２ＮチャネルＭＩＳＦＥＴと、
　第２ＰチャネルＭＩＳＦＥＴ
とを具備し、
　前記第２ＮチャネルＭＩＳＦＥＴのソースとドレインの一方が前記入力端子に接続され
、他方が前記第１ＰチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートに接続され、
　前記第２ＰチャネルＭＩＳＦＥＴのソースとドレインの一方が前記入力端子に接続され
、他方が前記第２ＮチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートに接続され、
　前記第２ＮチャネルＭＩＳＦＥＴ及び前記第２ＰチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートが、前
記出力端子に接続された
　インバータ回路。
【請求項７】
　入力信号に対してレベルシフトを行って出力信号を出力するレベルシフタであって、
　前記レベルシフタの前記出力信号を出力する出力段が、請求項１乃至６のいずれかに記
載のインバータ回路を備えている
　レベルシフタ。
【請求項８】
　発振動作を行って周期信号を生成する発振部と、
　請求項１乃至６のいずれかに記載のインバータ回路
とを備え、
　前記インバータ回路の前記入力端子に前記周期信号が入力される
　発振回路。
【請求項９】
　外部出力回路を備える半導体集積回路であって、
　前記外部出力回路が、請求項１乃至６のいずれかに記載のインバータ回路を備えており
、
　前記インバータ回路が、前記出力端子から、当該半導体集積回路の外部の装置に外部出
力信号を出力する
　半導体集積回路。
【請求項１０】
　請求項７に記載のレベルシフタを備えた
　チャージポンプ回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インバータ回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の半導体集積回路は、その高機能化に起因して、消費電力がますます増加する傾向
にある。例えば、近年の表示パネルドライバでは、表示パネルの画素数の増加等の要因に



(4) JP 2017-112537 A 2017.6.22

10

20

30

40

50

より、消費電力の増大が顕著になっている。消費電力の低減は、近年の半導体集積回路に
おける重要な課題の一つである。
【０００３】
　半導体集積回路の消費電力の増加の要因の一つとして、インバータ回路、特に、ＣＭＯ
Ｓ（complementary metal oxide semiconductor）インバータの貫通電流が知られている
。以下では、ＣＭＯＳインバータの貫通電流について議論する。
【０００４】
　図１は、最も典型的なＣＭＯＳインバータ１００の構成を示している。ＣＭＯＳインバ
ータ１００は、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１とＮＭＯＳトランジスタＭＮ１とを備えてい
る。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１のゲートは、入力信号Ｖ

ＩＮ１が入力される入力端子１０１に共通に接続されている。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ
１とＮＭＯＳトランジスタＭＮ１のドレインは、出力信号ＶＯＵＴ１を出力する出力端子
１０２に共通に接続されている。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１のソースは高電位側端子１
０３(例えば、電源端子)に接続され、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１のソースは低電位側端
子１０４（例えば、接地端子）に接続されている。図１において、記号“ＣＬＯＡＤ”は
、ＣＭＯＳインバータ１００の出力端子１０２に接続される負荷容量を表している。
【０００５】
　図２は、図１のＣＭＯＳインバータ１００の動作の一例を示すタイミングチャートであ
る。図２には、入力信号ＶＩＮ１及び出力信号ＶＯＵＴ１の電位、及び、ＰＭＯＳトラン
ジスタＭＰ１とＮＭＯＳトランジスタＭＮ１とをそれぞれ流れる電流Ｉｐ１、Ｉｎ１の大
きさ｜Ｉｐ１｜、｜Ｉｎ１｜が図示されている。初期状態では、入力信号ＶＩＮ１がＬｏ
ｗレベル（図１の動作においては接地電位ＶＳＳ）であるとする。この場合、ＰＭＯＳト
ランジスタＭＰ１がオン状態、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１がオフ状態になるため、出力
信号ＶＯＵＴ１がＨｉｇｈレベル（図１の動作においては電源電位ＶＤＤ）になる。
【０００６】
　入力信号ＶＩＮ１がＬｏｗレベルからＨｉｇｈレベルに遷移すると、ＰＭＯＳトランジ
スタＭＰ１がオフ状態になり、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１がオン状態になるので、出力
信号ＶＯＵＴ１は、ＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルに遷移する。詳細には、ＮＭＯＳト
ランジスタＭＮ１がオンされることにより負荷容量ＣＬＯＡＤから低電位側端子１０４に
ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１を介して電流が流れ、負荷容量ＣＬＯＡＤから電荷が引き抜
かれる。この結果、出力信号ＶＯＵＴ１がＬｏｗレベルになる。なお、図１において、時
刻ｔ１は、入力信号ＶＩＮ１のＬｏｗレベルからＨｉｇｈレベルへの遷移が開始される時
刻を示しており、時刻ｔ２は、出力信号ＶＯＵＴ１がＬｏｗレベルになる時刻を表してい
る。出力信号ＶＯＵＴ１は、時刻ｔ１から立ち下がり時間ｔＦ１だけ遅れた時刻ｔ２にＬ
ｏｗレベルになる。
【０００７】
　ここで、時刻ｔ１から時刻ｔ２の間においては、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１とＮＭＯ
ＳトランジスタＭＮ１の両方がオン状態になる時間が存在し、当該時間においては、ＰＭ
ＯＳトランジスタＭＰ１とＮＭＯＳトランジスタＭＮ１との両方に電流が流れる。即ち、
出力信号ＶＯＵＴ１がＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルに遷移する時刻ｔ１と時刻ｔ２の
間の時間において、貫通電流が流れてしまう。
【０００８】
　入力信号ＶＩＮ１がＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルに遷移する場合も同様である。時
刻ｔ３において、入力信号ＶＩＮ１のＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルへの遷移が開始さ
れると、時刻ｔ３から立ち上がり時間ｔＲ１だけ遅れた時刻ｔ４に出力信号ＶＯＵＴ１が
Ｈｉｇｈレベルに立ち上がる。ここで、時刻ｔ３から時刻ｔ４の間において、ＰＭＯＳト
ランジスタＭＰ１とＮＭＯＳトランジスタＭＮ１の両方がオン状態になる時間が存在し、
当該時間においてＰＭＯＳトランジスタＭＰ１とＮＭＯＳトランジスタＭＮ１との両方に
電流が流れる。言い換えれば、出力信号ＶＯＵＴ１がＬｏｗレベルからＨｉｇｈレベルに
遷移する時刻ｔ３とから時刻ｔ４の間において、貫通電流が流れてしまう。
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【０００９】
　貫通電流の低減のための技術は、様々に提案されている。例えば、特開２００５－１７
５５５０号公報（特許文献１）及び特開２０１０－１７８０３８号公報（特許文献２）は
、遅延素子（遅延回路）を用いてＣＭＯＳインバータのトランジスタ（ＮＭＯＳトランジ
スタ、ＰＭＯＳトランジスタ）がオンオフするタイミングを制御することで貫通電流を低
減する技術を開示している。また、特開２０１１－８７０３６号公報（特許文献３）は、
出力信号を出力する共通ノードの電圧を検知し、その検知結果に応じてＣＭＯＳインバー
タのトランジスタのオンオフを制御する検知回路を備える出力バッファ回路を開示してい
る。
【００１０】
　しかしながら、発明者の検討によれば、公知の貫通電流の低減のための技術には改善の
余地がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００５－１７５５５０号公報
【特許文献２】特開２０１０－１７８０３８号公報
【特許文献３】特開２０１１－８７０３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、本発明の目的は、インバータ回路の貫通電流を低減するための技術を提供
することにある。本発明の他の目的、新規な特徴は、以下の開示から当業者には理解され
よう。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一の観点では、インバータ回路が、高電位側端子にソースが接続され、出力端
子にドレインが接続された第１ＰチャネルＭＩＳＦＥＴと、高電位側端子より低い電位を
有する低電位側端子にソースが接続され、出力端子にドレインが接続された第１Ｎチャネ
ルＭＩＳＦＥＴと、入力信号が入力される入力端子と第１ＰチャネルＭＩＳＦＥＴのゲー
トの間に接続された第１遅延素子と、入力端子と第１ＰチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートの
間に第１遅延素子と並列に接続された第１スイッチ素子と、入力端子と第１ＮチャネルＭ
ＩＳＦＥＴのゲートの間に接続された第２遅延素子と、入力端子と第１ＮチャネルＭＩＳ
ＦＥＴのゲートの間に第２遅延素子と並列に接続された第２スイッチ素子とを具備する。
第１スイッチ素子と第２スイッチ素子とは、出力端子の電位に応答して動作する。
【００１４】
　本発明の他の観点では、インバータ回路が、高電位側端子にソースが接続され、出力端
子にドレインが接続された第１ＰチャネルＭＩＳＦＥＴと、高電位側端子より低い電位を
有する低電位側端子にソースが接続され、出力端子にドレインが接続された第１Ｎチャネ
ルＭＩＳＦＥＴと、入力信号が入力される入力端子と第１ＰチャネルＭＩＳＦＥＴのゲー
トの間に接続された第１抵抗素子と、入力端子と第１ＮチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートの
間に接続された第２抵抗素子と、第２ＮチャネルＭＩＳＦＥＴと、第２ＰチャネルＭＩＳ
ＦＥＴとを具備する。第２ＮチャネルＭＩＳＦＥＴは、ソースとドレインの一方が入力端
子に接続され、他方が第１ＰチャネルＭＩＳＦＥＴのゲートに接続される。第２Ｐチャネ
ルＭＩＳＦＥＴは、ソースとドレインの一方が入力端子に接続され、他方が第２Ｎチャネ
ルＭＩＳＦＥＴのゲートに接続される。第２ＮチャネルＭＩＳＦＥＴ及び第２Ｐチャネル
ＭＩＳＦＥＴのゲートは、出力端子に接続される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、インバータ回路の貫通電流を低減するための技術が提供される。
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【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、典型的なＣＭＯＳインバータの構成を示す回路図である。
【図２】ＣＭＯＳインバータの動作の例を示すタイミングチャートである。
【図３】本発明の一実施形態におけるインバータ回路の構成を示す回路図である。
【図４】図３に図示されたインバータ回路の動作の例を示すタイミングチャートである。
【図５】本実施形態のインバータ回路の、より具体的な実施例を示す回路図である。
【図６】本実施形態のインバータ回路の他の実施例を示す回路図である。
【図７】本実施形態のインバータ回路の更に他の実施例を示す回路図である。
【図８】本実施形態のインバータ回路の応用例を示す回路図である。
【図９】本実施形態のインバータ回路の他の応用例を示す回路図である。
【図１０】本実施形態のインバータ回路の更に他の応用例を示す回路図である。
【図１１】本実施形態のインバータ回路の更に他の応用例を示す回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。なお、添付図面に
おいては、同一、類似又は対応する構成要素を同一又は類似の参照番号により参照するこ
とがあることに留意されたい。
【００１８】
　図３は、本発明の一実施形態のインバータ回路１０の構成を示す回路図である。インバ
ータ回路１０は、入力端子１１に入力された入力信号ＶＩＮ２に応答して、出力端子１２
から出力信号ＶＯＵＴ２を出力するように構成されている。インバータ回路１０は、ＰＭ
ＯＳトランジスタＭＰ１１と、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１と、遅延素子Ｄ１、Ｄ２と
、スイッチ素子ＳＷ１、ＳＷ２とを備えている。図３において、記号“ＣＬＯＡＤ”は、
インバータ回路１０の出力端子１２に接続される負荷容量を表している。なお、当業者に
は周知であるように、ＰＭＯＳトランジスタは、ＰチャネルＭＩＳＦＥＴ（metal insula
tor semiconductor field effect transistor）の一種であり、ＮＭＯＳトランジスタは
、ＮチャネルＭＩＳＦＥＴの一種である。
【００１９】
　ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１は、ドレインが出力端子１２に接続され、ソースが高電
位側端子１３（例えば、電源端子）に接続されている。本実施形態では、高電位側端子１
３は、電源電位ＶＤＤ１に固定されている。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１は、ドレイン
が出力端子１２に接続され、ソースが低電位側端子１４（例えば、接地端子）に接続され
ている。本実施形態では、低電位側端子１４は、接地電位ＶＳＳに固定されている。
【００２０】
　ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲートと入力端子１１の間に、遅延素子Ｄ１とスイッ
チ素子ＳＷ１とが並列に接続されており、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲートと入力
端子１１の間に、遅延素子Ｄ２とスイッチ素子ＳＷ２とが並列に接続されている。遅延素
子Ｄ１、Ｄ２は、入力信号ＶＩＮ２を遅延し、遅延した入力信号ＶＩＮ２を出力する。遅
延素子Ｄ１、Ｄ２は、１つの回路素子で構成されてもよいし、又は２つ以上の回路素子か
ら構成されてもよい。同様に、スイッチ素子ＳＷ１、ＳＷ２は、１つの回路素子で構成さ
れてもよいし、又は２つ以上の回路素子から構成されてもよい。
【００２１】
　スイッチ素子ＳＷ１、ＳＷ２は、いずれも、出力端子１２の電位に応答して動作する。
本実施形態では、スイッチ素子ＳＷ１、ＳＷ２は、一方がオンである場合に他方がオフさ
れるように動作する。詳細には、スイッチ素子ＳＷ１は、出力端子１２がＨｉｇｈレベル
（本実施形態では、電源電位ＶＤＤ１）である場合にオンし、出力端子１２がＬｏｗレベ
ル（本実施形態では、接地電位ＶＳＳ）である場合にオフするように構成される。一方、
スイッチ素子ＳＷ２は、出力端子１２がＨｉｇｈレベルである場合にオフし、出力端子１
２がＬｏｗレベルである場合にオンするように構成される。
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【００２２】
　このような構成のインバータ回路１０は、簡便な回路構成でありながら、貫通電流を有
効に低減できる。図４は、本実施形態のインバータ回路１０の動作の例を示すタイミング
チャートである。図４には、入力信号ＶＩＮ２及び出力信号ＶＯＵＴ２の電位、ＰＭＯＳ
トランジスタＭＰ１１及びＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート電位Ｖｇｐ２、Ｖｇｎ

２、並びに、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１とＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１とをそれぞ
れ流れる電流Ｉｐ２、Ｉｎ２の大きさ｜Ｉｐ２｜、｜Ｉｎ２｜が図示されている。図４に
は、遅延素子Ｄ１、Ｄ２の遅延時間が、いずれもＴＤであるとしてインバータ回路１０の
動作が図示されている。
【００２３】
　以下の説明においては、初期状態において、入力信号ＶＩＮ２がＬｏｗレベル（接地電
位ＶＳＳ）であるとする。この場合、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１がオン状態、ＮＭＯ
ＳトランジスタＭＮ１１がオフ状態になるため、出力信号ＶＯＵＴ２がＨｉｇｈレベル（
電源電位ＶＤＤ）になる。
【００２４】
　出力信号ＶＯＵＴ２がＨｉｇｈレベルであると、スイッチ素子ＳＷ１がオンになり、ス
イッチ素子ＳＷ２がオフになる。スイッチ素子ＳＷ１がオンになると、入力端子１１とＰ
ＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲートとを遅延素子Ｄ１を通過せずに電気的に接続する経
路が形成される。一方、スイッチ素子ＳＷ２はオフであるので、入力端子１１とＮＭＯＳ
トランジスタＭＮ１１のゲートとは、遅延素子Ｄ２を介して電気的に接続される。
【００２５】
　この状態において、入力信号ＶＩＮ２がＬｏｗレベルからＨｉｇｈレベルに遷移したと
する。図４において、入力信号ＶＩＮ２のＬｏｗレベルからＨｉｇｈレベルへの遷移が開
始される時刻は、記号“ｔ１１”で示されている。
【００２６】
　時刻ｔ１１においては、スイッチ素子ＳＷ１がオンであり、入力端子１１とＰＭＯＳト
ランジスタＭＰ１１のゲートとが遅延素子Ｄ１を通過せずに電気的に接続されているので
、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲート電位Ｇｇｐ２については入力信号ＶＩＮ２から
の遅延が実質的に発生しない。よって、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲート電位Ｇｇ

ｐ２は、入力信号ＶＩＮ２のＬｏｗレベルからＨｉｇｈレベルへの遷移と実質的に同時に
ＬｏｗレベルからＨｉｇｈレベルに遷移する。
【００２７】
　一方、時刻ｔ１１においては、スイッチ素子ＳＷ２がオフであり、入力端子１１とＮＭ
ＯＳトランジスタＭＮ１１のゲートとが遅延素子Ｄ２を介して電気的に接続されているの
で、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート電位Ｇｇｎ２は、入力信号ＶＩＮ２から遅延
時間ＴＤだけ遅れてＬｏｗレベルからＨｉｇｈレベルへの遷移を開始する。図４では、Ｎ
ＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート電位Ｇｇｎ２のＬｏｗレベルからＨｉｇｈレベルへ
の遷移が開始する時刻が記号“ｔ１２”で示されている。
【００２８】
　ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート電位Ｇｇｎ２がＨｉｇｈレベルになり、ＮＭＯ
ＳトランジスタＭＮ１１がオン状態になると、出力信号ＶＯＵＴ２は、Ｈｉｇｈレベルか
らＬｏｗレベルに遷移する。詳細には、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１がオンされること
により負荷容量ＣＬＯＡＤから低電位側端子１４にＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１を介し
て電流が流れ、負荷容量ＣＬＯＡＤから電荷が引き抜かれる。この結果、出力信号ＶＯＵ

Ｔ２がＬｏｗレベルになる。図４では、出力信号ＶＯＵＴ２がＬｏｗレベルになった時刻
が、記号“ｔ１３”で示されている。
【００２９】
　このような動作では、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１がオフ状態からオン状態に遷移す
るタイミングは、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１がオン状態からオフ状態に遷移するタイ
ミングから遅延素子Ｄ２の遅延時間ＴＤだけ遅れる。このため、ＮＭＯＳトランジスタＭ
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Ｎ１１とＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１との両方がオン状態である時間を短縮し、貫通電
流を低減することができる。
【００３０】
　理想的な場合には、遅延素子Ｄ２の遅延時間ＴＤを十分に長くすることにより、ＮＭＯ
ＳトランジスタＭＮ１１とＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１との両方がオン状態になる時間
をゼロにすることも可能である。この場合、貫通電流は、実質的にゼロになる。ただし、
遅延素子Ｄ２の遅延時間ＴＤが短くても、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１とＰＭＯＳトラ
ンジスタＭＰ１１との両方がオン状態である時間を短縮することができるので、貫通電流
を低減する効果は得られることに留意すべきである。図４には、遅延素子Ｄ２の遅延時間
ＴＤがＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲート電位Ｇｇｐ２の立ち上がり時間よりも長く
、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１とＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１との両方がオン状態に
なる時間がゼロである動作が図示されている。
【００３１】
　入力信号ＶＩＮ２がＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルに遷移する場合も同様である。図
４において、入力信号ＶＩＮ２のＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルへの遷移が開始される
時刻は、記号“ｔ１４”で示されている。
【００３２】
　時刻ｔ１４においては、スイッチ素子ＳＷ２がオンであり、入力端子１１とＮＭＯＳト
ランジスタＭＮ１１のゲートとが遅延素子Ｄ２を通過せずに電気的に接続されているので
、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート電位Ｇｇｎ２については入力信号ＶＩＮ２から
の遅延が実質的に発生しない。よって、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート電位Ｇｇ

ｎ２は、入力信号ＶＩＮ２のＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルへの遷移と実質的に同時に
ＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルに遷移する。
【００３３】
　一方、時刻ｔ１４においては、スイッチ素子ＳＷ１がオフであり、入力端子１１とＰＭ
ＯＳトランジスタＭＰ１１のゲートとが遅延素子Ｄ１を介して電気的に接続されているの
で、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲート電位Ｇｇｐ２は、入力信号ＶＩＮ２から遅延
時間ＴＤだけ遅れてＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルへの遷移を開始する。図４では、Ｐ
ＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲート電位Ｇｇｐ２のＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルへ
の遷移が開始する時刻が記号“ｔ１５”で示されている。
【００３４】
　ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲート電位Ｇｇｐ２がＬｏｗレベルになり、ＰＭＯＳ
トランジスタＭＰ１１がオン状態になると、出力信号ＶＯＵＴ２は、ＬｏｗレベルからＨ
ｉｇｈレベルに遷移する。詳細には、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１がオンされることに
より高電位側端子１３から負荷容量ＣＬＯＡＤにＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１を介して
電流が流れ、負荷容量ＣＬＯＡＤが充電される。この結果、出力信号ＶＯＵＴ２がＨｉｇ
ｈレベルになる。図４では、出力信号ＶＯＵＴ２がＨｉｇｈレベルになった時刻が、記号
“ｔ１６”で示されている。
【００３５】
　このような動作では、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１がオフ状態からオン状態に遷移す
るタイミングは、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１がオン状態からオフ状態に遷移するタイ
ミングから遅延素子Ｄ１の遅延時間ＴＤだけ遅れる。このため、ＮＭＯＳトランジスタＭ
Ｎ１１とＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１との両方がオン状態である時間を短縮し、貫通電
流を低減することができる。
【００３６】
　理想的な場合には、遅延素子Ｄ１の遅延時間ＴＤを十分に長くすることにより、ＮＭＯ
ＳトランジスタＭＮ１１とＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１との両方がオン状態になる時間
をゼロにすることも可能である。この場合、貫通電流は、実質的にゼロになる。ただし、
遅延素子Ｄ１の遅延時間ＴＤが短くても、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１とＰＭＯＳトラ
ンジスタＭＰ１１との両方がオン状態である時間を短縮することができるので、貫通電流
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を低減する効果は得られることに留意すべきである。図４には、遅延素子Ｄ１の遅延時間
ＴＤがＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート電位Ｇｇｎ２の立ち上がり時間よりも長く
、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１とＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１との両方がオン状態に
なる時間がゼロである動作が図示されている。
【００３７】
　以下では、本実施形態のインバータ回路１０のより具体的な実施例について説明する。
【００３８】
　図５は、一実施例におけるインバータ回路１０Ａの構成を示す回路図である。図５の回
路構成では、図４のインバータ回路１０における遅延素子Ｄ１、Ｄ２として、それぞれ、
抵抗素子Ｒ１、Ｒ２が用いられる。抵抗素子Ｒ１、Ｒ２としては、例えば、ポリシリコン
抵抗や拡散抵抗が用いられてもよい。また、後述されるように、抵抗素子Ｒ１、Ｒ２とし
ては、ゲートの電位が固定されたＭＯＳトランジスタが用いられてもよい。
【００３９】
　また、図４のインバータ回路１０におけるスイッチ素子ＳＷ１としてＮＭＯＳトランジ
スタＭＮ１２が用いられ、スイッチ素子ＳＷ２としてＰＭＯＳトランジスタＭＰ１３が用
いられる。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１２は、そのソース及びドレインの一方が入力端子
１１に接続され、他方がＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲートに接続される。ＰＭＯＳ
トランジスタＭＰ１３は、そのソース及びドレインの一方が入力端子１１に接続され、他
方がＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲートに接続される。
【００４０】
　図５の構成によれば、簡便な構成でありながら、図４に示された動作を実現し、貫通電
流を有効に低減することができる。加えて、遅延素子Ｄ１、Ｄ２として抵抗素子Ｒ１、Ｒ
２が用いられる図５の構成は、遅延素子Ｄ１、Ｄ２それ自体の消費電力が小さいという利
点がある。例えば、遅延素子Ｄ１、Ｄ２として直列接続されたインバータを用いると、遅
延素子Ｄ１、Ｄ２それ自体における消費電力が増大するという問題が生じ得る。遅延素子
Ｄ１、Ｄ２として受動素子である抵抗素子Ｒ１、Ｒ２を用いれば、このような問題は生じ
ない。
【００４１】
　抵抗素子Ｒ１、Ｒ２の抵抗値は、抵抗素子Ｒ１、Ｒ２において発生する遅延、即ち、
ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート電位Ｖｇｐ２、
Ｖｇｎ２の入力信号ＶＩＮ２からの遅延時間に影響し、よって、出力信号ＶＯＵＴ２の立
ち上がり時間（即ち、入力信号ＶＩＮ２がＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルに立ち下がっ
てから出力信号ＶＯＵＴ２がＬｏｗレベルからＨｉｇｈレベルに遷移するのに要する時間
）及び立ち下がり時間（即ち、出力信号ＶＯＵＴ２がＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルに
遷移するのに要する時間）に影響する。例えば、抵抗素子Ｒ１の抵抗値が増大すると、Ｐ
ＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲート電位Ｖｇｐ２の入力信号ＶＩＮ２からの遅延時間が
増大し、よって、出力信号ＶＯＵＴ２の立ち上がり時間が長くなる。同様に、抵抗素子Ｒ
２の抵抗値が増大すると、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート電位Ｖｇｎ２の入力信
号ＶＩＮ２からの遅延時間が増大し、よって、出力信号ＶＯＵＴ２の立ち下がり時間が長
くなってしまう。
【００４２】
　出力信号ＶＯＵＴ２の立ち上がり時間及び立ち下がり時間は、それぞれ、ＰＭＯＳトラ
ンジスタＭＰ１１、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート容量にも依存する。詳細には
、出力信号ＶＯＵＴ２の立ち上がり時間は、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲート電位
Ｖｇｐ２の立ち下がり時間に依存し、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲート電位Ｖｇｐ

２の立ち下がり時間は、抵抗素子Ｒ１の抵抗値ＲＲ１とＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１の
ゲート容量ＣＧＰ１１とで定まる時定数ＲＲ１・ＣＧＰ１１に依存する。同様に、出力信
号ＶＯＵＴ２の立ち下がり時間は、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート電位Ｖｇｎ２

の立ち上がり時間に依存し、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート電位Ｖｇｐ２の立ち
上がり時間は、抵抗素子Ｒ２の抵抗値ＲＲ２とＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート容
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量ＣＧＮ１１とで定まる時定数ＲＲ２・ＣＧＮ１１に依存する。出力信号ＶＯＵＴ２の立
ち上がり時間と立ち下がり時間との差異が大きいと、設計上の問題が生じ得る。
【００４３】
　出力信号ＶＯＵＴ２の立ち上がり時間と立ち下がり時間との差異を小さくするためには
、抵抗素子Ｒ１、Ｒ２の抵抗値ＲＲ１、ＲＲ２は、下記の条件を満たすことが望ましい。
【数１】

ここで、ＣＧＰ１１、ＣＧＮ１１は、それぞれ、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１、ＮＭＯ
ＳトランジスタＭＮ１１のゲート容量である。抵抗素子Ｒ１、Ｒ２の抵抗値ＲＲ１、ＲＲ

２は、下記の条件を満たすことがより望ましい。

【数２】

【００４４】
　図６は、他の実施例におけるインバータ回路１０Ｂの構成を示す回路図である。図６の
回路構成では、図５の回路構成と同様に、図４のインバータ回路１０における遅延素子Ｄ
１、Ｄ２として、それぞれ、抵抗素子Ｒ１、Ｒ２が用いられる。
【００４５】
　また、図４のインバータ回路１０におけるスイッチ素子ＳＷ１、ＳＷ２としてトランス
ファーゲート１５、１６が用いられる。加えて、トランスファーゲート１５、１６を動作
させるためにインバータＩＶ１が設けられる。インバータＩＶ１は、その入力が出力端子
１２に接続されており、出力端子１２から出力される出力信号ＶＯＵＴ２と相補の信号を
出力する。
【００４６】
　トランスファーゲート１５は、ソースが共通に接続され、且つ、ドレインが共通に接続
されたＰＭＯＳトランジスタＭＰ１２及びＮＭＯＳトランジスタＭＮ１２を備えている。
ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１２及びＮＭＯＳトランジスタＭＮ１２の共通接続されたソー
ス（又は共通接続されたドレイン）が入力端子１１に接続されており、共通接続されたド
レイン（又は共通接続されたソース）がＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲートに接続さ
れている。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１２のゲートは、インバータＩＶ１の出力に接続さ
れ、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１２のゲートは、出力端子１２に接続されている。
【００４７】
　同様に、トランスファーゲート１６は、ソースが共通に接続され、且つ、ドレインが共
通に接続されたＰＭＯＳトランジスタＭＰ１３及びＮＭＯＳトランジスタＭＮ１３を備え
ている。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１３及びＮＭＯＳトランジスタＭＮ１３の共通接続さ
れたソース（又は共通接続されたドレイン）が入力端子１１に接続されており、共通接続
されたドレイン（又は共通接続されたソース）がＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート
に接続されている。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１３のゲートは、出力端子１２に接続され
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、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１３のゲートは、インバータＩＶ１の出力に接続されている
。
【００４８】
　図６の回路構成によっても図４に図示された動作が実現できることは、当業者には容易
に理解されよう。
【００４９】
　図７は、更に他の実施例におけるインバータ回路１０Ｃの構成を示す回路図である。図
７の回路構成では、図４のインバータ回路１０における遅延素子Ｄ１、Ｄ２として、それ
ぞれ、ＰＭＯＳトランジスタ、ＮＭＯＳトランジスタのゲートの電位が固定されたトラン
スファーゲート１７、１８が用いられる。
【００５０】
　詳細には、トランスファーゲート１７は、ソースが共通に接続され、且つ、ドレインが
共通に接続されたＰＭＯＳトランジスタＭＰ１４及びＮＭＯＳトランジスタＭＮ１４を備
えている。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１４及びＮＭＯＳトランジスタＭＮ１４の共通接続
されたソース（又は共通接続されたドレイン）が、入力端子１１に接続されており、共通
接続されたドレイン（又は共通接続されたソース）がＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲ
ートに接続されている。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１４のゲートは接地電位ＶＳＳに固定
され、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１４のゲートは、電源電位ＶＤＤ１に固定されている。
【００５１】
　一方、トランスファーゲート１８は、ソースが共通に接続され、且つ、ドレインが共通
に接続されたＰＭＯＳトランジスタＭＰ１５及びＮＭＯＳトランジスタＭＮ１５を備えて
いる。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１５及びＮＭＯＳトランジスタＭＮ１５の共通接続され
たソース（又は共通接続されたドレイン）が、入力端子１１に接続されており、共通接続
されたドレイン（又は共通接続されたソース）がＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート
に接続されている。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１５のゲートは接地電位ＶＳＳに固定され
、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１５のゲートは、電源電位ＶＤＤ１に固定されている。
【００５２】
　また、図７の回路構成では、図６の回路構成と同様に、図４のインバータ回路１０にお
けるスイッチ素子ＳＷ１、ＳＷ２としてトランスファーゲート１５、１６が用いられる。
加えて、トランスファーゲート１５、１６を動作させるためにインバータＩＶ１が設けら
れる。インバータＩＶ１は、その入力が出力端子１２に接続されており、出力端子１２か
ら出力される出力信号ＶＯＵＴ２と相補の信号を出力する。
【００５３】
　トランスファーゲート１５は、ソースが共通に接続され、且つ、ドレインが共通に接続
されたＰＭＯＳトランジスタＭＰ１２及びＮＭＯＳトランジスタＭＮ１２を備えている。
ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１２及びＮＭＯＳトランジスタＭＮ１２の共通接続されたソー
ス（又は共通接続されたドレイン）が入力端子１１に接続されており、共通接続されたド
レイン（又は共通接続されたソース）がＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１のゲートに接続さ
れている。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１２のゲートは、インバータＩＶ１の出力に接続さ
れ、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１２のゲートは、出力端子１２に接続されている。
【００５４】
　同様に、トランスファーゲート１６は、ソースが共通に接続され、且つ、ドレインが共
通に接続されたＰＭＯＳトランジスタＭＰ１３及びＮＭＯＳトランジスタＭＮ１３を備え
ている。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１３及びＮＭＯＳトランジスタＭＮ１３の共通接続さ
れたソース（又は共通接続されたドレイン）が入力端子１１に接続されており、共通接続
されたドレイン（又は共通接続されたソース）がＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１のゲート
に接続されている。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１３のゲートは、出力端子１２に接続され
、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１３のゲートは、インバータＩＶ１の出力に接続されている
。
【００５５】
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　図７の回路構成によっても図４に図示された動作が実現できることは、当業者には容易
に理解されよう。
【００５６】
　本実施形態のインバータ回路（１０、１０Ａ～１０Ｃ）は、半導体集積回路に集積化さ
れる様々な回路において使用され得る。本実施形態のインバータ回路は、特に、高速動作
は要求されないが大きな駆動能力を要求される出力段として使用されることが好適である
。以下では、本実施形態のインバータ回路の好適な応用例について記載する。なお、以下
では、図５に図示されたインバータ回路１０Ａが用いられる応用例が記載されるが、イン
バータ回路１０Ａの代わりに、図３、図６、図７に図示されているインバータ回路１０、
１０Ｂ、１０Ｃを用いてもよいことに留意されたい。
【００５７】
　図８は、本実施形態のインバータ回路１０Ａを用いたレベルシフタ３０の構成の例を示
す回路図である。図８のレベルシフタ３０においては、インバータ回路１０Ａが出力段と
して用いられる。
【００５８】
　詳細には、レベルシフタ３０は、インバータＩＶ２と、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１６
、ＭＮ１７と、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１６、ＭＰ１７と、図５に図示された構成のイ
ンバータ回路１０Ａを備えている。以下では、レベルシフタ３０の構成について詳細に説
明する。
【００５９】
　レベルシフタ３０の入力端子３１は、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１７のゲートに接続さ
れると共に、インバータＩＶ２を介してＮＭＯＳトランジスタＭＮ１６のゲートに接続さ
れている。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１６は、そのドレインがノード３２に接続されてお
り、ソースが低電位側端子３３に接続されている。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１７は、そ
のドレインがノード３４に接続されており、ソースが低電位側端子３５に接続されている
。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１６は、そのドレインがノード３２に接続されており、ソー
スが高電位側端子３６に接続されており、ゲートがノード３４に接続されている。ＰＭＯ
ＳトランジスタＭＰ１７は、そのドレインがノード３４に接続されており、ソースが高電
位側端子３７に接続されており、ゲートがノード３２に接続されている。高電位側端子３
６、３７は、いずれも、電源電位ＶＤＤ１に固定されている。ノード３４が、インバータ
回路１０Ａの入力端子１１に接続される。
【００６０】
　このような構成のレベルシフタ３０は、入力端子３１に入力された入力信号ＶＩＮに対
してレベルシフトを行って出力信号ＶＯＵＴを生成する。即ち、入力信号ＶＩＮとしてＨ
ｉｇｈレベルがＶＤＤ２（＜ＶＤＤ１）でありＬｏｗレベルが接地電位ＶＳＳである信号
が入力されると、レベルシフタ３０は、該入力信号ＶＩＮに応答して、Ｈｉｇｈレベルが
ＶＤＤ１でありＬｏｗレベルが接地電位ＶＳＳである出力信号ＶＯＵＴを出力する。
【００６１】
　図９は、本実施形態のインバータ回路１０Ａを用いた発振回路４０の構成の例を示す回
路図である。図９の発振回路４０においても、インバータ回路１０Ａが出力段として用い
られる。
【００６２】
　発振回路４０は、発振部４１とインバータ回路１０Ａとを備えている。発振部４１は、
発振動作を行って周期信号を生成するように構成されており、インバータＩＶ３～ＩＶ５
と、抵抗素子Ｒ３と、容量素子Ｃ１とを備えている。インバータＩＶ３～ＩＶ５は、ノー
ド４２、４３の間に直列に接続されている。抵抗素子Ｒ３は、ノード４２、４３の間にイ
ンバータＩＶ３～ＩＶ５に並列に接続されている。容量素子Ｃ１は、インバータＩＶ４の
出力（インバータＩＶ５の入力）とノード４２の間に接続されている。このような構成で
は、発振部４１は、矩形波の周期信号を生成する。
【００６３】
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　インバータ回路１０Ａの入力端子１１は、ノード４３に接続されており、インバータ回
路１０Ａは、発振部４１によって生成された周期信号に対応する波形を有する出力信号Ｖ

ＯＵＴ２を出力する。図９に図示されている構成では、出力信号ＶＯＵＴ２として矩形波
の周期信号を出力端子１２から出力することになる。出力端子１２を駆動する駆動能力は
、インバータ回路１０ＡのＰＭＯＳトランジスタＭＰ１１、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１
１の駆動能力（より具体的には、ゲート幅）によって調節可能である。
【００６４】
　図１０は、本実施形態のインバータ回路１０Ａを用いた外部出力回路５０の構成の例を
示す回路図である。図１０の外部出力回路５０は、当該外部出力回路５０が集積化された
半導体ＩＣチップ（integrated circuit chip）の外部にあるデバイスに信号を出力する
ように構成されており、例えば、液晶表示パネルに集積化されたＧＩＰ（gate in panel
）回路に制御信号ＳＯＵＴを供給する制御出力回路（しばしば、パネルインターフェース
回路と呼ばれる）に適用される。ここで、ＧＩＰ回路とは、液晶表示パネルのゲート線を
駆動する回路であり、ＳＯＧ（system on glass）技術を用いて液晶表示パネルのガラス
基板上に集積化される。図１０の外部出力回路５０においても、インバータ回路１０Ａが
出力段として用いられる。
【００６５】
　外部出力回路５０は、制御ロジック５１と、レベルシフタ５２と、インバータ回路１０
Ａとを備えている。制御ロジック５１は、外部から供給される制御信号ＳＬＯＧＩＣに応
答して、制御信号ＳＯＵＴと同一論理の論理信号を出力する。レベルシフタ５２は、制御
ロジック５１から受け取った論理信号に対してレベルシフトを行う。図１０の構成では、
レベルシフタ５２は、制御ロジック５１から受け取った論理信号と相補の論理の論理信号
を出力する。レベルシフタ５２の出力が、インバータ回路１０Ａの入力端子１１として用
いられる。
【００６６】
　図１０の構成では、インバータ回路１０Ａの高電位側端子１３がゲート線のＨｉｇｈレ
ベルの電位ＶＧＨに固定され、低電位側端子１４がゲート線のＬｏｗレベルの電位ＶＧＬ

に固定される。このような構成によれば、Ｈｉｇｈレベルが電位ＶＧＨであり、Ｌｏｗレ
ベルが電位ＶＧＬであるように生成された制御信号ＳＯＵＴをＧＩＰ回路に供給すること
ができる。
【００６７】
　図１１は、本実施形態のインバータ回路１０Ａを含むレベルシフタを用いて構成された
チャージポンプ回路６０の構成の例を示す回路図である。チャージポンプ回路６０は、制
御ロジック６１と、レベルシフタ６２～６５と、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ２１～ＭＰ２
３と、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ２１と、キャパシタＣ２とを備えている。
【００６８】
　制御ロジック６１は、外部から供給されるクロック信号ＳＬＯＧＩＣに応答して、ＰＭ
ＯＳトランジスタＭＰ２１～ＭＰ２３と、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ２１のオンオフを制
御する制御信号を出力する。
【００６９】
　レベルシフタ６２～６４は、それぞれ、制御ロジック６１から受け取った制御信号に対
してレベルシフトを行って、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ２１～ＭＰ２３のゲートを駆動す
るゲート駆動信号を生成する。レベルシフタ６２、６４は、制御ロジック６１から受け取
った制御信号と同一の論理のゲート駆動信号を生成し、レベルシフタ６３は、制御ロジッ
ク６１から受け取った制御信号と相補の論理のゲート駆動信号を生成する。
【００７０】
　レベルシフタ６５は、それぞれ、制御ロジック６１から受け取った制御信号に対してレ
ベルシフトを行って、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ２１のゲートを駆動するゲート駆動信号
を生成する。レベルシフタ６５は、制御ロジック６１から受け取った制御信号と同一の論
理のゲート駆動信号を生成する。
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【００７１】
　ここで、本実施形態では、レベルシフタ６２～６５として、図８に図示された構成のレ
ベルシフタが用いられる。ただし、制御ロジック６１から受け取った制御信号と相補の論
理のゲート駆動信号を生成するレベルシフタ６２については、インバータ回路１０Ａの入
力端子１１が（ノード３４でなく）ノード３２に接続される。
【００７２】
　ＰＭＯＳトランジスタＭＰ２１は、ソースが高電位側端子６７に接続され、ドレインが
ノード６８に接続されている。本実施形態では、高電位側端子６７が、安定化電源で生成
された電源電位ＶＣＩＰに固定される。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ２１は、ドレインがノ
ード６８に接続され、ソースが低電位側端子６９に接続される。本実施形態では、低電位
側端子６９は、アナログ回路用の接地電位ＡＧＮＤに固定される。
【００７３】
　キャパシタＣ２は、ノード６８とノード７０の間に接続される。キャパシタＣ２は、昇
圧動作のために用いられる。
【００７４】
　ＰＭＯＳトランジスタＭＰ２２は、ソースが高電位側端子７１に接続され、ドレインが
ノード７０に接続されている。本実施形態では、高電位側端子７１が、電源電位ＶＣＩＰ

に固定される。上述のように、電源電位ＶＣＩＰは、安定化電源によって生成される。
【００７５】
　ＰＭＯＳトランジスタＭＰ２３は、ソースがノード７０に接続され、ドレインが出力端
子７２に接続される。
【００７６】
　図１１に図示された構成のチャージポンプ回路６０は、クロック信号ＣＬＫの供給を受
けると、キャパシタＣ２を用いた昇圧動作を行い、電源電位ＶＣＩＰの２倍の電位を有す
る電位ＶＧＨを出力端子７２に生成する。
【００７７】
　以上には、本発明の実施形態が具体的に記述されているが、本発明は、上記の実施形態
に限定されると解釈してはならない。本発明が様々な変更と共に実施され得ることは、当
業者には自明的であろう。
【符号の説明】
【００７８】
１０、１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ：インバータ回路
１１　　　：入力端子
１２　　　：出力端子
１３　　　：高電位側端子
１４　　　：低電位側端子
１５、１６、１７、１８：トランスファーゲート
３０　　　：レベルシフタ
３１　　　：入力端子
３２、３４：ノード
３３、３５：低電位側端子
３６　　　：高電位側端子
３７　　　　：高電位側端子
４０　　　　：発振回路
４１　　　　：発振部
４２、４３　：ノード
５０　　　　：出力回路
５１　　　　：制御ロジック
５２　　　　：レベルシフタ
６０　　　　：チャージポンプ回路
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６１　　　　：制御ロジック
６２、６３、６４、６５：レベルシフタ
６７、７１：高電位側端子
６８、７０：ノード
６９　　　：低電位側端子
７２　　　：出力端子
１００　　：ＣＭＯＳインバータ
１０１　　：入力端子
１０２　　：出力端子
１０３　　：高電位側端子
１０４　　：低電位側端子
Ｃ１　　　　：容量素子
Ｃ２　　　　：キャパシタ
Ｄ１、Ｄ２　：遅延素子
ＩＶ１～ＩＶ５：インバータ
ＭＮ１、ＭＮ１１～１７、ＭＮ２１：ＮＭＯＳトランジスタ
ＭＰ１、ＭＰ１１～１７、ＭＰ２１～ＭＰ２３：ＰＭＯＳトランジスタ
ＭＰ１１　　：ＰＭＯＳトランジスタ
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３：抵抗素子
ＳＷ１、ＳＷ２：スイッチ素子

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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