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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　差動信号伝送装置と、差動信号受信装置と、を含む差動信号伝送システムであって、
　前記差動信号伝送装置は、
　第１の差動信号が伝送される１対の信号線の間に接続された第１の抵抗を有し、前記第
１の抵抗の中点で第３の差動信号の一方の信号を受け付けて、前記第１の差動信号を当該
１対の信号線に伝送する第１の伝送回路と、
　第２の差動信号が伝送される１対の信号線の間に接続された第２の抵抗を有し、前記第
２の抵抗の中点で第３の差動信号の他方の信号を受け付けて、前記第２の差動信号を当該
１対の信号線に伝送する第２の伝送回路と、を含み、
　前記差動信号受信装置は、
　前記第１の差動信号が伝送される１対の信号線の間に接続された第１の終端抵抗と、
　前記第２の差動信号が伝送される１対の信号線の間に接続された第２の終端抵抗と、
　前記第１の終端抵抗の中点と前記第２の終端抵抗の中点とを同じ電位にする中点電位調
整部と、を含む、差動信号伝送システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の差動信号伝送システムにおいて、前記中点電位調整部は、前記第１の
終端抵抗の中点と前記第２の終端抵抗の中点とを接続する中点接続部であることを特徴と
する差動信号伝送システム。
【請求項３】
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　請求項１に記載の差動信号伝送システムにおいて、前記中点電位調整部は、前記第１の
終端抵抗の中点をグランドに接地する第１の接地部と、前記第２の終端抵抗の中点を前記
グランドに接地する第２の接地部とを含むことを特徴とする差動信号伝送システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の差動信号伝送システムにおいて、前記中点電位調整部は、前記第１の
終端抵抗の中点を所定の電位に接続する第１の接続部と、前記第２の終端抵抗の中点を前
記所定の電位に接続する第２の接続部とを含むことを特徴とする差動信号伝送システム。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の差動信号伝送システムにおいて、前記差動信号受
信装置は、前記第１の終端抵抗に生じる電圧と前記第２の終端抵抗に生じる電圧とに基づ
き前記第３の差動信号に応じた差動信号を抽出する差動信号抽出回路をさらに含むことを
特徴とする差動信号伝送システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、差動信号伝送システムに関し、特には、複数種類の差動信号を用いる差動信
号伝送システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、１対の伝送路を介して差動信号を伝送する信号伝送装置がある。１対の伝送路を介
して差動信号を伝送する場合、１対の伝送路の両方に振幅と位相のほぼ等しいノイズが混
入しても、このノイズを相殺することができ、ノイズに強く、ＥＭＩ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　
Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ：外部に対する電磁的な妨害または干渉な
どの放出現象の総称）も抑えられることが可能となる。
【０００３】
特許文献１（特開２００２－２０４２７２号公報）の図２には、第１および第２の差動信
号のそれぞれに別の信号を重畳させ、別の信号が重畳させられた第１および第２の差動信
号を２対の伝送路を介して伝送する信号伝送システムが記載されている。
【０００４】
具体的には、第１の差動信号を伝送する１対の伝送路の間に設けられた抵抗の中点に正相
のシングルエンド信号を入力し、第２の差動信号を伝送する１対の伝送路の間に設けられ
た抵抗の中点に逆相のシングルエンド信号を入力している。この場合、４本の伝送路で、
２組の差動信号と１種類のシングルエンド信号とを伝送することができる。
【０００５】
第１の差動信号の受信は、第１の差動信号を伝送する１対の伝送路の間に設けられた終端
抵抗間に生じる電圧を差動信号受信回路で検出することにより行い、第２の差動信号の受
信は、第２の差動信号を伝送する１対の伝送路の間に設けられた終端抵抗間に生じる電圧
を差動信号受信回路で検出することにより行っている。
【０００６】
正相のシングルエンド信号は、第１の差動信号を伝送する１対の伝送路の間に設けられた
終端抵抗の中点から検出している。また、逆相のシングルエンド信号は、第２の差動信号
を伝送する１対の伝送路の間に設けられた終端抵抗の中点から検出している。
【０００７】
【特許文献１】
特開２００２－２０４２７２号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
特許文献１に記載の信号伝送システムにおいて、正相のシングルエンド信号と逆相のシン
グルエンド信号とのかわりに第３の差動信号を用いることが考えられる。この場合、４本
の伝送路で３組の差動信号が伝送可能となる。
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【０００９】
しかしながら、特許文献１に記載の信号伝送システムにおいて、正相のシングルエンド信
号と逆相のシングルエンド信号とのかわりに単純に第３の差動信号を用いた場合、第３の
差動信号が信号線の終端で反射してしまうという問題が生じてしまう。
【００１０】
この問題は、第３の差動信号を伝送する信号線の終端（第１の差動信号を伝送する１対の
伝送路の間に設けられた終端抵抗と第２の差動信号を伝送する１対の伝送路の間に設けら
れた終端抵抗との間）が開放状態（高インピーダンス）であり、第３の差動信号において
は終端抵抗と信号線のインピーダンスが合っていないことに起因する。
【００１１】
　本発明の目的は、４本の信号線を用いて３つの差動信号を伝送する場合に、信号線の終
端で差動信号が反射してしまうことを防止することが可能な差動信号伝送システムを提供
することである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の差動信号伝送システムは、差動信号伝送装置と、
差動信号受信装置と、を含む差動信号伝送システムであって、前記差動信号伝送装置は、
第１の差動信号が伝送される１対の信号線の間に接続された第１の抵抗を有し、前記第１
の抵抗の中点で第３の差動信号の一方の信号を受け付けて、前記第１の差動信号を当該１
対の信号線に伝送する第１の伝送回路と、第２の差動信号が伝送される１対の信号線の間
に接続された第２の抵抗を有し、前記第２の抵抗の中点で第３の差動信号の他方の信号を
受け付けて、前記第２の差動信号を当該１対の信号線に伝送する第２の伝送回路と、を含
み、前記差動信号受信装置は、前記第１の差動信号が伝送される１対の信号線の間に接続
された第１の終端抵抗と、前記第２の差動信号が伝送される１対の信号線の間に接続され
た第２の終端抵抗と、前記第１の終端抵抗の中点と前記第２の終端抵抗の中点とを同じ電
位にする中点電位調整部とを含むことを特徴とする。
【００１３】
上記の発明によれば、第１の終端抵抗の中点と第２の終端抵抗の中点とが同じ電位となる
ので、第１の終端抵抗の中点と第２の終端抵抗の中点とが第３の差動信号の仮想グランド
となり、第３の差動信号において終端抵抗と信号線のインピーダンスとをあわせることが
可能となる。したがって、第３の差動信号の反射を防止することが可能となる。
【００１４】
　また、本発明の差動信号伝送システムは、第１の終端抵抗に生じる電圧と第２の終端抵
抗に生じる電圧とに基づき第３の差動信号に応じた差動信号を抽出する差動信号抽出回路
をさらに含むので、上記と同様の効果を奏するとともに、第３の差動信号に応じた差動信
号を高い精度で抽出することが可能となる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に示す一実施例に基づき説明する。
【００１６】
図１は、本発明の一実施例の差動信号伝送システムを示したブロック回路図である。
【００１７】
図１において、差動信号伝送システムは、第１の出力バッファ１と、第２の出力バッファ
２と、第３の出力バッファ３と、１対の信号線４と、１対の信号線５と、第１の終端抵抗
６と、第２の終端抵抗７と、入力バッファ８とを含む。
【００１８】
第１の伝送回路としての第１の出力バッファ１は、差動信号出力回路１１と抵抗１２と抵
抗１３とを含む。
【００１９】
差動信号出力回路１１は、入力信号Ｓｉｇ１に応じた第１の差動信号（ＶＳ１＋とＶＳ１
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－）を、差動信号出力回路１１の１対の出力線１１ａと１１ｂを介して１対の信号線４に
出力する。具体的には、差動信号出力回路１１は、第１の差動信号（ＶＳ１＋とＶＳ１－
）の電位差が入力信号Ｓｉｇ１に比例するような第１の差動信号を出力する。
【００２０】
直列に接続された抵抗１２と抵抗１３とは、出力線１１ａと出力線１１ｂとの間に接続し
てある。抵抗１２と抵抗１３のそれぞれのインピーダンスは、１対の信号線４を構成する
各信号線のインピーダンスと同じ値にしてある。
【００２１】
第２の伝送回路としての第２の出力バッファ２は、差動信号出力回路２１と抵抗２２と抵
抗２３とを含む。
【００２２】
差動信号出力回路２１は、入力信号Ｓｉｇ２に応じた第２の差動信号（ＶＳ２＋とＶＳ２
－）を、差動信号出力回路２１の１対の出力線２１ａと２１ｂを介して１対の信号線５に
出力する。具体的には、差動信号出力回路２１は、第２の差動信号（ＶＳ２＋とＶＳ２－
）の電位差が入力信号Ｓｉｇ２に比例するような第２の差動信号を出力する。
【００２３】
直列に接続された抵抗２２と抵抗２３とは、出力線２１ａと出力線２１ｂとの間に接続し
てある。抵抗２２と抵抗２３のそれぞれのインピーダンスは、１対の信号線５を構成する
各信号線のインピーダンスと同じ値にしてある。
【００２４】
第３の出力バッファ３は、差動信号出力回路３１と抵抗３２と抵抗３３とを含む。
【００２５】
差動信号出力回路３１は、入力信号Ｓｉｇ３に応じた第３の差動信号（ＶＳ３＋とＶＳ３
－）を差動信号出力回路３１の１対の出力線３１ａと３１ｂに発生する。具体的には、差
動信号出力回路３１は、第３の差動信号（ＶＳ３＋とＶＳ３－）の電位差が入力信号Ｓｉ
ｇ３に比例するような第３の差動信号を出力する。
【００２６】
直列に接続された抵抗３２と抵抗３３とは、出力線３１ａと出力線３１ｂとの間に接続し
てある。抵抗３２と抵抗３３との接続点には、コモン電圧ＶＣＯＭＯが印加してある。
【００２７】
　第３の差動信号の一方の信号（ＶＳ３＋）を出力する出力線３１ａは、抵抗１２および
抵抗１３の接続点と接続している。したがって、第１の出力バッファ１は、第３の差動信
号の一方の信号（ＶＳ３＋）をコモン電圧としない第１の差動信号（ＶＳ１’＋とＶＳ１
’－）を１対の信号線４に伝送する。
【００２８】
　第３の差動信号の他方の信号（ＶＳ３－）を出力する出力線３１ｂは、抵抗２２および
抵抗２３の接続点と接続している。したがって、第２の出力バッファ２は、第３の差動信
号の他方の信号（ＶＳ３－）をコモン電圧としない第２の差動信号（ＶＳ２’＋とＶＳ２
’－）を１対の信号線５に伝送する。
【００２９】
なお、第１の差動信号と第２の差動信号および第３の差動信号とは同期信号である。
【００３０】
第１の終端抵抗６は、抵抗６１と抵抗６２との直列回路であり、１対の信号線４の間に接
続してある。抵抗６１と抵抗６２のそれぞれのインピーダンスは、１対の信号線４を構成
する各信号線のインピーダンスと同じ値にしてある。
【００３１】
第２の終端抵抗７は、抵抗７１と抵抗７２との直列回路であり、１対の信号線５の間に接
続してある。抵抗７１と抵抗７２のそれぞれのインピーダンスは、１対の信号線５を構成
する各信号線のインピーダンスと同じ値にしてある。
【００３２】
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入力バッファ８は、差動入力バッファ８１と、差動入力バッファ８２と、差動信号抽出回
路８３と、差動入力バッファ８４とを含む。差動信号抽出回路８３は、コモン電圧抽出回
路８３ａとコモン電圧抽出回路８３ｂとを含む。
【００３３】
差動入力バッファ８１は、第１の終端抵抗６に生じる電圧に応じた出力を発生する。第１
の終端抵抗６には第１の出力バッファ１の出力が印加されるので、差動入力バッファ８１
は、第１の出力バッファ１に入力する入力信号Ｓｉｇ１に応じた出力信号Ｓｉｇ１’を出
力する。
【００３４】
差動入力バッファ８２は、第２の終端抵抗７に生じる電圧に応じた出力を発生する。第２
の終端抵抗７には第２の出力バッファ２の出力が印加されるので、差動入力バッファ８２
は、第２の出力バッファ２に入力する入力信号Ｓｉｇ２に応じた出力信号Ｓｉｇ２’を出
力する。
【００３５】
差動信号抽出回路８３は、第１の終端抵抗６に生じる電圧と第２の終端抵抗７に生じる電
圧とに基づき第３の出力バッファ３が出力する第３の差動信号に応じた差動信号を抽出す
る。
【００３６】
具体的には、コモン電圧抽出回路８３ａは、、第１の終端抵抗６に生じる電圧に基づき、
第１の差動信号のコモン電圧に応じた第１の電圧出力（ＶＳ３’’＋）を出力する。また
、コモン電圧抽出回路８３ｂは、第２の終端抵抗７に生じる電圧に基づき、第２の差動信
号のコモン電圧に応じた第２の電圧出力（ＶＳ３’’－）を出力する。
【００３７】
　コモン電圧抽出回路８３ａが出力する第１の電圧出力（ＶＳ３’’＋）とコモン電圧抽
出回路８３ｂが出力する第２の電圧出力（ＶＳ３’’－）とが第３の差動信号（ＶＳ３＋
とＶＳ３－）に対応した差動信号となる。
【００３８】
差動入力バッファ８４は、差動信号抽出回路８３が抽出した第３の差動信号に応じた差動
信号の電位差に応じた出力を発生する。つまり、差動入力バッファ８４は、第３の出力バ
ッファ３に入力する入力信号Ｓｉｇ３に応じた出力信号Ｓｉｇ３’を出力する。
【００３９】
中点電位調整部としての中点接続部９は、抵抗６１と抵抗６２との接続点（第１の終端抵
抗６の中点）と、抵抗７１と抵抗７２との接続点（第２の終端抵抗７の中点）とを接続す
る。よって、中点接続部９により、第１の終端抵抗６の中点と第２の終端抵抗７の中点と
は同じ電位になる。
【００４０】
第１の終端抵抗６の中点と第２の終端抵抗７の中点とが中点接続部９によって接続されて
いるので、第１の終端抵抗６の中点と第２の終端抵抗７の中点とが第３の差動信号におけ
る仮想グランドとなり、第３の差動信号に関連する終端抵抗のインピーダンスと第３の差
動信号に関連する信号線のインピーダンスとを調整することが可能になる。したがって、
第３の差動信号の反射を防止することが可能となる。
【００４１】
図２は、出力バッファ１の一例を示した回路図である。なお、図２において、図１と同一
構成のものには同一符号を附してある。
【００４２】
図２において、出力バッファ１は、差動信号出力回路１１と抵抗１２と抵抗１３とを含む
。差動信号出力回路１１は、入力部１１０と、インバータ１１１と、ＰチャネルＭＯＳト
ランジスタ１１２と、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ１１３と、ＰチャネルＭＯＳトラン
ジスタ１１４と、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ１１５と、定電流回路１１６と、定電流
回路１１７とを含む。
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【００４３】
図２に示した出力バッファ１において、定電流回路１１６と定電流回路１１７のインピー
ダンスを、抵抗１２と抵抗１３のインピーダンスに対して十分大きくしてある。よって、
出力バッファ１のインピーダンスは、抵抗１２と抵抗１３とにより決定される。
【００４４】
　入力部１１０に入力信号Ｓｉｇ１が入力し、かつ抵抗１２と抵抗１３の接続点に第３の
差動信号の一方の信号（ＶＳ３＋）が入力する。
【００４５】
なお、図２に示した出力バッファ１の差動信号出力回路１１は、出力バッファ２の差動信
号出力回路２１および出力バッファ３の差動信号出力回路３１に適用可能である。
【００４６】
　図２に示した差動信号出力回路１１を出力バッファ２の差動信号出力回路２１として用
いる場合、入力部１１０に入力信号Ｓｉｇ２が入力し、かつ抵抗２２と抵抗２３との接続
点に第３の差動信号の他方の信号（ＶＳ３－）が入力する。
【００４７】
図２に示した差動信号出力回路１１を出力バッファ３の差動信号出力回路３１として用い
る場合、入力部１１０に入力信号Ｓｉｇ３が入力し、かつ抵抗３２と抵抗３３との接続点
に所望のコモン電圧が入力する。
【００４８】
次に、動作を説明する。
【００４９】
図３は、出力バッファ１の電圧出力と、出力バッファ２の電圧出力と、出力バッファ３の
電圧出力と、１対の信号線４の電圧と、１対の信号線５の電圧とを説明するための電圧波
形図である。
【００５０】
具体的には、図３（ａ）は出力バッファ１から出力される第１の差動信号（ＶＳ１＋とＶ
Ｓ１－）の一例を示した波形図であり、図３（ｂ）は出力バッファ２から出力される第２
の差動信号（ＶＳ２＋とＶＳ２－）の一例を示した波形図であり、図３（ｃ）は出力バッ
ファ３から出力される第３の差動信号（ＶＳ３＋とＶＳ３－）の一例を示した波形図であ
り、図３（ｄ）は１対の信号線４の電圧波形図であり、図３（ｅ）は１対の信号線５の電
圧波形図である。
【００５１】
第１の終端抵抗６の中点と第２の終端抵抗７の中点とが中点接続部９によって接続されて
いるので、第１の終端抵抗の中点と第２の終端抵抗の中点とが第３の差動信号の仮想グラ
ンドとなり、第３の差動信号に関連する終端抵抗のインピーダンスと第３の差動信号に関
連する信号線のインピーダンスとを調整可能となる。したがって、第３の差動信号の反射
を防止でき、信号線４および信号線５を介して伝送される信号が劣化してしまうことを防
止できる。
【００５２】
したがって、差動入力バッファ８１は１対の信号線４を介して入力する第１の差動信号の
電位差に応じた信号Ｓｉｇ１’を出力し、差動入力バッファ８２は１対の信号線５を介し
て入力する第２の差動信号の電位差に応じた信号Ｓｉｇ２’を出力し、差動入力バッファ
８４は差動信号抽出回路８３が出力する差動信号の電位差に応じた信号Ｓｉｇ３’を出力
する。
【００５３】
本実施例によれば、第１の終端抵抗６の中点と第２の終端抵抗７の中点とが中点接続部９
によって接続されているので、４本の信号線を用いて３種類の差動信号を伝送する場合に
、信号線の終端で差動信号が反射してしまうことを防止でき、４本の信号線を用いて３種
類の差動信号を高い精度で伝送可能となる。
【００５４】
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よって、差動信号抽出回路８３により、第１の終端抵抗６に生じる電圧と第２の終端抵抗
７に生じる電圧とに基づき第３の差動信号に応じた差動信号を抽出する際、第３の差動信
号に応じた差動信号を高い精度で抽出することが可能となる。
【００５６】
また、４本の信号線に共通の外来ノイズは、差動入力バッファ８１と差動入力バッファ８
２と差動入力バッファ８４のいずれからみてもコモンモードノイズとなるため、４本の信
号線に共通の外来ノイズは、差動入力バッファ８１と差動入力バッファ８２および差動入
力バッファ８４が出力する信号に影響しない。
【００５７】
また、コモン電圧抽出回路８３ａとコモン電圧抽出回路８３ｂとのそれぞれの入力部が信
号線４および信号線５に与える影響が十分に小さいならば、複数の入力バッファ８を信号
線４および信号線５に設けるマルチドロップ構成とすることもできる。
【００５８】
図４は、複数の入力バッファ８として３つの入力バッファ８を設けたマルチドロップ構成
の一例を示した図である。なお、図４において、図１と同一構成のものには同一符号を附
してある。
【００５９】
図５は、入力バッファ８の他の例を示した回路図である。なお、図５において、図１と同
一構成のものには同一符号を附してある。
【００６０】
図５において、入力バッファ８は、第１の差動信号抽出回路８３１と、第２の差動信号抽
出回路８３２と、信号レベル調整回路８５と、差動入力バッファ８１と、差動入力バッフ
ァ８２と、差動入力バッファ８４とを含む。
【００６１】
第１の差動信号抽出回路８３１は、第１の終端抵抗６の両端に生じる電位のうち高い方の
電位に応じた第１の出力ＶＭ１を出力する。
【００６２】
具体的には、第１の差動信号抽出回路８３１は、定電流回路８３１ａと、第１のＰチャネ
ルＭＯＳトランジスタ８３１ｂと、第２のＰチャネルＭＯＳトランジスタ８３１ｃと、第
１のＮチャネルＭＯＳトランジスタ８３１ｄと、第２のＮチャネルＭＯＳトランジスタ８
３１ｅとを含む。
【００６３】
定電流回路８３１ａは、一端が電源の高電位側（ＶＤＤ）と接続する。
【００６４】
第１のＰチャネルＭＯＳトランジスタ８３１ｂは、ゲートに第１の終端抵抗６の両端のそ
れぞれに生じる電位の一方（ＶＳ１’+）を入力しソースが定電流回路８３１ａの他端と
接続する。
【００６５】
第２のＰチャネルＭＯＳトランジスタ８３１ｃは、ゲートに第１の終端抵抗６の両端のそ
れぞれに生じる電位の他方（ＶＳ１’－）を入力しソースが定電流回路８３１ａの他端と
接続する。
【００６６】
第１のＮチャネルＭＯＳトランジスタ８３１ｄは、ドレインおよびゲートが第１のＰチャ
ネルＭＯＳトランジスタ８３１ｂのドレインと接続しソースが電源の低電位側（グランド
）に接続する。
【００６７】
第２のＮチャネルＭＯＳトランジスタ８３１ｅは、ドレインおよびゲートが第２のＰチャ
ネルＭＯＳトランジスタ８３１ｃのドレインと接続しソースが電源の低電位側（グランド
）に接続する。
【００６８】
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第１の差動信号抽出回路８３１は、定電流回路８３１ａの他端と第１のＰチャネルＭＯＳ
トランジスタ８３１ｂのソースおよび第２のＰチャネルＭＯＳトランジスタ８３１ｃのソ
ースとの接続点の電位を第１の出力（ＶＭ１）として出力する。
【００６９】
また、第１の差動信号抽出回路８３１は、第１のＰチャネルＭＯＳトランジスタ８３１ｂ
のドレインと第１のＮチャネルＭＯＳトランジスタ８３１ｄのドレインとの接続点の電位
を第１の終端抵抗６の両端のそれぞれに生じる電位の一方に応じた信号として差動入力バ
ッファ８１に出力する。
【００７０】
また、第１の差動信号抽出回路８３１は、第２のＰチャネルＭＯＳトランジスタ８３１ｃ
のドレインと第２のＮチャネルＭＯＳトランジスタ８３１ｅのドレインとの接続点の電位
を第１の終端抵抗６の両端のそれぞれに生じる電位の他方に応じた信号として差動入力バ
ッファ８１に出力する。
【００７１】
つまり、第１の差動信号抽出回路８３１は、入力する第１の差動信号（ＶＳ１’＋とＶＳ
１’－）の信号レベルを調整した２つの信号を差動入力バッファ８１に出力する。
【００７２】
第２の差動信号抽出回路８３２は、第２の終端抵抗７の両端に生じる電位のうち高い方の
電位に応じた第２の出力ＶＭ２を出力する。
【００７３】
具体的には、第２の差動信号抽出回路８３２は、定電流回路８３２ａと、第３のＰチャネ
ルＭＯＳトランジスタ８３２ｂと、第４のＰチャネルＭＯＳトランジスタ８３２ｃと、第
３のＮチャネルＭＯＳトランジスタ８３２ｄと、第４のＮチャネルＭＯＳトランジスタ８
３２ｅとを含む。
【００７４】
定電流回路８３２ａは、一端が電源の高電位側（ＶＤＤ）と接続する。
【００７５】
第３のＰチャネルＭＯＳトランジスタ８３２ｂは、ゲートに第２の終端抵抗７の両端のそ
れぞれに生じる電位の一方（ＶＳ２’＋）を入力しソースが定電流回路８３２ａの他端と
接続する。
【００７６】
第４のＰチャネルＭＯＳトランジスタ８３２ｃは、ゲートに第２の終端抵抗７の両端のそ
れぞれに生じる電位の他方（ＶＳ２’－）を入力しソースが定電流回路８３２ａの他端と
接続する。
【００７７】
第３のＮチャネルＭＯＳトランジスタ８３２ｄは、ドレインおよびゲートが第３のＰチャ
ネルＭＯＳトランジスタ８３２ｂのドレインと接続しソースが電源の低電位側（グランド
）と接続する。
【００７８】
第４のＮチャネルＭＯＳトランジスタ８３２ｅは、ドレインおよびゲートが第４のＰチャ
ネルＭＯＳトランジスタ８３２ｃのドレインと接続しソースが電源の低電位側（グランド
）と接続する。
【００７９】
第２の差動信号抽出回路８３２は、定電流回路８３２ａの他端と第３のＰチャネルＭＯＳ
トランジスタ８３２ｂのソースおよび第４のＰチャネルＭＯＳトランジスタ８３２ｃのソ
ースとの接続点の電位を第２の出力（ＶＭ２）として出力する。
【００８０】
第１の出力（ＶＭ１）と第２の出力（ＶＭ２）とが第３の差動信号に応じた差動信号とな
る。
【００８１】



(9) JP 4492920 B2 2010.6.30

10

20

30

40

50

また、第２の差動信号抽出回路８３２は、第３のＰチャネルＭＯＳトランジスタ８３２ｂ
のドレインと第３のＮチャネルＭＯＳトランジスタ８３２ｄのドレインとの接続点の電位
を第２の終端抵抗７の両端のそれぞれに生じる電位の一方に応じた信号として差動入力バ
ッファ８２に出力する。
【００８２】
また、第２の差動信号抽出回路８３２は、第４のＰチャネルＭＯＳトランジスタ８３２ｃ
のドレインと第４のＮチャネルＭＯＳトランジスタ８３２ｅのドレインとの接続点の電位
を第２の終端抵抗７の両端のそれぞれに生じる電位の他方に応じた信号として差動入力バ
ッファ８２に出力する。
【００８３】
つまり、第２の差動信号抽出回路８３２は、入力する第２の差動信号（ＶＳ２’＋とＶＳ
２’－）の信号レベルを調整した２つの信号を差動入力バッファ８２に出力する。
【００８４】
信号レベル調整回路８５は、第１の差動信号抽出回路８３１の出力ＶＭ１と第２の差動信
号抽出回路８３２の出力ＶＭ２との信号レベルを調整した２つの信号を差動入力バッファ
８４に出力する。
【００８５】
差動入力バッファ８１と差動入力バッファ８２と差動入力バッファ８４とは、差動増幅回
路である。
【００８６】
図５に示した入力バッファ８は、差動の構成にしたトランジスタのソースの電圧変化に着
目したもので、ＶＭ１の電圧はＶＳ１’＋とＶＳ１’－のうちの高い方の電圧に追従し、
ＶＭ２の電圧は、ＶＳ２’＋とＶＳ２’－のうちの高い方の電圧に追従する。
【００８７】
このため、ＶＭ１の電圧とＶＭ２の電圧とは、ほぼＶＳ３’＋とＶＳ３’－と同様な動き
をし、ＶＭ１の電圧とＶＭ２の電圧とに応じた２つの信号の差を検出する差動入力バッフ
ァ８４を介して信号Ｓｉｇ３’を取り出すことができる。
【００８８】
ただし、ＶＭ１の電圧とＶＭ２の電圧は、信号の切り替わり目のエッジが不確定となるた
め、信号のエッジが必要な信号は、Ｓｉｇ３に割り当てないようにすることが望ましい。
【００８９】
本実施例では、第１の出力ＶＭ１と第２の出力ＶＭ２とを第３の差動信号に応じた差動信
号とするので、第１の終端抵抗６の中間電圧と第２の終端抵抗７の中間電圧とから第３の
差動信号に応じた差動信号を抽出する場合に比べて、電圧レベルの高い第３の差動信号に
応じた差動信号を抽出することが可能となる。
【００９０】
また、第１の差動信号抽出回路８３１と第２の差動信号抽出回路８３２を用いて第３の差
動信号に応じた差動信号を抽出するので、差動信号抽出回路が、第１および第２の終端抵
抗のインピーダンスに影響を与えることを抑制することが可能となる。
【００９１】
したがって、例えば第１の終端抵抗６に並列に接続した抵抗の中間電圧と第２の終端抵抗
７に並列に接続した抵抗の中間電圧とから第３の差動信号に応じた差動信号を抽出する場
合に生じる抵抗と信号線とのインピーダンス整合処理を解消可能となる。
【００９２】
また、第３の差動信号に応じた差動信号を抽出する第１および第２の差動信号抽出回路８
３１および８３２によって、第１および第２の差動信号の大きさを調整可能となり、第３
の差動信号に応じた差動信号を抽出する回路と第１および第２の差動信号の大きさを調整
する回路とを別構成にする場合に比べて構成の簡略化が図れる。
【００９３】
なお、図５に示した入力バッファ８では、第１の差動信号抽出回路８３１と第２の差動信
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号抽出回路８３２として、差動信号をＰチャネルＭＯＳトランジスタで受けるようにした
が、差動信号をＮチャネルＭＯＳトランジスタで受けるようにしてもよい。この場合、第
１および第２の差動信号の低電位側から第３の差動信号に応じた差動信号を抽出すること
になる。
【００９４】
以上説明した各実施例において、図示した構成は単なる一例であって、本発明はその構成
に限定されるものではない。
【００９５】
例えば、中点電位調整部は、図１に示した中点接続部９に限るものではない。
【００９６】
図６は、中点電位調整部の他の例を示した回路図である。なお、図６において、図１と同
一構成のものには同一符号を附してある。
【００９７】
図６に示すように、中点電位調整部は、第１の終端抵抗６の中点をグランドに接地する第
１の接地部９１と、第２の終端抵抗７の中点をグランドに接地する第２の接地部９２とで
構成してもよい。なお、第１の接地部９１と第２の接地部９２とは、第１の終端抵抗６の
中点と第２の終端抵抗７の中点とを、直接グランドに接地してもよいし、またはコンデン
サを介してＡＣ的に接地してもよい。
【００９８】
図７は、中点電位調整部のさらに他の例を示した回路図である。なお、図７において、図
１と同一構成のものには同一符号を附してある。
【００９９】
図７に示すように、第１の終端抵抗６の中点を所定の電位（例えば、差動信号出力回路３
１に入力するコモン電圧ＶＣＯＭＯ）に接続する第１の接続部９３と、第２の終端抵抗７
の中点を前記所定の電位（例えば、差動信号出力回路３１に入力するコモン電圧ＶＣＯＭ
Ｏ）に接続する第２の接続部９４とで構成してもよい。
【０１００】
【発明の効果】
　本発明によれば、中点電位調整部によって、第１の終端抵抗の中点と第２の終端抵抗の
中点とを同じ電位にしている。
【０１０１】
したがって、第１の終端抵抗の中点と第２の終端抵抗の中点とが第３の差動信号の仮想グ
ランドとなり、第３の差動信号において終端抵抗と信号線のインピーダンスとをあわせる
ことが可能となる。よって、第３の差動信号の反射を防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例である差動信号伝送システムを示した回路図である。
【図２】図１に示した出力バッファの一例を示した回路図である。
【図３】図１に示した差動信号伝送システムの動作を説明するための電圧波形図である。
【図４】本発明の他の実施例である差動信号伝送システムを示した回路図である。
【図５】図１および図４に示した入力バッファの一例を示した回路図である。
【図６】図１に示した中点電位調整部の他の例を示した回路図である。
【図７】図１に示した中点電位調整部のさらに他の例を示した回路図である。
【符号の説明】
１　　　　第１の出力バッファ
１１　　　差動信号出力回路
１１０　　入力部
１１１　　インバータ
１１２　　ＰチャネルＭＯＳトランジスタ
１１３　　ＮチャネルＭＯＳトランジスタ
１１４　　ＰチャネルＭＯＳトランジスタ
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１１５　　ＮチャネルＭＯＳトランジスタ
１１６　　定電流回路
１１７　　定電流回路
１１ａ　　出力線
１１ｂ　　出力線
１２　　　抵抗
１３　　　抵抗
２　　　　第２の出力バッファ
２１　　　差動信号出力回路
２１ａ　　出力線
２１ｂ　　出力線
２２　　　抵抗
２３　　　抵抗
３　　　　第３の出力バッファ
３１　　　差動信号出力回路
３１ａ　　出力線
３１ｂ　　出力線
３２　　　抵抗
３３　　　抵抗
４　　　　信号線
５　　　　信号線
６　　　　第１の終端抵抗
６１　　　抵抗
６２　　　抵抗
７　　　　第２の終端抵抗
７１　　　抵抗
７２　　　抵抗
８　　　　入力バッファ
８１　　　差動入力バッファ
８２　　　差動入力バッファ
８３　　　差動信号抽出回路
８３ａ　　コモン電圧抽出回路
８３ｂ　　コモン電圧抽出回路
８３１　　第１の差動信号抽出回路
８３１ａ　定電流回路
８３１ｂ　第１のＰチャネルＭＯＳトランジスタ
８３１ｃ　第２のＰチャネルＭＯＳトランジスタ
８３１ｄ　第１のＮチャネルＭＯＳトランジスタ
８３１ｅ　第２のＮチャネルＭＯＳトランジスタ
８３２　　第２の差動信号抽出回路
８３２ａ　定電流回路
８３２ｂ　第３のＰチャネルＭＯＳトランジスタ
８３２ｃ　第４のＰチャネルＭＯＳトランジスタ
８３２ｄ　第３のＮチャネルＭＯＳトランジスタ
８３２ｅ　第４のＮチャネルＭＯＳトランジスタ
８４　　　差動入力バッファ
８５　　　信号レベル調整回路
９　　　　中点電位調整部
９１　　　第１の接地部
９２　　　第２の接地部
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９３　　　第１の接続部
９４　　　第２の接続部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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