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(57)【要約】
　信号電位変換回路において、コンデンサ（２０）は入
力信号（ＣＩＮ）が一端に与えられ、他端が終端ノード
（Ｎ１）と接続されている。変換回路（４０）は終端ノ
ード（Ｎ１）の電位（ＩＮ）を受ける。接続素子（４１
）は電源（ＶＤＤＨ）と終端ノード（Ｎ１）との間に設
けられ、電位（ＩＮ）が第１の電位よりも低くなったと
きインピーダンスが低下する。接続素子（４２）は終端
ノード（Ｎ１）と接地電源との間に設けられ、電位（Ｉ
Ｎ）が第２の電位よりも高くなったときインピーダンス
が低下する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力信号が一端に与えられ、他端が終端ノードと接続されたコンデンサと、
　前記終端ノードの電位を受ける終端回路とを備え、
　前記終端回路は、
　第１の電源と前記終端ノードとの間に設けられた第１の接続素子と、
　前記終端ノードと、電源電圧が前記第１の電源よりも低い第２の電源との間に設けられ
た第２の接続素子とを備えており、
　前記第１の接続素子は、前記終端ノードの電位が、前記第２の電源の電源電圧よりも高
い第１の電位よりも低くなったとき、インピーダンスが低下するものであり、
　前記第２の接続端子は、前記終端ノードの電位が、前記第１の電源の電源電圧よりも低
く、かつ、前記第１の電位よりも高い第２の電位よりも高くなったとき、インピーダンス
が低下するものである
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項２】
　請求項１記載の信号電位変換回路において、
　前記終端回路は、
　前記第１の接続素子として、ドレインが前記第１の電源に接続されるとともに、ソース
が前記終端ノードに接続された第１のＮＭＯＳトランジスタを備えており、かつ、
　前記第１のＮＭＯＳトランジスタのゲートに与える制御電位を生成する制御電位発生回
路を備えている
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項３】
　請求項２記載の信号電位変換回路において、
　前記制御電位発生回路は、
　前記第１の電位を生成出力するバイアス回路と、
　ドレインが前記第１の電源と接続された第２のＮＭＯＳトランジスタと、
　一端が前記第２のＮＭＯＳトランジスタのソースと接続され、他端が前記第２の電源と
接続された第１の負荷回路とを備え、
　前記第２のＮＭＯＳトランジスタのソース電位が、前記バイアス回路から出力された前
記第１の電位と等しくなるように、前記第２のＮＭＯＳトランジスタのゲート電位を制御
し、このゲート電位を前記制御電位として出力するものである
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項４】
　請求項３記載の信号電位変換回路において、
　前記バイアス回路は、
　一端が、基準電位を供給する第３の電源と接続された第２の負荷回路と、
　ドレインが前記第２の負荷回路の他端と接続され、かつ、ソースが前記第２の電源と接
続された第３のＮＭＯＳトランジスタとを備え、
　前記第２の負荷回路における電圧降下が所定電圧となるように、前記第３のＮＭＯＳト
ランジスタのゲート電位を制御し、前記第３のＮＭＯＳトランジスタのドレイン電位を前
記第１の電位として出力するものである
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項５】
　請求項３記載の信号電位変換回路において、
　前記バイアス回路は、
　一端が、前記第１電源と接続された第２の負荷回路と、
　ドレインが前記第２の負荷回路の他端と接続され、かつ、ソースが前記第２の電源と接
続された第３のＮＭＯＳトランジスタと、
　ドレインが前記第２の負荷回路の他端と接続され、かつ、ソースが前記第２の電源と接
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続された第４のＮＭＯＳトランジスタとを備え、
　前記第３のＮＭＯＳトランジスタを流れる電流による前記第２の負荷回路における電圧
降下が所定電圧となるように、前記第３のＮＭＯＳトランジスタのゲート電位を制御する
とともに、前記第４のＮＭＯＳトランジスタを流れる電流による前記第２の負荷回路にお
ける電圧降下が、前記第１電源の電源電圧から基準電位を減じた電圧となるように、前記
第４のＮＭＯＳトランジスタのゲート電位を制御し、前記第３および第４のＮＭＯＳトラ
ンジスタのドレイン電位を前記第１の電位として出力するものである
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項６】
　請求項１記載の信号電位変換回路において、
　前記終端回路は、
　前記第２の接続素子として、ドレインが前記第２の電源に接続されるとともに、ソース
が前記終端ノードに接続された第１のＰＭＯＳトランジスタを備えており、かつ、
　前記第１のＰＭＯＳトランジスタのゲートに与える制御電位を生成する制御電位発生回
路を備えている
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項７】
　請求項６記載の信号電位変換回路において、
　前記制御電位発生回路は、
　前記第２の電位を生成出力するバイアス回路と、
　ドレインが前記第２の電源と接続された第２のＰＭＯＳトランジスタと、
　一端が前記第２のＰＭＯＳトランジスタのソースと接続され、他端が前記第１の電源と
接続された第１の負荷回路とを備え、
　前記第２のＰＭＯＳトランジスタのソース電位が、前記バイアス回路から出力された前
記第２の電位と等しくなるように、前記第２のＰＭＯＳトランジスタのゲート電位を制御
し、このゲート電位を前記制御電位として出力するものである
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項８】
　請求項７記載の信号電位変換回路において、
　前記バイアス回路は、
　一端が、基準電位を供給する第３の電源と接続された第２の負荷回路と、
　ドレインが前記第２の負荷回路の他端と接続され、かつ、ソースが、電源電圧が前記第
３の電源よりも高い第４の電源と接続された第３のＰＭＯＳトランジスタとを備え、
　前記第２の負荷回路における電圧降下が所定電圧となるように、前記第３のＰＭＯＳト
ランジスタのゲート電位を制御し、前記第３のＰＭＯＳトランジスタのドレイン電位を前
記第２の電位として出力するものである
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項９】
　請求項７記載の信号電位変換回路において、
　前記バイアス回路は、
　一端が、前記第２の電源と接続された第２の負荷回路と、
　ドレインが前記第２の負荷回路の他端と接続され、かつ、ソースが、電源電圧が前記第
２の電源よりも高い第４の電源と接続された第３のＰＭＯＳトランジスタと、
　ドレインが前記第２の負荷回路の他端と接続され、かつ、ソースが前記第４の電源と接
続された第４のＰＭＯＳトランジスタとを備え、
　前記第３のＰＭＯＳトランジスタを流れる電流による前記第２の負荷回路における電圧
降下が所定電圧となるように、前記第３のＰＭＯＳトランジスタのゲート電位を制御する
とともに、前記第４のＰＭＯＳトランジスタを流れる電流による前記第２の負荷回路にお
ける電圧降下が基準電位となるように、前記第４のＰＭＯＳトランジスタのゲート電位を
制御し、前記第３および第４のＰＭＯＳトランジスタのドレイン電位を前記第２の電位と
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して出力するものである
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項１０】
　請求項１記載の信号電位変換回路において、
　前記入力信号の振幅をＶＤＤＬ、変換後の信号の基準電位をＶＴＴとするとき、
　前記第１の電位は（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）であり、前記第２の電位は（ＶＴＴ＋ＶＤ
ＤＬ／２）である
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項１１】
　請求項２または６において、
　前記入力信号の電位をモニタし、モニタした結果に応じた調整信号を出力する検知回路
を備え、
　前記制御電位発生回路は、
　前記検知回路から出力された調整信号に応じて、前記制御電位を調整する機能を有して
いる
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項１２】
　請求項２または６において、
　前記終端ノードの電位に応じて信号を出力する受信回路から出力された信号を、判別す
る判別回路と、
　前記判別回路による判別結果に応じた調整信号を出力する調整回路とを備え、
　前記制御電位発生回路は、
　前記調整回路から出力された調整信号に応じて、前記制御電位を調整する機能を有して
いる
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異電位信号の受け渡しのために、入力信号の電位を変換する信号電位変換回
路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近のトランジスタは、微細化に伴い、動作電圧の低電圧化が進んでいる。一方、外部
インターフェースに関しては電圧規格が決まっており、集積回路は、旧来のデバイスとも
接続できるように、例えば５Ｖや３．３Ｖで動作させなければならない。このため、微細
トランジスタで駆動される信号と例えば５Ｖや３．３Ｖで駆動される信号とのやりとりの
ために、レベルシフト回路（信号電位変換回路）が用いられる。特に、高速信号の伝達の
ためには、コンデンサと抵抗を用いたＡＣ結合回路が有効である。
【０００３】
　特許文献１には、ＡＣ結合を用いた信号電位変換回路の一例として、アンプにオフセッ
ト入力を持たせ、入力信号の電位差をもってアンプをオフセットすることによって、出力
データを正しく保持できる構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４０７６０７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図１２はＡＣ結合を用いた一般的な信号電位変換回路を示す図であり、（ａ）は回路構
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成、（ｂ）はその動作を示す。図１２において、駆動回路５１は低電圧電源ＶＤＤＬによ
って動作しており、その出力信号ＣＩＮの振幅はＶＤＤＬである。受信回路５４は適正に
動作するポイントにバイアスされており、信号ＩＮを受けて振幅ＶＤＤＨの出力信号ＯＵ
Ｔを出力する。すなわち受信回路５４は、基準電位ＶＴＴに対して信号ＩＮの電圧が高い
か低いかに応じて、出力信号ＯＵＴの電圧をＶＤＤＨまたは０Ｖにする。
【０００６】
　コンデンサ５２は終端抵抗５３によって基準電位ＶＴＴに終端されている。コンデンサ
５２の容量値が負荷容量より十分に大きい場合は、信号ＩＮの電位は信号ＣＩＮの変化に
応じて、基準電位ＶＴＴを基準として振幅ＶＤＤＬで変化する。
【０００７】
　しかしながら図１２の構成では、信号ＩＮの電位はコンデンサ２０の容量値と終端抵抗
４０の抵抗値に応じて、遷移後徐々に基準電位ＶＴＴに漸近する。このため、例えば同じ
データ値が長期間続いて信号遷移の間隔が長くなると、信号ＩＮの電位に電圧降下が起こ
ってしまう。そして信号遷移波形が傾きを持っている場合には、信号ＩＮが基準電位ＶＴ
Ｔと交差する時間は信号遷移直前の電位に依存することになる。すなわち、信号ＣＩＮの
データパターンに応じて、信号ＩＮが基準電位ＶＴＴと交差する時間にずれが生じること
になり、これにより、変換後の出力信号ＯＵＴにジッタが発生してしまう。この問題は、
信号遷移波形の傾きを考慮する必要が高い、例えばＧＨｚオーダーの超高速動作において
、より顕著となる。
【０００８】
　一方、特許文献１では、入力信号の電位差でもってアンプをオフセットすることによっ
て、たとえ終端抵抗によって入力電位差が減衰しても出力データを正しく保持できるよう
にしている。しかしながら、信号遷移波形が傾きを持っている場合には、特許文献１の構
成では、変換後のデータ信号ＯＵＴのパルス幅が、入力信号ＩＮ，／ＩＮのパルス幅から
変化してしまう。よって、特許文献１の構成でもデータパターン依存のジッタが発生して
しまい、上述した問題の解決とはならない。
【０００９】
　前記の問題に鑑み、本発明は、信号電位変換回路について、変換後の信号にジッタが発
生しないように、終端ノードの電位を減衰させない構成を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様では、信号電位変換回路は、入力信号が一端に与えられ、他端が終端ノ
ードと接続されたコンデンサと、前記終端ノードの電位を受ける終端回路とを備え、前記
終端回路は、第１の電源と前記終端ノードとの間に設けられた第１の接続素子と、前記終
端ノードと、電源電圧が前記第１の電源よりも低い第２の電源との間に設けられた第２の
接続素子とを備えており、前記第１の接続素子は、前記終端ノードの電位が、前記第２の
電源の電源電圧よりも高い第１の電位よりも低くなったとき、インピーダンスが低下する
ものであり、前記第２の接続端子は、前記終端ノードの電位が、前記第１の電源の電源電
圧よりも低く、かつ、前記第１の電位よりも高い第２の電位よりも高くなったとき、イン
ピーダンスが低下するものである。
【００１１】
　この態様によると、終端ノードの電位が第１の電位よりも低くなったときは、第１の電
源と終端ノードとの間に設けられた第１の接続素子のインピーダンスが低下し、終端ノー
ドの電位が引き上げられる。一方、終端ノードの電位が第２の電位よりも高くなったとき
は、終端ノードと第２の電源との間に設けられた第２の接続素子のインピーダンスが低下
し、終端ノードの電位が引き下げられる。これにより、終端ノードの電位が第１の電位か
ら第２の電位までの範囲に規定される。しかも、終端ノードの電位が第１の電位から第２
の電位までの範囲内にあるときは、第１および第２の接続素子のインピーダンスは低下せ
ず、電流が流れない。したがって、終端ノードの電位は減衰しない。
【発明の効果】
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【００１２】
　本発明によると、終端ノードの電位を、減衰することを防ぎつつ、所定の範囲に規定す
ることができる。これにより、変換後の信号にジッタが発生することを防止することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態１に係る信号電位変換回路の構成を示す図である。
【図２】図１の信号電位変換回路の動作を示すタイミングチャートである。
【図３】図１における制御電位発生回路の構成例である。
【図４】図１における制御電位発生回路の構成例である。
【図５】図３におけるバイアス回路の第１の構成例である。
【図６】図３におけるバイアス回路の第２の構成例である。
【図７】図４におけるバイアス回路の第１の構成例である。
【図８】図４におけるバイアス回路の第２の構成例である。
【図９】実施形態２に係る信号電位変換回路の構成を示す図である。
【図１０】図９の構成において用いられるバイアス回路の構成例である。
【図１１】実施形態３に係る信号電位変換回路の構成を示す図である。
【図１２】ＡＣ結合を用いた一般的な信号電位変換回路の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下の実施形態では、特に問題のない限りにおいて、電源とその電源電圧について同一
の符号を用いて説明を行っている。
【００１５】
　（実施形態１）
　図１は実施形態１に係る信号電位変換回路とその前後の回路構成を示す図である。図１
に示す信号電位変換回路はＡＣ結合を利用したものである。図１において、１０は終端ノ
ードＮ１の信号ＩＮを受信し、出力信号ＯＵＴを生成する受信回路、２０は入力信号ＣＩ
Ｎが一端に与えられるとともに他端が終端ノードＮ１と接続されたコンデンサ、３０は入
力信号ＣＩＮを駆動する信号駆動回路、４０は終端ノードＮ１の電位（信号ＩＮ）を受け
る終端回路である。コンデンサ２０および終端回路４０によって、本実施形態に係る信号
電位変換回路が構成されている。図２は図１に示す信号電位変換回路の動作を示すタイミ
ングチャートである。
【００１６】
　信号駆動回路３０は、電源電圧ＶＤＤＬが印加されており、振幅がＶＤＤＬである信号
ＣＩＮを出力する。受信回路１０は、電源電圧ＶＤＤＨが印加されており、基準電位ＶＴ
Ｔに対する信号ＩＮの電位を増幅して、振幅がＶＤＤＨの出力信号ＯＵＴを生成する。受
信回路１０が適正に動作するためには、信号ＩＮが基準電位ＶＴＴを中心にして振幅して
いる必要がある。終端回路４０は、信号ＩＮが基準電位ＶＴＴを中心にして振幅する信号
になるように、信号電位の変更を行う機能を有する。
【００１７】
　終端回路４０は具体的には、ドレインが第１の電源としての電源ＶＤＤＨに接続される
とともに、ソースが終端ノードＮ１に接続されたＮＭＯＳトランジスタ４１と、ドレイン
が第２の電源としての接地電源に接続されるとともに、ソースが終端ノードＮ１に接続さ
れたＰＭＯＳトランジスタ４２とを備えている。すなわち、第１の接続素子としてのＮＭ
ＯＳトランジスタ４１、および第２の接続素子としてのＰＭＯＳトランジスタ４２がそれ
ぞれ、受信回路１０の入力ノードを終端している。ＮＭＯＳトランジスタ４１のゲートに
は、制御電位発生回路１００（図ではＮＢＧと表記）によって生成された制御電位ＮＢＩ
ＡＳが与えられており、ＰＭＯＳトランジスタ４２のゲートには、制御電位発生回路２０
０（図ではＰＢＧと表記）によって生成された制御電位ＰＢＩＡＳが与えられている。
【００１８】
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　本実施形態では、図２に示すように、信号ＩＮの電位が（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）より
下がったときＮＭＯＳトランジスタ４１がＯＮとなるように、制御電位発生回路１００は
制御電位ＮＢＩＡＳを制御している。また、信号ＩＮの電位が（ＶＴＴ＋ＶＤＤＬ／２）
より上がったときＰＭＯＳトランジスタ４２がＯＮとなるように、制御電位発生回路２０
０は制御電位ＰＢＩＡＳを制御している。
【００１９】
　課題の項で説明したように、終端抵抗を用いて基準電位ＶＴＴに終端した場合は、終端
抵抗の値とコンデンサの値とによる時定数でもって信号電位が減衰してしまう。このため
、同一データが長く続く場合や伝送レートが遅い場合には、信号の振幅はＶＤＤＬであっ
ても、その中心が基準電位ＶＴＴとはならない。このため、受信回路１０が必ずしも適正
に動作しない。
【００２０】
　これに対して本実施形態では、信号ＩＮの電位が第１の電位としての（ＶＴＴ－ＶＤＤ
Ｌ／２）より下がったときは、ＮＭＯＳトランジスタ４１がＯＮとなることによって、信
号ＩＮの電位が引き上げられる。一方、信号ＩＮの電位が第２の電位としての（ＶＴＴ＋
ＶＤＤＬ／２）より上がったときは、ＰＭＯＳトランジスタ４２がＯＮとなることによっ
て、信号ＩＮの電位が引き下げられる。すなわち、信号ＩＮを、基準電位ＶＴＴを中心と
して振幅ＶＤＤＬで確実に遷移させることができる。このため、入力信号ＣＩＮを、その
データ幅を変化させることなく、確実にレベル変換することが可能となる。
【００２１】
　しかも、信号ＩＮの電位が（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）から（ＶＴＴ＋ＶＤＤＬ／２）ま
での範囲内にあるときは、ＮＭＯＳトランジスタ４１およびＰＭＯＳトランジスタ４２は
いずれもＯＦＦであり、電流は流れない。すなわち、信号ＩＮに関して電流負荷が発生せ
ず、電位の低下は生じない。
【００２２】
　なお、図１では単相信号をレベル変換する構成を示したが、差動信号をレベル変換する
場合には、差動信号のそれぞれを終端回路４０によって終端すればよい。差動信号はデー
タ長やデータレートによらず減衰しないので、終端回路４０によって、遷移開始から差動
信号が交差するまでの時間が一定化され、出力信号ＯＵＴのジッタを抑えることができる
。
【００２３】
　また、ＶＤＤＬとＶＤＤＨの電位に関しては、その高低によらず、本実施形態の構成を
適用することが可能である。すなわち、ＶＤＤＬが低くＶＤＤＨが高い場合、例えばＶＤ
ＤＬ＝１．２Ｖ、ＶＤＤＨ＝３．３Ｖの場合は、基準電位ＶＴＴを電圧ＶＤＤＨの中間付
近に設定することによって、受信回路１０の感度を高めて高速動作を達成するという効果
が得られる。
【００２４】
　また、ＶＤＤＬが高くＶＤＤＨが低い場合でも、本実施形態の構成は有効である。例え
ばＶＤＤＬ＝３．３Ｖ、ＶＤＤＨ＝１．２Ｖの場合で、オープンドレイン回路のように入
力信号ＣＩＮを３．３Ｖにクランプする構成では、入力信号ＣＩＮの振幅はクランプ効果
によって１．２Ｖ以下にできる。ただし、入力信号ＣＩＮの最高電位が３．３Ｖなので、
これを低電圧トランジスタで直接受けることはできない。そこで、本実施形態に係る信号
電位変換回路を適用して、基準電位ＶＴＴをＶＤＤＨの中間付近に設定することによって
、受信回路１０を低電圧トランジスタで構成することが可能となる。
【００２５】
　また、ここでは、信号ＩＮの下限を定める第１の電位を（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）とし
、信号ＩＮの上限を定める第２の電位を（ＶＴＴ＋ＶＤＤＬ／２）としたが、第１および
第２の電位の設定はこれに限られるものではない。例えば、基準電位ＶＴＴに対して信号
ＩＮにオフセットをつけるために、第１および第２の電位の中間電位と基準電位ＶＴＴと
が異なるように、第１および第２の電位を設定してもよい。
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【００２６】
　また、本実施形態の構成は、特に、高速信号の伝達を行う場合に有効である。特に、数
ＧＨｚ以上（例えば、３～６ＧＨｚ以上）の信号を伝達する場合には、従来の信号電位変
換回路では十分に機能し得ないことが予想され、本実施形態の構成は非常に有効となると
考えられる。
【００２７】
　（制御電位発生回路の構成）
　図３は図１に示す制御電位発生回路１００の構成例である。図３において、１１０は所
定電位を生成出力するバイアス回路、１０１はドレインが電源ＶＤＤＨと接続された第２
のＮＭＯＳトランジスタとしてのＮＭＯＳトランジスタ、１０２は一端がＮＭＯＳトラン
ジスタ１０１のソースと接続され、他端が接地電源と接続された負荷回路、１０３はバイ
アス回路１１０の出力ノードＮＲ０とＮＭＯＳトランジスタ１０１のソースと接続された
ソースノードＮＦ０とが入力に接続され、出力がＮＭＯＳトランジスタ１０１のゲートに
接続されたアンプ回路である。
【００２８】
　バイアス回路１１０はここでは、基準電位ＶＴＴに対してＶＤＤＬ／２だけ低い電位（
ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）を発生している。アンプ回路１０３はバイアス回路１１０の出力
ノード電位とＮＭＯＳトランジスタ１０１のソース電位とを比較し、これらの電位が等し
くなるようにＮＭＯＳトランジスタ１０１のゲート電位を制御する。アンプ回路１０３に
よって制御されたＮＭＯＳトランジスタ１０１のゲート電位が、制御電位ＮＢＩＡＳとし
て出力される。ＮＭＯＳトランジスタ１０１のソース電位が（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）と
なっているので、負荷回路１０２の抵抗値を十分に高くすれば、ＮＭＯＳトランジスタ１
０１がごく僅かにＯＮとなっている状態にすることができる。
【００２９】
　ＮＭＯＳトランジスタ１０１と終端回路４０を構成するＮＭＯＳトランジスタ４１とは
、ドレイン電圧が互いに等しく（ここでは電源電圧ＶＤＤＨ）、また、しきい値電圧も互
いに等しいものとする。この場合には、信号ＩＮの電圧が（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）より
も低くなろうとすると、ＮＭＯＳトランジスタ４１がＯＮとなって急激に電流が流れる。
このため、信号ＩＮの電位は（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）よりほとんど低くならない。すな
わち、図３のような構成によって、信号ＩＮの電位が（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）より下が
ったときＮＭＯＳトランジスタ４１がＯＮとなるように制御電位ＮＢＩＡＳを制御する制
御電位発生回路１００が実現される。
【００３０】
　図４は図１に示す制御電位発生回路２００の構成例である。制御電位発生回路２００に
関しては、図３に示す制御電位発生回路１００の構成に対し、ＮＭＯＳトランジスタ１０
１をＰＭＯＳトランジスタ２０１に置換え、電源と接地に対する負荷回路２０２の配置位
置を逆にするとともに、バイアス回路２１０から出力するバイアス電圧を（ＶＴＴ＋ＶＤ
ＤＬ／２）とすればよい。アンプ回路２０３はバイアス回路２１０の出力ノードＰＲ０と
ＰＭＯＳトランジスタ２０１のソースと接続されたソースノードＰＦ０とが入力に接続さ
れ、出力がＰＭＯＳトランジスタ２０１のゲートに接続されている。
【００３１】
　アンプ回路２０３はバイアス回路２１０の出力ノード電位とＰＭＯＳトランジスタ２０
１のソース電位とを比較し、これらの電位が等しくなるようにＰＭＯＳトランジスタ２０
１のゲート電位を制御する。アンプ回路２０３によって制御されたＰＭＯＳトランジスタ
２０１のゲート電位が、制御電位ＰＢＩＡＳとして出力される。図４のような構成によっ
て、信号ＩＮの電位が（ＶＴＴ＋ＶＤＤＬ／２）より上がったときＰＭＯＳトランジスタ
４２がＯＮとなるように制御電位ＰＢＩＡＳを制御する制御電位発生回路２００が実現さ
れる。
【００３２】
　（バイアス回路の構成）
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　図５は図３に示すバイアス回路１１０の第１の構成例である。図５において、１１１，
１１２はＮＭＯＳトランジスタ、１１３～１１６は抵抗、１１７はアンプ回路である。
【００３３】
　抵抗１１５，１１６は電源電圧ＶＤＤＬを分圧し、分圧後の電位は接続ノードＮＲ１に
出力される。抵抗１１５，１１６の抵抗値を互いに等しくすると、接続ノードＮＲ１の電
位はＶＤＤＬ／２となる。
【００３４】
　ＮＭＯＳトランジスタ１１２のソースは接地されており、ドレインは抵抗１１４の一端
と接続されている。抵抗１１４の他端は電源ＶＤＤＬに接続されている。アンプ回路１１
７は、ＮＭＯＳトランジスタ１１２のドレインと接続されたドレインノードＮＦ１の電位
と接続ノードＮＲ１の電位とが等しくなるように、ＮＭＯＳトランジスタ１１２のゲート
電位を制御する。これにより、ドレインノードＮＦ１の電位がＶＤＤＬ／２になる。ＮＭ
ＯＳトランジスタ１１２を流れる電流は抵抗１１４を流れる電流と等しく、抵抗１１４の
両端の電位差はＶＤＤＬ／２である。すなわち、ＮＭＯＳトランジスタ１１２を流れる電
流は抵抗１１４に対してＶＤＤＬ／２の電位降下を発生させる。
【００３５】
　ＮＭＯＳトランジスタ１１１および抵抗１１３は、ＮＭＯＳトランジスタ１１２および
抵抗１１４とミラー関係になるように配置されている。負荷回路としての抵抗１１３の一
端は基準電位ＶＴＴを供給する電源と接続されている。ＮＭＯＳトランジスタ１１２は、
ドレインが抵抗１１３の他端と接続され、ソースが接地されている。アンプ回路１１７の
出力に、ＮＭＯＳトランジスタ１１１のゲートに接続されたゲートノードＮＧ１が接続さ
れているため、ＮＭＯＳトランジスタ１１１を流れる電流は抵抗１１３にＶＤＤＬ／２の
電位降下を発生させる。基準電位ＶＴＴを供給する電源が抵抗１１３に接続されているの
で、ＮＭＯＳトランジスタ１１１のドレイン電位、すなわちＮＭＯＳトランジスタ１１１
と抵抗１１３との接点ＮＲ０の電位は（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）となる。接点ＮＲ０の電
位がバイアス電圧として出力される。
【００３６】
　なお、図５では、ＮＭＯＳトランジスタ１１２のドレインノードＮＦ１の電位と抵抗１
１５，１１６の接続ノードＮＲ１の電位とを比較する構成としたが、ＮＭＯＳトランジス
タ１１２の代わりにＰＭＯＳトランジスタを用い、抵抗とＰＭＯＳトランジスタの配置が
電源に対して逆になるように構成して、ＶＤＤＬ／２に応じた電流を生成する構成として
もよい。ただし、この場合は、ＰＭＯＳトランジスタのソース電位を基準電位ＶＴＴより
高く設定する必要がある。
【００３７】
　図６は図３に示すバイアス回路１１０の第２の構成例である。図６の構成は、図５の構
成に一部、修正および追加を行ったものであり、図５と共通の構成要素には図５と同一の
符号を付している。１２１，１２２はＮＭＯＳトランジスタ、１２０，１２４～１２６は
抵抗、１２７はアンプ回路である。
【００３８】
　抵抗１２５，１２６は電源電圧ＶＤＤＨを分圧し、基準電位ＶＴＴを生成する。生成さ
れた基準電位ＶＴＴは接続ノードＮＲ２に出力される。例えば、基準電位ＶＴＴをＶＤＤ
Ｈ／２に設定する場合は、抵抗１２５，１２６の抵抗値を互いに等しくすればよい。
【００３９】
　ＮＭＯＳトランジスタ１２２のソースは接地されており、ドレインは抵抗１２４の一端
と接続されている。抵抗１２４の他端は電源ＶＤＤＨに接続されている。アンプ回路１２
７は、ＮＭＯＳトランジスタ１２２のドレインと接続されたドレインノードＮＦ２の電位
と接続ノードＮＲ２の電位とが等しくなるように、ＮＭＯＳトランジスタ１２２のゲート
電位を制御する。これにより、ドレインノードＮＦ２の電位がＶＴＴになる。ＮＭＯＳト
ランジスタ１２２を流れる電流は抵抗１２４を流れる電流と等しく、抵抗１２４の両端の
電位差は（ＶＤＤＨ－ＶＴＴ）である。すなわち、ＮＭＯＳトランジスタ１２２を流れる
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電流は抵抗１２４に対して（ＶＤＤＨ－ＶＴＴ）の電位降下を発生させる。
【００４０】
　ＮＭＯＳトランジスタ１２１はＮＭＯＳトランジスタ１２２とミラー関係になるように
配置されている。抵抗１２０は抵抗１１４，１２４との関係が、ＮＭＯＳトランジスタ１
１１，１１２のミラー関係およびＮＭＯＳトランジスタ１２１，１２２のミラー関係に応
じて設定されている。負荷回路としての抵抗１２０の一端は電源ＶＤＤＨと接続されてい
る。ＮＭＯＳトランジスタ１１１，１２１は、ドレインが抵抗１２０の他端と接続され、
ソースが接地されている。アンプ回路１２７の出力に、ＮＭＯＳトランジスタ１２１のゲ
ートに接続されたゲートノードＮＧ２が接続されているため、ＮＭＯＳトランジスタ１２
１を流れる電流は抵抗１２０に（ＶＤＤＨ－ＶＴＴ）の電位降下を発生させる。この結果
、ＮＭＯＳトランジスタ１１１，１２１のドレイン電位、すなわちＮＭＯＳトランジスタ
１１１，１２１と抵抗１２０との接点ＮＲ０の電位は、
　ＶＤＤＨ－（ＶＤＤＨ－ＶＴＴ）－ＶＤＤＬ／２
　＝ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２
となる。接点ＮＲ０の電位がバイアス電圧として出力される。
【００４１】
　図４に示すバイアス回路２１０も、図５および図６の構成と同様に実現することができ
る。
【００４２】
　図７は図４に示すバイアス回路２１０の第１の構成例である。図７において、２１１，
２１９はＰＭＯＳトランジスタ、２１２，２１８はＮＭＯＳトランジスタ、２１３～２１
６は抵抗、２１７はアンプ回路である。
【００４３】
　抵抗２１５，２１６は電源電圧ＶＤＤＬを分圧し、分圧後の電位は接続ノードＰＲ１に
出力される。抵抗２１５，２１６の抵抗値を互いに等しくすると、接続ノードＮＲ１の電
位はＶＤＤＬ／２となる。
【００４４】
　アンプ回路２１７は、ＮＭＯＳトランジスタ２１２のドレインと接続されたドレインノ
ードＰＦ１の電位と接続ノードＰＲ１の電位とが等しくなるように、ＮＭＯＳトランジス
タ２１２のゲート電位を制御する。ＮＭＯＳトランジスタ２１２を流れる電流は抵抗２１
４に対してＶＤＤＬ／２の電位降下を発生させる。
【００４５】
　アンプ回路２１７の出力に、ＮＭＯＳトランジスタ２１８のゲートに接続されたゲート
ノードＰＧ１が接続されており、ＮＭＯＳトランジスタ２１２の電流がＰＭＯＳトランジ
スタ２１９からなる電流源に折り返されている。そして、このＰＭＯＳトランジスタ２１
９とミラー関係となるＰＭＯＳトランジスタ２１１のドレインが、抵抗２１４とミラー関
係となる抵抗２１３を介して電源ＶＴＴと接続されている。すなわち、負荷回路としての
抵抗２１３の一端は基準電位ＶＴＴを供給する電源と接続されている。ＰＭＯＳトランジ
スタ２１１は、ドレインが抵抗２１３の他端と接続され、ソースが電源ＶＴＴよりも電源
電圧が高い電源ＶＤＤＬと接続されている。これにより、ＰＭＯＳトランジスタ２１１の
ドレイン電位、すなわちＰＭＯＳトランジスタ２１１と抵抗２１３との接点ＰＲ０の電位
は（ＶＴＴ＋ＶＤＤＬ／２）となり、この接点ＮＲ０の電位がバイアス電圧として出力さ
れる。
【００４６】
　図８は図４に示すバイアス回路２１０の第２の構成例である。図８の構成は、図７の構
成に一部、修正および追加を行ったものであり、図７と共通の構成要素には図７と同一の
符号を付している。２２１，２２９はＰＭＯＳトランジスタ、２２２，２２８はＮＭＯＳ
トランジスタ、２２０，２２４～２２６は抵抗、２２７はアンプ回路である。。
【００４７】
　抵抗２２５，２２６は電源電圧ＶＤＤＨを分圧し、基準電位ＶＴＴを生成する。生成さ
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れた基準電位ＶＴＴは接続ノードＰＲ２に出力される（ただし、ＶＴＴ＝ＶＤＤＨ－ＰＲ
２）。例えば、基準電位ＶＴＴをＶＤＤＨ／２に設定する場合は、抵抗２２５，２２６の
抵抗値を互いに等しくすればよい。
【００４８】
　ＮＭＯＳトランジスタ２２２のソースは接地されており、ドレインは抵抗２２４の一端
と接続されている。抵抗２２４の他端は電源ＶＤＤＨに接続されている。アンプ回路２２
７は、ＮＭＯＳトランジスタ２２２のドレインと接続されたドレインノードＰＦ２の電位
と接続ノードＰＲ２の電位とが等しくなるように、ＮＭＯＳトランジスタ２２２のゲート
電位を制御する。これにより、ドレインノードＰＦ２の電位が（ＶＤＤＨ－ＶＴＴ）にな
る。ＮＭＯＳトランジスタ２２２を流れる電流は抵抗２２４を流れる電流と等しく、抵抗
２２４の両端の電位差はＶＴＴである。すなわち、ＮＭＯＳトランジスタ２２２を流れる
電流は抵抗２２４に対してＶＴＴの電位降下を発生させる。
【００４９】
　アンプ回路２２７の出力に、ＮＭＯＳトランジスタ２２８のゲートに接続されたゲート
ノードＰＧ２が接続されており、ＮＭＯＳトランジスタ２２２の電流がＰＭＯＳトランジ
スタ２２９からなる電流源に折り返されている。そして、ＰＭＯＳトランジスタ２２１は
ＰＭＯＳトランジスタ２２９とミラー関係になるように配置されている。負荷回路として
の抵抗２２０の一端は接地されている。ＰＭＯＳトランジスタ２１１，２２１は、ドレイ
ンが抵抗２２０の他端と接続され、ソースが電源ＶＤＤＨと接続されている。ＰＭＯＳト
ランジスタ２２１を流れる電流は抵抗２２０にＶＴＴの電位降下を発生させる。この結果
、ＰＭＯＳトランジスタ２１１，２２１のドレイン電位、すなわちＰＭＯＳトランジスタ
２１１，２２１と抵抗２２０との接点ＰＲ０の電位は、（ＶＤＤＬ／２＋ＶＴＴ）となる
。接点ＰＲ０の電位がバイアス電圧として出力される。
【００５０】
　なお、本実施形態では、ＮＭＯＳトランジスタ４１およびＰＭＯＳトランジスタ４２を
用いて終端ノードＮ１を終端するものとしたが、これに限られるものではない。すなわち
、終端ノードＮ１の電位が第１の電位よりも低くなったときインピーダンスが低下する接
続素子であれば、ＮＭＯＳトランジスタ４１の代わりに用いることができるし、終端ノー
ドＮ１の電位が第２の電位よりも高くなったときインピーダンスが低下する接続素子であ
れば、ＰＭＯＳトランジスタ４２の代わりに用いることができる。
【００５１】
　（実施形態２）
　実施形態１では、入力信号ＣＩＮの振幅がＶＤＤＬである場合について説明を行った。
しかしながら、実際の機器間通信を考慮すると、入力信号ＣＩＮの振幅は必ずしも一定で
はなく、ばらつきがある。したがって、信号電位変換回路に接続される対象機器に応じて
、制御電位ＮＢＩＡＳ，ＰＢＩＡＳを調整した方がよい場合がある。そこで本実施形態で
は、入力信号ＣＩＮの電位に応じて、制御電位ＮＢＩＡＳ，ＰＢＩＡＳを調整可能とする
構成について説明する。
【００５２】
　図９は実施形態２に係る信号電位変換回路の構成を示す図である。図９において、５０
０は入力信号ＣＩＮの電位をモニタし、モニタした結果に応じた調整信号ＮＢＣＮＴ，Ｐ
ＢＣＮＴを出力する検知回路としてのＡＤ変換器（ＡＤＣ）である。終端回路４０Ａにお
いて、制御電位発生回路３００（図ではＮＢＧと表記）は調整信号ＮＢＣＮＴに従って制
御電位ＮＢＩＡＳを生成し、制御電位発生回路４００（図ではＰＢＧと表記）は調整信号
ＰＢＣＮＴに従って制御電位ＰＢＩＡＳを生成する。コンデンサ２０、終端回路４０Ａお
よびＡＤＣ５００によって、本実施形態に係る信号電位変換回路が構成されている。
【００５３】
　制御電位発生回路３００は、例えば図３と同様に構成し、バイアス回路１１０を図１０
のような構成とすればよい。図１０において、１４１～１４８はＮＭＯＳトランジスタか
らなる電流源、１５１～１５８は各電流源１４１～１４８をノードＮＲ０に接続するか否
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かを切り替えるためのＮＭＯＳトランジスタからなるスイッチ、１３０は抵抗からなる負
荷回路である。図１０の構成では、負荷回路１３０に流れる電流を調整することによって
、ノードＮＲ０の電位を調整することができる。
【００５４】
　ここで、ＡＤＣ５００は入力信号ＣＩＮの振幅の最大値と最小値を検知し、検知した最
小値に応じて調整信号ＮＢＣＮＴを出力するとともに、検知した最大値に応じて調整信号
ＰＢＣＮＴを出力するものとする。例えば、調整信号ＮＢＣＮＴを８ビットのバイナリコ
ードとし、各電流源１４１～１４８の電流を調整信号ＮＢＣＮＴの各ビットに対応した値
（２のべき乗値）に設定する。例えば、ＮＭＯＳトランジスタ１４１のサイズを１とした
とき、ＮＭＯＳトランジスタ１４２～１４８のサイズを２，４，８，…，１２８というよ
うに設定する。これにより、負荷回路１３０に流れる電流を、入力信号ＣＩＮの最小値に
応じて８ビットの分解能で設定できる。負荷回路１３０において、設定された電流値に応
じて電圧降下が発生し、これにより、基準電位ＶＴＴから所定の電位だけ低いバイアス電
圧がノードＮＲ０から出力される。
【００５５】
　なお、図１０では、入力信号ＣＩＮの振幅に応じた設定電圧をノードＮＲ０から出力す
る構成としたが、この代わりに例えば、図５におけるノードＮＲ１の電圧を入力信号ＣＩ
Ｎの振幅に応じて調整する構成としてもよい。また例えば、図６に示すバイアス回路にお
いて、ＮＭＯＳトランジスタ１１１の代わりに、図１０に示す電流源１４１～１４８とス
イッチ１５１～１５８を適用してもよい。
【００５６】
　なお、図９における制御電圧発生回路４００に関しては、例えば図４と同様に構成し、
図１０の構成を変形してバイアス回路２１０を構成することによって、容易に実現可能で
ある。例えば、ＮＭＯＳトランジスタからなる電流源によって生成された電流をＰＭＯＳ
トランジスタによって折り返し、これを終端抵抗に流し込むように構成すればよい。ある
いは、ＮＭＯＳトランジスタをＰＭＯＳトランジスタに置き換えるとともに、電源および
信号の極性を逆にすればよい。
【００５７】
　また、本実施形態で用いるバイアス回路の構成は、図１０のような複数の電流源を用い
た構成に限られるものではない。例えば、図５の構成において、抵抗１１５，１１６の抵
抗比をＡＤＣ３００によって検知した入力信号ＣＩＮの振幅に応じて調整可能とした構成
としてもよい。
【００５８】
　（実施形態３）
　図１１は実施形態３に係る信号電位変換回路の構成を示す図である。図１１において、
６００は受信回路１０の出力信号ＯＵＴを判別する判別回路、７００は判別回路６００に
よる判別結果を受け、この判別結果に応じた調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴを出力する
調整回路である。コンデンサ２０、終端回路４０Ａ、判別回路６００および調整回路７０
０によって、本実施形態に係る信号電位変換回路が構成されている。
【００５９】
　信号ＩＮの振幅に対して最適になるように制御電位ＮＢＩＡＳ，ＰＢＩＡＳを調整する
目的は、受信回路１０から出力される信号ＯＵＴに関し、データパターンに依存したジッ
タを抑制することである。よって、出力信号ＯＵＴを観測し、そのジッタが最小となるよ
うに制御電位ＮＢＩＡＳ，ＰＢＩＡＳを調整すればよい。すなわち、調整回路７００は、
実施形態２で示したＡＤＣ５００と同様に、調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴを出力して
制御電圧発生回路３００，４００を制御する。調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴを少しず
つ変化させ、変化させる毎に判別回路６００によって判別されたデータが正しいか否かを
判定し、判定が最も安定する調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴの設定値を探索する。これ
により、出力信号ＯＵＴのジッタを抑制することが可能となる。
【００６０】
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　なお、調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴの設定値を探索する機能は、必ずしも調整回路
７００に持たせる必要はない。外部から調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴの値を設定でき
る機能があれば、例えばソフトウェアによる制御によって、判別回路６００によって判別
されたデータの正誤結果と調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴの設定値の関係を利用して、
出力信号ＯＵＴのジッタが抑制されるように調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴの値を設定
することが可能である。
【００６１】
　なお、ここでは、判別回路６００は出力信号ＯＵＴを判別する回路として説明を行った
が、これに限られるものではなく、例えば、基準時間と出力信号ＯＵＴの位相とを比較す
る回路でもよい。この場合は、位相比較結果が安定するように調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢ
ＣＮＴの設定値を探索すればよい。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明に係る信号電位変換回路では、終端ノードの電位を、減衰することを防ぎつつ、
所定の範囲に規定することができるので、例えば、高速インターフェース回路に用いるの
に有効である。
【符号の説明】
【００６３】
ＣＩＮ　入力信号
Ｎ１　終端ノード
ＮＢＩＡＳ，ＰＢＩＡＳ　制御電位
ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴ　調整信号
１０　受信回路
２０　コンデンサ
４０，４０Ａ　終端回路
４１　ＮＭＯＳトランジスタ（第１の接続素子）
４２　ＰＭＯＳトランジスタ（第２の接続素子）
１００　制御電位発生回路
１０１　ＮＭＯＳトランジスタ
１０２　負荷回路
１１０　バイアス回路
１１１　ＮＭＯＳトランジスタ
１１３　負荷回路
１２０　負荷回路
１２１　ＮＭＯＳトランジスタ
２００　制御電位発生回路
２０１　ＰＭＯＳトランジスタ
２０２　負荷回路
２１０　バイアス回路
２１１　ＰＭＯＳトランジスタ
２１３　負荷回路
２２０　負荷回路
２２１　ＰＭＯＳトランジスタ
３００　制御電位発生回路
４００　制御電位発生回路
５００　ＡＤＣ（検知回路）
６００　判別回路
７００　調整回路
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【手続補正書】
【提出日】平成25年10月1日(2013.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異電位信号の受け渡しのために、入力信号の電位を変換する信号電位変換回
路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近のトランジスタは、微細化に伴い、動作電圧の低電圧化が進んでいる。一方、外部
インターフェースに関しては電圧規格が決まっており、集積回路は、旧来のデバイスとも
接続できるように、例えば５Ｖや３．３Ｖで動作させなければならない。このため、微細
トランジスタで駆動される信号と例えば５Ｖや３．３Ｖで駆動される信号とのやりとりの
ために、レベルシフト回路（信号電位変換回路）が用いられる。特に、高速信号の伝達の
ためには、コンデンサと抵抗を用いたＡＣ結合回路が有効である。
【０００３】
　特許文献１には、ＡＣ結合を用いた信号電位変換回路の一例として、アンプにオフセッ
ト入力を持たせ、入力信号の電位差をもってアンプをオフセットすることによって、出力
データを正しく保持できる構成が開示されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４０７６０７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図１２はＡＣ結合を用いた一般的な信号電位変換回路を示す図であり、（ａ）は回路構
成、（ｂ）はその動作を示す。図１２において、駆動回路５１は低電圧電源ＶＤＤＬによ
って動作しており、その出力信号ＣＩＮの振幅はＶＤＤＬである。受信回路５４は適正に
動作するポイントにバイアスされており、信号ＩＮを受けて振幅ＶＤＤＨの出力信号ＯＵ
Ｔを出力する。すなわち受信回路５４は、基準電位ＶＴＴに対して信号ＩＮの電圧が高い
か低いかに応じて、出力信号ＯＵＴの電圧をＶＤＤＨまたは０Ｖにする。
【０００６】
　コンデンサ５２は終端抵抗５３によって基準電位ＶＴＴに終端されている。コンデンサ
５２の容量値が負荷容量より十分に大きい場合は、信号ＩＮの電位は信号ＣＩＮの変化に
応じて、基準電位ＶＴＴを基準として振幅ＶＤＤＬで変化する。
【０００７】
　しかしながら図１２の構成では、信号ＩＮの電位はコンデンサ２０の容量値と終端抵抗
４０の抵抗値に応じて、遷移後徐々に基準電位ＶＴＴに漸近する。このため、例えば同じ
データ値が長期間続いて信号遷移の間隔が長くなると、信号ＩＮの電位に電圧降下が起こ
ってしまう。そして信号遷移波形が傾きを持っている場合には、信号ＩＮが基準電位ＶＴ
Ｔと交差する時間は信号遷移直前の電位に依存することになる。すなわち、信号ＣＩＮの
データパターンに応じて、信号ＩＮが基準電位ＶＴＴと交差する時間にずれが生じること
になり、これにより、変換後の出力信号ＯＵＴにジッタが発生してしまう。この問題は、
信号遷移波形の傾きを考慮する必要が高い、例えばＧＨｚオーダーの超高速動作において
、より顕著となる。
【０００８】
　一方、特許文献１では、入力信号の電位差でもってアンプをオフセットすることによっ
て、たとえ終端抵抗によって入力電位差が減衰しても出力データを正しく保持できるよう
にしている。しかしながら、信号遷移波形が傾きを持っている場合には、特許文献１の構
成では、変換後のデータ信号ＯＵＴのパルス幅が、入力信号ＩＮ，／ＩＮのパルス幅から
変化してしまう。よって、特許文献１の構成でもデータパターン依存のジッタが発生して
しまい、上述した問題の解決とはならない。
【０００９】
　前記の問題に鑑み、本発明は、信号電位変換回路について、変換後の信号にジッタが発
生しないように、終端ノードの電位を減衰させない構成を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様では、信号電位変換回路は、入力信号が一端に与えられ、他端が終端ノ
ードと接続されたコンデンサと、前記終端ノードの電位を受ける終端回路とを備え、前記
終端回路は、第１の電源と前記終端ノードとの間に設けられた第１の接続素子と、前記終
端ノードと、電源電圧が前記第１の電源よりも低い第２の電源との間に設けられた第２の
接続素子とを備えており、前記第１の接続素子は、前記終端ノードの電位が、前記第２の
電源の電源電圧よりも高い第１の電位よりも低くなったとき、インピーダンスが低下する
ものであり、前記第２の接続素子は、前記終端ノードの電位が、前記第１の電源の電源電
圧よりも低く、かつ、前記第１の電位よりも高い第２の電位よりも高くなったとき、イン
ピーダンスが低下するものである。
【００１１】
　この態様によると、終端ノードの電位が第１の電位よりも低くなったときは、第１の電
源と終端ノードとの間に設けられた第１の接続素子のインピーダンスが低下し、終端ノー
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ドの電位が引き上げられる。一方、終端ノードの電位が第２の電位よりも高くなったとき
は、終端ノードと第２の電源との間に設けられた第２の接続素子のインピーダンスが低下
し、終端ノードの電位が引き下げられる。これにより、終端ノードの電位が第１の電位か
ら第２の電位までの範囲に規定される。しかも、終端ノードの電位が第１の電位から第２
の電位までの範囲内にあるときは、第１および第２の接続素子のインピーダンスは低下せ
ず、電流が流れない。したがって、終端ノードの電位は減衰しない。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、終端ノードの電位を、減衰することを防ぎつつ、所定の範囲に規定す
ることができる。これにより、変換後の信号にジッタが発生することを防止することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態１に係る信号電位変換回路の構成を示す図である。
【図２】図１の信号電位変換回路の動作を示すタイミングチャートである。
【図３】図１における制御電位発生回路の構成例である。
【図４】図１における制御電位発生回路の構成例である。
【図５】図３におけるバイアス回路の第１の構成例である。
【図６】図３におけるバイアス回路の第２の構成例である。
【図７】図４におけるバイアス回路の第１の構成例である。
【図８】図４におけるバイアス回路の第２の構成例である。
【図９】実施形態２に係る信号電位変換回路の構成を示す図である。
【図１０】図９の構成において用いられるバイアス回路の構成例である。
【図１１】実施形態３に係る信号電位変換回路の構成を示す図である。
【図１２】ＡＣ結合を用いた一般的な信号電位変換回路の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下の実施形態では、特に問題のない限りにおいて、電源とその電源電圧について同一
の符号を用いて説明を行っている。
【００１５】
　（実施形態１）
　図１は実施形態１に係る信号電位変換回路とその前後の回路構成を示す図である。図１
に示す信号電位変換回路はＡＣ結合を利用したものである。図１において、１０は終端ノ
ードＮ１の信号ＩＮを受信し、出力信号ＯＵＴを生成する受信回路、２０は入力信号ＣＩ
Ｎが一端に与えられるとともに他端が終端ノードＮ１と接続されたコンデンサ、３０は入
力信号ＣＩＮを駆動する信号駆動回路、４０は終端ノードＮ１の電位（信号ＩＮ）を受け
る終端回路である。コンデンサ２０および終端回路４０によって、本実施形態に係る信号
電位変換回路が構成されている。図２は図１に示す信号電位変換回路の動作を示すタイミ
ングチャートである。
【００１６】
　信号駆動回路３０は、電源電圧ＶＤＤＬが印加されており、振幅がＶＤＤＬである信号
ＣＩＮを出力する。受信回路１０は、電源電圧ＶＤＤＨが印加されており、基準電位ＶＴ
Ｔに対する信号ＩＮの電位を増幅して、振幅がＶＤＤＨの出力信号ＯＵＴを生成する。受
信回路１０が適正に動作するためには、信号ＩＮが基準電位ＶＴＴを中心にして振幅して
いる必要がある。終端回路４０は、信号ＩＮが基準電位ＶＴＴを中心にして振幅する信号
になるように、信号電位の変更を行う機能を有する。
【００１７】
　終端回路４０は具体的には、ドレインが第１の電源としての電源ＶＤＤＨに接続される
とともに、ソースが終端ノードＮ１に接続されたＮＭＯＳトランジスタ４１と、ドレイン
が第２の電源としての接地電源に接続されるとともに、ソースが終端ノードＮ１に接続さ
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れたＰＭＯＳトランジスタ４２とを備えている。すなわち、第１の接続素子としてのＮＭ
ＯＳトランジスタ４１、および第２の接続素子としてのＰＭＯＳトランジスタ４２がそれ
ぞれ、受信回路１０の入力ノードを終端している。ＮＭＯＳトランジスタ４１のゲートに
は、制御電位発生回路１００（図ではＮＢＧと表記）によって生成された制御電位ＮＢＩ
ＡＳが与えられており、ＰＭＯＳトランジスタ４２のゲートには、制御電位発生回路２０
０（図ではＰＢＧと表記）によって生成された制御電位ＰＢＩＡＳが与えられている。
【００１８】
　本実施形態では、図２に示すように、信号ＩＮの電位が（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）より
下がったときＮＭＯＳトランジスタ４１がＯＮとなるように、制御電位発生回路１００は
制御電位ＮＢＩＡＳを制御している。また、信号ＩＮの電位が（ＶＴＴ＋ＶＤＤＬ／２）
より上がったときＰＭＯＳトランジスタ４２がＯＮとなるように、制御電位発生回路２０
０は制御電位ＰＢＩＡＳを制御している。
【００１９】
　課題の項で説明したように、終端抵抗を用いて基準電位ＶＴＴに終端した場合は、終端
抵抗の値とコンデンサの値とによる時定数でもって信号電位が減衰してしまう。このため
、同一データが長く続く場合や伝送レートが遅い場合には、信号の振幅はＶＤＤＬであっ
ても、その中心が基準電位ＶＴＴとはならない。このため、受信回路１０が必ずしも適正
に動作しない。
【００２０】
　これに対して本実施形態では、信号ＩＮの電位が第１の電位としての（ＶＴＴ－ＶＤＤ
Ｌ／２）より下がったときは、ＮＭＯＳトランジスタ４１がＯＮとなることによって、信
号ＩＮの電位が引き上げられる。一方、信号ＩＮの電位が第２の電位としての（ＶＴＴ＋
ＶＤＤＬ／２）より上がったときは、ＰＭＯＳトランジスタ４２がＯＮとなることによっ
て、信号ＩＮの電位が引き下げられる。すなわち、信号ＩＮを、基準電位ＶＴＴを中心と
して振幅ＶＤＤＬで確実に遷移させることができる。このため、入力信号ＣＩＮを、その
データ幅を変化させることなく、確実にレベル変換することが可能となる。
【００２１】
　しかも、信号ＩＮの電位が（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）から（ＶＴＴ＋ＶＤＤＬ／２）ま
での範囲内にあるときは、ＮＭＯＳトランジスタ４１およびＰＭＯＳトランジスタ４２は
いずれもＯＦＦであり、電流は流れない。すなわち、信号ＩＮに関して電流負荷が発生せ
ず、電位の低下は生じない。
【００２２】
　なお、図１では単相信号をレベル変換する構成を示したが、差動信号をレベル変換する
場合には、差動信号のそれぞれを終端回路４０によって終端すればよい。差動信号はデー
タ長やデータレートによらず減衰しないので、終端回路４０によって、遷移開始から差動
信号が交差するまでの時間が一定化され、出力信号ＯＵＴのジッタを抑えることができる
。
【００２３】
　また、ＶＤＤＬとＶＤＤＨの電位に関しては、その高低によらず、本実施形態の構成を
適用することが可能である。すなわち、ＶＤＤＬが低くＶＤＤＨが高い場合、例えばＶＤ
ＤＬ＝１．２Ｖ、ＶＤＤＨ＝３．３Ｖの場合は、基準電位ＶＴＴを電圧ＶＤＤＨの中間付
近に設定することによって、受信回路１０の感度を高めて高速動作を達成するという効果
が得られる。
【００２４】
　また、ＶＤＤＬが高くＶＤＤＨが低い場合でも、本実施形態の構成は有効である。例え
ばＶＤＤＬ＝３．３Ｖ、ＶＤＤＨ＝１．２Ｖの場合で、オープンドレイン回路のように入
力信号ＣＩＮを３．３Ｖにクランプする構成では、入力信号ＣＩＮの振幅はクランプ効果
によって１．２Ｖ以下にできる。ただし、入力信号ＣＩＮの最高電位が３．３Ｖなので、
これを低電圧トランジスタで直接受けることはできない。そこで、本実施形態に係る信号
電位変換回路を適用して、基準電位ＶＴＴをＶＤＤＨの中間付近に設定することによって



(20) JP WO2012/157031 A1 2012.11.22

、受信回路１０を低電圧トランジスタで構成することが可能となる。
【００２５】
　また、ここでは、信号ＩＮの下限を定める第１の電位を（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）とし
、信号ＩＮの上限を定める第２の電位を（ＶＴＴ＋ＶＤＤＬ／２）としたが、第１および
第２の電位の設定はこれに限られるものではない。例えば、基準電位ＶＴＴに対して信号
ＩＮにオフセットをつけるために、第１および第２の電位の中間電位と基準電位ＶＴＴと
が異なるように、第１および第２の電位を設定してもよい。
【００２６】
　また、本実施形態の構成は、特に、高速信号の伝達を行う場合に有効である。特に、数
ＧＨｚ以上（例えば、３～６ＧＨｚ以上）の信号を伝達する場合には、従来の信号電位変
換回路では十分に機能し得ないことが予想され、本実施形態の構成は非常に有効となると
考えられる。
【００２７】
　（制御電位発生回路の構成）
　図３は図１に示す制御電位発生回路１００の構成例である。図３において、１１０は所
定電位を生成出力するバイアス回路、１０１はドレインが電源ＶＤＤＨと接続された第２
のＮＭＯＳトランジスタとしてのＮＭＯＳトランジスタ、１０２は一端がＮＭＯＳトラン
ジスタ１０１のソースと接続され、他端が接地電源と接続された負荷回路、１０３はバイ
アス回路１１０の出力ノードＮＲ０とＮＭＯＳトランジスタ１０１のソースと接続された
ソースノードＮＦ０とが入力に接続され、出力がＮＭＯＳトランジスタ１０１のゲートに
接続されたアンプ回路である。
【００２８】
　バイアス回路１１０はここでは、基準電位ＶＴＴに対してＶＤＤＬ／２だけ低い電位（
ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）を発生している。アンプ回路１０３はバイアス回路１１０の出力
ノード電位とＮＭＯＳトランジスタ１０１のソース電位とを比較し、これらの電位が等し
くなるようにＮＭＯＳトランジスタ１０１のゲート電位を制御する。アンプ回路１０３に
よって制御されたＮＭＯＳトランジスタ１０１のゲート電位が、制御電位ＮＢＩＡＳとし
て出力される。ＮＭＯＳトランジスタ１０１のソース電位が（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）と
なっているので、負荷回路１０２の抵抗値を十分に高くすれば、ＮＭＯＳトランジスタ１
０１がごく僅かにＯＮとなっている状態にすることができる。
【００２９】
　ＮＭＯＳトランジスタ１０１と終端回路４０を構成するＮＭＯＳトランジスタ４１とは
、ドレイン電圧が互いに等しく（ここでは電源電圧ＶＤＤＨ）、また、しきい値電圧も互
いに等しいものとする。この場合には、信号ＩＮの電圧が（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）より
も低くなろうとすると、ＮＭＯＳトランジスタ４１がＯＮとなって急激に電流が流れる。
このため、信号ＩＮの電位は（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）よりほとんど低くならない。すな
わち、図３のような構成によって、信号ＩＮの電位が（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）より下が
ったときＮＭＯＳトランジスタ４１がＯＮとなるように制御電位ＮＢＩＡＳを制御する制
御電位発生回路１００が実現される。
【００３０】
　図４は図１に示す制御電位発生回路２００の構成例である。制御電位発生回路２００に
関しては、図３に示す制御電位発生回路１００の構成に対し、ＮＭＯＳトランジスタ１０
１をＰＭＯＳトランジスタ２０１に置換え、電源と接地に対する負荷回路２０２の配置位
置を逆にするとともに、バイアス回路２１０から出力するバイアス電圧を（ＶＴＴ＋ＶＤ
ＤＬ／２）とすればよい。アンプ回路２０３はバイアス回路２１０の出力ノードＰＲ０と
ＰＭＯＳトランジスタ２０１のソースと接続されたソースノードＰＦ０とが入力に接続さ
れ、出力がＰＭＯＳトランジスタ２０１のゲートに接続されている。
【００３１】
　アンプ回路２０３はバイアス回路２１０の出力ノード電位とＰＭＯＳトランジスタ２０
１のソース電位とを比較し、これらの電位が等しくなるようにＰＭＯＳトランジスタ２０
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１のゲート電位を制御する。アンプ回路２０３によって制御されたＰＭＯＳトランジスタ
２０１のゲート電位が、制御電位ＰＢＩＡＳとして出力される。図４のような構成によっ
て、信号ＩＮの電位が（ＶＴＴ＋ＶＤＤＬ／２）より上がったときＰＭＯＳトランジスタ
４２がＯＮとなるように制御電位ＰＢＩＡＳを制御する制御電位発生回路２００が実現さ
れる。
【００３２】
　（バイアス回路の構成）
　図５は図３に示すバイアス回路１１０の第１の構成例である。図５において、１１１，
１１２はＮＭＯＳトランジスタ、１１３～１１６は抵抗、１１７はアンプ回路である。
【００３３】
　抵抗１１５，１１６は電源電圧ＶＤＤＬを分圧し、分圧後の電位は接続ノードＮＲ１に
出力される。抵抗１１５，１１６の抵抗値を互いに等しくすると、接続ノードＮＲ１の電
位はＶＤＤＬ／２となる。
【００３４】
　ＮＭＯＳトランジスタ１１２のソースは接地されており、ドレインは抵抗１１４の一端
と接続されている。抵抗１１４の他端は電源ＶＤＤＬに接続されている。アンプ回路１１
７は、ＮＭＯＳトランジスタ１１２のドレインと接続されたドレインノードＮＦ１の電位
と接続ノードＮＲ１の電位とが等しくなるように、ＮＭＯＳトランジスタ１１２のゲート
電位を制御する。これにより、ドレインノードＮＦ１の電位がＶＤＤＬ／２になる。ＮＭ
ＯＳトランジスタ１１２を流れる電流は抵抗１１４を流れる電流と等しく、抵抗１１４の
両端の電位差はＶＤＤＬ／２である。すなわち、ＮＭＯＳトランジスタ１１２を流れる電
流は抵抗１１４に対してＶＤＤＬ／２の電位降下を発生させる。
【００３５】
　ＮＭＯＳトランジスタ１１１および抵抗１１３は、ＮＭＯＳトランジスタ１１２および
抵抗１１４とミラー関係になるように配置されている。負荷回路としての抵抗１１３の一
端は基準電位ＶＴＴを供給する電源と接続されている。ＮＭＯＳトランジスタ１１１は、
ドレインが抵抗１１３の他端と接続され、ソースが接地されている。アンプ回路１１７の
出力に、ＮＭＯＳトランジスタ１１１のゲートに接続されたゲートノードＮＧ１が接続さ
れているため、ＮＭＯＳトランジスタ１１１を流れる電流は抵抗１１３にＶＤＤＬ／２の
電位降下を発生させる。基準電位ＶＴＴを供給する電源が抵抗１１３に接続されているの
で、ＮＭＯＳトランジスタ１１１のドレイン電位、すなわちＮＭＯＳトランジスタ１１１
と抵抗１１３との接点ＮＲ０の電位は（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）となる。接点ＮＲ０の電
位がバイアス電圧として出力される。
【００３６】
　なお、図５では、ＮＭＯＳトランジスタ１１２のドレインノードＮＦ１の電位と抵抗１
１５，１１６の接続ノードＮＲ１の電位とを比較する構成としたが、ＮＭＯＳトランジス
タ１１２の代わりにＰＭＯＳトランジスタを用い、抵抗とＰＭＯＳトランジスタの配置が
電源に対して逆になるように構成して、ＶＤＤＬ／２に応じた電流を生成する構成として
もよい。ただし、この場合は、ＰＭＯＳトランジスタのソース電位を基準電位ＶＴＴより
高く設定する必要がある。
【００３７】
　図６は図３に示すバイアス回路１１０の第２の構成例である。図６の構成は、図５の構
成に一部、修正および追加を行ったものであり、図５と共通の構成要素には図５と同一の
符号を付している。１２１，１２２はＮＭＯＳトランジスタ、１２０，１２４～１２６は
抵抗、１２７はアンプ回路である。
【００３８】
　抵抗１２５，１２６は電源電圧ＶＤＤＨを分圧し、基準電位ＶＴＴを生成する。生成さ
れた基準電位ＶＴＴは接続ノードＮＲ２に出力される。例えば、基準電位ＶＴＴをＶＤＤ
Ｈ／２に設定する場合は、抵抗１２５，１２６の抵抗値を互いに等しくすればよい。
【００３９】
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　ＮＭＯＳトランジスタ１２２のソースは接地されており、ドレインは抵抗１２４の一端
と接続されている。抵抗１２４の他端は電源ＶＤＤＨに接続されている。アンプ回路１２
７は、ＮＭＯＳトランジスタ１２２のドレインと接続されたドレインノードＮＦ２の電位
と接続ノードＮＲ２の電位とが等しくなるように、ＮＭＯＳトランジスタ１２２のゲート
電位を制御する。これにより、ドレインノードＮＦ２の電位がＶＴＴになる。ＮＭＯＳト
ランジスタ１２２を流れる電流は抵抗１２４を流れる電流と等しく、抵抗１２４の両端の
電位差は（ＶＤＤＨ－ＶＴＴ）である。すなわち、ＮＭＯＳトランジスタ１２２を流れる
電流は抵抗１２４に対して（ＶＤＤＨ－ＶＴＴ）の電位降下を発生させる。
【００４０】
　ＮＭＯＳトランジスタ１２１はＮＭＯＳトランジスタ１２２とミラー関係になるように
配置されている。抵抗１２０は抵抗１１４，１２４との関係が、ＮＭＯＳトランジスタ１
１１，１１２のミラー関係およびＮＭＯＳトランジスタ１２１，１２２のミラー関係に応
じて設定されている。負荷回路としての抵抗１２０の一端は電源ＶＤＤＨと接続されてい
る。ＮＭＯＳトランジスタ１１１，１２１は、ドレインが抵抗１２０の他端と接続され、
ソースが接地されている。アンプ回路１２７の出力に、ＮＭＯＳトランジスタ１２１のゲ
ートに接続されたゲートノードＮＧ２が接続されているため、ＮＭＯＳトランジスタ１２
１を流れる電流は抵抗１２０に（ＶＤＤＨ－ＶＴＴ）の電位降下を発生させる。この結果
、ＮＭＯＳトランジスタ１１１，１２１のドレイン電位、すなわちＮＭＯＳトランジスタ
１１１，１２１と抵抗１２０との接点ＮＲ０の電位は、
　ＶＤＤＨ－（ＶＤＤＨ－ＶＴＴ）－ＶＤＤＬ／２
　＝ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２
となる。接点ＮＲ０の電位がバイアス電圧として出力される。
【００４１】
　図４に示すバイアス回路２１０も、図５および図６の構成と同様に実現することができ
る。
【００４２】
　図７は図４に示すバイアス回路２１０の第１の構成例である。図７において、２１１，
２１９はＰＭＯＳトランジスタ、２１２，２１８はＮＭＯＳトランジスタ、２１３～２１
６は抵抗、２１７はアンプ回路である。
【００４３】
　抵抗２１５，２１６は電源電圧ＶＤＤＬを分圧し、分圧後の電位は接続ノードＰＲ１に
出力される。抵抗２１５，２１６の抵抗値を互いに等しくすると、接続ノードＰＲ１の電
位はＶＤＤＬ／２となる。
【００４４】
　アンプ回路２１７は、ＮＭＯＳトランジスタ２１２のドレインと接続されたドレインノ
ードＰＦ１の電位と接続ノードＰＲ１の電位とが等しくなるように、ＮＭＯＳトランジス
タ２１２のゲート電位を制御する。ＮＭＯＳトランジスタ２１２を流れる電流は抵抗２１
４に対してＶＤＤＬ／２の電位降下を発生させる。
【００４５】
　アンプ回路２１７の出力に、ＮＭＯＳトランジスタ２１８のゲートに接続されたゲート
ノードＰＧ１が接続されており、ＮＭＯＳトランジスタ２１２の電流がＰＭＯＳトランジ
スタ２１９からなる電流源に折り返されている。そして、このＰＭＯＳトランジスタ２１
９とミラー関係となるＰＭＯＳトランジスタ２１１のドレインが、抵抗２１４とミラー関
係となる抵抗２１３を介して電源ＶＴＴと接続されている。すなわち、負荷回路としての
抵抗２１３の一端は基準電位ＶＴＴを供給する電源と接続されている。ＰＭＯＳトランジ
スタ２１１は、ドレインが抵抗２１３の他端と接続され、ソースが電源ＶＴＴよりも電源
電圧が高い電源ＶＤＤＬと接続されている。これにより、ＰＭＯＳトランジスタ２１１の
ドレイン電位、すなわちＰＭＯＳトランジスタ２１１と抵抗２１３との接点ＰＲ０の電位
は（ＶＴＴ＋ＶＤＤＬ／２）となり、この接点ＰＲ０の電位がバイアス電圧として出力さ
れる。
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【００４６】
　図８は図４に示すバイアス回路２１０の第２の構成例である。図８の構成は、図７の構
成に一部、修正および追加を行ったものであり、図７と共通の構成要素には図７と同一の
符号を付している。２２１，２２９はＰＭＯＳトランジスタ、２２２，２２８はＮＭＯＳ
トランジスタ、２２０，２２４～２２６は抵抗、２２７はアンプ回路である。。
【００４７】
　抵抗２２５，２２６は電源電圧ＶＤＤＨを分圧し、基準電位ＶＴＴを生成する。生成さ
れた基準電位ＶＴＴは接続ノードＰＲ２に出力される（ただし、ＶＴＴ＝ＶＤＤＨ－ＰＲ
２）。例えば、基準電位ＶＴＴをＶＤＤＨ／２に設定する場合は、抵抗２２５，２２６の
抵抗値を互いに等しくすればよい。
【００４８】
　ＮＭＯＳトランジスタ２２２のソースは接地されており、ドレインは抵抗２２４の一端
と接続されている。抵抗２２４の他端は電源ＶＤＤＨに接続されている。アンプ回路２２
７は、ＮＭＯＳトランジスタ２２２のドレインと接続されたドレインノードＰＦ２の電位
と接続ノードＰＲ２の電位とが等しくなるように、ＮＭＯＳトランジスタ２２２のゲート
電位を制御する。これにより、ドレインノードＰＦ２の電位が（ＶＤＤＨ－ＶＴＴ）にな
る。ＮＭＯＳトランジスタ２２２を流れる電流は抵抗２２４を流れる電流と等しく、抵抗
２２４の両端の電位差はＶＴＴである。すなわち、ＮＭＯＳトランジスタ２２２を流れる
電流は抵抗２２４に対してＶＴＴの電位降下を発生させる。
【００４９】
　アンプ回路２２７の出力に、ＮＭＯＳトランジスタ２２８のゲートに接続されたゲート
ノードＰＧ２が接続されており、ＮＭＯＳトランジスタ２２２の電流がＰＭＯＳトランジ
スタ２２９からなる電流源に折り返されている。そして、ＰＭＯＳトランジスタ２２１は
ＰＭＯＳトランジスタ２２９とミラー関係になるように配置されている。負荷回路として
の抵抗２２０の一端は接地されている。ＰＭＯＳトランジスタ２１１，２２１は、ドレイ
ンが抵抗２２０の他端と接続され、ソースが電源ＶＤＤＨと接続されている。ＰＭＯＳト
ランジスタ２２１を流れる電流は抵抗２２０にＶＴＴの電位降下を発生させる。この結果
、ＰＭＯＳトランジスタ２１１，２２１のドレイン電位、すなわちＰＭＯＳトランジスタ
２１１，２２１と抵抗２２０との接点ＰＲ０の電位は、（ＶＤＤＬ／２＋ＶＴＴ）となる
。接点ＰＲ０の電位がバイアス電圧として出力される。
【００５０】
　なお、本実施形態では、ＮＭＯＳトランジスタ４１およびＰＭＯＳトランジスタ４２を
用いて終端ノードＮ１を終端するものとしたが、これに限られるものではない。すなわち
、終端ノードＮ１の電位が第１の電位よりも低くなったときインピーダンスが低下する接
続素子であれば、ＮＭＯＳトランジスタ４１の代わりに用いることができるし、終端ノー
ドＮ１の電位が第２の電位よりも高くなったときインピーダンスが低下する接続素子であ
れば、ＰＭＯＳトランジスタ４２の代わりに用いることができる。
【００５１】
　（実施形態２）
　実施形態１では、入力信号ＣＩＮの振幅がＶＤＤＬである場合について説明を行った。
しかしながら、実際の機器間通信を考慮すると、入力信号ＣＩＮの振幅は必ずしも一定で
はなく、ばらつきがある。したがって、信号電位変換回路に接続される対象機器に応じて
、制御電位ＮＢＩＡＳ，ＰＢＩＡＳを調整した方がよい場合がある。そこで本実施形態で
は、入力信号ＣＩＮの電位に応じて、制御電位ＮＢＩＡＳ，ＰＢＩＡＳを調整可能とする
構成について説明する。
【００５２】
　図９は実施形態２に係る信号電位変換回路の構成を示す図である。図９において、５０
０は入力信号ＣＩＮの電位をモニタし、モニタした結果に応じた調整信号ＮＢＣＮＴ，Ｐ
ＢＣＮＴを出力する検知回路としてのＡＤ変換器（ＡＤＣ）である。終端回路４０Ａにお
いて、制御電位発生回路３００（図ではＮＢＧと表記）は調整信号ＮＢＣＮＴに従って制
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御電位ＮＢＩＡＳを生成し、制御電位発生回路４００（図ではＰＢＧと表記）は調整信号
ＰＢＣＮＴに従って制御電位ＰＢＩＡＳを生成する。コンデンサ２０、終端回路４０Ａお
よびＡＤＣ５００によって、本実施形態に係る信号電位変換回路が構成されている。
【００５３】
　制御電位発生回路３００は、例えば図３と同様に構成し、バイアス回路１１０を図１０
のような構成とすればよい。図１０において、１４１～１４８はＮＭＯＳトランジスタか
らなる電流源、１５１～１５８は各電流源１４１～１４８をノードＮＲ０に接続するか否
かを切り替えるためのＮＭＯＳトランジスタからなるスイッチ、１３０は抵抗からなる負
荷回路である。図１０の構成では、負荷回路１３０に流れる電流を調整することによって
、ノードＮＲ０の電位を調整することができる。
【００５４】
　ここで、ＡＤＣ５００は入力信号ＣＩＮの振幅の最大値と最小値を検知し、検知した最
小値に応じて調整信号ＮＢＣＮＴを出力するとともに、検知した最大値に応じて調整信号
ＰＢＣＮＴを出力するものとする。例えば、調整信号ＮＢＣＮＴを８ビットのバイナリコ
ードとし、各電流源１４１～１４８の電流を調整信号ＮＢＣＮＴの各ビットに対応した値
（２のべき乗値）に設定する。例えば、ＮＭＯＳトランジスタ１４１のサイズを１とした
とき、ＮＭＯＳトランジスタ１４２～１４８のサイズを２，４，８，…，１２８というよ
うに設定する。これにより、負荷回路１３０に流れる電流を、入力信号ＣＩＮの最小値に
応じて８ビットの分解能で設定できる。負荷回路１３０において、設定された電流値に応
じて電圧降下が発生し、これにより、基準電位ＶＴＴから所定の電位だけ低いバイアス電
圧がノードＮＲ０から出力される。
【００５５】
　なお、図１０では、入力信号ＣＩＮの振幅に応じた設定電圧をノードＮＲ０から出力す
る構成としたが、この代わりに例えば、図５におけるノードＮＲ１の電圧を入力信号ＣＩ
Ｎの振幅に応じて調整する構成としてもよい。また例えば、図６に示すバイアス回路にお
いて、ＮＭＯＳトランジスタ１１１の代わりに、図１０に示す電流源１４１～１４８とス
イッチ１５１～１５８を適用してもよい。
【００５６】
　なお、図９における制御電圧発生回路４００に関しては、例えば図４と同様に構成し、
図１０の構成を変形してバイアス回路２１０を構成することによって、容易に実現可能で
ある。例えば、ＮＭＯＳトランジスタからなる電流源によって生成された電流をＰＭＯＳ
トランジスタによって折り返し、これを終端抵抗に流し込むように構成すればよい。ある
いは、ＮＭＯＳトランジスタをＰＭＯＳトランジスタに置き換えるとともに、電源および
信号の極性を逆にすればよい。
【００５７】
　また、本実施形態で用いるバイアス回路の構成は、図１０のような複数の電流源を用い
た構成に限られるものではない。例えば、図５の構成において、抵抗１１５，１１６の抵
抗比をＡＤＣ３００によって検知した入力信号ＣＩＮの振幅に応じて調整可能とした構成
としてもよい。
【００５８】
　（実施形態３）
　図１１は実施形態３に係る信号電位変換回路の構成を示す図である。図１１において、
６００は受信回路１０の出力信号ＯＵＴを判別する判別回路、７００は判別回路６００に
よる判別結果を受け、この判別結果に応じた調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴを出力する
調整回路である。コンデンサ２０、終端回路４０Ａ、判別回路６００および調整回路７０
０によって、本実施形態に係る信号電位変換回路が構成されている。
【００５９】
　信号ＩＮの振幅に対して最適になるように制御電位ＮＢＩＡＳ，ＰＢＩＡＳを調整する
目的は、受信回路１０から出力される信号ＯＵＴに関し、データパターンに依存したジッ
タを抑制することである。よって、出力信号ＯＵＴを観測し、そのジッタが最小となるよ
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うに制御電位ＮＢＩＡＳ，ＰＢＩＡＳを調整すればよい。すなわち、調整回路７００は、
実施形態２で示したＡＤＣ５００と同様に、調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴを出力して
制御電圧発生回路３００，４００を制御する。調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴを少しず
つ変化させ、変化させる毎に判別回路６００によって判別されたデータが正しいか否かを
判定し、判定が最も安定する調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴの設定値を探索する。これ
により、出力信号ＯＵＴのジッタを抑制することが可能となる。
【００６０】
　なお、調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴの設定値を探索する機能は、必ずしも調整回路
７００に持たせる必要はない。外部から調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴの値を設定でき
る機能があれば、例えばソフトウェアによる制御によって、判別回路６００によって判別
されたデータの正誤結果と調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴの設定値の関係を利用して、
出力信号ＯＵＴのジッタが抑制されるように調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴの値を設定
することが可能である。
【００６１】
　なお、ここでは、判別回路６００は出力信号ＯＵＴを判別する回路として説明を行った
が、これに限られるものではなく、例えば、基準時間と出力信号ＯＵＴの位相とを比較す
る回路でもよい。この場合は、位相比較結果が安定するように調整信号ＮＢＣＮＴ，ＰＢ
ＣＮＴの設定値を探索すればよい。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明に係る信号電位変換回路では、終端ノードの電位を、減衰することを防ぎつつ、
所定の範囲に規定することができるので、例えば、高速インターフェース回路に用いるの
に有効である。
【符号の説明】
【００６３】
ＣＩＮ　入力信号
Ｎ１　終端ノード
ＮＢＩＡＳ，ＰＢＩＡＳ　制御電位
ＮＢＣＮＴ，ＰＢＣＮＴ　調整信号
１０　受信回路
２０　コンデンサ
４０，４０Ａ　終端回路
４１　ＮＭＯＳトランジスタ（第１の接続素子）
４２　ＰＭＯＳトランジスタ（第２の接続素子）
１００　制御電位発生回路
１０１　ＮＭＯＳトランジスタ
１０２　負荷回路
１１０　バイアス回路
１１１　ＮＭＯＳトランジスタ
１１３　負荷回路
１２０　負荷回路
１２１　ＮＭＯＳトランジスタ
２００　制御電位発生回路
２０１　ＰＭＯＳトランジスタ
２０２　負荷回路
２１０　バイアス回路
２１１　ＰＭＯＳトランジスタ
２１３　負荷回路
２２０　負荷回路
２２１　ＰＭＯＳトランジスタ
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３００　制御電位発生回路
４００　制御電位発生回路
５００　ＡＤＣ（検知回路）
６００　判別回路
７００　調整回路
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力信号が一端に与えられ、他端が終端ノードと接続されたコンデンサと、
　前記終端ノードの電位を受ける終端回路とを備え、
　前記終端回路は、
　第１の電源と前記終端ノードとの間に設けられた第１の接続素子と、
　前記終端ノードと、電源電圧が前記第１の電源よりも低い第２の電源との間に設けられ
た第２の接続素子とを備えており、
　前記第１の接続素子は、前記終端ノードの電位が、前記第２の電源の電源電圧よりも高
い第１の電位よりも低くなったとき、インピーダンスが低下するものであり、
　前記第２の接続素子は、前記終端ノードの電位が、前記第１の電源の電源電圧よりも低
く、かつ、前記第１の電位よりも高い第２の電位よりも高くなったとき、インピーダンス
が低下するものである
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項２】
　請求項１記載の信号電位変換回路において、
　前記終端回路は、
　前記第１の接続素子として、ドレインが前記第１の電源に接続されるとともに、ソース
が前記終端ノードに接続された第１のＮＭＯＳトランジスタを備えており、かつ、
　前記第１のＮＭＯＳトランジスタのゲートに与える制御電位を生成する制御電位発生回
路を備えている
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項３】
　請求項２記載の信号電位変換回路において、
　前記制御電位発生回路は、
　前記第１の電位を生成出力するバイアス回路と、
　ドレインが前記第１の電源と接続された第２のＮＭＯＳトランジスタと、
　一端が前記第２のＮＭＯＳトランジスタのソースと接続され、他端が前記第２の電源と
接続された第１の負荷回路とを備え、
　前記第２のＮＭＯＳトランジスタのソース電位が、前記バイアス回路から出力された前
記第１の電位と等しくなるように、前記第２のＮＭＯＳトランジスタのゲート電位を制御
し、このゲート電位を前記制御電位として出力するものである
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項４】
　請求項３記載の信号電位変換回路において、
　前記バイアス回路は、
　一端が、基準電位を供給する第３の電源と接続された第２の負荷回路と、
　ドレインが前記第２の負荷回路の他端と接続され、かつ、ソースが前記第２の電源と接
続された第３のＮＭＯＳトランジスタとを備え、
　前記第２の負荷回路における電圧降下が所定電圧となるように、前記第３のＮＭＯＳト
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ランジスタのゲート電位を制御し、前記第３のＮＭＯＳトランジスタのドレイン電位を前
記第１の電位として出力するものである
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項５】
　請求項３記載の信号電位変換回路において、
　前記バイアス回路は、
　一端が、前記第１電源と接続された第２の負荷回路と、
　ドレインが前記第２の負荷回路の他端と接続され、かつ、ソースが前記第２の電源と接
続された第３のＮＭＯＳトランジスタと、
　ドレインが前記第２の負荷回路の他端と接続され、かつ、ソースが前記第２の電源と接
続された第４のＮＭＯＳトランジスタとを備え、
　前記第３のＮＭＯＳトランジスタを流れる電流による前記第２の負荷回路における電圧
降下が所定電圧となるように、前記第３のＮＭＯＳトランジスタのゲート電位を制御する
とともに、前記第４のＮＭＯＳトランジスタを流れる電流による前記第２の負荷回路にお
ける電圧降下が、前記第１電源の電源電圧から基準電位を減じた電圧となるように、前記
第４のＮＭＯＳトランジスタのゲート電位を制御し、前記第３および第４のＮＭＯＳトラ
ンジスタのドレイン電位を前記第１の電位として出力するものである
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項６】
　請求項１記載の信号電位変換回路において、
　前記終端回路は、
　前記第２の接続素子として、ドレインが前記第２の電源に接続されるとともに、ソース
が前記終端ノードに接続された第１のＰＭＯＳトランジスタを備えており、かつ、
　前記第１のＰＭＯＳトランジスタのゲートに与える制御電位を生成する制御電位発生回
路を備えている
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項７】
　請求項６記載の信号電位変換回路において、
　前記制御電位発生回路は、
　前記第２の電位を生成出力するバイアス回路と、
　ドレインが前記第２の電源と接続された第２のＰＭＯＳトランジスタと、
　一端が前記第２のＰＭＯＳトランジスタのソースと接続され、他端が前記第１の電源と
接続された第１の負荷回路とを備え、
　前記第２のＰＭＯＳトランジスタのソース電位が、前記バイアス回路から出力された前
記第２の電位と等しくなるように、前記第２のＰＭＯＳトランジスタのゲート電位を制御
し、このゲート電位を前記制御電位として出力するものである
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項８】
　請求項７記載の信号電位変換回路において、
　前記バイアス回路は、
　一端が、基準電位を供給する第３の電源と接続された第２の負荷回路と、
　ドレインが前記第２の負荷回路の他端と接続され、かつ、ソースが、電源電圧が前記第
３の電源よりも高い第４の電源と接続された第３のＰＭＯＳトランジスタとを備え、
　前記第２の負荷回路における電圧降下が所定電圧となるように、前記第３のＰＭＯＳト
ランジスタのゲート電位を制御し、前記第３のＰＭＯＳトランジスタのドレイン電位を前
記第２の電位として出力するものである
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項９】
　請求項７記載の信号電位変換回路において、
　前記バイアス回路は、
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　一端が、前記第２の電源と接続された第２の負荷回路と、
　ドレインが前記第２の負荷回路の他端と接続され、かつ、ソースが、電源電圧が前記第
２の電源よりも高い第４の電源と接続された第３のＰＭＯＳトランジスタと、
　ドレインが前記第２の負荷回路の他端と接続され、かつ、ソースが前記第４の電源と接
続された第４のＰＭＯＳトランジスタとを備え、
　前記第３のＰＭＯＳトランジスタを流れる電流による前記第２の負荷回路における電圧
降下が所定電圧となるように、前記第３のＰＭＯＳトランジスタのゲート電位を制御する
とともに、前記第４のＰＭＯＳトランジスタを流れる電流による前記第２の負荷回路にお
ける電圧降下が基準電位となるように、前記第４のＰＭＯＳトランジスタのゲート電位を
制御し、前記第３および第４のＰＭＯＳトランジスタのドレイン電位を前記第２の電位と
して出力するものである
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項１０】
　請求項１記載の信号電位変換回路において、
　前記入力信号の振幅をＶＤＤＬ、変換後の信号の基準電位をＶＴＴとするとき、
　前記第１の電位は（ＶＴＴ－ＶＤＤＬ／２）であり、前記第２の電位は（ＶＴＴ＋ＶＤ
ＤＬ／２）である
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項１１】
　請求項２または６において、
　前記入力信号の電位をモニタし、モニタした結果に応じた調整信号を出力する検知回路
を備え、
　前記制御電位発生回路は、
　前記検知回路から出力された調整信号に応じて、前記制御電位を調整する機能を有して
いる
ことを特徴とする信号電位変換回路。
【請求項１２】
　請求項２または６において、
　前記終端ノードの電位に応じて信号を出力する受信回路から出力された信号を、判別す
る判別回路と、
　前記判別回路による判別結果に応じた調整信号を出力する調整回路とを備え、
　前記制御電位発生回路は、
　前記調整回路から出力された調整信号に応じて、前記制御電位を調整する機能を有して
いる
ことを特徴とする信号電位変換回路。
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