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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電源系に属する第１の電源に基づき動作し、第２の電源系に属する第２の電源に
基づき動作する送信回路が出力する送信信号を、交流結合素子を介して受信する受信回路
であって、
　前記第１の電源と前記第２の電源との電位差に起因して発生し、前記交流結合素子の一
端から出力される受信信号に重畳される電源間ノイズの信号レベルを低減して伝達用信号
を生成するノイズ除去部と、
　前記伝達用信号に基づきデータ信号を再生する受信バッファと、有し、
　前記ノイズ除去部は、
　前記電源間ノイズと同じ位相となる参照ノイズ信号を生成する参照ノイズ生成部と、
　前記受信信号と前記参照ノイズ信号との電位差を増幅して前記伝達用信号を生成する差
動増幅器と、を有し、
　前記参照ノイズ生成部は、前記交流結合素子と同一の素子であって、前記第２の電源に
接続される少なくとも１つの送信回路側端子と、前記差動増幅器に前記参照ノイズ信号を
与える受信回路側端子と、を有するダミー交流結合素子を有する受信回路。
【請求項２】
　前記ノイズ除去部は、前記交流結合素子と前記受信バッファとの間に設けられ、前記受
信信号に含まれる前記電源間ノイズを低減して前記伝達用信号を生成する低域除去フィル
タを有する請求項１に記載の受信回路。
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【請求項３】
　前記交流結合素子は、１つ又は２つの半導体基板上に一次側コイルと二次側コイルとが
形成されるトランスであって、
　前記参照ノイズ生成部は、前記一次側コイルと前記二次側コイルとの間に形成される寄
生容量の容量値に応じた容量値を有し、一方の端子が前記第２の電源に接続されるレプリ
カコンデンサを有する請求項１に記載の受信回路。
【請求項４】
　前記参照ノイズ生成部は、前記レプリカコンデンサと前記差動増幅器との間に設けられ
、前記レプリカコンデンサから得られる信号の信号レベルを調節する第１の前段増幅器を
有する請求項３に記載の受信回路。
【請求項５】
　前記参照ノイズ生成部は、前記レプリカコンデンサの他方の端子と前記第１の電源との
間に接続され、前記二次側コイルのインダクタンス値に応じたインダクタンス値を有する
レプリカコイルを有する請求項４に記載の受信回路。
【請求項６】
　前記参照ノイズ生成部は、前記レプリカコイルと前記差動増幅器との間に設けられ、前
記レプリカコイルから得られる信号の信号レベルを調節する第２の前段増幅器を有する請
求項５に記載の受信回路。
【請求項７】
　前記第１の前段増幅器と前記第２の前段増幅器は、１つの増幅器として構成され、前記
増幅器は、前記レプリカコンデンサから得られると前記レプリカコイルから得られる信号
とを合成して前記差動増幅器に出力する請求項６に記載の受信回路。
【請求項８】
　前記レプリカコイルは、前記二次側コイルよりも直径が小さい請求項５乃至７のいずれ
か１項に記載の受信回路。
【請求項９】
　前記交流結合素子及び前記ダミー交流結合素子は、一次側コイルと二次側コイルとが形
成されるトランスであって、
　前記交流結合素子の一次側コイルは、一方の端子が前記第２の電源に接続され、他方の
端子が前記送信回路に接続され、
　前記交流結合素子の二次側コイルは、一方の端子が前記第１の電源に接続され、他方の
端子が前記差動増幅器に接続され、
　前記ダミー交流結合素子の一次側コイルは、一方の端子が前記第２の電源に接続され、
　前記ダミー交流結合素子の二次側コイルは、一方の端子が前記第１の電源に接続され、
他方の端子が前記差動増幅器に接続される請求項１に記載の受信回路。
【請求項１０】
　前記交流結合素子及び前記ダミー交流結合素子は、同一半導体基板上に第１の電極と第
２の電極とが形成されるコンデンサであって、
　前記交流結合素子の前記第１の電極は、前記送信回路に接続され、
　前記交流結合素子の前記第２の電極は、前記差動増幅器に接続され、
　前記ダミー交流結合素子の前記第１の電極は、前記第１の電源に接続され、
　前記ダミー交流結合素子の前記第２の電極は、前記差動増幅器に接続される請求項１に
記載の受信回路。
【請求項１１】
　前記ダミー交流結合素子は、複数の前記交流結合素子に対して１つ設けられる請求項１
乃至１０のいずれか１項に記載の受信回路。
【請求項１２】
　前記低域除去フィルタは、
　前記第１の電源のうち高電位側の電圧を供給する高電位側電源配線と、前記第１の電源
のうち低電位側の電圧を供給する低電位側電源配線との間に直列に接続される第１、第２
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の抵抗と、
　一方の端子に前記受信信号が入力され、他方の端子が前記第１、第２の抵抗の接続点及
び前記受信バッファに接続されるコンデンサと、
　を有する請求項２に記載の受信回路。
【請求項１３】
　前記受信回路は、前記受信バッファが再生した前記データ信号に基づき導通状態が制御
されるパワートランジスタを有し、
　前記受信回路は、前記パワートランジスタの出力電圧を前記第１の電源として動作する
請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の受信回路。
【請求項１４】
　第１の電源系に属する第１の電源に基づき動作し、第２の電源系に属する第２の電源に
基づき動作する送信回路が出力する送信信号を、交流結合素子を介して受信する受信回路
であって、
　差動増幅器と、
　前記交流結合素子と同一の素子であって、前記第２の電源に接続される少なくとも１つ
の送信回路側端子と、前記差動増幅器に接続される受信回路側端子と、を有するダミー交
流結合素子と、を有する受信回路における信号受信方法であって、
　前記第１の電源と前記第２の電源との電位差に起因して発生し、前記交流結合素子の一
端から出力される受信信号に重畳される電源間ノイズと、前記ダミー交流結合素子により
生成される前記電源間ノイズと同じ位相の参照ノイズ信号と、の電位差を前記差動増幅器
により増幅して伝達用信号を生成し、
　前記伝達用信号に基づきデータ信号を再生する信号受信方法。
【請求項１５】
　前記電源間ノイズは、前記伝達用信号に重畳されるパルス信号よりも周波数が低い請求
項１４に記載の信号受信方法。
【請求項１６】
　前記交流結合素子に外部から入力される外来ノイズに対応した参照外来ノイズ信号を生
成し、前記電源間ノイズと前記参照外来ノイズ信号との電位差に基づき前記伝達用信号を
生成する請求項１４又は１５に記載の信号受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は受信回路及び信号受信方法に関し、特に交流結合素子を介して信号を受信する
受信回路及び信号受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電源電圧の異なる複数の半導体チップ間で信号を伝達する場合、配線により直接信号を
伝達すると、直流電圧に差を生じ半導体チップの破損や信号伝達の不具合が生じることが
ある。そこで、電源電圧の異なる複数の半導体チップ間で信号を伝達する場合、半導体チ
ップ間を交流結合素子で接続し、交流信号のみを伝達することが行われる。この交流結合
素子には、コンデンサやトランスがある。ここで、トランスは、一次側コイルと二次側コ
イルとが磁気的に結合される交流結合素子である。交流結合素子としてトランスを用いた
場合、トランスの一次側コイルと二次側コイルとの巻線比を調節することで、送信側の半
導体チップの送信信号の電圧振幅にかかわらず受信側の半導体チップに適切な電圧振幅の
信号を伝達することができる。そのため、トランスを用いて異なる電源電圧で動作する半
導体チップ間の通信を行うことで、送信信号又は受信信号の電圧振幅を半導体チップ上で
調節する必要が無くなる。以下の説明では、半導体チップ上に形成されたトランスを場合
に応じてオンチップトランスと称す。
【０００３】
　トランスを用いた信号伝達技術の例が特許文献１～８に開示されている。特許文献１～
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５に記載の信号伝達方法では、信号の伝達に２つのトランスを用いる。そして、データの
値が第１の値から第２の値に遷移するときは第１のトランスにパルス信号を送出し、デー
タの値が第２の値から第１の値に遷移するときは第２のトランスにパルス信号を送出する
。
【０００４】
　また、特許文献１、２、４～６に記載の信号伝達方法では、データの値が第１の値の期
間はトランスに連続的なパルス信号を送出し、データの値が第２の値の期間はトランスに
送出する信号の信号レベルを固定する。
【０００５】
　また、特許文献１、２、４、５に記載の信号伝達方法では、データの値が第１の値の期
間はトランスに第１の周波数の連続的なパルス信号を送出し、データの値が第２の値の期
間はトランスに第２の周波数の連続的なパルス信号を送出し続ける。さらに、特許文献１
、２、４、５に記載の信号伝達方法では、２つのトランスを用い、データの値が第１の値
の期間は２つのトランスに同じ信号を送出し、データの値が第２の値の期間は一方のトラ
ンスと他方のトランスとに互いに反転した信号を送出する。
【０００６】
　また、特許文献７に記載の信号伝達方法では、データの値が第１の値から第２の値に遷
移するとトランスに１つのパルスからなる信号を送出し、データの値が第２の値から第１
の値に遷移するとトランスに連続する２つのパルスからなる信号を送出する。
【０００７】
　また、特許文献８に記載の信号伝達方法では、データの値が第１の値から第２の値に遷
移するとトランスに第１の振幅を有するパルス信号を送出し、データの値が第２の値から
第１の値に遷移するとトランスに第２の振幅を有するパルス信号を送出する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第６２６２６００号公報
【特許文献２】米国特許第６５２５５６６号公報
【特許文献３】米国特許第６８７３０６５号公報
【特許文献４】米国特許第６９０３５７８号公報
【特許文献５】米国特許第６９２２０８０号公報
【特許文献６】米国特許第７３０２２４７号公報
【特許文献７】米国特許第７０７５３２９号公報
【特許文献８】特開平８－２３６６９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、受信回路側の第１の電源（例えば、第１の接地電圧）と送信回路側の第２の電
源（例えば、第２の接地電圧）とが互いに独立している場合、第１の接地電圧と第２の接
地電圧との相対的な電位差に基づき交流結合素子において電源間ノイズが発生する。より
具体的には、この電源間ノイズは、トランス（特にオンチップトランス）やコンデンサを
交流結合素子として利用した場合、トランスの寄生容量又はコンデンサの両端にかかる電
圧の相対的な変動により発生する。この問題を説明するための回路例を参照して説明する
。
【００１０】
　図４０に示す回路例１００は、トランシーバ１０１、レシーバ１０４、セットリセット
ラッチ回路１０７と２つのトランスを有する。トランシーバ１０１は、送信バッファ１０
２、１０３を有する。レシーバ１０４は、受信バッファ１０５、１０６を有する。また、
一次側コイルＬ１１と二次側コイルＬ１２とにより一方のトランスが構成され、一次側コ
イルＬ２１と二次側コイルＬ２２とにより他方のトランスが構成される。ここで、トラン
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スでは、一次側コイルＬ１１と二次側コイルＬ１２の間及び一次側コイルＬ２１と二次側
コイルＬ２２との間に寄生容量Ｃｐが形成される。寄生容量Ｃｐは、一次側コイルと二次
側コイルとの間に充填される絶縁体を誘電体膜とし、コイルを構成する金属配線を電極と
するコンデンサである。
【００１１】
　そして、回路例１００では、データＶｉｎがハイレベルである場合に送信バッファ１０
２が一方のトランスを介して受信バッファ１０５にデータを送信し、データＶｉｎがロウ
レベルである場合に送信バッファ１０３が他方のトランスを介して受信バッファ１０６に
データを送信する。このとき、送信バッファ１０２、１０３は、データ送信期間において
パルス信号を生成する。
【００１２】
　この回路例１００の動作を示すタイミングチャートを図４１に示す。図４１に示すよう
に、送信バッファ１０２が出力する第１の送信信号Ｖ１１はデータＶｉｎがハイレベルの
期間においてパルス信号が重畳され、送信バッファ１０３が出力する第２の送信信号Ｖ２
１はデータＶｉｎがロウレベルの期間においてパルス信号が重畳される。このとき、第１
の接地電圧ＧＮＤ１と第２の接地電圧ＧＮＤ２との間に図４１のＧＮＤ２－ＧＮＤ１にお
いて示されるような相対的な電位差がある場合、受信バッファ１０５が受信する第１の受
信信号Ｖ１２と第１の接地電圧ＧＮＤ１との電位差及び受信バッファ１０６が受信する第
２の受信信号Ｖ２２と第１の接地電圧ＧＮＤ１との電位差は、それぞれＶ２１－ＧＮＤ１
及びＶ２２－ＧＮＤ１により示される波形となる。つまり、第１の受信信号Ｖ１２及び第
２の受信信号Ｖ２２には、第１の接地電圧ＧＮＤ１と第２の接地電圧ＧＮＤ２との間の相
対的な電位差の変動が重畳される。
【００１３】
　このとき、第１の接地電圧ＧＮＤ１と第２の接地電圧ＧＮＤ２との間の相対的な電位差
の変動が大きい場合、本来送信バッファ１０２が第１の送信信号Ｖ１１としてパルス信号
を送信していない期間であっても、第１の受信信号Ｖ１２の信号レベルが受信バッファ１
０５の閾値電圧Ｖｔｈ（１０５）（受信バッファ１０５が出力値を反転させる閾値電圧）
を超えてしまい、受信バッファ１０５が出力する伝達用信号Ｖ１２ａの波形に不具合を生
じる。また、受信バッファ１０６においても、送信バッファ１０３が第１の送信信号Ｖ２
１としてパルス信号を送信している期間であっても、第２の受信信号Ｖ２２の信号レベル
が十分に低下せずに受信バッファ１０６の閾値電圧Ｖｔｈ（１０６）（受信バッファ１０
６が出力値を反転させる閾値電圧）を超える状態が長期間連続してしまい、受信バッファ
１０６が出力する伝達用信号Ｖ２２ａの波形に不具合を生じる。このような伝達用信号Ｖ
１２ａ、Ｖ２２ａに基づきセットリセットラッチ回路１０７が動作することで、例えば、
図４１においてＵｎｓｔａｂｌｅで示されている期間の出力値が不定となる不具合が生じ
る。
【００１４】
　このように、容量的な結合経路（上記説明では寄生容量Ｃｐを介する経路）を有する交
流結合素子を用いて異なる電源系間の信号伝達を行った場合、一方の電源系と他方の電源
系との相対的な電位差が変動することにより、信号の誤伝達が発生する問題がある。特許
文献１～８に記載の技術においては、このような電源系間の相対的な電位差の変動に起因
する不具合に対する解決策は開示されていない。
【００１５】
　このような課題に鑑み、本発明では、異なる電源系間において電源電圧又は接地電圧の
相対的な電位差の変動が生じた場合においても信号の誤伝達を防止することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明にかかる受信回路の一態様は、第１の電源系に属する第１の電源に基づき動作し
、第２の電源系に属する第２の電源に基づき動作する送信回路が出力する送信信号を、交
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流結合素子を介して受信する受信回路であって、前記第１の電源と前記第２の電源との電
位差に起因して前記交流結合素子において発生する電源間ノイズの信号レベルを低減して
伝達用信号を生成するノイズ除去部と、前記伝達用信号に基づきデータ信号を再生する受
信バッファと、を有する。
【００１７】
　本発明にかかる信号受信方法の一態様は、第１の電源系に属する第１の電源に基づき動
作し、第２の電源系に属する第２の電源に基づき動作する送信回路が出力する送信信号を
、交流結合素子を介して受信する受信回路における信号受信方法、前記第１の電源と前記
第２の電源との電位差に起因して前記交流結合素子において発生する電源間ノイズの信号
レベルを低減して伝達用信号を生成し、前記伝達用信号に基づきデータ信号を再生する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明にかかる受信回路及び信号受信方法によれば、異なる電源系間において電源電圧
又は接地電圧の相対的な電位差の変動が生じた場合においても信号の誤伝達を防止するこ
とが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施の形態１にかかる信号伝達システムの実装状態を示す模式図である。
【図２】実施の形態１にかかる信号伝達システムの実装状態を示す模式図である。
【図３】実施の形態１にかかる信号伝達システムの実装状態を示す模式図である。
【図４】実施の形態１にかかる信号伝達システムの実装状態を示す模式図である。
【図５】実施の形態１にかかる信号伝達システムの実装状態を示す模式図である。
【図６】実施の形態１にかかる信号伝達システムの実装状態を示す模式図である。
【図７】実施の形態１にかかる信号伝達システムの実装状態を示す模式図である。
【図８】実施の形態１にかかる信号伝達システムの実装状態を示す模式図である。
【図９】図８に示す実装方法を用いた場合の半導体基板の断面図を示す模式図である。
【図１０】図８に示す実装方法を用いた場合の半導体基板の断面図を示す模式図である。
【図１１】実施の形態１にかかる信号伝達システムのブロック図である。
【図１２】ハイパスフィルタの具体的な回路例を含む実施の形態１にかかるクロック多重
化回路の回路図である。
【図１３】実施の形態１にかかるクロック多重化回路の動作を示すタイミングチャートで
ある。
【図１４】実施の形態２にかかる信号伝達システムの実装状態を示す模式図である。
【図１５】実施の形態２にかかる信号伝達システムのブロック図である。
【図１６】実施の形態３にかかる信号伝達システムのブロック図である。
【図１７】実施の形態３にかかる信号伝達システムの動作を示すタイミングチャートであ
る。
【図１８】実施の形態４にかかる信号伝達システムの実装状態を示す模式図である。
【図１９】実施の形態４にかかる信号伝達システムの実装状態を示す模式図である。
【図２０】実施の形態４にかかる信号伝達システムのブロック図である。
【図２１】実施の形態４にかかる差動増幅器の回路図である。
【図２２】実施の形態４にかかる信号伝達システムの動作を示すタイミングチャートであ
る。
【図２３】実施の形態４にかかる信号伝達システムの変形例の実装状態を示す模式図であ
る。
【図２４】実施の形態４にかかる信号伝達システムの変形例のブロック図である。
【図２５】実施の形態４にかかる信号伝達システムの変形例のブロック図である。
【図２６】実施の形態５にかかる信号伝達システムのブロック図である。
【図２７】実施の形態５にかかる信号伝達システムの動作を示すタイミングチャートであ
る。
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【図２８】実施の形態５にかかる信号伝達システムの変形例のブロック図である。
【図２９】実施の形態６にかかる信号伝達システムのブロック図である。
【図３０】実施の形態７にかかる信号伝達システムのブロック図である。
【図３１】実施の形態８にかかる信号伝達システムのブロック図である。
【図３２】実施の形態８にかかる信号伝達システムの実装概念図である。
【図３３】実施の形態９にかかる信号伝達システムのブロック図である。
【図３４】実施の形態９にかかる信号伝達システムの変形例のブロック図である。
【図３５】実施の形態１０にかかる信号伝達システムのブロック図である。
【図３６】実施の形態１１にかかる信号伝達システムのブロック図である。
【図３７】実施の形態１１にかかる信号伝達システムの実装概念図である。
【図３８】実施の形態１１にかかる信号伝達システムの動作を示すタイミングチャートで
ある。
【図３９】実施の形態１１にかかる信号伝達システムの変形例のブロック図である。
【図４０】課題を説明するための信号伝達システムのブロック図である。
【図４１】図４０に示す信号伝達システムにおいて発生する課題を説明するためのタイミ
ングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　実施の形態１
　本発明にかかる受信回路は、受信回路から送信された送信信号を受信するものであって
、送信回路の送信方式によって様々な形態を有する。また、本発明にかかる受信回路は、
送信回路とは異なる電源系において動作するものであり、異なる電源間で相対的に電源電
位が変動することに起因して発生する電源間ノイズを低減する機能を有する。この電源間
ノイズを低減する方法について以下の説明では複数の実施の形態において説明する。また
、以下の説明では、本発明にかかる受信回路の動作を十分に説明するために、本発明にか
かる受信回路を一部に含む信号伝達システムについて説明する。
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。まず、本実施の形態にか
かる信号伝達システムの実装方法について説明する。本実施の形態にかかる信号伝達シス
テムでは、１つ又は２つの半導体チップ上に形成された２つのコイルを用いてトランスを
構成する。つまり、２つのコイルは、互いに磁気的に結合された交流結合素子（例えば、
トランス）として機能する。そして、半導体チップ上に形成された送信回路の送信ノード
に一次側コイルを接続し、受信回路の受信ノードに二次側コイルを接続する。ここで、図
１～図１０に本実施の形態にかかる信号伝達システムの実装状態を示す模式図を示す。
【００２２】
　図１に示す実装状態は、半導体パッケージ１に第１の半導体チップ３及び第２の半導体
チップ４が搭載される。この第１の半導体チップ３及び第２の半導体チップ４は、それぞ
れパッドＰｄを有する。そして、第１の半導体チップ３及び第２の半導体チップ４のパッ
ドＰｄは、図示しないボンディングワイヤを介して半導体パッケージ１に設けられたリー
ド端子２と接続される。この構成は、図２～図８に示す実装形態のいずれにも共通する構
成である。
【００２３】
　第１の半導体チップ３には送信回路５が形成される。一方、第２の半導体チップ４には
、一次側コイルＬ１、二次側コイルＬ２及び受信回路６が形成される。また、第１の半導
体チップ３には、送信回路５と接続されるパッドが形成され、第２の半導体チップ４には
、一次側コイルＬ１と接続されるパッドが形成される。そして、送信回路５は、パッドと
ボンディングワイヤＷとを介して第２の半導体チップ４に形成された一次側コイルＬ１の
一端と接続される。また、一次側コイルＬ１の他端は、第１の半導体チップ３に形成され
たパッドとボンディングワイヤＷとを介して送信回路５側の接地配線と接続される。
【００２４】
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　図２に示す実装状態は、第１の半導体チップ３に一次側コイルＬ１、二次側コイルＬ２
及び送信回路５が形成される。一方、第２の半導体チップ４には受信回路６が形成される
。また、第１の半導体チップ３には、二次側コイルＬ２と接続されるパッドが形成され、
第２の半導体チップ４には、受信回路６と接続されるパッドが形成される。そして、受信
回路６は、パッドとボンディングワイヤＷとを介して第１の半導体チップ４に形成された
二次側コイルＬ２の一端と接続される。また、二次側コイルＬ２は、第２の半導体チップ
４に形成されたパッドとボンディングワイヤを介して受信回路６側の接地配線と接続され
る。
【００２５】
　なお、図１、図２に示す例では、一次側コイルＬ１と二次側コイルＬ２は、１つの半導
体チップ内において上下方向に積層される第１の配線層と第２の配線層を用いて形成され
る。
【００２６】
　図３に示す実装状態は、第１の半導体チップ３に送信回路５が形成される。一方、第２
の半導体チップ４には、一次側コイルＬ１、二次側コイルＬ２及び受信回路６が形成され
る。また、第１の半導体チップ３には、送信回路５と接続されるパッドが形成され、第２
の半導体チップ４には、一次側コイルＬ１と接続されるパッドが形成される。そして、送
信回路５は、パッドとボンディングワイヤＷとを介して第２の半導体チップ４に形成され
た一次側コイルＬ１の一端と接続される。また、一次側コイルＬ１の他端は、第１の半導
体チップ３に形成されたパッドとボンディングワイヤＷとを介して送信回路５側の接地配
線と接続される。
【００２７】
　図４に示す実装状態は、第１の半導体チップ３に一次側コイルＬ１、二次側コイルＬ２
及び送信回路５が形成される。一方、第２の半導体チップ４には受信回路６が形成される
。また、第１の半導体チップ３には、二次側コイルＬ２と接続されるパッドが形成され、
第２の半導体チップ４には、受信回路６と接続されるパッドが形成される。そして、受信
回路６は、パッドとボンディングワイヤＷとを介して第１の半導体チップ３に形成された
二次側コイルＬ２の一端と接続される。また、一次側コイルＬ１の他端は、第２の半導体
チップ４に形成されたパッドとボンディングワイヤＷとを介して受信回路６側の接地配線
と接続される。
【００２８】
　なお、図３、図４に示す例では、一次側コイルＬ１と二次側コイルＬ２は、１つの半導
体チップの同一の配線層に形成される。また、一次側コイルＬ１と二次側コイルＬ２は、
同一の中心位置を有する巻線として形成される。
【００２９】
　図５に示す実装状態は、第１の半導体チップ３に送信回路５が形成され、第２の半導体
チップ４に受信回路６が形成され、第３の半導体チップ７に一次側コイルＬ１及び二次側
コイルＬ２が形成される。また、第１の半導体チップ３には、一次側コイルＬ１と接続さ
れるパッドが形成され、第２の半導体チップ４には、二次側コイルＬ２と接続されるパッ
ドが形成され、第３の半導体チップ７には一次側コイルＬ１に接続されるパッド及び二次
側コイルＬ２に接続されるパッドが形成される。そして、送信回路５はパッド及びボンデ
ィングワイヤＷを介して第３の半導体チップ７上に形成された一次側コイルＬ１の一端と
接続され、受信回路６はパッド及びボンディングワイヤＷを介して第３の半導体チップ７
上に形成される二次側コイルＬ２の一端と接続される。また、一次側コイルＬ１の他端は
、第１の半導体チップ３に形成されたパッドとボンディングワイヤＷとを介して送信回路
５側の接地配線と接続され、二次側コイルＬ２の他端は、第２の半導体チップ４に形成さ
れたパッドとボンディングワイヤＷとを介して受信回路６側の接地配線と接続される。な
お、図５に示す例では、一次側コイルＬ１と二次側コイルＬ２は、１つの半導体チップ内
において上下方向に積層される第１の配線層と第２の配線層を用いて形成される。
【００３０】
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　図６、図７に示す例は、送信回路５及び一次側コイルＬ１が第１の半導体チップ３に形
成され、受信回路６及び二次側コイルＬ２が第２の半導体チップ４に形成される例である
。図６、図７に示す例は、第１の半導体チップ３と第２の半導体チップ４とが積層される
。また、図６、図７に示す例では、積層された状態において、一次側コイルＬ１の中心位
置と二次側コイルＬ２の中心位置とが同一直線上になるように第１の半導体チップ３及び
第２の半導体チップ４が配置される。
【００３１】
　図８に示す例は、同一の半導体基板８上に送信回路５、受信回路６、一次側コイルＬ１
及び二次側コイルＬ２が形成されるものである。図８に示す例では、一次側コイルＬ１と
二次側コイルＬ２は、上下方向に積層される第１の配線層と第２の配線層を用いて形成さ
れる。そして、送信回路５が配置される領域と受信回路６が配置される領域は、半導体基
板８に形成される絶縁層により互いに絶縁される。ここで、半導体基板８の断面図を図９
、図１０に示す。図９に示す例では、送信回路５が形成される領域と受信回路６が形成さ
れる領域とが絶縁層により電気的に分断される。そして、一次側コイルＬ１及び二次側コ
イルＬ２は受信回路６が形成される領域に設けられる。一方、図１０に示す例では、送信
回路５が形成される領域と受信回路６が形成される領域とが絶縁層により電気的に分断さ
れる。そして、一次側コイルＬ１及び二次側コイルＬ２は送信回路５が形成される領域に
設けられる。
【００３２】
　上記説明より、本実施の形態にかかる信号伝達システムは、通信に用いるトランスを半
導体チップ上に形成する。このとき、一次側コイルＬ１と二次側コイルＬ２は、互いの中
心位置が同一直線上に配置されていれば良く、トランスが形成される領域に制限はない。
なお、上記説明では、半導体チップ上に形成される回路は送信回路５及び受信回路６のみ
を示したが、送信回路５及び受信回路６以外の回路が半導体チップ上に形成されていても
良い。
【００３３】
　続いて、本実施の形態にかかる信号伝達システムの詳細について説明する。実施の形態
１にかかる信号伝達システムのブロック図を図１１に示す。図１１に示すように、実施の
形態１にかかる信号伝達システムは、送信回路５、受信回路６、トランス１０を有する。
送信回路５は、第２の電源系に属する第２の電源に基づき動作する。第２の電源は、高電
位側電圧（例えば、第２の電源電圧ＶＤＤ２）と低電位側電圧（例えば、第２の接地電圧
ＧＮＤ２）とを含む。一方、受信回路６は、第１の電源系に属する第１の電源に基づき動
作する。第１の電源は、高電位側電圧（例えば、第１の電源電圧ＶＤＤ１）と低電位側電
圧（例えば、第１の接地電圧ＧＮＤ１）とを含む。
【００３４】
　送信回路５は、送信バッファ２０を有する。送信バッファ２０は、入力データＶｉｎを
受けて、入力データＶｉｎに所定の振幅を有するパルス信号を重畳して第１の送信信号Ｖ
１を出力する。
【００３５】
　トランス１０は、一次側コイルＬ１及び二次側コイルＬ２を有する。一次側コイルＬ１
の一端は送信バッファ２０の出力端子に接続され、一次側コイルＬ１の他端は第２の接地
電圧ＧＮＤ２が供給される送信回路５側の接地配線に接続される。二次側コイルＬ２の一
端は、送信回路のノイズ除去部３１に接続され、二次側コイルＬ２の他端は第１の接地電
圧ＧＮＤ１が供給される受信回路６側の接地配線に接続される。ここで、一次側コイルＬ
１と二次側コイルＬ２との間には寄生容量Ｃｐが形成されるものとする。この寄生容量Ｃ
ｐは、一次側コイルＬ１を構成する金属配線と、二次側コイルＬ２を構成する金属配線と
、の間に充填される絶縁体を誘電体膜とするコンデンサである。以下、他の実施の形態に
おいても寄生容量Ｃｐは同様の構成により形成されるものとする。
【００３６】
　受信回路６は、ノイズ除去部３１、受信バッファ２２を有する。実施の形態１では、ノ
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イズ除去部３１として低域除去フィルタを用いる。低域除去フィルタ２１は、第１の電源
電圧ＶＤＤ１及び第１の接地電圧ＧＮＤ１を電源として動作し、二次側コイルＬ２を介し
て得られる第１の受信信号Ｖ２の低周波成分（ノイズ）を除去して、伝達用信号Ｖ２ａを
生成する。受信バッファ２２は、第１の電源電圧ＶＤＤ１及び第１の接地電圧ＧＮＤ１を
電源として動作し、伝達用信号Ｖ２ａを後段に接続される回路に伝達する。なお、実施の
形態１にかかる受信バッファ２２は、伝達用信号Ｖ２ａに重畳されるパルス信号に基づき
データの再生処理を行っても良い。しかし、実施の形態１では、説明を簡単にするために
、受信バッファ２２は、単に後段回路に伝達用信号を伝える機能のみの説明とする。
【００３７】
　ここで、実施の形態１にかかる低域除去フィルタ２１の詳細な構成について説明する。
低域除去フィルタ２１の詳細な回路を含む信号伝達システムのブロック図を図１２に示す
。なお、図１２において、低域除去フィルタ２１以外の部分については図１１において説
明したものと同じであるためここでは説明を省略する。
【００３８】
　図１２に示すように、低域除去フィルタは、抵抗Ｒ１ｈ、Ｒ２ｈ、コンデンサＣｈを有
する。抵抗Ｒ１ｈ、Ｒ２ｈは、第１の電源電圧ＶＤＤ１が供給される電源配線と第１の接
地電圧ＧＮＤが供給される接地配線との間に直列に接続される。そして、抵抗Ｒ１ｈと抵
抗Ｒ２ｈとが互いに接続される接続点にはコンデンサＣｈの一端と受信バッファ２２の入
力端子とが接続される。コンデンサＣｈの他端は、二次側コイルＬ２の一方の端子と接続
される。低域除去フィルタ２１は、コンデンサＣｈと抵抗Ｒ１ｈ、Ｒ２ｈの合成抵抗とに
より決定されるカットオフ周波数以下の周波数を有する信号の信号レベルを低減して受信
バッファ２２に伝達する。ここで、実施の形態１では、低域除去フィルタ２１のカットオ
フ周波数は、第１の接地電圧ＧＮＤ１と第２の接地電圧ＧＮＤ２との相対的な電位差の変
動周期により生じる電源間ノイズの信号レベルを十分に低減できる周波数に設定する。
【００３９】
　続いて、実施の形態１にかかる信号伝達システムの動作について説明する。実施の形態
１にかかる信号伝達システムの動作を示すタイミングチャートを図１３に示す。図１３に
示すタイミングチャートは、実施の形態１にかかる信号伝達システムの動作を示す一例で
あって、従来の信号伝達システムでは信号の誤伝達が生じる電源間ノイズが発生した場合
の例である。
【００４０】
　図１３に示すように、実施の形態１にかかる信号伝達システムでは、第１の送信信号Ｖ
１は、第２の接地電圧ＧＮＤ２を基準に生成される。そのため、第１の送信信号Ｖ１のロ
ウレベル（例えば、第２の接地電圧ＧＮＤ２の電圧）に変動は生じない。このような場合
において、図１３のＧＮＤ２－ＧＮＤ１において示すような相対的な電位変動（以下、電
源間ノイズと称す）が第１の接地電圧ＧＮＤ１と第２の接地電圧ＧＮＤ２に生じた場合、
第１の受信信号Ｖ２は、電源間ノイズの逆相の信号に第１の送信信号Ｖ１に基づき二次側
コイルＬ２で生成されたパルス信号が重畳された波形となる。図１３に示す例では、電源
間ノイズの振幅が受信バッファ２２の閾値電圧Ｖｔｈ（受信バッファ２２が出力する信号
の論理レベルが反転する電圧）を上回っている。
【００４１】
　そして、実施の形態１にかかる信号伝達システムでは、第１の受信信号Ｖ２を低域除去
フィルタ２１に入力し、低域除去フィルタ２１において電源間ノイズの信号レベル（振幅
を）減衰させる。これによって、低域除去フィルタ２１から出力される伝達用信号Ｖ２ａ
のロウレベルの電位変動は受信バッファ２２の閾値電圧Ｖｔｈよりも小さくなる。この伝
達用信号Ｖ２ａを受信バッファ２２に入力することで、受信バッファ２２から出力される
出力データＶｏｕｔのロウレベルと第１の接地電圧ＧＮＤ１との電位差は、変動幅がほぼ
ゼロとなる。
【００４２】
　上記説明より、実施の形態１にかかる信号伝達システムでは、受信回路６のノイズ除去
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部（例えば、低域除去フィルタ２１）において電源間ノイズの信号レベルを低減する。こ
れにより、実施の形態１にかかる信号伝達システムでは、受信バッファ２２に電源間ノイ
ズの影響が及ぶことを防止する。つまり、実施の形態１にかかる信号伝達システムでは、
低域除去フィルタ２１を設けることで電源間ノイズが発生した場合においても信号の誤伝
達を防止することが可能になる。
【００４３】
　自動車用のモーター駆動装置、エアコンや冷蔵庫等のコンプレッサ又はＡＣアダプタ等
では制御信号を生成する半導体装置（例えば上記説明における送信回路）とモータードラ
イバ等の被制御装置との間に１００Ｖオーダーの電源電圧又は接地電圧の電位差が生じる
ことがある。このような大きな電位差に基づき発生する電源間ノイズは、トランスの寄生
容量Ｃｐが小さく、電源間ノイズが電源間の電位差に比べて十分に小さくなったとしても
なお信号伝達処理に影響を及ぼす程度の大きさを有する。そのため、実施の形態１にかか
る信号伝達システムのように受信回路６において電源間ノイズを低減し、信号の誤伝達を
防止する効果は大きい。
【００４４】
　実施の形態２
　実施の形態２にかかる信号伝達システムについて説明する。なお、以下の説明では、実
施の形態１にかかる信号伝達システムにおいて説明した要素については、実施の形態１に
かかる信号伝達システムの説明で使用した符号と同一の符号を付して説明を省略する。
【００４５】
　まず、実施の形態２にかかる信号伝達システムの実装状態を示す模式図を図１４に示す
。図１４に示す実装例は、図１において示した信号伝達システムの実装例のトランスをコ
ンデンサに変更したものである。つまり、実施の形態２にかかる信号伝達システムは、交
流結合素子としてコンデンサを用いた実施例である。
【００４６】
　実施の形態２にかかる信号伝達システムにおいて信号伝達に用いられるコンデンサは、
異なる配線層に形成された金属配線（図１４の電極Ｃｅ１、Ｃｅ２）をコンデンサの２つ
の電極として用い、当該金属配線の間に充填される絶縁体（例えば、層間絶縁膜）を誘電
体として用いたものである。
【００４７】
　続いて、実施の形態２にかかる信号伝達システムのブロック図を図１５に示す。図１５
に示すように、実施の形態２にかかる信号伝達システムでは、送信バッファ２０の出力端
子がコンデンサＣｃの第１の電極Ｃｅ１に接続され、低域除去フィルタ２１の入力端子が
コンデンサＣｃの第２の電極Ｃｅ２に接続される。
【００４８】
　このように、コンデンサＣｃを交流結合素子として送信回路５と受信回路６とを接続し
た場合、コンデンサＣｃによって電源間ノイズが発生する。しかし、実施の形態２にかか
る信号伝達システムにおいても、実施の形態１と同様に、受信バッファ２２の前段に低域
除去フィルタ２１を設けることで電源間ノイズの信号レベルを低減することができる。つ
まり、実施の形態２に示す信号伝達システムにおいても、実施の形態１と同様に、信号の
誤伝達を防止することができる。
【００４９】
　実施の形態３
　実施の形態３にかかる信号伝達システムについて説明する。なお、以下の説明では、実
施の形態１にかかる信号伝達システムにおいて説明した要素については、実施の形態１に
かかる信号伝達システムの説明で使用した符号と同一の符号を付して説明を省略する。
【００５０】
　実施の形態３にかかる信号伝達システムのブロック図を図１６に示す。図１６に示すよ
うに、実施の形態３にかかる信号伝達システムの受信回路６ａは、負荷に対する電源供給
を制御する電源スイッチとして機能する。受信回路６ａは、低域除去フィルタ２１、受信
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バッファ２２、パワートランジスタＱ１を有する。パワートランジスタＱ１は、例えばＩ
ＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor）等の高耐圧・高出力電流特性を有するト
ランジスタを用いる。パワートランジスタＱ１は、第１の電源電圧（例えば、高電源電圧
ＨＶＤＤ）が供給される高圧配線にコレクタが接続され、エミッタが負荷に接続される。
また、パワートランジスタＱ１のゲートは、受信バッファ２２の出力に接続される。この
パワートランジスタＱ１のエミッタには、負荷に対する電源電圧となる基準電圧ＶＥが発
生する。この基準電圧ＶＥは、受信回路６ａの動作において実施の形態１、２における第
１の接地電圧ＧＮＤ１に対応するものである。
【００５１】
　実施の形態３では、低域除去フィルタ２１は、高電源電圧ＨＶＤＤと基準電圧ＶＥとに
基づき動作する。低域除去フィルタ２１の構成は、図１２において説明したものと実質的
に同じものである。実施の形態３における受信バッファ２２は、高電源電圧ＨＶＤＤと基
準電圧ＶＥとに基づき動作する。実施の形態３では、受信バッファ２２として、例えば、
ヒステリシスコンパレータを用いる。ヒステリシスコンパレータは、低域除去フィルタ２
１において生成される伝達用信号Ｖ２ａの信号レベルに応じて出力をハイレベル又はロウ
レベルとする。より具体的には、本実施の形態において用いるヒステリシスコンパレータ
は、上側閾値電圧Ｖｈｔ１と下側閾値電圧Ｖｔｈ２とが設定され、伝達用信号Ｖ２ａの信
号レベルが上側閾値電圧Ｖｈｔ１を上回った場合には出力をロウレベルからハイレベルに
切り換え、下側閾値電圧Ｖｔｈ２を下回った場合には出力をハイレベルからロウレベルに
切り換える。
【００５２】
　また、実施の形態３では、トランス１０の二次側コイルＬ２の一端は、低域除去フィル
タ２１に接続され、他端は、パワートランジスタＱ１のエミッタに接続される。
【００５３】
　なお、実施の形態３における受信回路６ａにより駆動される負荷としては、モーター（
電動機）、照明などがある。負荷は基準電圧ＶＥと第１の接地電圧ＧＮＤ１との間におい
て動作するものとする。
【００５４】
　続いて、実施の形態３にかかる信号伝達システムの動作について説明する。実施の形態
３にかかる受信回路６ａでは、パワートランジスタＱ１のオンとオフとが切り替わると基
準電圧ＶＥの電位が変動する。つまり、送信回路５側の第２の接地電圧ＧＮＤ２と受信街
路の基準電圧ＶＥとの相対的な電位差が動的に変動する。実施の形態３にかかる信号伝達
システムの動作を示すタイミングチャートを図１７に示す。
【００５５】
　図１７に示すように、実施の形態３にかかる信号伝達システムでは、入力データＶｉｎ
としてＰＷＭ信号が入力される。このＰＷＭ信号は、数十ＭＨｚの帯域に複数の中心帯域
を有する信号である。そして、送信回路５の送信バッファ２０は、ＰＷＭ信号とクロック
信号ＣＬＫとに応じて第１の送信信号Ｖ１を生成する。クロック信号は１００ＭＨｚに中
心帯域を有する信号である。そして、この第１の送信信号Ｖ１は、トランス１０を介して
受信回路６ａに送信される。受信回路６ａでは、トランス１０の二次側コイルＬ２におい
て生成された第１の受信信号Ｖ２を受信する。
【００５６】
　このとき第２の接地電圧ＧＮＤ２と基準電圧ＶＥとの間には図１７のＶＥ－ＧＮＤ２で
示される相対的な電位変動が生じる。この相対的な電位変動は、約１ｋＨｚに中心帯域を
有する。電源間の相対的な電位変動に起因して、第１の受信信号Ｖ２は、第２の接地電圧
ＧＮＤ２に対してＶ２－ＧＮＤ２で示す振幅中心電位の揺れを生じ、基準電圧ＶＥに対し
てはＶ２－ＶＥで示す振幅中心電位の揺れを生じる。この振幅中心電位の揺れが電源間ノ
イズとなる。
【００５７】
　そして、受信回路６ａでは、低域除去フィルタ２１において第１の受信信号Ｖ２の低周
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波成分（例えば電源間ノイズ）の信号レベルを低減して伝達用信号Ｖ２ａを生成する。こ
の伝達用信号Ｖ２ａでは、電源間ノイズの周波数帯である１ｋＨｚの信号成分のレベルが
第２の受信信号Ｖ２に比べ大幅に小さくなっている。そして、この伝達用信号Ｖ２ａの振
幅中心の振幅は、受信バッファ２２の上側閾値電圧Ｖｔｈ１と下側閾値電圧Ｖｔｈ２との
間に十分に収まるものとなる。これにより、受信バッファ２２は、本来第１の受信信号Ｖ
２として受信すべきパルス信号に基づき入力データＶｉｎを再現した出力データＶｏｕｔ
を得ることができる。受信バッファ２２により再生されたＰＷＭ信号は、基準電圧ＶＥに
対して振幅が変動しないため、パワートランジスタＱ１は、このＰＷＭ信号に基づき正常
に動作することが可能になる。
【００５８】
　上記説明より、実施の形態３においても、受信回路６ａがノイズ除去部（例えば、低域
除去フィルタ２１）を有することで、第２の接地電圧ＧＮＤ２と基準電圧ＶＥとの間の相
対的な電位差に起因する電源間ノイズを生じた場合であっても信号伝達の信頼性を向上さ
せることが可能になる。
【００５９】
　特に、受信回路６ａでは、受信回路６ａの基準電圧ＶＥがパワートランジスタＱ１のオ
ンオフの切り替わりに応じて動的に変動するため、電源間ノイズが大きくなりやすい。こ
のような場合においては、低域除去フィルタ２１が電源間ノイズの信号レベルを低減する
ことで得られる信号伝達の信頼性の向上の効果は大きい。
【００６０】
　また、パワートランジスタＱ１を入力データＶｉｎに応じて正確に制御することは、機
器の安全性及び信頼性の向上を実現するためには非常に重要になる。例えば、信号の誤伝
達が生じて長期間の間パワートランジスタＱ１がオンした場合、負荷には過大な電流が流
れ続け、モーターの破損、モーターが停止できないことに起因する火災・事故が発生する
ことがある。このような、機器の損傷や事故を防止するためにパワートランジスタＱ１を
正確に制御することは非常に重要になる。
【００６１】
　実施の形態４
　実施の形態４にかかる信号伝達システムについて説明する。なお、以下の説明では、実
施の形態１にかかる信号伝達システムにおいて説明した要素については、実施の形態１に
かかる信号伝達システムの説明で使用した符号と同一の符号を付して説明を省略する。
【００６２】
　まず、実施の形態４にかかる信号伝達システムの実装状態を示す模式図を図１８、１９
に示す。図１８に示す実装例では、第２の半導体チップ４側に２つのトランスが設けられ
、図１９に示す実装例では、第１の半導体チップ３側に２つのトランスが設けられる。２
つのトランスは、第１の一次側コイルＬ１１及び第１の二次側コイルＬ１２を有する第１
のトランスと、第２の一次側コイルＬ２１及び第２の二次側コイルＬ２２を有する第２の
トランスと、により構成される。第１の一次側コイルＬ１１及び第２の一次側コイルＬ２
１は、それぞれ一方の端子が第２の接地電圧ＧＮＤ２が供給される受信回路５ａの接地配
線に接続され、他方の端子がそれぞれ対応する送信回路５ａの送信ノードに接続される。
第１の二次側コイルＬ１２及び第２の二次側コイルＬ２２は、それぞれ一方の端子が第１
の接地電圧ＧＮＤ１が供給される受信回路６ｂの接地配線に接続され、他方の端子がそれ
ぞれ対応する受信回路６ｂの受信ノードに接続される。
【００６３】
　次に、実施の形態４にかかる信号伝達システムのブロック図を図２０に示す。図２０に
示すように、実施の形態４にかかる信号伝達システムでは、送信回路５ａ、第１の交流結
合素子（例えば、トランス１０ａ）、第２の交流結合素子（例えば、トランス１０ｂ）、
受信回路６ｂを有する。トランス１０ａは第１の一次側コイルＬ１１及び第１の二次側コ
イルＬ１２により構成され、トランス１０ｂは第２の一次側コイルＬ２１及び第２の二次
側コイルＬ２２により構成される。また、トランス１０ａ、１０ｂは、対応する２つのコ
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イルの間に寄生容量Ｃｐがそれぞれ形成されるものとする。
【００６４】
　送信回路５ａは、送信バッファ２３ａ、２３ｂを有する。送信バッファ２３ａは、第１
の入力データＶｉｎ１に応じて第１の送信信号Ｖ１１を生成する。そして、送信バッファ
２３ａは、第１の送信信号Ｖ１１に基づきトランス１０ａの第１の一次側コイルＬ１１を
駆動する。本実施の形態では、送信バッファ２３ａは、第１の入力データＶｉｎ１が第１
の論理レベル（例えばハイレベル）のときにパルス信号を出力するものとする。送信バッ
ファ２３ｂは、第２の入力データＶｉｎ２に応じて第２の送信信号Ｖ２１を生成する。そ
して、送信バッファ２３ｂは、第２の送信信号Ｖ２１に基づきトランス１０ｂの第１の一
次側コイルＬ２１を駆動する。本実施の形態では、送信バッファ２３ｂは、第２１の入力
データＶｉｎ２が第２の論理レベル（例えばロウレベル）のときにパルス信号を出力する
ものとする。送信バッファ２３ａ、２３ｂは、第２の電源電圧ＶＤＤ２及び第２の接地電
圧ＧＮＤ２に基づき動作する。
【００６５】
　なお、本実施の形態では第１の入力データＶｉｎ１と第２の入力データＶｉｎ２は、実
質的に同じものとする。しかし、第１の入力データＶｉｎ１と第２の入力データＶｉｎ２
とを互いに反転した論理の信号とし、送信バッファ２３ａ、２３ｂは、対応する入力デー
タがハイレベルのときにパルス信号を出力するものとしても良い。
【００６６】
　受信回路６ｂは、ノイズ除去部（例えば、差動増幅器２４）、受信バッファ２５を有す
る。差動増幅器２４は、第１の電源電圧ＶＤＤ１及び第１の接地電圧ＧＮＤ１に基づき動
作する。また、差動増幅器２４は、２つの入力信号に含まれる交流成分のうち同相の信号
成分を差動増幅器が備える同相除去比（ＣＭＲＲ：Common-Mode Rejection Raito）に基
づき低減する。差動増幅器２４は、トランス１０ａの第１の二次側コイルＬ１２を介して
受信される第１の受信信号Ｖ１２が正転入力端子に入力され、トランス１０ｂの第２の二
次側コイルＬ２２を介して受信される第２の受信信号Ｖ２２が反転入力端子に入力される
。そして、差動増幅器２４は、２つの入力端子にて受信した信号の電位差に基づき第１の
伝達用信号Ｖ１２ａ及び第２の伝達用信号Ｖ２２ａを出力する。なお、差動増幅器２４が
出力する第１の伝達用信号Ｖ１２ａ及び第２の伝達用信号Ｖ２２ａは、振幅中心電位に対
して互いに反転したパルス信号を有する。
【００６７】
　ここで、差動増幅器２４の詳細な回路構成について説明する。差動増幅器２４の回路の
一例を図２１に示す。図２１に示す例では、差動増幅器２４は、ＮＭＯＳトランジスタＮ
１～Ｎ３、負荷抵抗ＲＬ１、ＲＬ２を有する。ＮＭＯＳトランジスタＮ１は、ソースに第
１の接地電圧ＧＮＤ１が供給され、ドレインがＮＭＯＳトランジスタＮ２、Ｎ３のドレイ
ンに接続される。また、ＮＭＯＳトランジスタＮ１のゲートには定電圧Ｖｃｏｎｔが与え
られる。つまり、ＮＭＯＳトランジスタＮ１は差動増幅器２４の動作電流源として機能す
る。ＮＭＯＳトランジスタＮ２、Ｎ３は差動対を構成する。ＮＭＯＳトランジスタＮ２の
ゲートは差動増幅器２４の正転入力端子に対応し、ＮＭＯＳトランジスタＮ３のゲートは
差動増幅器２４の反転入力端子に対応する。ＮＭＯＳトランジスタＮ２のドレインは、負
荷抵抗ＲＬ１を介して第１の電源電圧ＶＤＤ１が供給される。そして、ＮＭＯＳトランジ
スタＮ２のドレインは、反転出力端子となっており、第２の伝達用信号Ｖ２２ａが出力さ
れる。ＮＭＯＳトランジスタＮ３のドレインは、負荷抵抗ＲＬ２を介して第１の電源電圧
ＶＤＤ１が供給される。そして、ＮＭＯＳトランジスタＮ３のドレインは、正転出力端子
となっており、第１の伝達用信号Ｖ１２ａが出力される。
【００６８】
　受信バッファ２５は、第１の電源電圧ＶＤＤ１及び第１の接地電圧ＧＮＤ１に基づき動
作する。受信バッファ２５は、例えばヒステリシスコンパレータであって、第１の伝達用
信号Ｖ１２ａ及び第２の伝達用信号Ｖ２２ａに基づき入力データを再生した出力データを
生成する。より具体的には、受信バッファ２５は、第１の伝達用信号Ｖ１２ａと第２の伝
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達用信号Ｖ２２ａとの電位差（Ｖ２１ａ－Ｖ２２ａの値）が正であれば出力データＶｏｕ
ｔの値をハイレベルとし、負であれば出力データＶｏｕｔの値をロウレベルとする。
【００６９】
　続いて、実施の形態４にかかる信号伝達システムの動作について説明する。実施の形態
４にかかる信号伝達システムの動作を示すタイミングチャートを図２２に示す。図２２に
示すように、実施の形態４にかかる信号伝達システムでは、第１の送信信号Ｖ１１と第２
の送信信号Ｖ２１とでは、パルス信号が重畳される期間が異なる。また、第１の送信信号
Ｖ１１と第２の送信信号Ｖ２１は、第２の接地電圧ＧＮＤ２に対してロウレベルの電圧が
変動しない。
【００７０】
　一方、図２２に示す例では、第１の接地電圧ＧＮＤ１と第２の接地電圧ＧＮＤ２との間
にＧＮＤ２－ＧＮＤ１において示される相対的な電位の変動が生じる。この相対的な電位
の変動に基づき生じた電源間ノイズＶｎｏｉｓｅは、第１の受信信号Ｖ１２及び第２の受
信信号Ｖ２２に重畳される。そのため、第１の受信信号Ｖ１２及び第２の受信信号Ｖ２２
のロウレベルは第１の接地電圧ＧＮＤ２に対して電源間ノイズＶｎｏｉｓｅに応じた変動
を生じる。この電源間ノイズＶｎｏｉｓｅの大きさは、受信バッファ２５の上側閾値電圧
Ｖｔｈ１及び下側閾値電圧Ｖｔｈ２の電位差よりも大きくなる。
【００７１】
　そして、実施の形態４にかかる信号伝達システムでは、差動増幅器２４が第１の受信信
号Ｖ１２及び第２の受信信号Ｖ２２に基づき第１の伝達用信号Ｖ１２ａ及び第２の伝達用
信号Ｖ２２ａを生成する。ここで、第１の受信信号Ｖ１２及び第２の受信信号Ｖ２２に重
畳される電源間ノイズＶｎｏｉｓｅは、トランス１０ａ、１０ｂを構成するコイルの他方
の端子がともに同じ関係にある電源系に接続されているため、同位相かつ同振幅レベルと
なる。このとき、差動増幅器２４は、同相除去比ＣＭＲＲに基づきこの電源間ノイズＶｎ
ｏｉｓｅの信号レベルを減衰させる。減衰後の電源間ノイズの大きさはＶｎｏｉｓｅ×Ｃ
ＭＲＲとなる。
【００７２】
　このように、第１の受信信号Ｖ１２及び第２の受信信号Ｖ２２が差動増幅器２４を介す
ることで、第１の伝達用信号Ｖ１２ａ及び第２の伝達用信号Ｖ２２ａの電源間ノイズの振
幅は、受信バッファ２５の上側閾値電圧Ｖｔｈ１及び下側閾値電圧Ｖｔｈ２の電位差より
も大きくなる。これにより、受信バッファ２５は、電源間ノイズＶｎｏｉｓｅの影響を受
けることなく第１の伝達用信号Ｖ１２ａ及び第２の伝達用信号Ｖ２２ａにより伝達される
パルス信号に基づき入力データＶｉｎ１、Ｖｉｎ２を再生した出力データＶｏｕｔを得る
ことができる。
【００７３】
　上記説明より、実施の形態４にかかる信号伝達システムにおいても、ノイズ除去部（例
えば、差動増幅器２４）を設けることで、電源間ノイズの影響を低減して受信バッファ２
５によるデータ再生処理の信頼性を向上させることができる。
【００７４】
　また、一般的に、差動増幅器の同相除去比は、１００分の１～１０００分の１程度ある
。つまり、差動増幅器は、同相の信号成分の振幅を１００分の１～１０００分の１程度に
減衰する効果を有する。一方、一次の低域除去フィルタでは、１００分の１～１０００分
の１程度の信号減衰効果を得るためには、除去対象の信号成分の周波数に対して１００倍
～１０００倍の周波数のカットオフ周波数を設定する必要がある。そのため、一次の低域
除去フィルタを使用した場合、伝達する信号（例えばパルス信号）の周波数と除去対象の
信号成分との周波数が近い場合、十分な振幅減衰効果を得ることができない場合がある。
しかし、差動増幅器をノイズ除去部に用いた場合、差動増幅器は除去対象となっている信
号成分と伝達する信号成分との周波数の関係にかかわらず、同位相の信号成分に対して高
い振幅減衰効果を得ることができる。そのため、ノイズ除去部に差動増幅器を用いること
で、除去対象の信号の周波数にかかわらず任意の伝達信号の周波数を設定できるため、信
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号伝達システムの設計の自由度を向上させることができる。
【００７５】
　なお、実施の形態４にかかる受信回路６ａは、交流結合素子としてコンデンサを利用し
た場合であっても適用可能である。交流結合素子としてコンデンサを利用した場合におけ
る信号伝達システムの実装状態を示す模式図を図２３に示す。図２３に示すように、実施
の形態４の第１の変形例では、トランス１０ａとトランス１０ｂが電極Ｃｅ１ａと電極Ｃ
ｅ２ａとを有する第１のコンデンサＣｃａと、電極Ｃｅ１ｂと電極Ｃｅ２ｂとを有する第
２のコンデンサＣｃｂに置き換えられている。また、実施の形態４にかかる第１の変形例
にかかる信号伝達システムのブロック図を図２４に示す。図２４に示すように、第１の変
形例では、トランス１０ａ及びトランス１０ｂが第１のコンデンサ１１ａ及び第２のコン
デンサ１１ｂに置き換えられる。
【００７６】
　このように、トランスをコンデンサに置き換えた場合であっても、コンデンサを介して
送受信される信号はトランスを用いた実施の形態４にかかる信号伝達システムと同じにな
るため、上記説明した電源間ノイズの振幅減衰効果を同様に得ることができる。
【００７７】
　また、実施の形態４にかかる第２の変形例にかかる信号伝達システムのブロック図を図
２５に示す。図２５に示すように、実施の形態４の第２の変形例では、ノイズ除去部３１
を有する受信回路６ｃを示す。ノイズ除去部３１は、低域除去フィルタ２１及び差動増幅
器２４を有する。低域除去フィルタ２１は、差動増幅器２４の正転入力端子と第１の二次
側コイルＬ１２の一端との間と、差動増幅器２４の反転入力端子と第２の二次側コイルＬ
２２の一端との間と、にそれぞれ設けられる。このように、差動増幅器２４の前段に低域
除去フィルタ２１を設けることで、差動増幅器２４には、低域除去フィルタ２１により減
衰された電源間ノイズが入力される。これにより、実施の形態４の第２の変形例にかかる
信号伝達システムでは、第１の伝達用信号Ｖ１２ａ及び第２の伝達用信号Ｖ２２ａの電源
間ノイズの大きさをさらに小さくすることが可能になる。
【００７８】
　実施の形態５
　実施の形態５にかかる信号伝達システムについて説明する。なお、以下の説明では、実
施の形態１、４にかかる信号伝達システムにおいて説明した要素については、実施の形態
１、４にかかる信号伝達システムの説明で使用した符号と同一の符号を付して説明を省略
する。
【００７９】
　実施の形態５にかかる信号伝達システムのブロック図を図２６に示す。図２６に示すよ
うに、実施の形態５にかかる信号伝達システムは、実施の形態４にかかる信号伝達システ
ムの送信回路５ａを送信回路５ｂに置き換えたものである。送信回路５ｂは、送信バッフ
ァ２６として差動増幅器２６を有する。差動増幅器２６は、第２の電源電圧ＶＤＤ２及び
第２の接地電圧ＧＮＤ２に基づき動作する。差動増幅器２６は、第１の入力データＶｉｎ
１と第２の入力データＶｉｎ２との電位差に基づき、所定の振幅を有するパルス信号が重
畳された第１の送信信号Ｖ１１及び第２の送信信号Ｖ２１を生成する。ここで、実施の形
態５では、第１の入力データＶｉｎ１と第２の入力データＶｉｎ２は、互いに反転する信
号とする。また、第１の送信信号Ｖ１１及び第２の送信信号Ｖ２１は振幅中心電位に対し
て互いに逆の振幅方向を有するパルス信号が重畳される信号であるものとする。
【００８０】
　続いて、実施の形態５にかかる信号伝達システムの動作について説明する。実施の形態
５にかかる信号伝達システムの動作を示すタイミングチャートを図２７に示す。図２７に
示すように、実施の形態５にかかる信号伝達システムでは、第１の送信信号Ｖ１１に振幅
中心電位に対して正の方向に振れるパルス信号が重畳される期間に第２の送信信号Ｖ２１
には振幅中心電位に対して負の方向に振れるパルス信号が重畳される。また、第１の送信
信号Ｖ１１に振幅中心電位に対して負の方向に振れるパルス信号が重畳される期間に第２
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の送信信号Ｖ２１には振幅中心電位に対して正の方向に振れるパルス信号が重畳される。
また、第１の送信信号Ｖ１１と第２の送信信号Ｖ２１は、第２の接地電圧ＧＮＤ２に対し
て振幅中心電位が変動しない。
【００８１】
　一方、図２７に示す例では、第１の接地電圧ＧＮＤ１と第２の接地電圧ＧＮＤ２との間
にＧＮＤ２－ＧＮＤ１において示される相対的な電位の変動が生じる。この相対的な電位
の変動に基づき生じた電源間ノイズＶｎｏｉｓｅは、第１の受信信号Ｖ１２及び第２の受
信信号Ｖ２２に重畳される。そのため、第１の受信信号Ｖ１２及び第２の受信信号Ｖ２２
の振幅中心電位は第１の接地電圧ＧＮＤ１に対して電源間ノイズＶｎｏｉｓｅに応じた変
動を生じる。この電源間ノイズＶｎｏｉｓｅの大きさは、受信バッファ２５の上側閾値電
圧Ｖｔｈ１及び下側閾値電圧Ｖｔｈ２の電位差よりも大きくなる。
【００８２】
　そして、実施の形態５にかかる信号伝達システムでは、差動増幅器２４が第１の受信信
号Ｖ２３及び第２の受信信号Ｖ２２に基づき第１の伝達用信号Ｖ１２ａ及び第２の伝達用
信号Ｖ２２ａを生成する。ここで、第１の受信信号Ｖ１２及び第２の受信信号Ｖ２２に重
畳される電源間ノイズＶｎｏｉｓｅは、トランス１０ａ、１０ｂを構成するコイルの他方
の端子がともに同じ関係にある電源系に接続されているため、同位相かつ同振幅レベルと
なる。このとき、差動増幅器２４は、同相除去比ＣＭＲＲに基づきこの電源間ノイズＶｎ
ｏｉｓｅの信号レベルを減衰させる。減衰後の電源間ノイズの大きさはＶｎｏｉｓｅ×Ｃ
ＭＲＲとなる。
【００８３】
　このように、第１の受信信号Ｖ１２及び第２の受信信号Ｖ２２が差動増幅器２４を介す
ることで、第１の伝達用信号Ｖ１２ａ及び第２の伝達用信号Ｖ２２ａの電源間ノイズの振
幅は、受信バッファ２５の上側閾値電圧Ｖｔｈ１及び下側閾値電圧Ｖｔｈ２の電位差より
も小さくなる。これにより、受信バッファ２５は、電源間ノイズＶｎｏｉｓｅの影響を受
けることなく第１の伝達用信号Ｖ１２ａ及び第２の伝達用信号Ｖ２２ａにより伝達される
パルス信号に基づき入力データＶｉｎ１、Ｖｉｎ２を再生した出力データＶｏｕｔを得る
ことができる。
【００８４】
　上記説明より、実施の形態５にかかる信号伝達システムでは、送信回路５ｂが出力する
信号形式が実施の形態４にかかる信号伝達システムから変更されたが、受信回路６ｂにお
いては実施の形態４と同じ同位相の電源間ノイズが生じる。そのため、実施の形態４と同
様にノイズ除去部（例えば、差動増幅器２４）を設けることで、電源間ノイズの影響を低
減して受信バッファ２５によるデータ再生処理の信頼性を向上させることができる。
【００８５】
　また、実施の形態５においても、交流結合素子としてコンデンサを用いることが可能で
ある。そこで、実施の形態５の信号伝達システムにおいて交流結合素子としてコンデンサ
を利用した変形例のブロック図を図２８に示す。図２８に示すように、図２６において示
したブロック図のトランス１０ａ、１０ｂをコンデンサ１１ａ、１１ｂに置き換えること
で実施の形態５にかかる信号伝達システムの変形例を実現することができる。
【００８６】
　実施の形態６
　実施の形態６にかかる信号伝達システムについて説明する。なお、以下の説明では、実
施の形態１、４、５にかかる信号伝達システムにおいて説明した要素については、実施の
形態１、４、５にかかる信号伝達システムの説明で使用した符号と同一の符号を付して説
明を省略する。
【００８７】
　実施の形態６にかかる信号伝達システムのブロック図を図２９に示す。図２９に示すよ
うに、実施の形態６にかかる信号伝達システムは、実施の形態１にかかる信号伝達システ
ムの受信回路６を受信回路６ｄに置き換えたものである。受信回路６ｄは、ノイズ除去部
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３２、受信バッファ２５を有する。受信バッファ２５は、実施の形態４において説明した
受信バッファと同じものである。
【００８８】
　ノイズ除去部３２は、差動増幅器２４、参照ノイズ生成部３２ａを有する。差動増幅器
２４は、実施の形態４において説明した差動増幅器２４と同じものである。実施の形態７
では、差動増幅器２４は、正転入力端子にトランス１０の二次側コイルＬ２により生成さ
れた第１の受信信号Ｖ２が入力され、反転入力端子に参照ノイズ生成部３２ａにおいて生
成された参照ノイズ信号Ｖ３ｒが入力される。
【００８９】
　参照ノイズ生成部３２ａ、レプリカコンデンサＣｒ、抵抗Ｒ３ｒを有する。レプリカコ
ンデンサＣｒは、トランス１０の一次側コイルＬ１と二次側コイルＬ２との間に形成され
る寄生容量Ｃｐと実質的に同じ容量値を有する。レプリカコンデンサＣｒは、一方の端子
が第２の接地電圧ＧＮＤ２が供給される送信回路５の接地配線に接続され、他方の端子が
差動増幅器２４の反転入力端子に接続される。抵抗Ｒ３ｒは、トランス１０の二次側コイ
ルＬ２の寄生抵抗値と実質的に同じ抵抗値を有する。抵抗Ｒ３ｒは、一方の端子が第１の
接地電圧ＧＮＤ１が供給される受信回路の接地配線に接続され、他方の端子がレプリカコ
ンデンサＣｒの他方の端子に接続される。抵抗Ｒ３ｒは、レプリカコンデンサＣｒと差動
増幅器２４の反転入力端子とを接続するノードに電圧値が第１の接地電圧ＧＮＤ１となる
バイアス電圧を与える。
【００９０】
　参照ノイズ生成部３２ａは、レプリカコンデンサＣｒと抵抗Ｒ３ｒとにより、電源間ノ
イズの発生原因となるトランス１０の寄生回路の等価回路を構成する。これにより、参照
ノイズ生成部３２ａは、レプリカコンデンサＣｒの差動増幅器２４側の端子にトランス１
０において発生する電源間ノイズと同位相かつ同振幅レベルを有する参照ノイズ信号Ｖ３
ｒを生成する。
【００９１】
　実施の形態６にかかる信号伝達システムでは、差動増幅器２４に同じ位相を有する二次
側コイルＬ２を介して得られる第１の受信信号Ｖ２に重畳された電源間ノイズと参照ノイ
ズ信号Ｖ３ｒとが入力される。そのため、差動増幅器２４は、実施の形態４の場合と同様
に同相除去比に基づき第１の受信信号Ｖ２に重畳された電源間ノイズの振幅レベルを減衰
させることが可能になる。つまり、実施の形態６の差動増幅器２４が出力する第１の伝達
用信号Ｖ１２ａ及び第２の伝達用信号Ｖ２２ａは、実施の形態４の差動増幅器２４が出力
するものと等価になる。
【００９２】
　上記説明より、実施の形態６にかかる信号伝達システムでは、信号の伝達チャネルが１
つ（例えば、トランスが１つ）の場合であっても、電源間ノイズと同位相の参照ノイズ信
号Ｖ３ｒを生成する参照ノイズ生成部３２ａを設けることで、差動増幅器２４の同相除去
比に基づく電源間ノイズの振幅レベルの低減が可能になる。
【００９３】
　実施の形態７
　実施の形態７にかかる信号伝達システムについて説明する。なお、以下の説明では、実
施の形態１、４～６にかかる信号伝達システムにおいて説明した要素については、実施の
形態１、４～６にかかる信号伝達システムの説明で使用した符号と同一の符号を付して説
明を省略する。
【００９４】
　実施の形態７にかかる信号伝達システムのブロック図を図３０に示す。図３０に示すよ
うに、実施の形態７にかかる信号伝達システムは、実施の形態１にかかる信号伝達システ
ムの受信回路６を受信回路６ｅに置き換えたものである。受信回路６ｅは、ノイズ除去部
３３、受信バッファ２５を有する。受信バッファ２５は、実施の形態４において説明した
受信バッファと同じものである。
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【００９５】
　ノイズ除去部３３は、差動増幅器２４、参照ノイズ生成部３３ａを有する。差動増幅器
２４は、実施の形態４において説明した差動増幅器２４と同じものである。実施の形態７
では、差動増幅器２４は、正転入力端子にトランス１０の二次側コイルＬ２により生成さ
れた第１の受信信号Ｖ２が入力され、反転入力端子に参照ノイズ生成部３３ａにおいて生
成された第２の参照ノイズ信号Ｖ４ｒａ（実施の形態６の参照ノイズ信号Ｖ３ｒに対応す
る信号）が入力される。
【００９６】
　参照ノイズ生成部３３ａ、レプリカコンデンサＣｒ、レプリカコイルＬ３ｒ、増幅器２
７を有する。本実施の形態におけるレプリカコンデンサＣｒは、トランス１０の一次側コ
イルＬ１と二次側コイルＬ２との間に形成される寄生容量Ｃｐよりも小さい容量値を有す
る。レプリカコンデンサＣｒは、一方の端子が第２の接地電圧ＧＮＤ２が供給される送信
回路５の接地配線に接続され、他方の端子が増幅器２７の入力端子に接続される。レプリ
カコイルＬ３ｒは、トランス１０の二次側コイルＬ２よりもコイルの直径が小さく、二次
側コイルＬ２と同一の構造を有する。また、レプリカコイルＬ３ｒは、二次側コイルＬ２
と同一の中心点座標を有する位置に形成される。レプリカコイルＬ３ｒは、一方の端子が
第１の接地電圧ＧＮＤ１が供給される受信回路の接地配線に接続され、他方の端子がレプ
リカコンデンサＣｒの他方の端子に接続される。増幅器２７は、レプリカコンデンサＣｒ
と差動増幅器２４の反転入力端子との間に設けられる。増幅器２７は、第１の電源電圧Ｖ
ＤＤ１と第１の接地電圧ＧＮＤ１とに基づき動作する。また、増幅器２７は、レプリカコ
ンデンサＣｒ及びレプリカコイルＬ３ｒにより生成される第１の参照ノイズ信号Ｖ４ｒを
増幅して第２の参照ノイズ信号Ｖ４ｒａを出力する。
【００９７】
　参照ノイズ生成部３３ａは、レプリカコンデンサＣｒとレプリカコイルＬ３ｒとにより
、電源間ノイズの発生原因となるトランス１０の寄生回路の等価回路を構成する。また、
実施の形態７では、レプリカコンデンサＣｒとレプリカコイルＬ３ｒをトランス１０の対
応する素子よりも小さくししているため、レプリカコンデンサＣｒとレプリカコイルＬ３
ｒとにより生成される第１の参照ノイズ信号Ｖ４ｒは、トランス１０により発生する電源
間ノイズよりも振幅が小さくなる。そこで、実施の形態７では、第１の参照ノイズ信号Ｖ
４ｒを増幅器２７により増幅することで電源間ノイズと振幅レベルが等しくなる第２の参
照ノイズ信号Ｖ４ｒａを生成する。これにより、参照ノイズ生成部３３ａは、レプリカコ
ンデンサＣｒの差動増幅器２４側の端子にトランス１０において発生する電源間ノイズと
同位相かつ同振幅レベルを有する参照ノイズ信号Ｖ４ｒａを生成する。
【００９８】
　実施の形態６にかかる信号伝達システムでは、差動増幅器２４に同じ位相を有する二次
側コイルＬ２を介して得られる第１の受信信号Ｖ２に重畳された電源間ノイズと参照ノイ
ズ信号Ｖ４ｒａとが入力される。そのため、差動増幅器２４は、実施の形態４の場合と同
様に同相除去比に基づき第１の受信信号Ｖ２に重畳された電源間ノイズの振幅レベルを減
衰させることが可能になる。つまり、実施の形態７の差動増幅器２４が出力する第１の伝
達用信号Ｖ１２ａ及び第２の伝達用信号Ｖ２２ａは、実施の形態４の差動増幅器２４が出
力するものと等価になる。
【００９９】
　また、実施の形態７では、レプリカコイルＬ３ｒを有することで、信号伝達システムの
外部から混入する外来磁気変動への耐性を高める。レプリカコイルＬ３ｒは、二次側コイ
ルＬ２と同一の中心座標を有する位置に形成される。そのため、二次側コイルＬ２に外来
磁気変動に起因する外来ノイズが発生した場合に、レプリカコイルＬ３ｒにも二次側コイ
ルＬ２と同じ位相の外来ノイズが発生する。つまり、実施の形態７では、第１の参照ノイ
ズ信号Ｖ４ｒには、外来ノイズに起因する信号を反映した参照外来ノイズ信号を含む。こ
の参照外来ノイズ信号は、第１の参照ノイズ信号Ｖ４ｒと同時に増幅されることで、差動
増幅器２４の反転入力端子に達した時点において、二次側コイルＬ２で発生した外来ノイ
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ズと同位相かつ同振幅となる。そのため、実施の形態７では、差動増幅器２４において外
来ノイズ成分も電源間ノイズと同様に減衰される。
【０１００】
　上記説明より、実施の形態７にかかる信号伝達システムでは、参照ノイズ生成部３３ａ
により実施の形態６と同様に信号伝達時の信頼性を向上させることができる。また、実施
の形態７にかかる信号伝達システムでは、レプリカコンデンサＣｒの容量値を実施の形態
６よりも小さくし、かつ、レプリカコイルＬ３ｒのコイル径をトランス１０の二次側コイ
ルＬ２よりも小さくする。そして、実施の形態７では、これらレプリカコンデンサＣｒ及
びレプリカコイルＬ３ｒにより生成される第１の参照ノイズ信号Ｖ４ｒを増幅して差動増
幅器２４に出力する。レプリカコンデンサＣｒ及びレプリカコイルＬ３ｒは一般的に回路
面積が大きいが、実施の形態７では、これら素子を小さく形成することが可能であるため
、受信回路６ｅの回路面積を小さくすることが可能である。なお、実施の形態７では、増
幅器２７を新たに設けるため、回路規模は大きくなると考えられるが、増幅器２７による
回路面積増加分よりもレプリカコンデンサＣｒ及びレプリカコイルＬ３ｒの回路面積減少
分の方が遙かに大きいため、全体の回路面積は小さくなる。
【０１０１】
　また、受信回路６ｅは、例えば、モーター等の電動機の近傍に実装されることがあるが
、このような場合、モーターの磁界の変動に起因して外部磁界変動がトランスの動作に影
響を及ぼす危険がある。しかし、実施の形態７では、レプリカコイルＬ３ｒを設けること
で、外部磁界変動に起因して二次側コイルＬ２に発生する外来ノイズの影響をなくすこと
ができる。このようにノイズを低減することで、受信回路６ｅの信頼性を格段に向上させ
ることができる。
【０１０２】
　実施の形態８
　実施の形態８にかかる信号伝達システムについて説明する。なお、以下の説明では、実
施の形態１、４～７にかかる信号伝達システムにおいて説明した要素については、実施の
形態１、４～７にかかる信号伝達システムの説明で使用した符号と同一の符号を付して説
明を省略する。
【０１０３】
　実施の形態８にかかる信号伝達システムのブロック図を図３１に示す。図３１に示すよ
うに、実施の形態８にかかる信号伝達システムは、実施の形態１にかかる信号伝達システ
ムの受信回路６を受信回路６ｆに置き換えたものである。受信回路６ｆは、ノイズ除去部
３４、受信バッファ２５を有する。受信バッファ２５は、実施の形態４において説明した
受信バッファと同じものである。
【０１０４】
　ノイズ除去部３４は、差動増幅器２４、参照ノイズ生成部３４ａを有する。差動増幅器
２４は、実施の形態４において説明した差動増幅器２４と同じものである。実施の形態８
では、差動増幅器２４は、正転入力端子にトランス１０の二次側コイルＬ２により生成さ
れた第１の受信信号Ｖ２が入力され、反転入力端子に参照ノイズ生成部３４ａにおいて生
成された参照ノイズ信号Ｖ５ｒ（実施の形態６の参照ノイズ信号Ｖ３ｒに対応する信号）
が入力される。
【０１０５】
　参照ノイズ生成部３４ａ、レプリカコンデンサＣｒ、レプリカコイルＬ３ｒ、増幅器２
８、２９を有する。本実施の形態におけるレプリカコンデンサＣｒは、トランス１０の一
次側コイルＬ１と二次側コイルＬ２との間に形成される寄生容量Ｃｐよりも小さい容量値
を有する。レプリカコンデンサＣｒは、一方の端子が第２の接地電圧ＧＮＤ２が供給され
る送信回路５の接地配線に接続され、他方の端子が増幅器２８の入力端子に接続される。
レプリカコイルＬ３ｒは、トランス１０の二次側コイルＬ２よりもコイルの直径が小さく
、二次側コイルＬ２と同一の構造を有する。また、レプリカコイルＬ３ｒは、二次側コイ
ルＬ２と同一の中心点座標を有する位置に形成される。レプリカコイルＬ３ｒは、一方の
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端子が第１の接地電圧ＧＮＤ１が供給される受信回路の接地配線に接続され、他方の端子
が増幅器２９の入力端子に接続される。増幅器２８は、レプリカコンデンサＣｒと差動増
幅器２４の反転入力端子との間に設けられる。
【０１０６】
　増幅器２８は、第１の電源電圧ＶＤＤ１と第１の接地電圧ＧＮＤ１とに基づき動作する
。また、増幅器２８は、レプリカコンデンサＣｒにより生成される参照電源間ノイズ信号
Ｖ５ｃｒを増幅して出力する。増幅器２９は、第１の電源電圧ＶＤＤ１と第１の接地電圧
ＧＮＤ１とに基づき動作する。また、増幅器２９は、レプリカコイルＬ３ｒにより生成さ
れる参照外来ノイズ信号Ｖ５ｌｒを増幅して出力する。そして、増幅器２８、２９は、互
いの出力を合成して参照ノイズ信号Ｖ５ｒを生成する。また、増幅器２８、２９は、互い
に独立した増幅率を有する。なお、増幅器２８、２９の増幅率は同一であっても構わない
。
【０１０７】
　上記説明より、実施の形態８にかかる参照ノイズ生成部３４ａは、実施の形態７にかか
る参照ノイズ生成部３３ａの増幅器２７を、レプリカコンデンサＣｒとレプリカコイルＬ
３ｒとにそれぞれ独立して設けたものに相当する。このようにすることで、レプリカコン
デンサＣｒの容量値とレプリカコイルＬ３ｒのインダクタンス値とを独立して設定するこ
とが可能になる。そして、増幅器２８、２９によって、参照電源間ノイズ信号Ｖ５ｃｒと
参照外来ノイズ信号Ｖ５ｌｒの大きさをそれぞれ設定することで、実施の形態７における
参照ノイズ信号Ｖ４ｒａと等価な参照ノイズ信号Ｖ５ｒを得ることができる。つまり、実
施の形態８にかかる参照ノイズ生成部３４ａは、実施の形態７にかかる参照ノイズ生成部
３３ａよりも自由度の高い設計が可能となる。
【０１０８】
　ここで、実施の形態８にかかる信号伝達システムの実装概念図を図３２に示す。図３２
に示すように、レプリカコイルＬ３ｒは、トランス１０の二次側コイルＬ２よりも直径が
小さく設定される。そして、レプリカコンデンサＣｒとレプリカコイルＬ３ｒからの信号
は、増幅器２８、２９において増幅され、差動増幅器２４に入力される。差動増幅器２４
では、二次側コイルＬ２から入力される第１の受信信号Ｖ２から増幅器２８から入力され
る信号及び増幅器２９から入力される信号を引くことで第１の伝達用信号Ｖ１２ａ及び第
２の伝達用信号Ｖ２２ａを生成する。なお、図３２に示す実装概念図では、説明のために
、一次側コイルＬ１、二次側コイルＬ２及びレプリカコイルＬ３ｒをそれぞれ異なる位置
に配置したが、実際に実装される状態では、一次側コイルＬ１、二次側コイルＬ２及びレ
プリカコイルＬ３ｒは中心位置が同一直線上に位置するように配置される。
【０１０９】
　実施の形態９
　実施の形態９にかかる信号伝達システムについて説明する。なお、以下の説明では、実
施の形態１、４～８にかかる信号伝達システムにおいて説明した要素については、実施の
形態１、４～８にかかる信号伝達システムの説明で使用した符号と同一の符号を付して説
明を省略する。
【０１１０】
　実施の形態９にかかる信号伝達システムのブロック図を図３３に示す。図３３に示すよ
うに、実施の形態９にかかる信号伝達システムは、実施の形態１にかかる信号伝達システ
ムの受信回路６を受信回路６ｇに置き換えたものである。受信回路６ｇは、ノイズ除去部
３５、受信バッファ２５を有する。受信バッファ２５は、実施の形態４において説明した
受信バッファと同じものである。
【０１１１】
　ノイズ除去部３５は、実施の形態６のノイズ除去部３２の参照ノイズ生成部３２ａに代
えてダミー交流結合素子（例えば、ダミートランス１０ｃ）を用いるものである。ダミー
トランス１０ｃは、一次側コイルＬ１ｄと二次側コイルＬ２ｄとにより構成される。この
ダミートランス１０ｃは、トランス１０と同一の構造を有するものである。そのため、ダ
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ミートランス１０ｃにおいても一次側コイルＬ１ｄと二次側コイルＬ２ｄとの間に寄生容
量Ｃｐが存在する。
【０１１２】
　ダミートランス１０ｃの一次側コイルＬ１ｄは、一方の端子が第２の接地電圧ＧＮＤ２
が供給される送信回路５の接地配線に接続され、他方の端子が開放端（オープン）となっ
ている。なお、一次側コイルＬ１ｄの他方の端子には、第２の接地電圧ＧＮＤ２が供給さ
れていても良く、また、バッファ等の素子が接続されていても構わない。ダミートランス
の二次側コイルＬ２ｄは、一方の端子が第１の接地電圧ＧＮＤ１が供給される受信回路６
ｇの接地配線に接続され、他方の端子が差動増幅器２４の反転入力端子に接続される。
【０１１３】
　ダミートランス１０ｃは、トランス１０と同様に寄生容量Ｃｐを有する。また、一次側
コイルＬ１ｄがトランス１０の一次側コイルＬ１と同様に第２の接地電圧ＧＮＤ２を基準
として動作し、二次側コイルＬ２ｄがトランス１０の二次側コイルと同様に第１の接地電
圧ＧＮＤ１を基準として動作する。そのため、ダミートランス１０ｃの二次側コイルＬ２
ｄの差動増幅器２４側の端子にはトランス１０で発生する電源間ノイズと同位相かつ同振
幅を有する参照ノイズ信号が発生する。
【０１１４】
　差動増幅器２４に二次側コイルＬ２を介して得られる第１の受信信号Ｖ２と二次側コイ
ルＬ２ｄにおいて生成される参照ノイズ信号とを入力することで、実施の形態９の差動増
幅器２４は、実施の形態６の差動増幅器２４と同様に電源間ノイズの振幅レベルを低減す
ることができる。
【０１１５】
　また、実施の形態９では、ダミートランス１０ｃは、トランス１０とは異なる領域に形
成されるものとする。しかし、外来磁気変動が生じた場合、外来磁気変動の影響は近傍に
形成されたダミートランス１０ｃとトランス１０とにほぼ同じ影響を及ぼす。つまり、実
施の形態９では、ダミートランス１０ｃを設けることで、外来磁気変動に起因する外来ノ
イズに対してもダミートランス１０ｃとトランス１０とで同位相かつ同振幅のノイズが発
生する。したがって、実施の形態９においても、実施の形態７、８と同様に外来ノイズに
対する耐性を向上させることができる。
【０１１６】
　なお、実施の形態９にかかる信号伝達システムの構成は、トランスをコンデンサに変更
した変形例においても適用可能である。そこで、実施の形態９の変形例にかかる信号伝達
システムのブロック図を図３４に示す。図３４に示すように、実施の形態９の変形例にか
かる信号伝達システムでは、受信回路６ｈが受信回路６ｆのノイズ除去部３５に対応する
ノイズ除去部３６を有する。ノイズ除去部３６では、ダミー交流結合素子１１ｃとしてコ
ンデンサＣｃと同一形状を有するダミーコンデンサＣｃｄを有する。このような変形例に
おいても、差動増幅器２４の正転入力端子と反転入力端子には同位相かつ同振幅の電源間
ノイズが与えられるため、差動増幅器２４の出力において電源間ノイズの振幅レベルを低
減することができる。
【０１１７】
　実施の形態１０
　実施の形態１０にかかる信号伝達システムについて説明する。なお、以下の説明では、
実施の形態１、４～９にかかる信号伝達システムにおいて説明した要素については、実施
の形態１、４～９にかかる信号伝達システムの説明で使用した符号と同一の符号を付して
説明を省略する。
【０１１８】
　実施の形態１０にかかる信号伝達システムのブロック図を図３５に示す。図３５に示す
ように、実施の形態１０にかかる信号伝達システムでは、複数の送信回路５と受信回路６
ｉとの組に対して１つのダミートランス１０ｃが設けられる。受信回路６ｉは、それぞれ
差動増幅器２４を有している。差動増幅器２４は、対応する二次側コイルＬ２において生
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成される第１の受信信号Ｖ２が正転入力端子に入力され、反転入力端子にダミートランス
１０ｃにおいて生成される参照ノイズ信号が入力される。
【０１１９】
　つまり、実施の形態１０にかかる信号伝達システムは、実施の形態９において説明した
ダミートランス１０ｃを複数の複数の送信回路５と受信回路６ｉとの組で共有するもので
あり、実施の形態９と同様に信号伝達の信頼性を向上させることができる。
【０１２０】
　実施の形態１１
　実施の形態１１にかかる信号伝達システムについて説明する。なお、以下の説明では、
実施の形態１、４～９にかかる信号伝達システムにおいて説明した要素については、実施
の形態１、４～９にかかる信号伝達システムの説明で使用した符号と同一の符号を付して
説明を省略する。
【０１２１】
　実施の形態１１にかかる信号伝達システムのブロック図を図３６に示す。図３６に示す
ように実施の形態１１にかかる信号伝達システムでは、送信回路５と受信回路６ｊとを接
続するトランスの形態が他の実施の形態と異なる。実施の形態１１にかかるトランス１０
ｄは、信号伝達に利用する交流結合素子として利用されるトランスと、参照ノイズ信号を
生成するために利用されるトランスとが一体に形成される。
【０１２２】
　トランス１０ｄは、一次側コイルＬ１、二次側コイルＬ２及びダミー二次側コイルＬ２
ｄｄを有する。トランス１０ｄでは、二次側コイルＬ２とダミー二次側コイルＬ２ｄｄと
が一体に形成される。そして、二次側コイルＬ２とダミー二次側コイルＬ２ｄｄとの接続
点に第１の接地電圧ＧＮＤ１が供給される。一方、一次側コイルＬ１は、二次側コイルＬ
２とダミー二次側コイルＬ２ｄｄとの両方に対応して形成される。このとき、一次側コイ
ルＬ１と二次側コイルＬ２との間に形成される寄生容量Ｃｐ１と一次側コイルＬ１とダミ
ー二次側コイルＬ２ｄｄとの間に形成される寄生容量Ｃｐ２との容量値を実質的に同じに
することが好ましい。これは、一次側コイルＬ１と二次側コイルＬ２の間で発生する電源
間ノイズと、一次側コイルとダミー二次側コイルＬ２ｄｄとの間で発生する電源間ノイズ
とを等しくするためである。
【０１２３】
　続いて、トランス１０ｄと送信回路５との接続について説明する。トランス１０ｄの一
次側コイルＬ１の一方の端子は、第２の接地電圧ＧＮＤ２が供給される送信回路５の接地
配線と接続され、他方の端子は、送信バッファ２０の出力に接続される。
【０１２４】
　次に、トランス１０ｄと受信回路６ｊとの接続について説明する。実施の形態１１にか
かる信号伝達システムの受信回路６ｊは、上記実施の形態において説明した差動増幅器２
４と受信バッファ２５を備える。トランス１０ｄの二次側コイルＬ２の一方の端子は差動
増幅器２４の正転入力端子に接続され、ダミー二次側コイルＬ２ｄｄの一方の端子は差動
増幅器２４の反転入力端子に接続される。トランス１０ｄの二次側コイルＬ２の他方の端
子とダミー二次側コイルＬ２ｄｄの他方の端子は共通に接続され、第１の接地電圧ＧＮＤ
１が供給される。なお、トランス１０ｄでは、二次側コイルＬ２の一方の端子に第１の受
信信号Ｖ７１が生成され、ダミー二次側コイルＬ２ｄｄの他方の端子に第２の受信信号Ｖ
７２が生成される。この第１の受信信号Ｖ７１と第２の受信信号Ｖ７２は、重畳されるパ
ルス信号の振幅が反転した信号である。また、差動増幅器２４は、第１の受信信号Ｖ７１
及び第２の受信信号Ｖ７２との電位差に基づき第１の伝達用信号Ｖ７１ａ及び第２の伝達
用信号Ｖ７２ａを生成する。
【０１２５】
　実施の形態１１にかかる信号伝達システムでは、ダミー二次側コイルＬ２ｄｄと、差動
増幅器２４によりノイズ除去部３７が構成される。また、ノイズ除去部３７と受信バッフ
ァ２５により受信回路６ｊが構成される。このとき、ダミー二次側コイルＬ２ｄｄは、参
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照ノイズ生成部として動作する。
【０１２６】
　ここで、トランス１０ｄの実装概念図を図３７に示す。図３７に示すように、一次側コ
イルＬ１は、巻線の両端に送信バッファ２０の出力又は第２の接地電圧ＧＮＤ２が与えら
れる。一方、二次側コイルＬ２とダミー二次側コイルＬ２ｄｄは一本の巻線により形成さ
れ、二次側コイルＬ２とダミー二次側コイルＬ２ｄｄとの接続点に第１の接地電圧ＧＮＤ
１が供給される。なお、図３７では、一次側コイルの中心位置が二次側コイルＬ２及びダ
ミー二次側コイルＬ２ｄｄの中心位置と異なるが、実際に実装する際には、３つのコイル
の中心位置は同一直線上に設定される。
【０１２７】
　続いて、実施の形態１１にかかる信号伝達システムの動作について説明する。実施の形
態１１にかかる信号伝達システムの動作を示すタイミングチャートを図３８に示す。図３
８に示すように、実施の形態１１にかかる信号伝達システムでは、入力データＶｉｎがハ
イレベルからロウレベルへと切り替わる信号である。このような入力データＶｉｎに基づ
き送信バッファ２０は、第１の送信信号Ｖ１を生成する。第１の送信信号Ｖ１は、入力デ
ータＶｉｎがハイレベルの期間は振幅中心電位に対して正の方向に振れるパルス信号が重
畳され、入力データＶｉｎがロウレベルの期間は振幅中心電位に対して負の方向に振れる
パルス信号が重畳される。このとき、入力データＶｉｎ及び第１の送信信号Ｖ１は、第２
の接地電圧ＧＮＤ２に対して振幅中心電位が変動しない。
【０１２８】
　一方、図３８に示す例では、第１の接地電圧ＧＮＤ１と第２の接地電圧ＧＮＤ２との間
にＧＮＤ２－ＧＮＤ１において示される相対的な電位の変動が生じる。この相対的な電位
の変動に基づき生じた電源間ノイズＶｎｏｉｓｅは、第１の受信信号Ｖ７１及び第２の受
信信号Ｖ７２に重畳される。そのため、第１の受信信号Ｖ７１及び第２の受信信号Ｖ７２
の振幅中心電位は第１の接地電圧ＧＮＤ１に対して電源間ノイズＶｎｏｉｓｅに応じた変
動を生じる。この電源間ノイズＶｎｏｉｓｅの大きさは、受信バッファ２５の上側閾値電
圧Ｖｔｈ１及び下側閾値電圧Ｖｔｈ２の電位差よりも大きくなる。
【０１２９】
　そして、実施の形態１１にかかる信号伝達システムでは、差動増幅器２４が第１の受信
信号Ｖ７１及び第２の受信信号Ｖ７２に基づき第１の伝達用信号Ｖ７１ａ及び第２の伝達
用信号Ｖ７２ａを生成する。ここで、第１の受信信号Ｖ７１及び第２の受信信号Ｖ７２に
重畳される電源間ノイズＶｎｏｉｓｅは、一次側コイルＬ１と二次側コイルＬ２との間の
寄生容量Ｃｐ１及び一次側コイルＬ１とダミー二次側コイルＬ２ｄｄとの間の寄生容量Ｃ
ｐ２とが同じ容量値であるため、同位相かつ同振幅レベルとなる。したがって、差動増幅
器２４は、同相除去比ＣＭＲＲに基づきこの電源間ノイズＶｎｏｉｓｅの信号レベルを減
衰させる。減衰後の電源間ノイズの大きさはＶｎｏｉｓｅ×ＣＭＲＲとなる。
【０１３０】
　このように、第１の受信信号Ｖ７１及び第２の受信信号Ｖ７２が差動増幅器２４を介す
ることで、第１の伝達用信号Ｖ７１ａ及び第２の伝達用信号Ｖ７２ａの電源間ノイズの振
幅は、受信バッファ２５の上側閾値電圧Ｖｔｈ１及び下側閾値電圧Ｖｔｈ２の電位差より
も小さくなる。これにより、受信バッファ２５は、電源間ノイズＶｎｏｉｓｅの影響を受
けることなく第１の伝達用信号Ｖ７１ａ及び第２の伝達用信号Ｖ７２ａにより伝達される
パルス信号に基づき入力データＶｉｎを再生した出力データＶｏｕｔを得ることができる
。
【０１３１】
　上記説明より、実施の形態１１にかかる信号伝達システムでは、トランス１０ｄにおい
て形成される寄生容量Ｃｐ１、Ｃｐ２の容量値を実質的に同じにすることで、第１の受信
信号Ｖ７１と第２の受信信号Ｖ７２とに同位相かつ同振幅の電源間ノイズを生成する。そ
して、差動増幅器２４に第１の受信信号Ｖ７１と第２の受信信号Ｖ７２とを入力すること
で、同相除去比に基づく電源間ノイズの信号レベル減衰効果を得ることができる。
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【０１３２】
　また、実施の形態１１にかかる信号伝達システムでは、二次側コイルＬ２、ダミー二次
側コイルＬ２ｄｄ及び一次側コイルＬ１の中心位置が同一直線上に配置されるため、二次
側コイルＬ２とダミー二次側コイルＬ２ｄｄとに均等に外来磁気変動に起因する外来ノイ
ズが発生する。そのため、実施の形態１１においても外来ノイズに対する耐性を高めるこ
とが可能である。
【０１３３】
　なお、実施の形態１１にかかる信号伝達システムに低域除去フィルタ２１を追加するこ
とも可能である。低域除去フィルタ２１を追加した実施の形態１１にかかる信号伝達シス
テムの変形例のブロック図を図３９に示す。図３９に示すように、低域除去フィルタは、
二次側コイルＬ２と差動増幅器２４の正転入力端子との間、及び、ダミー二次側コイルＬ
２ｄｄと差動増幅器２４の反転入力端子との間にそれぞれ挿入される。このように、低域
除去フィルタ２１を追加することで、差動増幅器２４に入力される電源間ノイズの振幅を
小さくすることが可能である。
【０１３４】
　なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜
変更することが可能である。例えば、上記実施の形態では、接地電圧側の相対的な電位差
を例に説明したが、電源電圧側の相対的な電位差に対しても接地電圧側の相対的な電位差
と同様に電源間ノイズを低減させることが可能である。また、実施の形態３以外の実施例
においても受信バッファの出力にパワートランジスタＱ１を接続することが可能である。
この場合、上記説明において第１の接地電圧として説明した部分を基準電圧ＶＥに置き換
えれば良い。
【０１３５】
　この出願は、２００９年２月２０日に出願された日本出願特願２００９－０３８０７０
を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【産業上の利用可能性】
【０１３６】
　本発明は、第１の電源系で動作する回路と、第１の電源系とは異なる電源電圧が設定さ
れる第２の電源系で動作する回路との間で信号の送受信が行われるシステムにおいて利用
することができる。
【符号の説明】
【０１３７】
１　　半導体パッケージ
２　　リード端子
３、４、７　　半導体チップ
５、５ａ、５ｂ　　送信回路
６、６ａ～６ｊ　　受信回路
８　　半導体基板
１０、１０ａ～１０ｄ　　トランス
１１、１１ａ～１１ｃ　　コンデンサ
２０、２３ａ、２３ｂ　　送信バッファ
２１　　低域除去フィルタ
２２、２５　　受信バッファ
２４、２６　　差動増幅器
２７～２９　　増幅器
３１、３２～３７　　ノイズ除去部
３２ａ～３４ａ　　参照ノイズ生成部
Ｃｃ、Ｃｃａ、Ｃｃｂ、Ｃｃｄ、Ｃｈ　　コンデンサ
Ｃｒ　　レプリカコンデンサ
Ｃｐ、Ｃｐ１、Ｃｐ２　　寄生容量
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Ｃｅ１、Ｃｅ１ａ、Ｃｅ１ｂ　　電極
Ｃｅ２、Ｃｅ２ａ、Ｃｅ２ｂ　　電極
ＣＬＫ　　クロック信号
Ｌ１、Ｌ１１、Ｌ１ｄ、Ｌ２１　　一次側コイル
Ｌ２、Ｌ１２、Ｌ２ｄ、Ｌ２２　　二次側コイル
Ｌ３ｒ　　レプリカコイル
Ｎ１～Ｎ３　　ＮＭＯＳトランジスタ
Ｐｄ　　パッド
Ｑ１　　パワートランジスタ
Ｒ１ｈ、Ｒ２ｈ、Ｒ３ｒ　　抵抗
ＲＬ１、ＲＬ２　　負荷抵抗
Ｗ　　ボンディングワイヤ

【図１】 【図２】
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