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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の入力信号に対応して複数設けられた、前記入力信号の直流電圧をレベルシフトし
て出力するソースフォロワ回路と、
　前記ソースフォロワ回路のそれぞれと電源との間に接続され、該ソースフォロワ回路に
電源電圧をバイアスした電圧を印加するカスコード回路と、
　前記カスコード回路のバイアス電圧を、該カスコード回路と直列に接続されていないソ
ースフォロワ回路からのバイアス電圧信号により制御する手段と、
　前記ソースフォロワ回路によりレベルシフトされた信号を、差動増幅回路の入力信号と
して出力する手段と
　を備えることを特徴とする電圧レベルシフト回路。
【請求項２】
　前記ソースフォロワ回路は、
　Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタと、
　前記Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタに直列に接続され、該Ｐチャネ
ルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタの定電流負荷となるＮチャネルデプレッション
型ＭＯＳトランジスタと
　で構成され、
　かつＰ型基板上に形成されたこと
　を特徴とする請求項１に記載の電圧レベルシフト回路。
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【請求項３】
　前記カスコード回路は、少なくとも１個以上のＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトラ
ンジスタにより構成されたこと
　を特徴とする請求項１または請求項２に記載の電圧レベルシフト回路。
【請求項４】
　第１の電圧信号入力端子（Ｉｎ１）と、第１の電圧信号出力端子（Ｏｕｔ１）と、第１
のバイアス電圧出力端子（Ｂ１）を具備した第１のソースフォロワ回路と、
　第２の電圧信号入力端子（Ｉｎ２）と、第２の電圧信号出力端子（Ｏｕｔ２）と第２の
バイアス電圧出力端子（Ｂ２）を具備した第２のソースフォロワ回路と、
　前記第１のソースフォロワ回路に直列に接続された第１のカスコード回路と、
　前記第２のソースフォロワ回路に直列に接続された第２のカスコード回路と、
　前記第１のバイアス電圧出力端子（Ｂ１）より出力される電圧を基に、前記第２のカス
コード回路のバイアス電圧を制御する手段と、
　前記第２のバイアス電圧出力端子（Ｂ２）より出力される電圧を基に、前記第１のカス
コード回路のバイアス電圧を制御する手段と
　を備えることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の電圧レベルシフト回路。
【請求項５】
　ゲート端子を第１の電圧信号入力端子（Ｉｎ１）に接続し、ドレイン端子を接地した第
１のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ１）と、
　ソース端子およびゲート端子を前記第１のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトラン
ジスタ（Ｍ１）のソース端子および第１の電圧信号出力端子（Ｏｕｔ１）に接続し、ドレ
イン端子を前記第１のバイアス電圧出力端子（Ｂ１）に接続した第１のＮチャネルデプレ
ッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ３）と
　で構成され第１のソースフォロワ回路と、
　ゲート端子を第２の電圧信号入力端子（Ｉｎ２）に接続し、ドレイン端子を接地した第
２のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２）と、
　ソース端子およびゲート端子を前記第２のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトラン
ジスタ（Ｍ２）のソース端子および第２の電圧信号出力端子（Ｏｕｔ２）に接続し、ドレ
イン端子を前記第２のバイアス電圧出力端子（Ｂ２）に接続した第２のＮチャネルデプレ
ッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ４）と
　で構成される第２のソースフォロワ回路と、
　ゲート端子を第２のバイアス電圧出力端子（Ｂ２）に接続し、ソース端子を第１のＮチ
ャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ３）のドレイン端子に接続し、ドレイン
端子を電源電圧に固定した第３のＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ５
）により構成される第１のカスコード回路と、
　ゲート端子を第１のバイアス電圧出力端子（Ｂ１）に接続し、ソース端子を第２のＮチ
ャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ４）のドレイン端子に接続し、ドレイン
端子を電源電圧に固定した第４のＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ６
）により構成される第２のカスコード回路と
　を備えることを特徴とする請求項４に記載の電圧レベルシフト回路。
【請求項６】
　ゲート端子を第１の電圧信号入力端子（Ｉｎ１）に接続し、ドレイン端子を接地した第
１のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ１）と、
　ソース端子およびゲート端子を、前記第１のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトラ
ンジスタ（Ｍ１）のソース端子、第１の電圧信号出力端子（Ｏｕｔ１）および第１のバイ
アス電圧出力端子（Ｂ１）に接続した第１のＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジ
スタ（Ｍ３）と
　で構成される第１のソースフォロワ回路と、
　ゲート端子を第２の電圧信号入力端子（Ｉｎ２）に接続し、ドレイン端子を接地した第
２のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２）と、
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　ソース端子およびゲート端子を、前記第２のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトラ
ンジスタ（Ｍ２）のソース端子、第２の電圧信号出力端子（Ｏｕｔ２）および第２のバイ
アス電圧出力端子（Ｂ２）に接続した第２のＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジ
スタ（Ｍ４）と
　で構成される第２のソースフォロワ回路と、
　ゲート端子を第２のバイアス電圧出力端子（Ｂ２）に接続し、ソース端子を第１のＮチ
ャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ３）のドレイン端子に接続し、ドレイン
端子を電源電圧に固定した第３のＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ５
）により構成される第１のカスコード回路と、
　ゲート端子を第１のバイアス電圧出力端子（Ｂ１）に接続し、ソース端子を第２のＮチ
ャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ４）のドレイン端子に接続し、ドレイン
端子を電源電圧に固定した第４のＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ６
）により構成される第２のカスコード回路と
　を備えることを特徴とする請求項４に記載の電圧レベルシフト回路。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電圧レベルシフト回路及び、該電圧レベルシフト回路を用いた差動増幅回路
を含む半導体集積回路に関し、特に、相対精度及び電源変動除去率を向上させた、電圧レ
ベルシフト回路、および該電圧レベルシフト回路を使用した半導体集積回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　差動増幅回路等の入力段に、電圧レベルシフト回路を付加し、差動増幅回路の入力電圧
範囲を広げる手法は、従来から広く用いられている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　このような電圧レベルシフト回路は、例えば、図６（Ａ）に示す定電圧回路において、
エラーアンプ（差動増幅回路）１０１の入力側に挿入され、エラーアンプ（差動増幅回路
）１０１の入力電圧範囲を広げる電圧レベルシフト回路１００として使用されることがあ
る。このような定電圧回路において、出力ＤＣｏｕｔとして低い電圧（例えば、３１５ｍ
Ｖなど）を出力しようとする場合は、電力出力用のパワーＭＯＳトランジスタ３１に接続
された分圧抵抗Ｒ１、Ｒ２の本数を減らすために、電圧フィードバック信号ＶＦＢにより
、なるべく低い電圧を監視し、基準電圧回路３０から出力される基準電圧Ｖｒｅｆも３１
５ｍＶとすることが好ましい。
【０００４】
　しかしながら、エラーアンプ１０１は、図６（Ｂ）に示すような、ＭＯＳトランジスタ
を使用した差動増幅回路が使用されることが多い。この差動増幅回路（エラーアンプ）１
０１においては、Ｎチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタＭ１１のＶｄｓ(ド
レイン－ソース間電圧)は２００ｍＶ程度であり、また、Ｎチャネルエンハンスメント型
ＭＯＳトランジスタＭ９のＶｇｓ（ゲート－ソース間電圧）は、４００ｍＶ程度であり、
差動増幅回路の入力端子ＩＮ＋およびＩＮ－には、６００ｍＶ以上の入力信号が必要とな
る。したがって、基準電圧Ｖｒｅｆ（３１５ｍＶ程度の信号）や電圧フィードバック信号
ＶＦＢを電圧レベルシフト回路１００より直流電位をレベルシフトし、６００ｍＶ以上の
信号として差動増幅回路（エラーアンプ）１０１に入力する必要がある。
【０００５】
　このように、電圧レベルシフト回路により、入力信号の直流電位を正の方向にレベルシ
フトする場合は、定電流回路を負荷とするＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジ
スタを用いた、ソースフォロワ回路を用いることがある。例えば、図７に従来技術のソー
スフォロワ回路の例を示す（非特許文献１を参照）。
【０００６】
　この従来技術のソースフォロワ回路は、Ｐチャネルエンハンスメント型トランジスタＭ
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３１の負荷として、電源電圧基準で一定電圧を出力するバイアス電圧源１４とＰチャネル
エンハンスメント型ＭＯＳトランジスタＭ３２で構成された定電流源を用いている。この
とき入力電圧の直流電位Ｖｉと出力電圧の直流電位Ｖｏ関係は、定電流源により供給され
る電流をＩとすると、
  Ｖｏ＝Ｖｉ + ＶＴＰ+(Ｉ／Ｋ) 1/2・・・・・（１）、
  となる。ここで、ＶＴＰおよびＫは、ソースフォロワとして動作するＰチャネルエンハ
ンスメント型トランジスタＭ３１の閾値電圧およびコンダクタンス係数である。
【０００７】
　なお、従来技術の基準電圧回路および電子機器がある（特許文献２を参照）。しかしな
がら、この従来技術の基準電圧回路では、基準電圧回路に加わる電圧の違いを減少させ、
それぞれの出力電圧の差を小さくすることを目的としており、上述した電圧レベルシフト
回路（ソースフォロワ回路）に関するものではない。
【特許文献１】特開平０５－２２０５４号公報
【特許文献２】特開２００３－２９５９５７号公報
【非特許文献１】Behzad Razavi著、「アナログＣＭＯＳ集積回路の設計」、丸善株式会
社、平成１５年３月３０日発行、p.８２－９１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　差動増幅回路の入力に図７で示す電圧レベルシフト回路を用いる場合、少なくとも２つ
の同等の特性を有する電圧レベルシフト回路が必要となる。しかしながら、同一特性を持
つ複数の電圧レベルシフト回路を構成しようとする場合、製造上の精度により各々の電圧
レベルシフト回路の入出力電位差を同一に保つことが難しいという問題点を有する。
【０００９】
　また、図７で示す電圧レベルシフト回路では、電源電圧の変動により、定電流を供給す
るトランジスタＭ３２のソース－ドレイン間電圧が変動するため、チャネル長変調効果に
より、電源変動除去比が悪化してしまうという問題を有する。
【００１０】
　さらに図７で示す電圧レベルシフト回路の場合、電源電圧側の変動が負荷として用いた
Ｐチャネルエンハンスメント型トランジスタＭ３２の基板とドレイン端子間の寄生容量を
通じて、出力端子にあらわれるため、低周波数（＜１ｋＨｚ）における電源変動除去比が
悪いという問題点を有する。
【００１１】
　本発明はこのような問題を解決するためになされたもので、その目的は、複数の電圧レ
ベルシフト回路が必要な場合に、各々の電圧レベルシフト回路の入出力電位差を同一に保
つことができ、電源変動除去比を高めることができる、電圧レベルシフト回路、及び該電
圧レベルシフト回路を用いた半導体集積回路を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、本発明の電圧レベルシフト回
路は、複数の入力信号に対応して複数設けられた、前記入力信号の直流電圧をレベルシフ
トして出力するソースフォロワ回路と、前記ソースフォロワ回路のそれぞれと電源との間
に接続され、該ソースフォロワ回路に電源電圧をバイアスした電圧を印加するカスコード
回路と、前記カスコード回路のバイアス電圧を、該カスコード回路と直列に接続されてい
ないソースフォロワ回路からのバイアス電圧信号により制御する手段と、前記ソースフォ
ロワ回路によりレベルシフトされた信号を、差動増幅回路の入力信号として出力する手段
とを備えることを特徴とする。
　このような構成により、電圧レベルシフト回路をソースフォロワ回路で構成し、また、
それぞれのソースフォロワ回路にはカスコード回路を付加する。そして、カスコード回路
のバイアス電圧を、そのカスコード回路と直列に接続されていないソースフォロワ回路か



(5) JP 4800781 B2 2011.10.26

10

20

30

40

50

らのバイアス電圧信号により制御する。
　これにより、差動増幅回路の入力に電圧レベルシフト回路を使用する場合に、各々の電
圧レベルシフト回路における入出力電位差を精度よく同一に保つことができ、また、ソー
スフォロワ回路における電源変動除去比を高めることができる。
【００１３】
　また、本発明の電圧レベルシフト回路は、前記ソースフォロワ回路は、Ｐチャネルエン
ハンスメント型ＭＯＳトランジスタと、前記Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトラン
ジスタに直列に接続され、該Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタの定電流
負荷となるＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタとで構成され、かつＰ型基板
上に形成されたことを特徴とする。
  このような構成により、Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタとＮチャネ
ルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（定電流負荷）とをＰ型基板上に形成し、ソース
フォロワ回路を構成する。
  これにより、Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタとＮチャネルデプレッ
ション型ＭＯＳトランジスタとを使用したソースフォロワ回路を、Ｐ型基板上に容易に構
成することができる。
【００１４】
　また、本発明の電圧レベルシフト回路は、前記カスコード回路は、少なくとも１個以上
のＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタにより構成されたことを特徴とする。
  このような構成により、カスコード回路を、Ｎチャネルデプレッション型ＭＯＳトラン
ジスタを用いて容易に構成することができる。
【００１５】
　また、本発明の電圧レベルシフト回路は、第１の電圧信号入力端子（Ｉｎ１）と、第１
の電圧信号出力端子（Ｏｕｔ１）と、第１のバイアス電圧出力端子（Ｂ１）を具備した第
１のソースフォロワ回路と、第２の電圧信号入力端子（Ｉｎ２）と、第２の電圧信号出力
端子（Ｏｕｔ２）と第２のバイアス電圧出力端子（Ｂ２）を具備した第２のソースフォロ
ワ回路と、前記第１のソースフォロワ回路に直列に接続された第１のカスコード回路と、
前記第２のソースフォロワ回路に直列に接続された第２のカスコード回路と、前記第１の
バイアス電圧出力端子（Ｂ１）より出力される電圧を基に、前記第２のカスコード回路の
バイアス電圧を制御する手段と、前記第２のバイアス電圧出力端子（Ｂ２）より出力され
る電圧を基に、前記第１のカスコード回路のバイアス電圧を制御する手段とを備えること
を特徴とする。
  このような構成により、第１のソースフォロワ回路に接続された第１のカスコード回路
のバイアス電圧を、第２のソースフォロワ回路に接続された第２のカスコード回路のバイ
アス電圧を基に制御する。また、第２のソースフォロワ回路に接続された第２のカスコー
ド回路のバイアス電圧を、第１のソースフォロワ回路に接続された第１のカスコード回路
のバイアス電圧を基に制御する。すなわち、第１のカスコード回路のバイアス電圧と、第
２のカスコード回路のバイアス電圧とが等しくなるように相補に制御する。
  これにより、差動増幅回路の入力に電圧レベルシフト回路を使用する場合に、各々の電
圧レベルシフト回路における入出力電位差を精度よく同一に保つことができ、また、ソー
スフォロワ回路における電源変動除去比を高めることができる。
【００１６】
　また、本発明の電圧レベルシフト回路は、ゲート端子を第１の電圧信号入力端子（Ｉｎ
１）に接続し、ドレイン端子を接地した第１のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトラ
ンジスタ（Ｍ１）と、ソース端子およびゲート端子を前記第１のＰチャネルエンハンスメ
ント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ１）のソース端子および第１の電圧信号出力端子（Ｏｕｔ
１）に接続し、ドレイン端子を前記第１のバイアス電圧出力端子（Ｂ１）に接続した第１
のＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ３）とで構成される第１のソース
フォロワ回路と、ゲート端子を第２の電圧信号入力端子（Ｉｎ２）に接続し、ドレイン端
子を接地した第２のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２）と、ソー
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ス端子およびゲート端子を前記第２のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ
（Ｍ２）のソース端子および第２の電圧信号出力端子（Ｏｕｔ２）に接続し、ドレイン端
子を前記第２のバイアス電圧出力端子（Ｂ２）に接続した第２のＮチャネルデプレッショ
ン型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ４）とで構成される第２のソースフォロワ回路と、ゲート端
子を第２のバイアス電圧出力端子（Ｂ２）に接続し、ソース端子を第１のＮチャネルデプ
レッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ３）のドレイン端子に接続し、ドレイン端子を電源
電圧に固定した第３のＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ５）により構
成される第１のカスコード回路と、ゲート端子を第１のバイアス電圧出力端子（Ｂ１）に
接続し、ソース端子を第２のＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ４）の
ドレイン端子に接続し、ドレイン端子を電源電圧に固定した第４のＮチャネルデプレッシ
ョン型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ６）により構成される第２のカスコード回路とを備えるこ
とを特徴とする。
このような構成により、第１のソースフォロワ回路に直列に接続された第１のカスコード
回路（Ｍ５）のゲート端子を、第２のソースフォロワ回路のバイアス電圧出力端子（Ｂ２
）に接続する。また、第２のソースフォロワ回路に直列に接続された第２のカスコード回
路（Ｍ６）のゲート端子を、第１のソースフォロワ回路のバイアス電圧出力端子（Ｂ１）
に接続する。このようにして、第１のカスコード回路のバイアス電圧と、第２のカスコー
ド回路のバイアス電圧とが等しくなるように相補に制御する。
これにより、差動増幅回路の入力に電圧レベルシフト回路を使用する場合に、各々の電圧
レベルシフト回路における入出力電位差を精度よく同一に保つことができ、また、ソース
フォロワ回路における電源変動除去比を高めることができる。
【００１７】
　また、本発明の電圧レベルシフト回路は、ゲート端子を第１の電圧信号入力端子（Ｉｎ
１）に接続し、ドレイン端子を接地した第１のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトラ
ンジスタ（Ｍ１）と、ソース端子およびゲート端子を、前記第１のＰチャネルエンハンス
メント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ１）のソース端子、第１の電圧信号出力端子（Ｏｕｔ１
）および第１のバイアス電圧出力端子（Ｂ１）に接続した第１のＮチャネルデプレッショ
ン型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ３）とで構成される第１のソースフォロワ回路と、ゲート端
子を第２の電圧信号入力端子（Ｉｎ２）に接続し、ドレイン端子を接地した第２のＰチャ
ネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２）と、ソース端子およびゲート端子を
、前記第２のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２）のソース端子、
第２の電圧信号出力端子（Ｏｕｔ２）および第２のバイアス電圧出力端子（Ｂ２）に接続
した第２のＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ４）とで構成される第２
のソースフォロワ回路と、ゲート端子を第２のバイアス電圧出力端子（Ｂ２）に接続し、
ソース端子を第１のＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ３）のドレイン
端子に接続し、ドレイン端子を電源電圧に固定した第３のＮチャネルデプレッション型Ｍ
ＯＳトランジスタ（Ｍ５）により構成される第１のカスコード回路と、ゲート端子を第１
のバイアス電圧出力端子（Ｂ１）に接続し、ソース端子を第２のＮチャネルデプレッショ
ン型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ４）のドレイン端子に接続し、ドレイン端子を電源電圧に固
定した第４のＮチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ６）により構成される
第２のカスコード回路とを備えることを特徴とする。
　このような構成により、第１のソースフォロワ回路に直列に接続された第１のカスコー
ド回路（Ｍ５）のゲート端子を、第２のソースフォロワ回路の第２のバイアス電圧出力端
子（Ｂ２）に接続する。また、第２のソースフォロワ回路に直列に接続された第２のカス
コード回路（Ｍ６）のゲート端子を、第１のソースフォロワ回路の第１のバイアス電圧出
力端子（Ｂ１）に接続する。このようにして、第１のカスコード回路のバイアス電圧と、
第２のカスコード回路のバイアス電圧とが等しくなるように相補に制御する。
これにより、差動増幅回路の入力に電圧レベルシフト回路を使用する場合に、各々の電圧
レベルシフト回路における入出力電位差を精度よく同一に保つことができ、また、ソース
フォロワ回路における電源変動除去比を高めることができる。
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【００１８】
　また、本発明の電圧レベルシフト回路は、ゲート端子を第１の電圧信号入力端子（Ｉｎ
１１）に接続し、ドレイン端子を接地した第１のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳト
ランジスタ（Ｍ２１）と、ドレイン端子を前記第１のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯ
Ｓトランジスタ（Ｍ２１）のソース端子および第１の電圧信号出力端子（Ｏｕｔ１１）に
接続し、定電流負荷となる第２のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ
２２）とで構成される第１のソースフォロワ回路と、ゲート端子を第２の電圧信号入力端
子（Ｉｎ１２）に接続し、ドレイン端子を接地した第３のＰチャネルエンハンスメント型
ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２３）と、ドレイン端子を前記第３のＰチャネルエンハンスメン
ト型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２３）のソース端子および第２の電圧信号出力端子（Ｏｕｔ
１２）に接続し、定電流負荷となる第４のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジ
スタ（Ｍ２４）とで構成される第２のソースフォロワ回路と、ゲート端子を固定電位に接
続し、ソース端子を前記第２のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２
２）および第４のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２４）のソース
端子に接続し、ドレイン端子を電源電圧に固定したＮチャネルデプレッション型ＭＯＳト
ランジスタ（Ｍ２６）により構成されるカスコード回路と、前記第２のＰチャネルエンハ
ンスメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２２）および第４のＰチャネルエンハンスメント型
ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２４）と共に、カレントミラー回路を構成し、前記第２のＰチャ
ネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２２）および第４のＰチャネルエンハン
スメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２４）に参照電流（Ｉｒｅｆ）と同じ電流を流すため
の第５のＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２５）とを備えることを
特徴とする。
　このような構成により、第１のソースフォロワ回路と第２のソースフォロワ回路に、１
つの共通のカスコード回路を付加する。また、第１のソースフォロワ回路と第２のソース
フォロワ回路の定電流負荷となるトランジスタには、カレントミラー回路により同一の定
電流を流すようにする。
　これにより、差動増幅回路の入力に電圧レベルシフト回路を使用する場合に、各々の電
圧レベルシフト回路における入出力電位差を精度よく同一に保つことができ、また、ソー
スフォロワ回路における電源変動除去比を高めることができる。
【００１９】
　また、本発明の半導体集積回路は、前記のいずれかに記載の電圧レベルシフト回路を備
えたことを特徴とする。
  これにより、半導体集積回路の差動増幅回路の入力に電圧レベルシフト回路を使用する
場合に、各々の電圧レベルシフト回路における入出力電位差を精度よく同一に保つことが
でき、また、電源変動除去比を高めることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明においては、複数の電圧レベルシフト回路（ソースフォロワ回路）が必要な場合
に、各々の電圧レベルシフト回路の入出力電位差を精度よく同一に保つことができ、また
、電源変動除去比を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　次に本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。
【００２２】
　［第１の実施の形態］
  図１は、本発明の電圧レベルシフト回路の第１の実施の形態を示す図である。図１にお
いて、破線１００で囲んだ部分が、電圧レベルシフト回路として動作し、破線１０１で囲
んだ部分が、差動増幅回路として動作する。また図１の回路はＰ型基板上に形成されてい
る。
【００２３】
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　トランジスタＭ１は、Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタであり、第１
の信号入力端子（Ｉｎ１）１０２がゲートに接続されている。トランジスタＭ３は、Ｎチ
ャネル型デプレッション型ＭＯＳトランジスタであり、ゲートとソースが接続されている
ため、定電流源として動作する。このように、トランジスタＭ１とトランジスタＭ３とで
構成される回路は、トランジスタＭ３（定電流源）を負荷とするソースフォロワ回路とし
て働き、第１の信号入力端子（Ｉｎ１）１０２の入力電圧の直流成分を正の電源電圧側へ
シフトして出力する働きをする。
【００２４】
　したがって、トランジスタＭ１およびトランジスタＭ３で構成されるソースフォロワ回
路は、信号入力端子（Ｉｎ１）１０２から入力された信号の直流成分を正の電圧方向へシ
フトして、信号出力端子（Ｏｕｔ１）１０３へ出力する第１の電圧レベルシフト回路とし
て動作する。
【００２５】
　また、トランジスタＭ２は、Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタであり
、第２の信号入力端子（Ｉｎ２）１０５がゲートに接続されている。トランジスタＭ４は
、Ｎチャネル型デプレッション型ＭＯＳトランジスタであり、ゲートとソースが接続され
ているため、定電流源として動作する。このように、トランジスタＭ２とトランジスタＭ
４とで構成される回路は、トランジスタＭ４（定電流源）を負荷とするソースフォロワ回
路として働き、第２の信号入力端子（Ｉｎ２）１０５の入力電圧の直流成分を正の電源電
圧側へシフトして出力する働きをする。
【００２６】
　したがって、トランジスタＭ２およびトランジスタＭ４で構成されるソースフォロワ回
路は、第２の信号入力端子（Ｉｎ２）１０５から入力された信号の直流成分を正の電圧方
向へシフトして、信号出力端子（Ｏｕｔ２）１０６へ出力する第２の電圧レベルシフト回
路として動作する。
【００２７】
　トランジスタＭ５は、Ｎチャネル型デプレッション型ＭＯＳトランジスタであり、第１
の電圧レベルシフト回路に直列に接続されており、トランジスタＭ５のゲート端子は、第
２の電圧レベルシフト回路のバイアス電圧出力端子（Ｂ２）１０７であるトランジスタＭ
４のドレイン端子に接続されている。
【００２８】
　トランジスタＭ６は第２の電圧レベルシフト回路に直列に接続されており、トランジス
タＭ６のゲート端子は、第１の電圧レベルシフト回路のバイアス電圧出力端子（Ｂ１）１
０４であるトランジスタＭ３のドレイン端子に接続されている。
【００２９】
　このように、トランジスタＭ５のゲート端子は第２の電圧レベルシフト回路のバイアス
出力端子（Ｂ２）１０７の端子電圧により一定電圧でバイアスされており、ドレイン電流
は、定電流源として動作するトランジスタＭ３によって定まるため、電源電圧ＶＤＤが変
動しても、トランジスタＭ５のソース端子電圧は殆ど変化しない。よって、トランジスタ
Ｍ５は直列に接続されている第１の電圧レベルシフト回路に対してカスコード回路として
動作する。
【００３０】
　同様に、トランジスタＭ６のゲート端子は第１の電圧レベルシフト回路のバイアス出力
端子（Ｂ１）１０４の端子電圧により一定電圧でバイアスされており、ドレイン電流は、
定電流源として動作するトランジスタＭ４によって定まるため、電源電圧ＶＤＤが変動し
ても、トランジスタＭ６のソース端子電圧は殆ど変化しない。よって、トランジスタＭ６
は直列に接続されている第２の電圧レベルシフト回路に対してカスコード回路として動作
する。
【００３１】
　トランジスタＭ５とランジスタＭ６による動作を、図３を基に説明する。図３は、デプ
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レッション型ＭＯＳトランジスタＭ５、Ｍ６のドレイン－ソース間電圧とドレイン電流の
関係を示す図である。デプレッション型ＭＯＳトランジスタＭ５、Ｍ６のサイズが適正に
設定されていれば、デプレッション型ＭＯＳトランジスタＭ５、Ｍ６に流れるドレイン電
流は、電圧レベルシフト回路によって決められる。
【００３２】
　このとき、デプレッション型ＭＯＳトランジスタＭ５、Ｍ６がマスクずれなどの原因に
より、ドレイン－ソース間電圧とドレイン電流の関係に違いが生じたとする。
【００３３】
　このとき、デプレッション型ＭＯＳトランジスタＭ５とデプレッション型ＭＯＳトラン
ジスタＭ６のドレイン－ソース間電圧には違いが生じる。しかしデプレッション型ＭＯＳ
トランジスタＭ５のゲート電圧は電圧供給端子ＶＤＤの電圧からデプレッション型ＭＯＳ
トランジスタＭ６のドレイン－ソース間電圧（バイアス電圧）を引いた電圧となる。デプ
レッション型ＭＯＳトランジスタＭ６のゲート電圧は電圧供給端子ＶＤＤの電圧からデプ
レッション型ＭＯＳトランジスタＭ５のドレイン－ソース間電圧（バイアス電圧）を引い
た電圧となる。
【００３４】
　このため、ドレイン－ソース間電圧が高いデプレッション型ＭＯＳトランジスタＭ５の
ゲート電圧は、ドレイン－ソース間電圧が低いデプレッション型ＭＯＳトランジスタＭ６
と電圧供給端子ＶＤＤの差となるため、ゲート電圧が上昇しドレイン－ソース間電圧とド
レイン電流の関係が図の矢印のように変化する。デプレッション型ＭＯＳトランジスタＭ
６についても、ドレイン－ソース間電圧が低いデプレッション型ＭＯＳトランジスタＭ６
のゲート電圧は、ドレイン－ソース間電圧が高いデプレッション型ＭＯＳトランジスタＭ
５と電圧供給端子ＶＤＤの差となるため、ゲート電圧が下降しドレイン－ソース間電圧と
ドレイン電流の関係が図の矢印のように変化する。
【００３５】
　図４は、ディプレッショントランジスタＭ５、Ｍ６のドレイン－ソース間電圧とドレイ
ン電流の関係を示す図である。図のようにそれぞれのドレイン－ソース間電圧とドレイン
電流の関係は、ドレイン－ソース間電圧が同電位になるように変化するため、電圧レベル
シフト回路に供給される電圧は同電位となり、電圧レベルシフト回路に出力される電圧は
、等しくなる。
【００３６】
　尚、３個の電圧レベルシフト回路の場合でも、第１の電圧レベルシフト回路のデプレッ
ション型ＭＯＳトランジスタのゲート端子を第２の電圧レベルシフト回路のデプレッショ
ン型ＭＯＳトランジスタのソース端子に接続し、第２の電圧レベルシフト回路のデプレッ
ション型ＭＯＳトランジスタのゲート端子に第３の電圧レベルシフト回路のデプレッショ
ン型ＭＯＳトランジスタのソース端子を接続し、第３の電圧レベルシフト回路のデプレッ
ション型ＭＯＳトランジスタのゲートを、更に第１の電圧レベルシフト回路のデプレッシ
ョン型ＭＯＳトランジスタソースに接続すればよい。これによっても、それぞれの電圧レ
ベルシフト回路に加わる電圧の違いを低減させ、それぞれの出力電圧の差を小さくするこ
とができる。同様に複数個の電圧レベルシフト回路を有する場合にも適用できる。
【００３７】
　上述したように、トランジスタＭ５およびトランジスタＭ６で構成されるカスコード回
路の働きにより、定電流源として動作しているトランジスタＭ３およびトランジスタＭ４
のドレイン－ソース間電位の電源電圧変動による影響を小さくする事が可能であり、トラ
ンジスタＭ３およびＭ４のチャネル長変調効果によるドレイン電流の変化を小さくする事
が可能である。
【００３８】
　また、カスコード回路として動作するトランジスタＭ５およびトランジスタＭ６は、Ｎ
チャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタで構成されているため、寄生容量によるソ
ース端子とドレイン端子との小信号におけるインピーダンスを高くする事が可能であり、
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低周波数（＜１ｋＨｚ）における電源変動除去比を高くすることができる。
【００３９】
　［第２の実施の形態］
  図２は、本発明の電圧レベルシフト回路の第２の実施の形態を示す図である。
  図２に示す回路において、破線１００で囲んだ部分が、電圧レベルシフト回路として動
作し、破線１０１で囲んだ部分が、差動増幅回路として動作する。また図２に示す回路は
Ｐ型基板上に形成されている。
【００４０】
　Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタＭ１は、Ｎチャネルデプレッション
型ＭＯＳトランジスタトランジスタＭ３で構成される定電流源を負荷とするソースフォロ
ワ回路として働き、入力電圧の直流成分を正の電源電圧側へシフトして出力する働きをす
る。
【００４１】
　したがって、トランジスタＭ１およびトランジスタＭ３で構成されるソースフォロワ回
路は、信号入力端子（Ｉｎ１）１０２から入力された信号の直流成分を正の電圧方向へシ
フトして、信号出力端子（Ｏｕｔ１）１０３へ出力する第１の電圧レベルシフト回路とし
て動作する。
【００４２】
　また、Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタＭ２は、Ｎチャネルデプレッ
ション型ＭＯＳトランジスタＭ４で構成される定電流源を負荷とするソースフォロワ回路
として働き、入力電圧の直流成分を正の電源電圧側へシフトして出力する働きをする。
【００４３】
　したがって、トランジスタＭ２およびトランジスタＭ４で構成されるソースフォロワ回
路は、信号入力端子（Ｉｎ２）１０５から入力された信号の直流成分を正の電圧方向へシ
フトして、信号出力端子（Ｏｕｔ２）１０６へ出力する第２の電圧レベルシフト回路とし
て動作する。
【００４４】
　Ｎチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタＭ５は第１の電圧レベルシフト回路に
直列に接続されており、トランジスタＭ５のゲート端子は、第２の電圧レベルシフト回路
のバイアス電圧出力端子（Ｂ２）１０７であるトランジスタＭ４のゲート端子に接続され
ている。
【００４５】
　トランジスタＭ６は第２の電圧レベルシフト回路に直列に接続されており、トランジス
タＭ６のゲート端子は、第１の電圧レベルシフト回路のバイアス電圧出力端子（Ｂ１）１
０４であるトランジスタＭ３のゲート端子に接続されている。
【００４６】
　トランジスタＭ５のゲート端子は第２のレベルシフト回路のバイアス電圧出力端子（Ｂ
２）１０７の端子電圧により一定電圧でバイアスされており、ドレイン電流は、定電流源
として動作するトランジスタＭ３によって定まるため、電源電圧が変動しても、トランジ
スタＭ５のソース端子電圧は殆ど変化しない。よって、トランジスタＭ５は直列に接続さ
れている第１のレベルシフト回路に対してカスコード回路として動作する。
【００４７】
　また、トランジスタＭ６のゲート端子は第１のレベルシフト回路のバイアス電圧出力端
子（Ｂ１）１０４の端子電圧により一定電圧でバイアスされており、ドレイン電流は、定
電流源として動作するトランジスタＭ４によって定まるため、電源電圧が変動しても、ト
ランジスタＭ６のソース端子電圧は殆ど変化しない。よって、トランジスタＭ６は直列に
接続されている第２のレベルシフト回路に対してカスコード回路として動作する。
【００４８】
　トランジスタＭ５およびトランジスタＭ６で構成されるカスコード回路の働きにより、
定電流源として動作しているトランジスタＭ３およびトランジスタＭ４のドレイン－ソー
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ス間電位の電源電圧変動による影響を小さくする事が可能であり、トランジスタＭ３およ
びＭ４のチャネル長変調効果によるドレイン電流の変化を小さくする事が可能である。
【００４９】
　また、カスコード回路として動作するトランジスタＭ５およびトランジスタＭ６は、Ｎ
チャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタで構成されているため、寄生容量によるソ
ース端子とドレイン端子との小信号におけるインピーダンスを高くする事が可能であり、
低周波数（＜１ｋＨｚ）における電源変動除去比を高くすることができる。
【００５０】
　［第３の実施の形態］
  また、図５は、本発明の電圧レベルシフト回路の第３の実施の形態を示す図である。
  図５に示す電圧レベルシフト回路においては、Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳト
ランジスタＭ２１とＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタＭ２２により、第
１の電圧レベルシフト回路（ソースフォロワ回路）を構成し、また、Ｐチャネルエンハン
スメント型ＭＯＳトランジスタＭ２３とＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジス
タＭ２４により第２の電圧レベルシフト回路（ソースフォロワ回路）を構成した例である
。
【００５１】
　また、定電流源２０と、Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタＭ２５と、
Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタＭ２２と、Ｐチャネルエンハンスメン
ト型ＭＯＳトランジスタＭ２４とはカレントミラー回路を構成している。このような構成
により、定電流源２０を用いてＰチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ（Ｍ２
５）に定電流（参照電流Ｉｒｅｆ）を流すと、カレントミラー効果により、Ｐチャネルエ
ンハンスメント型ＭＯＳトランジスタＭ２２およびＭ２４には、参照電流Ｉｒｅｆと同じ
電流Ｉが流れる。
【００５２】
　また、トランジスタＭ２５、Ｍ２２、Ｍ２４のソース端子には、Ｎチャネルデプレッシ
ョン型ＭＯＳトランジスタＭ２６のソース端子が接続されている。このトランジスタＭ２
６が、トランジスタＭ２２とトランジスタＭ２４で構成される第１の電圧レベルシフト回
路と、トランジスタＭ２３とトランジスタＭ２５で構成される第２の電圧レベルシフト回
路に対して、カスコード回路として動作する。なお、カスコード回路として機能するＮチ
ャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタＭ２６には、３×Ｉの電流が流れることにな
る。
【００５３】
　このように、トランジスタＭ２６で構成されるカスコード回路の働きにより、電圧レベ
ルシフト回路（ソースフォロワ回路）の電源電圧変動による影響を小さくする事が可能と
なる。
【００５４】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の電圧レベルシフト回路は、上
述の図示例にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種
々変更を加え得ることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明においては、複数の電圧レベルシフト回路が必要な場合に、各々の電圧レベルシ
フト回路の入出力電位差を同一に保つことができ、また、電源変動除去比を高めることが
できるので、本発明は差動増幅回路等を有する半導体集積回路に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の電圧レベルシフト回路の第１の実施の形態を示す図である。
【図２】本発明の電圧レベルシフト回路の第２の実施の形態を示す図である。
【図３】トランジスタＭ５及びＭ６のドレイン－ソース間電圧とドレイン電流の関係を示
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【図４】本発明におけるトランジスタＭ５及びＭ６のドレイン－ソース間電圧とドレイン
電流の関係を示す図である。
【図５】本発明の電圧レベルシフト回路の第３の実施の形態を示す図である。
【図６】電圧レベルシフト回路の使用例を示す図である。
【図７】従来技術のソースフォロワ回路の例を示す図である。
【符号の説明】
【００５７】
　Ｍ１、Ｍ２、Ｍ７、Ｍ８…Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ
　Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５、Ｍ６、Ｍ２６…Ｎチャネルデプレッション型ＭＯＳトランジスタ
　Ｍ９、Ｍ１０、Ｍ１１…Ｎチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ
　Ｍ２０…定電流源
　Ｍ２１、Ｍ２２、Ｍ２３…Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ
　Ｍ２４、Ｍ２５、Ｍ３１、Ｍ３２…Ｐチャネルエンハンスメント型ＭＯＳトランジスタ
　１４…バイアス電圧源
　１００…電圧レベルシフト回路
　１０１…差動増幅回路
　１０２（Ｉｎ１）…第１の電圧レベルシフト回路の信号入力端子
　１０３（Ｏｕｔ１）…第１の電圧レベルシフト回路の信号出力端子
　１０４（Ｂ１）…第１の電圧レベルシフト回路のバイアス電圧出力端子
　１０５（Ｉｎ２）…第２の電圧レベルシフト回路の信号入力端子
　１０６（Ｏｕｔ２）…第２の電圧レベルシフト回路の信号出力端子
　１０７（Ｂ２）…第２の電圧レベルシフト回路のバイアス電圧出力端子

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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