
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　前記電源電圧検出回路は、
　ソースが前記第１の電源に接続され、ゲートが 第１導電型のＭＯＳトランジ
スタと、
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第１の信号レベルを有する信号を入力して、前記第１の信号レベルとは異なる第２の信
号レベルを有する信号を出力する信号レベルシフト回路において、
　前記第２の信号レベルを与える第２の電源と該第２の信号レベルが現れるべきノードと
の間に接続された負荷回路部と、
　接地と前記第２の信号レベルが現れるべきノードとの間に接続され、前記第１の信号レ
ベルを受けて前記負荷回路部を駆動する駆動回路部と、
　前記第１の信号レベルを与える第１の電源の電圧を検出して、前記負荷回路部および駆
動回路部が前記第２の電源と接地との間に形成する電流経路を遮断する遮断回路部と、
　を備え、
　前記遮断回路部は、
　前記第１の電源の電圧低下を検出する電源電圧検出回路と、
　前記負荷回路部および前記駆動回路部が形成する電流経路上に設けられ、前記第１の電
源の電圧低下が検出された場合にオフ状態となる第２導電型のＭＯＳトランジスタからな
るスイッチ回路と、
　を備え、

接地された



　前記第１導電型のＭＯＳトランジスタのドレインと との間に接続された抵抗素子と
、
　を備え

たこと
を特徴とす 号レベルシフト回路。
【請求項２】
　前記負荷回路部は、ソースが前記第２の電源に共通接続され、ゲートおよびドレインが
交差接続され 対の第１導電型のＭＯＳトランジスタからなり、
　前記駆動回路部は、ドレインが前記負荷回路部をな 対の第１導電型のＭＯＳトラン
ジスタのドレインにそれぞれ接続され、ゲートに前記第１の信号レベルを有する相補信号
がそれぞれ与えられ 対の第２導電型のＭＯＳトランジスタからなり、
　前記スイッチ回路は、

ドレインが前記駆動回路部をな 対の第２導電型のＭＯＳトランジスタの各ソース
に接続され、ソースが 第２導電型のＭＯＳトランジスタ ことを特徴と
する請求項 に記載された信号レベルシフト回路。
【請求項３】
　前記負荷回路部は、ソースが前記第２の電源に共通接続され、ゲートおよびドレインが
交差接続された１対の第１導電型のＭＯＳトランジスタからなり、
　前記駆動回路部は、ドレインが前記負荷回路部をなす１対の第１導電型のＭＯＳトラン
ジスタのドレインにそれぞれ接続され、ゲートに前記第１の信号レベルを有する相補信号
がそれぞれ与えられた１対の第２導電型のＭＯＳトランジスタからなり、
　前記スイッチ回路は、

ドレインが前記駆動回路部をなす１対の第２導電型のＭＯＳトランジスタの各ソース
にそれぞれ接続され、ソースが 第２導電型のＭＯＳトランジスタ

ことを特徴とする請求項 に記載された信号レベルシフト回路。
【請求項４】
　前記第２の信号 が現れるべきノードに、１対のインバータを交差結合してなるフ
リップフロップを接続したことを特徴とする請求項１ないし の何れか１項に記載された
信号レベルシフト回路。
【請求項５】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電源電圧が異なる２つの回路系の間で信号レベルをシフトさせ、一方の回路系
の信号を他方の回路系に適合した信号に変換する信号レベルシフト回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図４に、従来技術に係る信号レベルシフト回路の構成例を示す。同図に示す例は、３Ｖの
信号レベルを有する信号ＩＮを入力して、５Ｖの信号レベルを有する信号ＯＵＴを出力す
るものであって、３Ｖの電源ＶＤＤＬで動作するＶＤＤＬ系の回路部分と、５Ｖの電源Ｖ
ＤＤＨで動作するＶＤＤＨ系の回路部分とから構成される。この例では、ＶＤＤＬ系の回
路部分は、信号ＩＮの相補信号を生成するためのインバータＩＶ１，ＩＶ２から構成され
、また、ＶＤＤＨ系の回路部分は、この信号レベルシフト回路の主要部分をなすレベルシ
フト段ＬＳと、波形整形用のインバータＩＶ３から構成される。
【０００３】
さらに構成を具体的に説明する。
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接地

、
　前記スイッチ回路をなす第２導電型のＭＯＳトランジスタのゲートが前記電源電圧検出
回路をなす第１導電型のＭＯＳトランジスタと抵抗素子との間のノードに接続され

る信

た１
す１

た１
該スイッチ回路をなす前記第２導電型のＭＯＳトランジスタとし

て、 す１
接地された を備えた

１

該スイッチ回路をなす前記第２導電型のＭＯＳトランジスタとし
て、

共に接地された１対の を
備えた １

レベル
３

　前記第１導電型のＭＯＳトランジスタはＰＭＯＳトランジスタであり、前記第２導電型
のＭＯＳトランジスタはＮＭＯＳトランジスタであることを特徴とする請求項１ないし４
の何れか１項記載の信号レベルシフト回路。



ＶＤＤＬ系の回路部分を構成するするインバータＩＶ１，ＩＶ２は、３Ｖの電源ＶＤＤＬ
で動作するＣＭＯＳ (Complementary Metal Oxide Semiconductor)構成のインバータであ
って、このうち、インバータＩＶ１の入力部には外部から信号ＩＮが与えられ、このイン
バータＩＶ１の出力部にはインバータＩＶ２の入力部が接続される。これにより、信号Ｉ
Ｎの逆相信号（反転信号）がインバータＩＶ１の出力部に現れ、信号ＩＮの同相信号がイ
ンバータＩＶ２の出力部に現れるようになっている。
【０００４】
一方、レベルシフト段ＬＳは、負荷回路部として機能するｐチャネル型のＭＯＳ電界効果
トランジスタ（以下、ＰＭＯＳトランジスタと称す）ＴＰ１，ＴＰ２と、この負荷回路部
を駆動するための駆動回路部として機能するｎチャネル型のＭＯＳ電界効果トランジスタ
（以下、ＮＭＯＳトランジスタと称す）ＴＮ１，ＴＮ２とから構成される。ＰＭＯＳトラ
ンジスタＴＰ１，ＴＰ２の各ソースは５Ｖの電源ＶＤＤＨに共通に接続され、これらＰＭ
ＯＳトランジスタＴＰ１，ＴＰ２の各ゲートとドレインは互いに交差接続される。即ち、
ＰＭＯＳトランジスタＴＰ１のゲートはＰＭＯＳトランジスタＴＰ２のドレインに接続さ
れ、このＰＭＯＳトランジスタＴＰ２のゲートはＰＭＯＳトランジスタＴＰ１のドレイン
に接続される。
【０００５】
また、ＮＭＯＳトランジスタＴＮ１，ＴＮ２の各ドレインは、ノードＮａ，Ｎｂで上述の
ＰＭＯＳトランジスタＴＰ１，ＴＰ２の各ドレインにそれぞれ接続され、ＮＭＯＳトラン
ジスタＴＮ１，ＴＮ２の各ソースは共通に接地される。ＮＭＯＳトランジスタＴＮ１のゲ
ートには、インバータＩＶ１から信号ＩＮの逆相信号が与えられ、ＮＭＯＳトランジスタ
ＴＮ２のゲートには、インバータＩＶ２から信号ＩＮの同相信号が与えられ、これらＮＭ
ＯＳトランジスタＴＮ１，ＴＮ２の各ゲートには、互いに相補関係にある信号（相補信号
）が与えられる。
【０００６】
また、ＰＭＯＳトランジスタＴＰ２のドレインとＮＭＯＳトランジスタＴＮ２のドレイン
との間のノードＮｂには、５Ｖで動作するＣＭＯＳ構成のインバータＩＶ３の入力部が接
続され、このノードＮｂに現れる信号の反転信号がインバータＩＶ３から信号ＯＵＴとし
て出力されるようになっている。
【０００７】
上述のＶＤＤＬ系をなすインバータＩＶ１，ＩＶ２と、ＶＤＤＨ系をなすレベルシフト段
ＬＳおよびインバータＩＶ３には、０Ｖの接地電位が共通に供給され、この接地電位はＶ
ＤＤＬ系およびＶＤＤＨ系の各信号レベルに対する基準電位を与える。即ち、信号ＩＮを
含むＶＤＤＬ系の信号は接地電位を基準とする３Ｖの信号レベルを有し、信号ＯＵＴを含
むＶＤＤＨ系の信号も接地電位を基準とする５Ｖの信号レベルを有している。
【０００８】
次に、図４（ｂ）を参照して、図４（ａ）に示す信号レベルシフト回路の動作を説明する
。
まず、信号ＩＮがロウレベル（０Ｖ）の場合、ＶＤＤＬ系のインバータＩＶ１およびイン
バータＩＶ２は、それぞれ３Ｖおよび０Ｖの信号レベルを出力する。従って、ＶＤＤＨ系
のＮＭＯＳトランジスタＴＮ１およびＴＮ２の各ゲートには３Ｖおよび０Ｖの信号レベル
がそれぞれ与えられ、ＮＭＯＳトランジスタＴＮ１がオン状態となり、ＮＭＯＳトランジ
スタＴＮ２がオフ状態となる。
【０００９】
この結果、ノードＮａがロウレベルに駆動され、このノードＮａにゲートが接続されたＰ
ＭＯＳトランジスタＴＰ２がオン状態となる。このとき、ＮＭＯＳトランジスタＴＮ２は
オフ状態にあるから、ノードＮｂはＰＭＯＳトランジスタＴＰ２によりハイレベル（５Ｖ
）に駆動され、このノードＮｂにゲートが接続されたＰＭＯＳトランジスタＴＰ１がオフ
状態となる。インバータＩＶ３は、ノードＮｂのハイレベル（５Ｖ）を受けてロウレベル
の信号ＯＵＴを出力する。
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【００１０】
これに対し、信号ＩＮがハイレベル（３Ｖ）の場合、ＶＤＤＬ系のインバータＩＶ１およ
びインバータＩＶ２は、上述の場合とは逆にそれぞれ０Ｖおよび３Ｖの信号レベルを出力
する。従ってこの場合、上述の場合とは逆にＮＭＯＳトランジスタＴＮ１がオフ状態とな
り、ＮＭＯＳトランジスタＴＮ２がオン状態となる。この結果、ノードＮｂがロウレベル
（０Ｖ）に駆動され、このノードＮｂのロウレベルを受けてインバータＩＶ３がハイレベ
ル（５Ｖ）の信号ＯＵＴを出力する。
上述のように、この信号レベルシフト回路によれば、３Ｖの信号レベルを有する信号ＩＮ
が、５Ｖの信号レベルを有する信号ＯＵＴに変換される。従って、異なる電源で動作する
回路系の間で信号の受け渡しが可能になる。
【００１１】
ここで、電源ＶＤＤＨと接地との間に電流経路が直列接続されたＰＭＯＳトランジスタＴ
Ｐ１とＮＭＯＳトランジスタＴＮ１に着目すると、信号ＩＮがロウレベル（０Ｖ）の区間
ではＰＭＯＳトランジスタＴＰ１がオフ状態となり、逆に信号ＩＮがハイレベル（３Ｖ）
の区間ではＮＭＯＳトランジスタＴＮ１がオフ状態になる。従って、これらのトランジス
タを介して電源ＶＤＤＨと接地と間に貫通電流が流れることはない。同様に、電源ＶＤＤ
Ｈと接地との間に電流経路が直列接続されたＰＭＯＳトランジスタＴＰ２とＮＭＯＳトラ
ンジスタＴＮ２についても何れか一方がオフ状態になるので、これらのトランジスタを介
して貫通電流が流れることがない。即ち、信号ＩＮの信号レベルがロウレベルまたはハイ
レベルに確定していれば、レベルシフト段ＬＳにおいて貫通電流が生じることなく、信号
レベルが変換される。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述の従来技術に係る信号レベルシフト回路によれば、電源ＶＤＤＬの電圧が
低下すると、電源ＶＤＤＨが供給されるレベルシフト段ＬＳで貫通電流が発生し得るとい
う問題がある。
以下、レベルシフト段ＬＳにおける貫通電流の発生メカニズムを説明する。上述したよう
に、レベルシフト段ＬＳでは、ＮＭＯＳトランジスタＴＮ１，ＴＮ２の何れかがオフ状態
となりさえすれば、ＰＭＯＳトランジスタＴＰ１，ＴＰ２とＮＭＯＳトランジスタＴＮ１
，ＴＮ２とが相補的にオン状態となるので、貫通電流は発生し得ない。
【００１３】
しかしながら、何らかの原因で、ＮＭＯＳトランジスタＴＮ１，ＴＮ２の双方がオン状態
になると、ノードＮａ，Ｎｂの信号レベルが何れも低下し、これらのノードにゲートが接
続されたＰＭＯＳトランジスタＴＰ１，ＴＰ２が共にオン状態となる。結局、ＰＭＯＳト
ランジスタＴＰ１，ＴＰ２およびＮＭＯＳトランジスタＴＮ１，ＴＮ２の全てがオン状態
となり、電源ＶＤＤＨと接地との間に貫通電流が流れる。
【００１４】
ＮＭＯＳトランジスタＴＮ１，ＴＮ２が共にオン状態になる場合としては、電源ＶＤＤＬ
の電圧が低下することにより、インバータＩＶ１，ＩＶ２の出力が不確定となる場合が挙
げられる。即ち、電源ＶＤＤＬが低下すると、ＭＯＳトランジスタのゲート閾値電圧に起
因して、インバータＩＶ１，ＩＶ２を構成するＰＭＯＳトランジスタおよびＮＭＯＳトラ
ンジスタが共にオフ状態になる場合が起こり得る。この結果、インバータＩＶ１，ＩＶ２
の各出力信号が不確定となって共にハイレベルになる場合が生じ、これをゲートで受ける
ＮＭＯＳトランジスタＴＮ１，ＴＮ２の双方がオン状態になる。このような現象は、イン
バータＩＶ１，ＩＶ２を構成するＭＯＳトランジスタのゲート閾値電圧付近（例えば０．
５Ｖ）にまで電源ＶＤＤＬが低下した場合に顕著となる。
【００１５】
この発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、入力側の信号レベルを与える電源電圧が
低下しても貫通電流が発生することのない信号レベルシフト回路を提供することを目的と
する。
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【００１８】

前記電源電圧検出回路は、ソースが前記第１の電源に
接続され、ゲートが 第１導電型のＭＯＳトランジスタと、前記第１導電型のＭ
ＯＳトランジスタのドレインと との間に接続された抵抗素子と、を備え

たことを特徴とする
。

この構成によれば、第１の電源の電圧が低下し、第１導電型のＭＯＳトランジスタの
ゲート閾値電圧以下になると、このトランジスタと抵抗素子との間のノードに現れる電圧
が の電圧に安定し、第１の電源の電圧低下した状態を安定的に検出する。
【００１９】
　請求項 に記載された発明は、請求項 に記載された信号レベルシフト回路において、
前記負荷回路部が、ソースが前記第２の電源に共通接続され、ゲートおよびドレインが交
差接続され 対の第１導電型のＭＯＳトランジスタからなり、前記駆動回路部が、ドレ
インが前記負荷回路部をな 対の第１導電型のＭＯＳトランジスタのドレインにそれぞ
れ接続され、ゲートに前記第１の信号レベルを有する相補信号がそれぞれ与えられ 対
の第２導電型のＭＯＳトランジスタからなり、前記スイッチ回路が、

ドレインが前記駆動回路部をな 対の
第２導電型のＭＯＳトランジスタの各ソースに接続され、ソースが 第２導電型
のＭＯＳトランジスタ ことを特徴とする。
【００２０】
　請求項 に記載された発明は、請求項 に記載された信号レベルシフト回路において、
前記負荷回路部が、ソースが前記第２の電源に共通接続され、ゲートおよびドレインが交
差接続された１対の第１導電型のＭＯＳトランジスタからなり、前記駆動回路部が、ドレ
インが前記負荷回路部をなす１対の第１導電型のＭＯＳトランジスタのドレインにそれぞ
れ接続され、ゲートに前記第１の信号レベルを有する相補信号がそれぞれ与えられた１対
の第２導電型のＭＯＳトランジスタからなり、前記スイッチ回路が、

ドレインが前記駆動回路部をなす１対の
第２導電型のＭＯＳトランジスタの各ソースにそれぞれ接続され、ソースが

第２導電型のＭＯＳトランジスタ ことを特徴とする。
　請求項 に記載された発明は、請求項１ないし の何れか１項に記載された信号レベル
シフト回路において、前記第２の信号 が現れるべきノード（例えば後述するノード
Ｎｂに相当する構成要素）に、１対のインバータを交差結合してなるフリップフロップを
接続したことを特徴とする。この構成によれば、第２の信号が現れるべきノードの信号レ
ベルが不定になることがない。従って、このノードに入力部が接続される回路内部の貫通
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【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、この発明は以下の構成を有する。
　すなわち、請求項１に記載された発明は、第１の信号レベルを有する信号を入力して、
前記第１の信号レベルとは異なる第２の信号レベルを有する信号を出力する信号レベルシ
フト回路において、前記第２の信号レベルを与える第２の電源と該第２の信号レベルが現
れるべきノードとの間に接続された負荷回路部と、接地と前記第２の信号レベルが現れる
べきノードとの間に接続され、前記第１の信号レベルを受けて前記負荷回路部を駆動する
駆動回路部と、前記第１の信号レベルを与える第１の電源の電圧を検出して、前記負荷回
路部および駆動回路部が前記第２の電源と接地との間に形成する電流経路を遮断する遮断
回路部と、を備え、前記遮断回路部は、前記第１の電源の電圧低下を検出する電源電圧検
出回路と、前記負荷回路部および前記駆動回路部が形成する電流経路上に設けられ、前記
第１の電源の電圧低下が検出された場合にオフ状態となる第２導電型のＭＯＳトランジス
タからなるスイッチ回路とを備え、

接地された
接地 、前記スイッ

チ回路をなす第２導電型のＭＯＳトランジスタのゲートが前記電源電圧検出回路をなす第
１導電型のＭＯＳトランジスタと抵抗素子との間のノードに接続され

この構成によれば、遮断回路部は、第１の電源の電圧が低下すると、負荷回路部と駆動
回路部が形成する電流経路を遮断する。そして、この電流経路を介して流れる貫通電流の
発生を阻止する。また、この構成によれば、第１の電源の電圧が低下した場合、スイッチ
回路が開放する。従って、負荷回路部と駆動回路部が形成する電流経路が遮断される。更
に、
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電流を防止することが可能になる。

【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、この発明の実施の形態を説明する。
図１に、本発明の実施の形態に係る信号レベルシフト回路の構成を示す。同図において、
前述の図４に示す要素と共通する要素には同一符号を付す。本実施の形態に係る信号レベ
ルシフト回路は、３Ｖの信号レベルを有する信号を入力し、これを５Ｖの信号レベルを有
する信号に変換して出力するものである。構成上の特徴としては、図４（ａ）に示す従来
回路の構成に対し、電源ＶＤＤＬの電圧低下を検出する電源電圧検出回路ＤＴと、電源Ｖ
ＤＤＬの電圧低下が検出された場合に開放して貫通電流の経路を遮断するスイッチ回路（
ＮＭＯＳトランジスタＴＮ３）とを備え、さらにレベルシフト段ＬＳの出力部に、ＣＭＯ
Ｓ構成の１対のインバータＩＶ３、ＩＶ４を交差結合してなるフリップフロップを備える
点で異なる。その他の構成は上記従来回路と同様である。
【００２２】
以下、具体的に構成を説明する。
電源電圧検出回路ＤＴは、電源ＶＤＤＬ（３Ｖ）と接地（０Ｖ）との間に直列接続された
ＰＭＯＳトランジスタＴＰ３および抵抗素子Ｒから構成される。ＰＭＯＳトランジスタＴ
Ｐ３のソースは電源ＶＤＤＬに接続され、そのゲートは接地される。ＰＭＯＳトランジス
タＴＰ３のドレインと接地との間には抵抗素子Ｒが接続される。これらＰＭＯＳトランジ
スタＴＰ３と抵抗素子Ｒとの間の接続点ははノードＮｃとされる。抵抗素子Ｒの抵抗値は
、ＰＭＯＳトランジスタＴＰ３のオン抵抗に比較して十分高く設定され、これらを介して
流れる電流が十分小さな値に抑制されている。
【００２３】
レベルシフト段ＬＳ１は、負荷回路部をなすＰＭＯＳトランジスタＴＰ１，ＴＰ２と、駆
動回路部をなすＮＭＯＳトランジスタＴＮ１，ＴＮ２と、貫通電流遮断用のＮＭＯＳトラ
ンジスタＴＮ３から構成される。ＰＭＯＳトランジスタＴＰ１，ＴＰ２は、５Ｖの信号レ
ベルを与える電源ＶＤＤＨと、この５Ｖの信号レベルが現れるべきノードＮａ，Ｎｂとの
間に接続され、ドレインとゲートが互いに交差接続されている。ＮＭＯＳトランジスタＴ
Ｎ１，ＴＮ２は、ノードＮａ，ＮｂとＮＭＯＳトランジスタＴＮ３のドレインとの間に接
続され、３Ｖの信号レベルをゲートで受けて上述の負荷回路部を駆動する。
【００２４】
また、ＮＭＯＳトランジスタＴＮ３は、貫通電流を遮断するためのスイッチ回路を構成し
、ＰＭＯＳトランジスタＴＰ１，ＴＰ２（負荷回路部）とＮＭＯＳトランジスタＴＮ１，
ＴＮ２（駆動回路部）とが形成する電流経路上に設けられる。即ち、ＮＭＯＳトランジス
タＴＮ１，２のドレインは、ＮＭＯＳトランジスタＴＮ３のドレインに共通に接続され、
このＮＭＯＳトランジスタＴＮ３のソースは接地される。ＮＭＯＳトランジスタＴＮ３の
ゲートは、上述の電源電圧検出回路ＤＴ内のノードＮｃに接続される。即ち、ＮＭＯＳト
ランジスタＴＮ３からなるスイッチ回路はノードＮｃに現れる電圧に応じて開閉するよう
になっている。上述の電源電圧検出回路ＤＴと、ＮＭＯＳトランジスタＴＮ３からなるス
イッチ回路は、レベルシフト段ＬＳ１での貫通電流を遮断するための遮断回路部として機
能する。
【００２５】
さらに、上述のノードＮｂはレベルシフト段ＬＳ１の出力部をなし、このノードＮｂには
、５Ｖの電源ＶＤＤＨで動作するＣＭＯＳ構成のインバータＩＶ３の入力部が接続される
と共に、このインバータＩＶ３に対してＣＭＯＳ構成のインバータＩＶ４が交差結合され
ている。即ち、インバータＩＶ３，ＩＶ４はフリップフロップを構成し、このフリップフ
ロップがノードＮｂに接続され、ノードＮｂに現れる信号の反転信号がインバータＩＶ３
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　請求項５に記載された発明は、前記第１導電型のＭＯＳトランジスタはＰＭＯＳトラン
ジスタであり、前記第２導電型のＭＯＳトランジスタはＮＭＯＳトランジスタであること
を特徴とする。



から信号ＯＵＴとして出力されるようになっている。ここで、インバータＩＶ４をなすＰ
ＭＯＳトランジスタおよびＮＭＯＳトランジスタの電流駆動能力は、レベルシフト段ＬＳ
１を構成するＰＭＯＳトランジスタＴＰ２およびＮＭＯＳトランジスタＴＮ２の電流駆動
能力に比べて十分に小さく設定されており、レベルシフト段ＬＳ１からノードＮｂに出力
される信号をインバータＩＶ４が阻害しないように配慮されている。
【００２６】
次に、本実施の形態に係る信号レベルシフト回路の動作について、電源ＶＤＤＬが何らか
の原因で低下した場合を説明する。なお、説明の便宜上、信号ＩＮはロウレベルに固定さ
れているものとする。
電源ＶＤＤＬが３Ｖの場合、ＰＭＯＳトランジスタＴＰ３がオン状態となり、電源電圧検
出回路ＤＴのノードＮｃには、ＰＭＯＳトランジスタＴＰ３を介して電源ＶＤＤＬが供給
される。ここで、抵抗素子Ｒの抵抗値はＰＭＯＳトランジスタＴＰ３のオン抵抗に比較し
て十分に高く設定されているので、ノードＮｃには概ね電源ＶＤＤＬの電圧（３Ｖ）に等
しい電圧が現れ、この電圧をゲートで受けるＰＭＯＳトランジスタＴＮ３がオン状態とな
る。従って、電源ＶＤＤＬが３Ｖにある場合、ＮＭＯＳトランジスタＴＮ１，ＴＮ２のソ
ースはＮＭＯＳトランジスタＴＮ３を介して接地されるので、この信号レベルシフト回路
は、上述の図４に示す従来回路と等価になり、この従来回路と同様に動作する。
【００２７】
上述の状態から、図２の上段に示すように、時刻ｔ１で電源ＶＤＤＬが３Ｖから低下を開
始した場合を考える。この場合、電源ＶＤＤＬの電圧低下に伴って、電源電圧検出回路Ｄ
Ｔ内のノードＮｃの電圧も低下する。そして、電源ＶＤＤＬの低下に伴って、ＰＭＯＳト
ランジスタＴＰ３のオン抵抗が徐々に高くなる傾向を示すと共に、ノードＮｃの電圧がＮ
ＭＯＳトランジスタＴＮ３のゲート閾値電圧ＶＴＮを下回るようになる。この結果、この
ＮＭＯＳトランジスタＴＮ３がオフ状態となる。さらに電源ＶＤＤＬが低下し、時刻ｔ２
でＰＭＯＳトランジスタＴＰ３のゲート閾値電圧ＶＴＰに等しい電圧に達すると、このＰ
ＭＯＳトランジスタＴＰ３がオフ状態となる。従って、時刻ｔ２以後、ノードＮｃは電源
ＶＤＤＬから電気的に切り離され、このノードＮｃの電圧は抵抗素子Ｒにより接地電位の
０Ｖにまで引き落とされて安定する。
【００２８】
このように、電源ＶＤＤＬが低下すると、ノードＮｃの電圧がＮＭＯＳトランジスタＴＮ
３のゲート閾値電圧ＶＴＮを下回り、このＮＭＯＳトランジスタＴＮ３がオフ状態となる
。従って、電源ＶＤＤＬの電圧が低下することによりインバータＩＶ１，ＩＶ２の各出力
状態が不確定となり、ＮＭＯＳトランジスタＴＮ１，ＴＮ２が共にオン状態になったとし
ても、これらのトランジスタを流れる電流がＮＭＯＳトランジスタＴＮ３により遮断され
、レベルシフト段ＬＳ１での貫通電流が阻止される。
【００２９】
ここで、レベルシフト段ＬＳ１に着目すれば、ＮＭＯＳトランジスタＴＮ３がオフ状態に
なると、レベルシフト段ＬＳ１の出力状態が不定となる。従って、前述の図４に示すよう
に、レベルシフト段ＬＳの出力信号を単なるＣＭＯＳ構成のインバータＩＶ３で受けると
、このインバータＩＶ３の入力レベルが電源ＶＤＤＨと接地電位との中間になる場合が生
じ、インバータＩＶ３の内部で貫通電流が発生することになる。これに対し、この実施の
形態によれば、レベルシフト段ＬＳ１の出力部に接続されるインバータＩＶ３は、インバ
ータＩＶ４と共にフリップフロップを構成しているので、レベルシフト段ＬＳ１の出力状
態が不定になっても、インバータＩＶ３の入力部が接続されるノードＮｂの信号レベルが
電源ＶＤＤＨまたは接地電位の何れかに安定する。従って、インバータＩＶ３の内部で貫
通電流が発生することはなく、貫通電流を有効に遮断することが可能になる。
【００３０】
以上説明したように、電源ＶＤＤＬの電圧が低下すると、この電圧低下が電源電圧検出回
路ＤＴで検出され、ＮＭＯＳトランジスタＴＮ３からなるスイッチ回路が開放する。これ
により、ＰＭＯＳトランジスタＴＰ１，ＴＰ２（負荷回路部）とＮＭＯＳトランジスタＴ
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Ｎ１，ＴＮ２（駆動回路部）とが電源ＶＤＤＨと接地との間に形成する電流経路を遮断し
、その貫通電流の発生を阻止する。
【００３１】
また、本実施形態によれば、電源ＶＤＤＬの電圧が低下した状態で、この電源ＶＤＤＬの
電圧が０Ｖ付近で揺らいだとしても、ＰＭＯＳトランジスタＴＰ３のゲート閾値電圧を越
さない限り、ノードＮｃは電源ＶＤＤＬから電気的に絶縁された状態に保持され、貫通電
流遮断用のＮＭＯＳトランジスタＴＮ２のゲートは抵抗素子Ｒにより０Ｖに安定的に固定
される。従って、ＭＯＳトランジスタＴＮ３が不用意にオン状態に移行することはなく、
貫通電流の発生を有効に阻止することが可能になる。
【００３２】
なお、ＮＭＯＳトランジスタＴＮ３がオフ状態にある場合、レベルシフト段ＬＳ１内のノ
ードＮｂの電圧が中間レベルで安定すると、これを入力するインバータＩＶ３で貫通電流
が発生する可能性がある。そこで、このインバータＩＶ３での貫通電流を阻止するために
、例えばゲートがノードＮｃに接続されたＰＭＯＳトランジスタ（図示なし）を設け、こ
のトランジスタによりノードＮｂ（即ちインバータＩＶ３の入力部）を電源ＶＤＤＨにプ
ルアップするようにしてもよい。あるいは、単に高抵抗素子を用いてノードＮｂを電源Ｖ
ＤＤＨにプルアップするようにしてもよい。
【００３３】
（変形例）
次に、上述の実施形態の変形例を説明する。
図３に、本変形例に係る信号レベルシフト回路の構成を示す。図３において、前述の図１
に示す要素と共通する要素には同一符号を付す。本変形例に係る信号レベルシフト回路は
、図１に示す実施の形態の構成において、貫通電流遮断用のＮＭＯＳトランジスタＴＮ３
に代えて、同じく貫通電流遮断用のＮＭＯＳトランジスタＴＮ３１，ＴＮ３２を備える。
【００３４】
ここで、駆動回路部をなすＮＭＯＳトランジスタＴＮ１，ＴＮ２の各ソースにはＮＭＯＳ
トランジスタＴＮ３１，ＴＮ３２の各ドレインがそれぞれ接続される。これらＮＭＯＳト
ランジスタＴＮ３１，ＴＮ３２のソースは共に接地され、ゲートは電源電圧検出回路ＤＴ
内のノードＮｃに共通接続される。このように、この変形例では、駆動回路部をなす１対
のＮＭＯＳトランジスタＴＮ１，ＴＮ２に対し、貫通電流遮断用のＮＭＯＳトランジスタ
が別々に設けられている。
【００３５】
この変形例によれば、駆動回路部をなす１対のＮＭＯＳトランジスタＴＮ１，ＴＮ２に対
し貫通電流遮断用のＮＭＯＳトランジスタを別々に設けたので、前述の図１に示すように
ＮＭＯＳトランジスタＴＮ１，ＴＮ２のドレインに対して共通に電流遮断用のＮＭＯＳト
ランジスタＴＮ３を設けた場合に比較して、ノードＮａ，Ｎｂ間で信号の干渉が起こりに
くくなり、回路動作が安定する。
【００３６】
以上、この発明の一実施形態を説明したが、この発明は、この実施の形態に限られるもの
ではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等があっても本発明に含まれる。
例えば上述の実施の形態では、インバータＩＶ１，ＩＶ２により信号ＩＮの相補信号を生
成してレベルシフト段ＬＳ１に供給するものとしたが、あらかじめ信号ＩＮの相補信号が
存在する場合には、インバータＩＶ１，ＩＶ２を省いてもよい。波形整形用のインバータ
ＩＶ３についても必要に応じて用いればよい。
【００３７】
また、上述の実施の形態では、３Ｖの信号レベルを５Ｖの信号レベルに変換する場合を例
としたが、これに限定されることなく、本発明は、逆に５Ｖの信号レベルを３Ｖの信号レ
ベルに変換する場合にも適用することができ、任意の信号レベルを変換する場合に適用で
きる。
また、上述の実施の形態では、インバータＩＶ３の入力部を必要に応じてプルアップする
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ものとしたが、レベルシフト段ＬＳ１の構成によってはプルダウンするものとしてもよい
。
【００３８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば以下の効果を得ることができる。
即ち、第１の電源（ＶＤＤＬ）の電圧低下を検出して負荷回路部と駆動回路部の電流経路
を遮断するようにしたので、入力側の信号レベルを与える第１の電源の電圧が低下しても
貫通電流の発生を抑えることが可能になる。
【００３９】
また、第１の電源（ＶＤＤＬ）の電圧低下を検出する電源電圧検出回路と、第１の電源の
電圧低下が検出された場合に第２の電源（ＶＤＤＨ）と第３の電源（接地）との間を開放
するスイッチ回路とを備えたので、負荷回路部および駆動回路部が第２の電源と接地との
間に形成する貫通電流経路を遮断することが可能になる。
【００４０】
さらに、ソースが第１の電源に接続されると共にゲートが第３の電源に接続された第１導
電型のＭＯＳトランジスタと、このＭＯＳトランジスタのドレインと第３の電源との間に
接続された抵抗素子とを備えたので、第１の電源の電圧低下を検出することが可能になる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態に係る信号レベルシフト回路の構成を示すブロック図である
。
【図２】　本発明の実施形態に係る信号レベルシフト回路の動作を説明するための波形図
である。
【図３】　本発明の実施形態の変形例を示すブロック図である。
【図４】　従来技術に係る信号レベルシフト回路の構成と動作を説明するための図である
。
【符号の説明】
ＩＶ１～ＩＶ４…インバータ、ＤＴ…電源電圧検出回路、ＬＳ１…レベルシフト段、ＴＰ
１，ＴＰ２，ＴＰ３…ＰＭＯＳトランジスタ、ＴＮ１～ＴＮ３，ＴＮ３１，ＴＮ３２…Ｎ
ＭＯＳトランジスタ、Ｒ…抵抗素子。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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