
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 入力信号が供給される信号入力トランジスタと、該信号入力
トランジスタで受け取った入力信号のデータを保持するラッチ部と、クロックに応じて動
作を制御するクロック入力トランジスタとを有するラッチ形レベルコンバータであって、
　前記信号入力トランジスタは、前記ラッチ部を構成するトランジスタよりも高耐圧なト
ランジスタであることを特徴とするラッチ形レベルコンバータ。
【請求項２】
　請求項１に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記入力信号は差動入力信号で
あり、前記信号入力トランジスタは該差動入力信号を制御電極で受け取る差動対トランジ
スタであることを特徴とするラッチ形レベルコンバータ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記クロック入力トラ
ンジスタは、前記クロックをゲートで受け取るｎＭＯＳトランジスタであり、且つ、前記
信号入力トランジスタは、一対のｎＭＯＳトランジスタであることを特徴とするラッチ形
レベルコンバータ。
【請求項４】
　請求項３に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記ラッチ部、前記信号入力ｎ
ＭＯＳトランジスタおよび前記クロック入力ｎＭＯＳトランジスタは、その順番で高電位
電源線と低電位電源線との間に直列に接続されることを特徴とするラッチ形レベルコンバ
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ータ。
【請求項５】
　請求項１または２に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記クロック入力トラ
ンジスタは、前記クロックをゲートで受け取るｐＭＯＳトランジスタであり、且つ、前記
信号入力トランジスタは、一対のｐＭＯＳトランジスタであることを特徴とするラッチ形
レベルコンバータ。
【請求項６】
　請求項５に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記クロック入力ｐＭＯＳトラ
ンジスタ、前記信号入力ｐＭＯＳトランジスタおよび前記ラッチ部は、その順番で高電位
電源線と低電位電源線との間に直列に接続されることを特徴とするラッチ形レベルコンバ
ータ。
【請求項７】
　請求項１または２に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記クロック入力トラ
ンジスタは、前記クロックをゲートで受け取るｎＭＯＳトランジスタおよびｐＭＯＳトラ
ンジスタであり、且つ、前記信号入力トランジスタは、一対のｐＭＯＳトランジスタおよ
び一対のｎＭＯＳトランジスタであることを特徴とするラッチ形レベルコンバータ。
【請求項８】
　請求項７に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記クロック入力ｐＭＯＳトラ
ンジスタ、前記信号入力ｐＭＯＳトランジスタ、前記ラッチ部、前記クロック入力ｎＭＯ
Ｓトランジスタおよび前記信号入力ｎＭＯＳトランジスタは、その順番で高電位電源線と
低電位電源線との間に直列に接続されることを特徴とするラッチ形レベルコンバータ。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のラッチ形レベルコンバータと、該ラッチ形レベル
コンバータの出力をラッチするラッチ回路と、前記ラッチ形レベルコンバータに対するク
ロックを発生するクロック発生回路とを備えることを特徴とする受信回路。
【請求項１０】
　請求項９に記載の受信回路において、ｎを２以上の整数として、前記ラッチ形レベルコ
ンバータおよび前記ラッチ回路はｎ個あり、該ｎ個のラッチ形レベルコンバータは、前記
クロック発生回路が出力するｎ相クロックによりそれぞれ駆動されることを特徴とする受
信回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はラッチ形レベルコンバータおよび受信回路に関し、特に、信号伝送システムや半
導体記憶装置等の受信回路に搭載されるラッチ形レベルコンバータに関する。
【０００２】
近年、例えば、情報処理装置に要求される処理速度は増加の一途をたどっており、その情
報処理装置を構成するＬＳＩ（ Large Scale Integration Circuit)間或いはＬＳＩ内の信
号においても速度の向上が求められている。信号を高速伝送する場合、高周波成分のロス
や信号の反射を防止するために小振幅で信号を伝送することが多い。そのため、受信回路
には、小振幅信号を的確に増幅することができる回路を搭載する必要がある。さらに、シ
ステムによっては、電源電圧よりも高いコモンモードの入力信号が供給される場合があり
、このような高いコモンモードの入力信号を受信することのできるラッチ形レベルコンバ
ータの提供が要望されている。
【０００３】
【従来の技術】
図１は従来のラッチ形レベルコンバータの一例を示す回路図であり、ストロングアームラ
ッチ型の差動センスアンプ回路を示すものである。図１において、参照符号ＡＶＤは高電
位電源線（高電位電源電圧）、ＡＶＳは低電位電源線（低電位電源電圧）、ＣＫはクロッ
ク、ｄ，ｄｘは差動（相補）の入力信号、そして、ｑ，ｑｘは差動の出力信号を示してい
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る。ここで、符号『ｘ』は反転レベルの信号を示し、例えば、信号ｄｘおよびｑｘはそれ
ぞれ信号ｄおよびｑの反転レベルの信号を示している。
【０００４】
図１に示されるように、従来のラッチ形レベルコンバータは、ｐチャネル型ＭＯＳトラン
ジスタ（ｐＭＯＳトランジスタ）１０１～１０４およびｎチャネル型ＭＯＳトランジスタ
（ｎＭＯＳトランジスタ）１０５～１０９で構成される。ｎＭＯＳトランジスタ１０７，
１０８は、ゲートに差動の入力信号ｄ，ｄｘが供給される信号入力トランジスタ（差動対
トランジスタ）であり、また、ｎＭＯＳトランジスタ１０９は、ゲートに供給されるクロ
ックＣＫによりオン／オフされて回路の動作を制御するクロック入力トランジスタである
。
【０００５】
ｐＭＯＳトランジスタ１０２，１０３およびｎＭＯＳトランジスタ１０５，１０６は、信
号入力トランジスタ１０７，１０８で受け取った入力信号ｄ，ｄｘのデータを保持するラ
ッチ部を構成している。すなわち、ラッチ部は、交差接続された第１のインバータ（トラ
ンジスタ１０２，１０５）および第２のインバータ（トランジスタ１０３，１０６）によ
り構成され、これら第１および第２のインバータの出力からラッチ形レベルコンバータの
差動出力ｑｘおよびｑが取り出される。
【０００６】
ここで、第１および第２のインバータにおける各ｐＭＯＳトランジスタ１０２および１０
３と並列に接続されたｐＭＯＳトランジスタ１０１および１０４は、プリチャージ用のト
ランジスタであり、クロックＣＫが低レベル『Ｌ』のときにオンして出力ｑｘおよびｑを
高電位電源電圧ＡＶＤにプルアップするようになっている。
【０００７】
図２は図１に示すラッチ形レベルコンバータの動作を説明するためのタイミング図である
。
【０００８】
図１および図２に示されるように、クロックＣＫが低レベル『Ｌ』のとき、ｎＭＯＳトラ
ンジスタ１０９はオフし、そのとき、ｐＭＯＳトランジスタ１０１，１０４がオンして差
動出力ｑ，ｑｘが高レベル『Ｈ』にプリチャージされる。そして、クロックＣＫが低レベ
ル『Ｌ』から高レベル『Ｈ』に立ち上がると、ｎＭＯＳトランジスタ１０９がオンして回
路が活性化（高電位電源線ＡＶＤから低電位電源線ＡＶＳへの電流パスが形成）され、こ
のとき、入力信号ｄおよびｄｘの電位の違いにより信号入力トランジスタ１０７および１
０８を流れる電流に差が生じて、出力ノード（出力信号ｑ，ｑｘ）の電位は、差動の入力
信号ｄ，ｄｘに対応して異なった値になる。
【０００９】
また、出力ノード（ｑ，ｑｘ）は、交差接続（クロスカップル）された第１および第２の
インバータの入力兼出力となっているため、出力信号ｑ，ｑｘは入力信号ｄ，ｄｘに対応
して高電位電源電圧ＡＶＤ（高レベル『Ｈ』）または低電位電源線ＡＶＳ（低レベル『Ｌ
』）のレベルに増幅されると共に、クロックＣＫが高レベル『Ｈ』となっている期間保持
（ラッチ）される。
【００１０】
すなわち、クロックＣＫの立ち上がりタイミングで入力信号ｄ，ｄｘのデータＤ０，Ｄ１
，Ｄ２，…が信号入力トランジスタ１０７，１０８を介して取り込まれ、クロックＣＫが
高レベル『Ｈ』の期間だけラッチ部（トランジスタ１０２，１０５；１０３，１０６）に
より保持されて、データＤ０，Ｄ１，Ｄ２，…に対応した出力信号ｑ，ｑｘが出力される
。なお、クロックＣＫが低レベル『Ｌ』の期間は、トランジスタ１０１，１０４がオンし
て出力信号ｑ，ｑｘは高電位電源電圧ＡＶＤ（高レベル『Ｈ』）になる。
【００１１】
ラッチ形レベルコンバータ（ストロングアームラッチ型の差動センスアンプ）は、クロッ
クＣＫが低レベル『Ｌ』のとき並びに信号確定後は貫通電流を遮断して使用されることに
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なる。なお、このラッチ形レベルコンバータの差動出力信号ｑ，ｑｘは、例えば、後段に
接続されるＳＲラッチに供給される。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
近年の半導体製造技術の進歩によるデバイス（トランジスタ）の小型化および高集積化、
並びに、信号伝送の高速化に伴う信号の小振幅化等に応じて、例えば、ラッチ形レベルコ
ンバータを構成する全てのトランジスタは、そのゲート酸化膜を薄くした低耐圧のものと
して形成されている。
【００１３】
そのため、例えば、図１に示すストロングアームラッチ型の差動センスアンプ（ラッチ形
レベルコンバータ）に対して電源電圧より高いレベルのコモンモードを有する入力信号ｄ
，ｄｘが入力される場合、入力信号ｄ，ｄｘをゲートで受けている信号入力トランジスタ
１０７，１０８の耐圧よりも高い電圧が印加され、信号入力トランジスタの劣化が生じた
り、さらには、信号入力トランジスタのゲート破壊を引き起こすことにもなりかねない。
【００１４】
本発明は、上述した従来のラッチ形レベルコンバータが有する課題に鑑み、小振幅信号を
的確に増幅することができ、また、電源電圧よりも高いコモンモードの入力信号も受信す
ることのできるラッチ形レベルコンバータの提供を目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　本発明によれば、 入力信号が供給される信号入力トランジス
タと、該信号入力トランジスタで受け取った入力信号のデータを保持するラッチ部と、ク
ロックに応じて動作を制御するクロック入力トランジスタとを有するラッチ形レベルコン
バータであって、前記信号入力トランジスタは、前記ラッチ部を構成するトランジスタよ
りも高耐圧なトランジスタであることを特徴とするラッチ形レベルコンバータが提供され
る。
【００１６】
　また、本発明によれば、ラッチ形レベルコンバータと、該ラッチ形レベルコンバータの
出力をラッチするラッチ回路と、前記ラッチ形レベルコンバータに対するクロックを発生
するクロック発生回路とを備えることを特徴とする受信回路が提供される。ここで、前記
ラッチ形レベルコンバータは、入力信号が供給される信号入力トランジスタと、該信号入
力トランジスタで受け取った入力信号のデータを保持するラッチ部と、クロックに応じて
動作を制御するクロック入力トランジスタとを有し、前記信号入力トランジスタは、

トランジスタとなっている。
【００１７】
本発明のラッチ形レベルコンバータおよび受信回路によれば、入力信号が供給される信号
入力トランジスタが高耐圧トランジスタとして構成される。これにより、小振幅信号を的
確に増幅することができ、また、電源電圧よりも高いコモンモードの入力信号も受信する
ことが可能になる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るラッチ形レベルコンバータおよび受信回路の実施例を、添付図面を参
照して詳述する。
【００１９】
図３は本発明に係るラッチ形レベルコンバータの第１実施例を示す回路図であり、ストロ
ングアームラッチ型の差動センスアンプ回路を示すものである。図３において、参照符号
ＡＶＤは高電位電源線（高電位電源電圧）、ＡＶＳは低電位電源線（低電位電源電圧）、
ＣＫはクロック、ｄ，ｄｘは差動（相補）の入力信号、そして、ｑ，ｑｘは差動の出力信
号を示している。
【００２０】
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図３および図１の比較から明らかなように、本第１実施例のラッチ形レベルコンバータは
、前述した図１のラッチ形レベルコンバータと同じ回路構成とされている。すなわち、本
第１実施例のラッチ形レベルコンバータにおけるｐＭＯＳトランジスタ１１～１４および
ｎＭＯＳトランジスタ１５～１９は、図１に示す従来のラッチ形レベルコンバータにおけ
るｐＭＯＳトランジスタ１０１～１０４およびｎＭＯＳトランジスタ１０５～１０９に対
応する。
【００２１】
ただし、本第１実施例のラッチ形レベルコンバータにおいて、入力信号ｄ，ｄｘをゲート
で受け取る信号入力トランジスタ（差動対トランジスタ）１７，１８は、高耐圧のトラン
ジスタとして構成されている。すなわち、ｎＭＯＳトランジスタ１７および１８は、例え
ば、ゲート酸化膜を厚く形成した高耐圧トランジスタとされている。
【００２２】
これにより、電源電圧より高いレベルのコモンモードを有する入力信号ｄ，ｄｘが入力さ
れる場合でも、信号入力トランジスタ１７，１８に劣化が生じることがなく、また、信号
入力トランジスタ１７，１８のゲート破壊を防ぐことができる。このように、本第１実施
例のラッチ形レベルコンバータによれば、小振幅信号を的確に増幅することができ、また
、電源電圧よりも高いコモンモードの入力信号も受信することができる。
【００２３】
図４は本発明に係るラッチ形レベルコンバータの第２実施例を示す回路図であり、図５は
図４に示すラッチ形レベルコンバータの動作を説明するためのタイミング図である。
【００２４】
図４および図３（図１）の比較から明らかなように、本第２実施例のラッチ形レベルコン
バータは、上述した第１実施例における各トランジスタを逆の導電型のトランジスタで構
成したものに相当する。
【００２５】
すなわち、本第２実施例のラッチ形レベルコンバータは、ゲートに差動の入力信号ｄ，ｄ
ｘが供給されるｐＭＯＳトランジスタ（信号入力トランジスタ）２７，２８、ゲートに供
給されるクロックＣＫＸによりオン／オフされて回路の動作を制御するｐＭＯＳトランジ
スタ（クロック入力トランジスタ）２９、交差接続された２つのインバータ（ｎＭＯＳト
ランジスタ２２およびｐＭＯＳトランジスタ２５よりなる第１のインバータ、および、ｎ
ＭＯＳトランジスタ２３およびｐＭＯＳトランジスタ２６よりなる第２のインバータ）で
構成されたラッチ部、並びに、第１および第２のインバータにおける各ｎＭＯＳトランジ
スタ２２および２３と並列に接続されたｎＭＯＳトランジスタ２１および２４を備えてい
る。ここで、ｎＭＯＳトランジスタ２１および２４は、クロックＣＫＸが高レベル『Ｈ』
のときにオンして出力ｑｘおよびｑを低電位電源電圧ＡＶＳにプルダウンするためのもの
である。
【００２６】
図５は図４に示すラッチ形レベルコンバータの動作を説明するためのタイミング図である
。
【００２７】
図４および図５に示されるように、クロックＣＫＸが高レベル『Ｈ』のとき、ｐＭＯＳト
ランジスタ２９はオフし、そのとき、ｎＭＯＳトランジスタ２１，２４がオンして差動出
力ｑ，ｑｘが低レベル『Ｌ』にプリチャージ（プリディスチャージ）される。そして、ク
ロックＣＫＸが高レベル『Ｈ』から低レベル『Ｌ』に立ち下がると、ｐＭＯＳトランジス
タ２９がオンして回路が活性化（高電位電源線ＡＶＤから低電位電源線ＡＶＳへの電流パ
スが形成）され、このとき、入力信号ｄおよびｄｘの電位の違いにより信号入力トランジ
スタ２７および２８を流れる電流に差が生じて、出力ノード（ｑ，ｑｘ）の電位は、差動
の入力信号ｄ，ｄｘに対応して異なった値になる。
【００２８】
また、出力ノード（ｑ，ｑｘ）は、交差接続された第１および第２のインバータの入力兼
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出力となっているため、出力信号ｑ，ｑｘは入力信号ｄ，ｄｘに対応して高電位電源電圧
ＡＶＤ（高レベル『Ｈ』）または低電位電源線ＡＶＳ（低レベル『Ｌ』）のレベルに増幅
されると共に、クロックＣＫＸが低レベル『Ｌ』となっている期間保持される。
【００２９】
　すなわち、クロックＣＫＸの立ち下がりタイミングで入力信号ｄ，ｄｘのデータＤ０，
Ｄ１，Ｄ２，…が信号入力トランジスタ２７，２８を介して取り込まれ、クロック
が低レベル『Ｌ』の期間だけラッチ部（トランジスタ２２，２５；２３，２６）により保
持されて、データＤ０，Ｄ１，Ｄ２，…に対応した出力信号ｑ，ｑｘが出力される。なお
、クロックＣＫＸが高レベル『Ｈ』の期間は、トランジスタ２１，２４がオンして出力信
号ｑ，ｑｘは低電位電源電圧ＡＶＳ（低レベル『Ｌ』）になる。
【００３０】
本第２実施例のラッチ形レベルコンバータにおいて、入力信号ｄ，ｄｘをゲートで受け取
る信号入力トランジスタ（差動対トランジスタ）２７，２８は、高耐圧のトランジスタと
して構成されている。すなわち、ｐＭＯＳトランジスタ２７および２８は、例えば、ゲー
ト酸化膜を厚く形成した高耐圧トランジスタとされている。
【００３１】
これにより、電源電圧より高いレベルのコモンモードを有する入力信号ｄ，ｄｘが入力さ
れる場合でも、信号入力トランジスタ２７，２８に劣化が生じることがなく、また、信号
入力トランジスタ２７，２８のゲート破壊を防ぐことができる。このように、本第２実施
例のラッチ形レベルコンバータによれば、小振幅信号を的確に増幅することができ、また
、電源電圧よりも高いコモンモードの入力信号も受信することができる。
【００３２】
図６は本発明に係るラッチ形レベルコンバータの第３実施例を示す回路図である。
【００３３】
　図６と図３および図４との比較から明らかなように、本第３実施例のラッチ形レベルコ
ンバータは、上述した図３の第１実施例と の第２実施例とを合成したものに相当する
。ただし、プリチャージ（プリディスチャージ）用のトランジスタは取り除かれている。
【００３４】
図６に示されるように、本第３実施例のラッチ形レベルコンバータは、高電位電源線ＡＶ
Ｄと低電位電源線ＡＶＳとの間に、クロックＣＫＸがゲートに供給された第１のクロック
入力トランジスタ（ｐＭＯＳトランジスタ）３０と、差動の入力信号ｄ，ｄｘがゲートに
供給された第１の信号入力トランジスタ（ｐＭＯＳトランジスタ３１，３２）と、２つの
インバータ（ｎＭＯＳトランジスタ３５およびｐＭＯＳトランジスタ３３よりなる第１の
インバータ、および、ｎＭＯＳトランジスタ３６およびｐＭＯＳトランジスタ３４よりな
る第２のインバータ）で構成されたラッチ部と、入力信号ｄ，ｄｘがゲートに供給された
第２の信号入力トランジスタ（ｎＭＯＳトランジスタ３７，３８）と、クロックＣＫがゲ
ートに供給された第２のクロック入力トランジスタ（ｎＭＯＳトランジスタ）３９とがそ
の順番に接続されている。
【００３５】
本第３実施例のラッチ形レベルコンバータにおいて、入力信号ｄ，ｄｘをゲートで受け取
る第１の信号入力トランジスタ３１，３２および第２の信号入力トランジスタ３７，３８
は、全て高耐圧のトランジスタとして構成されている。
【００３６】
図７は図６に示すラッチ形レベルコンバータの動作を説明するためのタイミング図である
。
【００３７】
図６および図７に示されるように、クロックＣＫが低レベル『Ｌ』でクロックＣＫＸが高
レベル『Ｈ』のとき、ｎＭＯＳトランジスタ３９およびｐＭＯＳトランジスタ３０はオフ
する。そして、クロックＣＫが低レベル『Ｌ』から高レベル『Ｈ』に立ち上がり、且つ、
クロックＣＫＸが高レベル『Ｈ』から低レベル『Ｌ』に立ち下がると、ｎＭＯＳトランジ
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スタ３９およびｐＭＯＳトランジスタ３０がオンして回路が活性化され、すなわち、高電
位電源線ＡＶＤから低電位電源線ＡＶＳへの電流パスが形成される。このとき、入力信号
ｄおよびｄｘの電位の違いにより第１の信号入力トランジスタ３１および３２および第２
の信号入力トランジスタ３７および３８を流れる電流に差が生じて、出力ノード（出力信
号ｑ，ｑｘ）の電位は、差動の入力信号ｄ，ｄｘに対応して異なった値になる。
【００３８】
また、出力ノード（ｑ，ｑｘ）は、交差接続された第１および第２のインバータの入力兼
出力となっているため、出力信号ｑ，ｑｘは入力信号ｄ，ｄｘに対応して高電位電源電圧
ＡＶＤ（高レベル『Ｈ』）または低電位電源線ＡＶＳ（低レベル『Ｌ』）のレベルに増幅
されると共に、クロックＣＫが高レベル『Ｈ』でクロックＣＫＸが低レベル『Ｌ』となっ
ている期間保持される。
【００３９】
すなわち、クロックＣＫの立ち上がりでクロックＣＫＸの立ち下がりタイミングで入力信
号ｄ，ｄｘのデータＤ０，Ｄ１，Ｄ２，…が第１および第２の信号入力トランジスタ３１
，３２；３７，３８を介して取り込まれ、クロックＣＫが高レベル『Ｈ』でクロックＣＫ
Ｘが低レベル『Ｌ』の期間だけラッチ部（トランジスタ３３，３５；３４，３６）により
保持されて、データＤ０，Ｄ１，Ｄ２，…に対応した出力信号ｑ，ｑｘが出力される。な
お、クロックＣＫが低レベル『Ｌ』でクロックＣＫＸが高レベル『Ｈ』の期間は、第１お
よび第２のクロック入力トランジスタ３０および３９オフするため、出力信号ｑ，ｑｘは
不定になる。
【００４０】
これにより、電源電圧より高いレベルのコモンモードを有する入力信号ｄ，ｄｘが入力さ
れる場合でも、信号入力トランジスタ３１，３２；３７，３８に劣化が生じることがなく
、また、信号入力トランジスタ３１，３２；３７，３８のゲート破壊を防ぐことができる
。このように、本第３実施例のラッチ形レベルコンバータによれば、小振幅信号を的確に
増幅することができ、また、電源電圧よりも高いコモンモードの入力信号も受信すること
ができる。
【００４１】
以上のように、本発明の各実施例は、信号入力トランジスタに高耐圧のトランジスタを用
いることにより、トランジスタをゲート破壊がおこらない領域で動作させることができ、
その結果、回路の歩留まりを向上させることができる。
【００４２】
図８は本発明のラッチ形レベルコンバータが適用される信号伝送システムの一例を概略的
に示すブロック図である。図８において、参照符号２００は送信用ＬＳＩ（送信回路）、
３００は受信用ＬＳＩ（受信回路）、そして、４００は信号伝送路を示している。
【００４３】
送信ＬＳＩ２００は、差動の送信回路２０１を備え、差動の信号（ｄ，ｄｘ）を信号伝送
路４００を介して受信ＬＳＩ３００に供給する。受信ＬＳＩ３００は、ラッチ形レベルコ
ンバータ３０１、ＳＲラッチ３０２およびクロック発生回路３０３を備える。ラッチ形レ
ベルコンバータ３０１は、信号伝送路４００を介して供給された差動の入力信号ｄ，ｄｘ
と、クロック発生回路３０３の出力（クロックＣＫ，ＣＫＸの一方または両方）を受け取
って、差動の出力信号ｑ，ｑｘをＳＲラッチ３０２に出力する。
【００４４】
図９は図８に示す信号伝送システムにおける受信ＬＳＩ（受信回路）の一例を示すブロッ
ク図である。図９に示す例では、差動の入力信号ＤＩＮ，ＤＩＮＸ（ｄ，ｄｘに対応）を
４つのラッチ形レベルコンバータ３１０～３１３で受け取り、各ラッチ形レベルコンバー
タ３１０～３１３の出力をそれぞれ対応するＳＲラッチ３２０～３２３を介して出力信号
ＤＴ０，ＤＴ０Ｘ～ＤＴ３，ＤＴ３Ｘとして出力するようになっている。
【００４５】
ここで、各ラッチ形レベルコンバータ３１０～３１３には、例えば、互いに位相が９０°
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異なる四相クロックＣＫ０～ＣＫ３が供給されてインターリーブ動作するように構成され
ている。すなわち、ラッチ形レベルコンバータ３１０～３１３は、入力信号ＤＩＮ，ＤＩ
ＮＸの伝送速度よりも遅いクロックＣＫ０～ＣＫ３を使用して駆動されている。
【００４６】
図１０は図９に示す受信ＬＳＩにおけるＳＲラッチの一例を示す回路図である。
【００４７】
図１０に示されるように、ＳＲラッチ３２０（３２１～３２３）は、ＮＡＮＤゲート３２
０１，３２０２およびインバータ３２０３，３２０４を備える。ＮＡＮＤゲート３２０１
および３２０２は、交差接続されてデータを保持するようになっており、その出力にはそ
れぞれ波形整形用のインバータ３２０３および３２０４が設けられている。
【００４８】
図１１は図９に示す受信ＬＳＩの動作を説明するためのタイミング図である。
【００４９】
上述したように、図９に示す受信ＬＳＩは、四相のクロックＣＫ０～ＣＫ３によりインタ
ーリーブ駆動されるようになっており、例えば、クロックＣＫ０の立ち上がりタイミング
でラッチ形レベルコンバータ３１０が活性化されて入力信号ＤＩＮ，ＤＩＮＸのデータＤ
０を取り込み、そのラッチ形レベルコンバータ３１０の出力を、ＳＲラッチ３２０を介し
て差動の出力信号ＤＴ０，ＤＴ０Ｘとして出力し、次に、クロックＣＫ１の立ち上がりタ
イミングでラッチ形レベルコンバータ３１１が活性化されて入力信号ＤＩＮ，ＤＩＮＸの
データＤ１を取り込み、そのラッチ形レベルコンバータ３１１の出力を、ＳＲラッチ３２
１を介して差動の出力信号ＤＴ１，ＤＴ１Ｘとして出力する。さらに、クロックＣＫ２の
立ち上がりタイミングでラッチ形レベルコンバータ３１２が活性化されて入力信号ＤＩＮ
，ＤＩＮＸのデータＤ２を取り込み、そのラッチ形レベルコンバータ３１２の出力を、Ｓ
Ｒラッチ３２２を介して差動の出力信号ＤＴ２，ＤＴ２Ｘとして出力し、そして、クロッ
クＣＫ３の立ち上がりタイミングでラッチ形レベルコンバータ３１３が活性化されて入力
信号ＤＩＮ，ＤＩＮＸのデータＤ３を取り込み、そのラッチ形レベルコンバータ３１３の
出力を、ＳＲラッチ３２３を介して差動の出力信号ＤＴ３，ＤＴ３Ｘとして出力する。
【００５０】
図１２は図９に示す受信ＬＳＩに適用されるリセット制御回路の一例を示すブロック図で
あり、図１３は図１２に示すリセット制御回路における制御ユニットの例を示す回路図で
ある。ここで、図９に示す受信ＬＳＩは、例えば、ｎ個のレシーバユニット５１－０～５
１－ (n-1)のそれぞれに設けられている。
【００５１】
図１２に示すリセット制御回路は、３種類のリセット信号を判別してリセット制御を行う
ようになっている。すなわち、リセット制御回路は、システム全体をリセットするための
システムリセット信号ＳＲＳＴ（高レベル『Ｈ』で活性化する信号）、システムにおける
ｎ個のレシーバユニット５１－０～５１－ (n-1)を全てリセットするためのポートパワー
ダウン（ Port Power Down）信号ＰＰＤ（高レベル『Ｈ』で活性化する信号）、および、
各レシーバユニット５１－０～５１－ (n-1)を個別にリセットするためのチャネルパワー
ダウン（ Channel Power Down）信号ＣＰＤ０～ＣＰＤ (n-1)（低レベル『Ｌ』で活性化す
る信号）の３種類のリセット信号によりリセット制御を行うようになっている。
【００５２】
システムリセット信号ＳＲＳＴおよびポートパワーダウン信号ＰＰＤは、第１制御回路５
３に供給され、この第１制御回路５３は、これらシステムリセット信号ＳＲＳＴおよびポ
ートパワーダウン信号ＰＰＤのいずれかがリセット論理（高レベル『Ｈ』）になった場合
、リセットと判断して全ての第２制御回路５２－０～５２－ (n-1)に対してリセット信号
ＰＤ（高レベル『Ｈ』で活性化する信号）を出力する。ここで、図１３（ａ）に示される
ように、第１制御回路５３は、例えば、システムリセット信号ＳＲＳＴおよびポートパワ
ーダウン信号ＰＰＤを受け取るＯＲゲート５３０として構成することができる。
【００５３】
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第２制御回路５２－０～５２－ (n-1)は、第１制御回路５３からのリセット信号ＰＤおよ
びチャネルパワーダウン信号ＣＰＤ０～ＣＰＤ（ｎ－１）を受け取り、これらリセット信
号ＰＤおよびチャネルパワーダウン信号ＣＰＤ０～ＣＰＤ（ｎ－１）のいずれかがリセッ
ト論理（リセット信号ＰＤが高レベル『Ｈ』、或いは、チャネルパワーダウン信号ＣＰＤ
が低レベル『Ｌ』）になった場合、リセットと判断してそれぞれ対応するレシーバユニッ
ト５１－０～５１－ (n-1)に対してリセット信号ＰＤＸ０～ＰＤＸ (n-1)（低レベル『Ｌ』
で活性化する信号）を出力する。ここで、図１３（ｂ）に示されるように、第２制御回路
５２（５２－０～５２－ (n-1)）は、例えば、チャネルパワーダウン信号ＣＰＤを反転す
るインバータ５２２、および、リセット信号ＰＤおよびインバータ５２２で反転されたチ
ャネルパワーダウン信号ＣＰＤを受け取るＮＯＲゲート５２１により構成することができ
る。このリセット信号ＰＤＸ０～ＰＤＸ (n-1)は、リセット論理（低レベル『Ｌ』）にな
った場合、それぞれ対応するレシーバユニット５１－０～５１－ (n-1)へのクロック入力
を遮断してそのレシーバユニット５１－０～５１－ (n-1)を停止させる。
【００５４】
なお、本発明に係るラッチ形レベルコンバータは、図８～図１３に示すような受信回路シ
ステムへの適用に限定されず、様々な装置或いはシステムに対して幅広く適用することが
できる。
【００５５】
（付記１）　入力信号が供給される信号入力トランジスタと、該信号入力トランジスタで
受け取った入力信号のデータを保持するラッチ部と、クロックに応じて動作を制御するク
ロック入力トランジスタとを有するラッチ形レベルコンバータであって、
前記信号入力トランジスタは、高耐圧トランジスタであることを特徴とするラッチ形レベ
ルコンバータ。
【００５６】
（付記２）　付記１に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記入力信号は差動入
力信号であり、前記信号入力トランジスタは該差動入力信号を制御電極で受け取る差動対
トランジスタであることを特徴とするラッチ形レベルコンバータ。
【００５７】
（付記３）　付記２に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記ラッチ部は、差動
型ラッチであることを特徴とするラッチ形レベルコンバータ。
【００５８】
（付記４）　付記３に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記差動型ラッチは、
交差接続された一対のインバータであることを特徴とするラッチ形レベルコンバータ。
【００５９】
（付記５）　付記１～４のいずれか１項に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前
記クロック入力トランジスタは、前記クロックをゲートで受け取るｎＭＯＳトランジスタ
であり、且つ、前記信号入力トランジスタは、一対のｎＭＯＳトランジスタであることを
特徴とするラッチ形レベルコンバータ。
【００６０】
（付記６）　付記５に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記ラッチ部、前記信
号入力ｎＭＯＳトランジスタおよび前記クロック入力ｎＭＯＳトランジスタは、その順番
で高電位電源線と低電位電源線との間に直列に接続されることを特徴とするラッチ形レベ
ルコンバータ。
【００６１】
（付記７）　付記６に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記ラッチ部は、交差
接続された一対のインバータであり、該一対のインバータの各ｐＭＯＳトランジスタに対
してそれぞれ並列にクロックをゲートに受け取るｐＭＯＳトランジスタを設けることを特
徴とするラッチ形レベルコンバータ。
【００６２】
（付記８）　付記１～４のいずれか１項に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前
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記クロック入力トランジスタは、前記クロックをゲートで受け取るｐＭＯＳトランジスタ
であり、且つ、前記信号入力トランジスタは、一対のｐＭＯＳトランジスタであることを
特徴とするラッチ形レベルコンバータ。
【００６３】
（付記９）　付記８に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記クロック入力ｐＭ
ＯＳトランジスタ、前記信号入力ｐＭＯＳトランジスタおよび前記ラッチ部は、その順番
で高電位電源線と低電位電源線との間に直列に接続されることを特徴とするラッチ形レベ
ルコンバータ。
【００６４】
（付記１０）　付記９に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記ラッチ部は、交
差接続された一対のインバータであり、該一対のインバータの各ｎＭＯＳトランジスタに
対してそれぞれ並列にクロックをゲートに受け取るｎＭＯＳトランジスタを設けることを
特徴とするラッチ形レベルコンバータ。
【００６５】
（付記１１）　付記１～４のいずれか１項に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、
前記クロック入力トランジスタは、前記クロックをゲートで受け取るｎＭＯＳトランジス
タおよびｐＭＯＳトランジスタであり、且つ、前記信号入力トランジスタは、一対のｐＭ
ＯＳトランジスタおよび一対のｎＭＯＳトランジスタであることを特徴とするラッチ形レ
ベルコンバータ。
【００６６】
（付記１２）　付記１１に記載のラッチ形レベルコンバータにおいて、前記クロック入力
ｐＭＯＳトランジスタ、前記信号入力ｐＭＯＳトランジスタ、前記ラッチ部、前記クロッ
ク入力ｎＭＯＳトランジスタおよび前記信号入力ｎＭＯＳトランジスタは、その順番で高
電位電源線と低電位電源線との間に直列に接続されることを特徴とするラッチ形レベルコ
ンバータ。
【００６７】
（付記１３）　付記１～１２のいずれか１項に記載のラッチ形レベルコンバータと、該ラ
ッチ形レベルコンバータの出力をラッチするラッチ回路と、前記ラッチ形レベルコンバー
タに対するクロックを発生するクロック発生回路とを備えることを特徴とする受信回路。
【００６８】
（付記１４）　付記１３に記載の受信回路において、ｎを２以上の整数として、前記ラッ
チ形レベルコンバータおよび前記ラッチ回路はｎ個あり、該ｎ個のラッチ形レベルコンバ
ータは、前記クロック発生回路が出力するｎ相クロックによりそれぞれ駆動されることを
特徴とする受信回路。
【００６９】
【発明の効果】
以上、詳述したように、本発明のラッチ形レベルコンバータによれば、小振幅信号を的確
に増幅することができ、また、電源電圧よりも高いコモンモードの入力信号も受信するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来のラッチ形レベルコンバータの一例を示す回路図である。
【図２】図１に示すラッチ形レベルコンバータの動作を説明するためのタイミング図であ
る。
【図３】本発明に係るラッチ形レベルコンバータの第１実施例を示す回路図である。
【図４】本発明に係るラッチ形レベルコンバータの第２実施例を示す回路図である。
【図５】図４に示すラッチ形レベルコンバータの動作を説明するためのタイミング図であ
る。
【図６】本発明に係るラッチ形レベルコンバータの第３実施例を示す回路図である。
【図７】図６に示すラッチ形レベルコンバータの動作を説明するためのタイミング図であ
る。
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【図８】本発明のラッチ形レベルコンバータが適用される信号伝送システムの一例を概略
的に示すブロック図である。
【図９】図８に示す信号伝送システムにおける受信ＬＳＩの一例を示すブロック図である
。
【図１０】図９に示す受信ＬＳＩにおけるＳＲラッチの一例を示す回路図である。
【図１１】図９に示す受信ＬＳＩの動作を説明するためのタイミング図である。
【図１２】図９に示す受信ＬＳＩに適用されるリセット制御回路の一例を示すブロック図
である。
【図１３】図１２に示すリセット制御回路における制御ユニットの例を示す回路図である
。
【符号の説明】
５１－０～５１－ (n-1)…レシーバユニット
５２－０～５２－ (n-1)…第２制御回路
５３…第１制御回路
２００…送信回路
３００…受信回路
３０１，３１０～３１３…ラッチ形レベルコンバータ
３０２，３２０～３２３…ＳＲラッチ
３０３…クロック発生回路
４００…信号伝送路
ＡＶＤ…高電位電源線（高電位電源電圧）
ＡＶＳ…低電位電源線（低電位電源電圧）
ＣＫ，ＣＫＸ…クロック
ｄ，ｄｘ…入力信号
ｑ，ｑｘ…出力信号
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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