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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源終端されたデータ伝送路にデータを伝送するためのドライバ部を備える半導体装置
であって、
　前記ドライバ部は、
　プルアップ側のＰｃｈトランジスタであって、ソースが電源側に接続され、ドレインが
共通接続される、ＯＮ抵抗値がそれぞれ異なる第１群のＰｃｈトランジスタと、
　前記第１群のＰｃｈトランジスタのドレイン側にソースが接続され、ドレインが異なる
抵抗値の抵抗素子を介して前記データ伝送路に共通接続される抵抗素子選択用の第２群の
Ｐｃｈトランジスタと、
　プルダウン側のＮｃｈトランジスタであって、ソースがグランド側に接続され、ドレイ
ンが共通接続される、ＯＮ抵抗値がそれぞれ異なる第３群のＮｃｈトランジスタと、
　前記第３群のＮｃｈトランジスタのドレイン側にソースが接続され、ドレインが異なる
抵抗値の抵抗素子を介して前記データ伝送路に共通接続される抵抗素子選択用の第４群の
Ｎｃｈトランジスタと、
　前記第１群のＰｃｈトランジスタおよび第３群のＮｃｈトランジスタのゲートレベルを
変更して、前記第１群の内のいずれかのＰｃｈトランジスタおよび前記第３群のうちのい
ずれかのＮｃｈトランジスタを選択する駆動トランジスタ選択部と、
　前記第２群のＰｃｈトランジスタおよび第４群のＮｃｈトランジスタのゲートレベルを
変更して、前記第２群の内のいずれかのＰｃｈトランジスタおよび前記第４群のうちのい
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ずれかのＮｃｈトランジスタを選択して抵抗素子を選択する抵抗用トランジスタ選択部と
、
を備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記抵抗用トランジスタ選択部には、
　前記第２群のＰｃｈトランジスタ、および第４群のＮｃｈトランジスタの中から所望の
トランジスタを選択するためのヒューズまたはアンチヒューズを備えること、
を特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　電源電圧ＶＤＤと基準電圧ＶＲｅｆを基に、ドライバ部出力のＬｏｗレベルと基準電圧
ＶＲｅｆのマージンと、ドライバ部出力のＨｉｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン
とが等しくなるＬｏｗレベルを判定するためのＶＩＬ判定基準電圧ＶＬｏを発生するＶＩ
Ｌ判定基準電圧発生ブロックと、
　レシーバ側の終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値と、ドライバ部のＮｃｈトランジスタのＯＮ抵抗
値と、該Ｎｃｈトランジスタに接続された抵抗素子の抵抗値とにより決まる信号のＬｏｗ
レベルと、前記ＶＩＬ判定基準電圧発生ブロックにより生成されるＶＩＬ判定基準電圧Ｖ
Ｌｏとを比較するＶＩＬレベル判定ブロックと、
　前記ＶＩＬレベル判定ブロックによる比較結果を基に、ドライバ部のＮｃｈトランジス
タのＯＮ抵抗の調整を、ドライバ部のＬｏｗ出力レベルが前記ＶＩＬ判定基準電圧ＶＬｏ
と等しくなるまで繰り返す出力ＢＵＦコントロール部と、
を備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記ドライバ部のドライバレプリカであって、前記ＢＵＦコトロールにより求めたドラ
イバ部におけるＮｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値を予め設定し、これに等しいＰｃｈト
ランジスタ側のＯＮ抵抗値を求めるためのドライバレプリカと、
　電源電圧ＶＤＤを基に、１／２ＶＤＤレベルの電圧を生成する１／２ＶＤＤレベル発生
部と、
　前記ドライバレプリカ内のＮｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値と、Ｐｃｈトランジスタ
側のＯＮ抵抗とで決まる分圧レベルと、前記１／２ＶＤＤレベル発生部で発生された１／
２ＶＤＤレベルとを比較する１／２ＶＤＤレベル判定ブロックと、
　前記１／２ＶＤＤレベル判定ブロックの出力を基に、前記分圧レベルが前記１／２ＶＤ
Ｄレベルになるように前記ドライバレプリカのＰｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値を調整
すると共に、該ドライバレプリカのＰｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値を基に前記ドライ
バ部のＰｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値を調整する出力ＢＵＦコントロール部と、
を備えることを特徴とする請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記レシーバ側がＯＤＴ機能を備える場合のドライバ部であって、
　電源電圧ＶＤＤを基に１／２ＶＤＤレベルの電圧を生成する１／２ＶＤＤレベル発生部
と、
　前記ＯＤＴ機能をＯＦＦにした状態において、前記ドライバ部のＮｃｈトランジスタ側
のＯＮ抵抗値と、Ｐｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗とで決まる分圧レベルと、前記１／２
ＶＤＤレベル発生部で発生された１／２ＶＤＤレベルとを比較する１／２ＶＤＤレベル判
定ブロックと、
　前記１／２ＶＤＤレベル判定ブロックの出力を基に、前記分圧レベルが前記１／２ＶＤ
Ｄレベルになるように前記Ｐｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値を調整するＢＵＦコトロー
ル部と、
を備えることを特徴とする請求項３に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、データ伝送路にデータを伝送するためのドライバ部を備える半導体装置、お
よびドライバ制御方法に関し、特に、電源終端（線路の終端部で電源に抵抗でプルアップ
する方式）を有するインターフェースにおいて、線形なＩ－Ｖ特性をもつドライバを提供
することにより、伝送特性を改善をすると共に、線形なＩ－Ｖ特性をもつドライバを各種
条件に適合できる、半導体装置、およびドライバ部制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、動作スピードが高速になり、反射による波形品質の劣化を防ぐため、図６に示す
様に、ドライバ２１側からレシーバ２２側にデータ伝送路２３を介してデータを送信する
場合に、レシーバ２２側において、終端電圧Ｖｔｔと終端抵抗ＲｔｔによりＶｔｔ終端が
行われる場合があった。
【０００３】
　図７は、データ伝送路２３におけるシミュレーション波形を示す図であり、Ｅｙｅパタ
ーン（アイダイアグラム）を示したものである。図７（Ａ）は、終端電圧Ｖｔｔの電圧レ
ベルを電源電圧ＶＤＤの１／２にした場合のＥｙｅパターンを示し、図７（Ｂ）は、終端
電圧Ｖｔｔの電圧レベルを電源電圧ＶＤＤにした場合のＥｙｅパターンを示している。通
常、信号のＬｏｗレベル／Ｈｉｇｈレベルを判定する基準電圧ＶＲｅｆは、“Ｌｏｗレベ
ルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン”と“Ｈｉｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン”
が等しくなる様に、電源電圧ＶＤＤの１／２のレベルに設定されている事が一般的である
。
【０００４】
　Ｖｔｔ終端時の信号振幅は終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値に依存し、抵抗値が大きいほど信号
振幅は大きくなり、Ｖｔｔ終端がされていない場合は、信号はフル振幅する。図７（Ａ）
のシミュレーション結果が示す様に、Ｖｔｔ終端する場合は、Ｅｙｅパターンの信号クロ
スポイントａが基準電圧ＶＲｅｆレベルと等しくなるようにする必要があるので、終端電
圧Ｖｔｔは電源電圧ＶＤＤの１／２のレベル、すなわち、基準電圧ＶＲｅｆレベルと等し
くする必要がある。
【０００５】
　しかし近年、携帯電話を代表とする携帯機器向けに、低消費電力に対する要求が強く、
半導体装置においても低消費電力化のため、電源電圧を低電圧化する必要がある。一方、
信号処理速度向上等の観点から、信号の高速化に対する要求も強いので、低電圧化と高速
化の両方を実現する必要がある。
【０００６】
　この様な状況において、電源電圧の低電圧化と共に基準電圧ＶＲｅｆも小さくなるので
レシーバの感度や動作速度等を考慮すると、基準電圧ＶＲｅｆレベルを電源電圧ＶＤＤの
１／２のレベルよりも高く出来れば、低電圧化と高速化の実現性が増してくる。この様な
背景の下、Ｖｔｔ終端のＶｔｔレベルを電源電圧と等しくすると、図７（Ｂ）のシミュレ
ーション結果が示す様に、Ｅｙｅパターンが電源電圧ＶＤＤ側（図では上側）にシフトす
るので、基準電圧ＶＲｅｆレベルを電源電圧ＶＤＤの１／２のレベルよりも高く設定でき
る。
【０００７】
　しかしながら、図７のシミュレーション結果は、ドライバ部モデルをトランジスタのＯ
Ｎ抵抗としてモデル化しているので、ドライバ部のプルアップ／プルダウンの電流と電圧
の関係（Ｉ－Ｖ特性）が、線形特性を持っている時の結果である。しかし、実際のトラン
ジスタのＩ－Ｖ特性は非飽和領域と飽和領域を持つ様な特性を示し、常に線形特性をもっ
ている訳ではない。これらの特性を図８に示す。
【０００８】
　シミュレーション結果から明らかな様に、Ｖｔｔレベルを電源電圧ＶＤＤと等しくする
と、Ｈｉｇｈレベルの定常状態は電源電圧と等しいレベルになり、「Ｌｏｗレベルと基準
電圧ＶＲｅｆのマージン」と「Ｈｉｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」とが等し
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くなる様に、終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値とドライバトランジスタのＯＮ抵抗値を決める必要
がある。
【０００９】
　ここで、電源電圧ＶＤＤの１／２のレベル（図８；○で示すａのポイント）でドライバ
トランジスタのＯＮ抵抗を合わせ込んだ（プルアップ側とプルダウン側のＯＮ抵抗による
分圧レベルが１／２ＶＤＤレベルになるように合わせ込んだ）モデル「トランジスタモデ
ル」と、上記ＯＮ抵抗としてモデル化した「抵抗素子モデル」を用い、Ｖｔｔレベルを電
源電圧ＶＤＤと等しくした時のシミュレーション結果を図９に示す。
【００１０】
　図９（Ａ）は、抵抗素子モデルを使用した場合のＥｙｅパターンを示し、図９（Ｂ）は
、トランジスタモデルのＥｙｅパターンを示している。図９（Ａ）に示す抵抗素子モデル
におけるＥｙｅパターンでは、信号に対称性があるが、図９（Ｂ）に示すトランジスタモ
デルでは、 　　　　Ｅｙｅパターンに対称性がなくなり（ジッタが生じる）と共に、Ｌ
ＯＷベルにおける波形の変動が目立っている。
【００１１】
　図９に示すシミュレーション結果から、非線形なＩ－Ｖ特性をもつドライバ部では、Ｌ
ｏｗレベルの定常状態は期待していた以上に安定性が下がってしまう。
　この場合、終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値を小さくすることで定常状態のＬｏｗレベルを期待
値に合わすことができる。そのシミュレーション結果を図１０に示す。図１０（Ａ）は、
抵抗素子モデルの場合のＥｙｅパターンを示し、図１０（Ｂ）は、トランジスタモデルの
場合のＥｙｅパターンを示す。
【００１２】
　図１０（Ｂ）に示すトランジスタモデルのシミュレーション結果からも明らかな様に、
終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値を小さくした場合でも、非線形なＩ－Ｖ特性をもつドライバ部で
は、Ｅｙｅパターンの対称性がなくなり、Ｌｏｗ側のウインドウ幅が狭くなってしまう問
題点がある。その理由は、ドライバ部のプルアップ（Ｐｃｈトランジスタ）／プルダウン
（Ｎｃｈトランジスタ）の動作点を見れば明らかである。図２にＰｃｈトランジスタとＮ
ｃｈトランジスタの動作点に関する図を示している。
【００１３】
　図２から明らかな様に、非線形なＩ－Ｖ特性をもつドライバ部にて、終端電圧Ｖｔｔを
電源電圧ＶＤＤと等しくした場合、ドライバ部のプルアップ（Ｐｃｈトランジスタ）の動
作点は主に、ターゲットのＯＮ抵抗値よりも低い所で動作しており、プルダウン（Ｎｃｈ
トランジスタ）の動作点は主に、ターゲットのＯＮ抵抗値よりも高い所で動作している。
これが原因で、Ｅｙｅパターンの対称性がなくなってしまう。
【００１４】
　以上、述べて来た問題を解決する為には、終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値と基準電圧ＶＲｅｆ
レベルを考慮し、「Ｌｏｗレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」と「Ｈｉｇｈレベルと
基準電圧ＶＲｅｆのマージン」とが等しくなる様なＯＮ抵抗値で線形なＩ－Ｖ特性をもつ
ドライバ部が必要になる。
【００１５】
　また、その他の問題点として、反射の影響を少なくするため、ドライバ部とレシーバ間
の接続条件に応じて終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値は変わり、また、基準電圧ＶＲｅｆレベルも
、レシーバの設計によって変わるので、それらに適するドライバ部のターゲットＯＮ抵抗
の抵抗値も変わってくる。このため、ドライバ部のターゲットＯＮ抵抗の抵抗値を調整で
きることが必要になる
【００１６】
　なお、本発明に関連する従来技術の半導体装置がある（例えば、特許文献１参照）。こ
の特許文献１の半導体装置には、レシーバ側に終端抵抗素子がないシステムにおいて、ド
ライバ部の出力インピーダンスと信号線の特性インピーダンスが等しくなる様に、トラン
ジスタのＯＮ抵抗Ｒｓを決定し、線形性を持たせる技術が開示されている。
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【００１７】
　しかしながら、本発明は、レシーバ側に終端抵抗素子がある事を前提とするものであり
、特に終端抵抗素子は、ＶＤＤにつられたシステムに特化したものである。つまり本発明
は、特許文献１の半導体装置のようにドライバ部の出力インピーダンスと信号線の特性イ
ンピーダンスをマッチングさせる必要がないという点で、特許文献１の従来技術とは異な
るものである。
【特許文献１】特開２００３－６９４１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　上述したように、半導体装置のドライバ部においては、終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値と基準
電圧ＶＲｅｆレベルを考慮し、「Ｌｏｗレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」と「Ｈｉ
ｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」とが等しくなる様なＯＮ抵抗値で線形なＩ－
Ｖ特性をもつドライバ部が必要になる。
【００１９】
　また、その他の問題点として、反射の影響を少なくするため、ドライバ部とレシーバ間
の接続条件に応じて終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値は変わり、また、基準電圧ＶＲｅｆレベルも
、レシーバの設計によって変わるので、それらに適するドライバ部のターゲットＯＮ抵抗
の抵抗値も変わってくる。このため、ドライバ部のターゲットＯＮ抵抗の抵抗値を調整で
きることが必要になる
【００２０】
　本発明は、斯かる実情に鑑みなされたものであり、本発明の目的は、半導体装置のドラ
イバ部（データ伝送路を駆動するドライバ部）において、線形なＩ－Ｖ特性をもつドライ
バ部を提供することにより、信号の伝送特性を改善すると共に、線形なＩ－Ｖ特性をもつ
ドライバ部を各種条件に適合できように制御できる、半導体装置、およびドライバ制御方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　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、本発明の半導体装置は、電源
終端されたデータ伝送路にデータを伝送するためのドライバ部を備える半導体装置であっ
て、前記ドライバ部は、プルアップ側のＰｃｈトランジスタであって、ソースが電源側に
接続され、ドレインが共通接続される、ＯＮ抵抗値がそれぞれ異なる第１群のＰｃｈトラ
ンジスタと、前記第１群のＰｃｈトランジスタのドレイン側にソースが接続され、ドレイ
ンが異なる抵抗値の抵抗素子を介して前記データ伝送路に共通接続される抵抗素子選択用
の第２群のＰｃｈトランジスタと、プルダウン側のＮｃｈトランジスタであって、ソース
がグランド側に接続され、ドレインが共通接続される、ＯＮ抵抗値がそれぞれ異なる第３
群のＮｃｈトランジスタと、前記第３群のＮｃｈトランジスタのドレイン側にソースが接
続され、ドレインが異なる抵抗値の抵抗素子を介して前記データ伝送路に共通接続される
抵抗素子選択用の第４群のＮｃｈトランジスタと、前記第１群のＰｃｈトランジスタおよ
び第３群のＮｃｈトランジスタのゲートレベルを変更して、前記第１群の内のいずれかの
Ｐｃｈトランジスタおよび前記第３群のうちのいずれかのＮｃｈトランジスタを選択する
駆動トランジスタ選択部と、前記第２群のＰｃｈトランジスタおよび第４群のＮｃｈトラ
ンジスタのゲートレベルを変更して、前記第２群の内のいずれかのＰｃｈトランジスタお
よび前記第４群のうちのいずれかのＮｃｈトランジスタを選択して抵抗素子を選択する抵
抗用トランジスタ選択部と、を備えることを特徴とする。
　上記構成からなる本発明の半導体装置では、ドライバ部のプルアップ側において、第１
群のＰｃｈトランジスタからＰｃｈトランジスタを選択してＯＮ抵抗値を設定し、第２群
のＰｃｈトランジスタを選択して抵抗素子の抵抗値を設定する。また、ドライバ部のプル
ダウン側において、第３群のＮｃｈトランジスタからＮｃｈトランジスタを選択してＯＮ
抵抗値を設定し、第４群のＮｃｈトランジスタを選択して抵抗素子の抵抗値を設定する。
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　これにより、半導体装置において、線形なＩ－Ｖ特性をもつドライバ部を提供すること
ができ、信号の伝送特性を改善すると共に、線形なＩ－Ｖ特性をもつドライバ部を各種条
件に適合できように制御できる。このため、終端抵抗値や基準電圧ＶＲｅｆ値が変わった
としても、線形特性をもつ最適なドライバトランジスタ側のＯＮ抵抗値を任意に決定出来
るので、終端条件や基準電圧ＶＲｅｆ値が変わったとしても、Ｅｙｅパターンの対称性を
確保でき、Ｌｏｗ側のウインドウ幅が狭くなってしまう問題を解決出来る。
【００２４】
　また、本発明の半導体装置は、前記抵抗用トランジスタ選択部には、前記第２群のＰｃ
ｈトランジスタ、および第４群のＮｃｈトランジスタの中から所望のトランジスタを選択
するためのヒューズまたはアンチヒューズを備えること、を特徴とする。
　上記構成からなる本発明の半導体装置では、第２群のＰｃｈトランジスタ、および第４
群のＮｃｈトランジスタを選択するためのヒューズまたはアンチヒューズを備える。
　これにより、２群のＰｃｈトランジスタ、および第４群のＮｃｈトランジスタ中から所
望のトランジスタを容易に選択することができる。
【００２５】
　また、本発明の半導体装置は、電源電圧ＶＤＤと基準電圧ＶＲｅｆを基に、ドライバ部
出力のＬｏｗレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージンと、ドライバ部出力のＨｉｇｈレベル
と基準電圧ＶＲｅｆのマージンとが等しくなるＬｏｗレベルを判定するためのＶＩＬ判定
基準電圧ＶＬｏを発生するＶＩＬ判定基準電圧発生ブロックと、レシーバ側の終端抵抗Ｒ
ｔｔの抵抗値と、ドライバ部のＮｃｈトランジスタのＯＮ抵抗値と、該Ｎｃｈトランジス
タに接続された抵抗素子の抵抗値とにより決まる信号のＬｏｗレベルと、前記ＶＩＬ判定
基準電圧発生ブロックにより生成されるＶＩＬ判定基準電圧ＶＬｏとを比較するＶＩＬレ
ベル判定ブロックと、前記ＶＩＬレベル判定ブロックによる比較結果を基に、ドライバ部
のＮｃｈトランジスタのＯＮ抵抗の調整を、ドライバ部のＬｏｗ出力レベルが前記ＶＩＬ
判定基準電圧ＶＬｏと等しくなるまで繰り返す出力ＢＵＦコントロール部と、を備えるこ
とを特徴とする。
　上記構成からなる本発明の半導体装置では、ＶＩＬ判定基準電圧発生ブロックは、「ド
ライバ部出力のＬｏｗレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」と、「ドライバ部出力のＨ
ｉｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」とが等しくなるＬｏｗレベルを判定するた
めのＶＩＬ判定基準電圧ＶＬｏを発生する。ＶＩＬレベル判定ブロックは、レシーバ側の
終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値と、ドライバ部のＮｃｈトランジスタのＯＮ抵抗値と、Ｎｃｈト
ランジスタに接続された抵抗値とにより決まる信号のＬｏｗレベルと、ＶＩＬ判定基準電
圧ＶＬｏとを比較する。出力ＢＵＦコントロール部は、ＶＩＬレベル判定ブロックによる
比較結果を基に、ドライバ部のＮｃｈトランジスタのＯＮ抵抗の調整を、ドライバ部のＬ
ｏｗ出力レベルがＶＩＬ判定基準電圧ＶＬｏと等しくなるまで繰り返す。
　これにより、伝送線路の特性インピーダンス等によって変わり得る終端抵抗Ｒｔｔの抵
抗値やレシーバの性能に依存する基準電圧ＶＲｅｆ値によって決まるドライバ部のＯＮ抵
抗を適宜変更可能になると共に、「ドライバ部出力のＬｏｗレベルと基準電圧ＶＲｅｆの
マージン」と、「ドライバ部出力のＨｉｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」とが
等しくなるように、ＮｃｈトランジスタのＯＮ抵抗値と、抵抗素子の値を設定することが
できる。
【００２６】
　また、本発明の半導体装置は、前記ドライバ部のドライバレプリカであって、前記ＢＵ
Ｆコトロールにより求めたドライバ部におけるＮｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値を予め
設定し、これに等しいＰｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値を求めるためのドライバレプリ
カと、電源電圧ＶＤＤを基に、１／２ＶＤＤレベルの電圧を生成する１／２ＶＤＤレベル
発生部と、前記ドライバレプリカ内のＮｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値と、Ｐｃｈトラ
ンジスタ側のＯＮ抵抗とで決まる分圧レベルと、前記１／２ＶＤＤレベル発生部で発生さ
れた１／２ＶＤＤレベルとを比較する１／２ＶＤＤレベル判定ブロックと、前記１／２Ｖ
ＤＤレベル判定ブロックの出力を基に、前記分圧レベルが前記１／２ＶＤＤレベルになる
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ように前記ドライバレプリカのＰｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値を調整すると共に、該
ドライバレプリカのＰｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値を基に前記ドライバ部のＰｃｈト
ランジスタ側をＯＮ抵抗値を調整する出力ＢＵＦコントロール部と、を備えることを特徴
とする。
　上記構成からなる本発明の半導体装置では、ドライバレプリカを使用して、Ｐｃｈトラ
ンジスタのＯＮ抵抗値と、抵抗素子の値を設定する。この場合に、ドライバ部のＮｃｈト
ランジスタのＯＮ抵抗値と、抵抗素子の値とをドライバレプリカに予め設定する。そして
、ドライバレプリカ内のＮｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値と、Ｐｃｈトランジスタ側の
ＯＮ抵抗とで決まる分圧レベルと、１／２ＶＤＤレベル（電源電圧ＶＤＤの１／２の電圧
レベル）とを比較し、前記分圧レベルが１／２ＶＤＤレベルになるようにドライバレプリ
カのＰｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値を調整する。調整完了後、ドライバレプリカのＰ
ｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値を基に、ドライバ部のＰｃｈトランジスタ側をＯＮ抵抗
値を調整する。
　これにより、ドライバレプリカを使用して、Ｐｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値と、抵
抗素子の抵抗値とを容易に設定することができる。
【００２７】
　また、本発明の半導体装置は、前記レシーバ側がＯＤＴ機能を備える場合のドライバ部
であって、電源電圧ＶＤＤを基に１／２ＶＤＤレベルの電圧を生成する１／２ＶＤＤレベ
ル発生部と、前記ＯＤＴ機能をＯＦＦにした状態において、前記ドライバ部のＮｃｈトラ
ンジスタ側のＯＮ抵抗値と、Ｐｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗とで決まる分圧レベルと、
前記１／２ＶＤＤレベル発生部で発生された１／２ＶＤＤレベルとを比較する１／２ＶＤ
Ｄレベル判定ブロックと、前記１／２ＶＤＤレベル判定ブロックの出力を基に、前記分圧
レベルが前記１／２ＶＤＤレベルになるように前記Ｐｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値を
調整するＢＵＦコトロール部と、を備えることを特徴とする。
　上記構成からなる本発明の半導体装置では、ドライバ部において、Ｎｃｈトランジスタ
側のＯＮ抵抗値と抵抗素子の抵抗値の調整が完了した後に、ＯＤＴ機能をＯＦＦ状態し、
ドライバ部のＮｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値と、Ｐｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗と
で決まる分圧レベルと、１／２ＶＤＤレベル（電源電圧ＶＤＤの１／２のレベル）とを比
較し、分圧レベルが１／２ＶＤＤレベルになるようにＰｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗値
を調整する。
　これにより、ドライバレプリカを使用することなく、Ｐｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗
値と、抵抗素子の値とを容易に設定することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の半導体装置においては、線形なＩ－Ｖ特性をもつドライバ部を提供することが
でき、信号の伝送特性を改善すると共に、線形なＩ－Ｖ特性をもつドライバ部を各種条件
に適合できように制御できる。
【００３０】
　このため、終端抵抗値や基準電圧ＶＲｅｆ値が変わったとしても、線形特性をもつ最適
なドライバトランジスタのＯＮ抵抗値を任意に決定出来るので、終端条件や基準電圧ＶＲ
ｅｆ値が変わったとしても、Ｅｙｅパターンの対称性を確保でき、Ｌｏｗ側のウインドウ
幅が狭くなってしまう問題を解決出来る。
【００３１】
　また、線形なＩ－Ｖ特性を持つドライバ部を提供する事により、Ｅｙｅパターンの対称
性を持たせることができ、ウインドウ幅の歪を改善できる。また、「Ｌｏｗレベルと基準
電圧ＶＲｅｆのマージン」と「Ｈｉｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」を等しく
できる。
【００３２】
　また、伝送線路の特性インピーダンス等によって変わり得る終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値や
レシーバの性能に依存する基準電圧ＶＲｅｆ値によって決まるドライバ部のＯＮ抵抗を適
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宜変更可能となる。
【００３３】
　また、伝送線路の特性インピーダンス等によって変わりえる終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値や
レシーバの性能に依存する基準電圧ＶＲｅｆ値によって決まるドライバ部のＯＮ抵抗に関
し、イニシャライズ時に、そのシステムに適した調整を行う事が可能となる。
【００３４】
　さらに、トランジスタのＯＮ抵抗値は温度や電源電圧等の変動によっても変化するので
、実動作中に定期的なＯＮ抵抗値調整を行う事によっても、効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して詳細に説明する。
【００３６】
　［第１の実施の形態］
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係わる半導体装置の構成を示す図であり、ドライ
バ部の構成を示す図である。
【００３７】
　図１に示す様に、ドライバ部１は、ドライバ２と、駆動トランジスタ選択部３とで構成
されている。また、ドライバ２は、プルアップ側のＰｃｈトランジスタ（Pch MOS FET）
Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３と、プルダウン側のＮｃｈトランジスタ（Nch MOS FET）Ｎ１、Ｎ２、N
３とで構成されている。なお、ＰｃｈトランジスタＰ１、Ｐ２、Ｐ３は、それぞれ異なる
ＯＮ抵抗値を持つＰｃｈトランジスタである（同一の場合もある）。また、Ｎｃｈトラン
ジスタＮ１、Ｎ２、Ｎ３もそれぞれ異なるＯＮ抵抗値を持つＰｃｈトランジスタである（
同一の場合もある）。
【００３８】
　そして、プルアップ側のＰｃｈトランジスタＰ１、Ｐ２、Ｐ３のソース側は電源ＶＤＤ
に接続され、プルダウン側のＮｃｈトランジスタＮ１，Ｎ２、Ｎ３のソース側はグランド
（ＧＮＤ）に接続されている。
【００３９】
　また、ＰｃｈトランジスタＰ１のドレインと、ＮｃｈトランジスタＮ１のドレインとの
間には、抵抗素子Ｒｓｐ１と抵抗素子Ｒｓｎ１とが直列に挿入されている。Ｐｃｈトラン
ジスタＰ２のドレインと、ＮｃｈトランジスタＮ２のドレインとの間には、抵抗素子Ｒｓ
ｐ２と抵抗素子Ｒｓｎ２とが直列に挿入されている。ＰｃｈトランジスタＰ３のドレイン
と、ＮｃｈトランジスタＮ３のドレインとの間には、抵抗素子Ｒｓｐ３と抵抗素子Ｒｓｎ
３とが挿入されている。
【００４０】
　また、抵抗素子Ｒｓｐ１と抵抗素子Ｒｓｎ１の接続点と、抵抗素子Ｒｓｐ２と抵抗素子
Ｒｓｎ２の接続点と、抵抗素子Ｒｓｐ３と抵抗素子Ｒｓｎ３の接続点とは共通接続されて
おり、この共通接続点はドライバ部２の出力信号線ａ（データ伝送路）に接続されている
。
【００４１】
　なお、図中の符号Ｒｏｎ＿ｐ１はＰｃｈトランジスタＰ１のＯＮ抵抗値、Ｒｏｎ＿ｐ２
はＰｃｈトランジスタＰ２のＯＮ抵抗値、Ｒｏｎ＿ｐ３はＰｃｈトランジスタＰ３のＯＮ
抵抗値を示している。また、Ｒｏｎ＿ｎ１はＮｃｈトランジスタＮ１のＯＮ抵抗値、Ｒｏ
ｎ＿ｎ２はＮｃｈトランジスタＮ２のＯＮ抵抗値、Ｒｏｎ＿ｎ３はＮｃｈトランジスタＮ
３のＯＮ抵抗値を示している。
【００４２】
　そして、駆動トランジスタ選択部３により、各トランジスタのゲートレベルを任意に変
更して、駆動するトランジスタを選択することにより、トランジス部のＯＮ抵抗値（トラ
ンジスタのＯＮ抵抗と抵抗素子を合わせ抵抗値）を変更できるように構成されている。
【００４３】
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　このように、図１に示す構成例では、ドライバ２のトランジスタと直列に抵抗素子を挿
入し、トランジスタのＯＮ抵抗と抵抗素子の抵抗値は数種類の値から選択可能に構成し、
これらを任意に組み合わせることで、線形なＩ－Ｖ特性をもつドライバ部を実現する。例
えば、ドライバ部のターゲットＯＮ抵抗値（目標とする抵抗値）よりも低いトランジスタ
のＯＮ抵抗と抵抗素子を組み合わせ、線形なＩ－Ｖ特性をもつドライバ部を実現する。
【００４４】
　図２は、ＰｃｈトランジスタおよびＮｃｈトランジスタの動作点に関する図である。
　図２に示すように、プルダウン側のＮｃｈトランジスタについては、出力抵抗Ｒｏｕｔ
を、ターゲット抵抗Ｒ＿ｔａｒｇｅｔの特性（直線性のある特性）に近づけるために、Ｎ
ｃｈトランジスタＮ１（ＯＮ抵抗値がＲｏｎ＿ｎ１）と抵抗素子Ｒｓｎ１を選択するか（
Ｒｏｕｔ＝Ｒｏｎ＿ｎ１＋Ｒｓｎ１）、または、ＮｃｈトランジスタＮ２（ＯＮ抵抗値が
Ｒｏｎ＿ｎ２）と抵抗素子Ｒｓｎ２を選択する（Ｒｏｕｔ＝Ｒｏｎ＿ｎ２＋Ｒｓｎ２）。
この場合、ＮｃｈトランジスタＮ２と抵抗素子Ｒｓｎ２を選択する方が（Ｒｏｕｔ＝Ｒｏ
ｎ＿ｎ２＋Ｒｓｎ２）、より直線性を得ることができる。
【００４５】
　同様にして、プルアップ側のＰｃｈトランジスタについては、出力抵抗Ｒｏｕｔを、タ
ーゲット抵抗Ｒ＿ｔａＲｇｅｔの特性（直線性のある特性）に近づけるために、Ｐｃｈト
ランジスタＰ１（ＯＮ抵抗値がＲｏｎ＿ｐ１）と抵抗素子Ｒｓｐ１を選択するか（Ｒｏｕ
ｔ＝Ｒｏｎ＿ｐ１＋Ｒｓｐ１）、または、ＰｃｈトランジスタＰ２（ＯＮ抵抗値がＲｏｎ
＿ｐ２）と抵抗素子Ｒｓｐ２を選択する（Ｒｏｕｔ＝Ｒｏｎ＿ｐ２＋Ｒｓｐ２）。この場
合、ＰｃｈトランジスタＰ２と抵抗素子Ｒｓｐ２を選択する方が（Ｒｏｕｔ＝Ｒｏｎ＿ｐ
２＋Ｒｓｐ２）、より直線性を得ることができる。
【００４６】
　なお、トランジスタのＯＮ抵抗と抵抗素子の抵抗値の組み合わせに関しては、どこまで
線形特性を実現する必要があるのかと言うことと、低いトランジスタのＯＮ抵抗値を実現
するためのトランジスタ・サイズ（Wサイズ）増大による設計へのインパクトによるトレ
ード・オフの関係がある。
【００４７】
　例えば、図２に示す例おいて、「ＲＯＮ＿ｎ１＞ＲＯＮ＿ｎ２」、「Ｒｓｎ１＜Ｒｓｎ
２」の関係があり、ＮｃｈトランジスタＮ２と抵抗素子Ｒｓｎ２を選択することにより、
より線形性を有するＩ－Ｖ特性をもつドライバ部を実現するためには、より大きなトラン
ジスタサイズ（Wサイズ）が必要になる。
【００４８】
　また、トランジスタのＯＮ抵抗と抵抗素子の抵抗値の和が、ドライバ部のターゲットＯ
Ｎ抵抗値よりも大きくなるように選択する場合は、実用的なドライバ部のターゲットＯＮ
抵抗値としては、数１０Ωから１００Ω程度の範囲にあると考えられる。
【００４９】
　なお、図１に示す構成においては、駆動トランジスタ選択部３により、各トランジスタ
のゲートレベルを任意に変更して、駆動するトランジスタを選択する例を示したが、トラ
ンジスタ・抵抗素子選択用手段としては、ヒューズや、アンチヒューズを用いることもで
きる。
【００５０】
　以上説明したように、本発明の第１の実施の形態においては、駆動トランジスタ選択部
３により、プルアップ側のＰｃｈトランジスタおよび抵抗素子と、プルダウン側のＮｃｈ
トランジスタおよび抵抗素子とを選択することにより、線形なＩ－Ｖ特性をもつドライバ
部を提供することができ、信号の伝送特性を改善することができる。また、線形なＩ－Ｖ
特性をもつドライバ部を各種条件に適合できように制御できる。このため、終端抵抗値や
基準電圧ＶＲｅｆ値が変わったとしても、線形特性をもつ最適なドライバトランジスタ側
のＯＮ抵抗値を任意に決定出来るので、終端条件や基準電圧ＶＲｅｆ値が変わったとして
も、Ｅｙｅパターンの対称性を確保でき、Ｌｏｗ側のウインドウ幅が狭くなってしまう問
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題を解決出来る。
【００５１】
　［第２の実施の形態］
　図３は、本発明の第２の実施の形態に係わる半導体装置の構成を示す図であり、ドライ
バ部の構成を示す図である。
【００５２】
　図３に示すドライバ部４は、ドライバ５と、駆動トランジスタ選択部６と、抵抗用トラ
ンジスタ選択部７とで構成されている。
【００５３】
　ドライバ部４は、プルアップ側のＰｃｈトランジスタ（Pch MOS FET）Ｐ１、Ｐ２、Ｐ
３（それぞれ異なるＯＮ抵抗値を持つ）と、抵抗素子選択用のＰｃｈトランジスタＰ４、
Ｐ５、Ｐ６とを有している。また、プルダウン側のＮｃｈトランジスタ（Nch MOS FET）
Ｎ１、Ｎ２、N３（それぞれ異なるＯＮ抵抗値を持つ）と、抵抗素子選択用のＮｃｈトラ
ンジスタＮ４、Ｎ５、Ｎ６とを有している。なお、ＰｃｈトランジスタＰ１、Ｐ２、Ｐ３
は、それぞれ異なるＯＮ抵抗値を持つＰｃｈトランジスタである（同一の場合もある）。
また、ＮｃｈトランジスタＮ１、Ｎ２、Ｎ３もそれぞれ異なるＯＮ抵抗値を持つＮｃｈト
ランジスタである（同一の場合もある）。
【００５４】
　そして、プルアップ側のＰｃｈトランジスタＰ１、Ｐ２、Ｐ３のソース側は電源ＶＤＤ
に接続され、プルダウン側のＮｃｈトランジスタＮ１，Ｎ２、Ｎ３のソース側はグランド
（ＧＮＤ）に接続されている。
【００５５】
　ＰｃｈトランジスタＰ１のドレインにはＰｃｈトランジスタＰ４のソースが接続され、
ＰｃｈトランジスタＰ１とＰ４とが直列に接続される。また、ＰｃｈトランジスタＰ４の
ドレインには、抵抗素子Ｒｓｐ１が接続される。ＰｃｈトランジスタＰ２のドレインには
ＰｃｈトランジスタＰ５のソースが接続され、ＰｃｈトランジスタＰ２とＰ５とが直列に
接続される。ＰｃｈトランジスタＰ５のドレインには、抵抗素子Ｒｓｐ２が接続される。
また、ＰｃｈトランジスタＰ３のドレインにはＰｃｈトランジスタＰ６のソースが接続さ
れ、ＰｃｈトランジスタＰ３とＰ６とが直列に接続される。また、ＰｃｈトランジスタＰ
６のドレインには、抵抗素子Ｒｓｐ３が接続される。なお、抵抗素子Ｒｓｐ１、Ｒｓｐ２
、Ｒｓｐ３はそれぞれ異なる抵抗値を持つ抵抗素子である（同一の抵抗値の場合もある）
。
【００５６】
　そして、ＰｃｈトランジスタＰ１、Ｐ４の接続点と、ＰｃｈトランジスタＰ２、Ｐ５の
接続点と、ＰｃｈトランジスタＰ３、Ｐ６の接続点は、信号線ａにより共通接続されてい
る。
【００５７】
　一方、ＮｃｈトランジスタＮ１のドレインとＮｃｈトランジスタＮ４のソースとが接続
され、ＮｃｈトランジスタＮ１とＮ４が直列に接続される。また、ＮｃｈトランジスタＮ
４のドレインには抵抗素子Ｒｓｎ１が接続される。ＮｃｈトランジスタＮ２のドレインと
ＮｃｈトランジスタＮ５のソースとが接続され、ＮｃｈトランジスタＮ２とＮ５が直列に
接続される。また、ＮｃｈトランジスタＮ５のドレインには抵抗素子Ｒｓｎ２が接続され
る。ＮｃｈトランジスタＮ３のドレインとＮｃｈトランジスタＮ６のソースとが接続され
、ＮｃｈトランジスタＮ３とＮ６が直列に接続される。また、ＮｃｈトランジスタＮ６の
ドレインには抵抗素子Ｒｓｎ３が接続される。なお、抵抗素子Ｒｓｎ１、Ｒｓｎ２、Ｒｓ
ｎ３はそれぞれ異なる抵抗値を持つ抵抗素子である（同一の抵抗値の場合もある）。
【００５８】
　また、ＮｃｈトランジスタＮ１、Ｎ４の接続点と、ＮｃｈトランジスタＮ２、Ｎ５の接
続点と、ＮｃｈトランジスタＮ３、Ｎ６の接続点は、信号線ｃにより共通接続されている
。
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【００５９】
　また、抵抗素子Ｒｓｐ１と抵抗素子Ｒｓｎ１は直列に接続され、抵抗素子Ｒｓｐ２と抵
抗素子Ｒｓｎ２は直列に接続され、抵抗素子Ｒｓｐ３と抵抗素子Ｒｓｎ３は直列に接続さ
れ、各接続点は信号線ｂ（データ伝送路に相当）により共通接続されている。
【００６０】
　なお、図中の符号Ｒｏｎ＿ｐ１はＰｃｈトランジスタＰ１のＯＮ抵抗値、Ｒｏｎ＿ｐ２
はＰｃｈトランジスタＰ２のＯＮ抵抗値、Ｒｏｎ＿ｐ３はＰｃｈトランジスタＰ３のＯＮ
抵抗値を示している。Ｒｓｅｌ＿ｐ4はＰｃｈトランジスタＰ４のＯＮ抵抗値、Ｒｓｅｌ
＿ｐ５はＰｃｈトランジスタＰ５のＯＮ抵抗値、Ｒｓｅｌ＿ｐ６はＰｃｈトランジスタＰ
６のＯＮ抵抗値を示している。Ｒｏｎ＿ｎ１はＮｃｈトランジスタＮ１のＯＮ抵抗値、Ｒ
ｏｎ＿ｎ２はＮｃｈトランジスタＮ２のＯＮ抵抗値、Ｒｏｎ＿ｎ３はＮｃｈトランジスタ
Ｎ３のＯＮ抵抗値を示している。Ｒｓｅｌ＿ｎ4はＮｃｈトランジスタＮ４のＯＮ抵抗値
、Ｒｓｅｌ＿ｎ５はＮｃｈトランジスタＮ５のＯＮ抵抗値、Ｒｓｅｌ＿ｎ６はＮｃｈトラ
ンジスタＮ６のＯＮ抵抗値を示している。
【００６１】
　上記構成において、駆動トランジスタ選択部３により、プルアップ側のＰｃｈトランジ
スタＰ１、Ｐ２、Ｐ３のゲートレベルを任意に変更して、データ伝送路を駆動するトラン
ジスタを選択する。これにより、プルアップ側のトランジス部のＯＮ抵抗値を変更できる
ように構成されている。
【００６２】
　また、駆動トランジスタ選択部３により、プルダウン側のＮｃｈトランジスタＮ１、Ｎ
２、Ｎ３のゲートレベルを任意に変更して、データ伝送路を駆動するトランジスタを選択
する。これにより、ププルダウン側のトランジス部のＯＮ抵抗値を変更できるように構成
されている。
【００６３】
　また、抵抗用トランジスタ選択部７は、トランジスタＰ４、Ｐ５、Ｐ６のゲートレベル
を任意に変更して、トランジスタを選択することにより、抵抗素子Ｒｓｐ１、Ｒｓｐ２、
Ｒｓｐ３のいずれかを選択する。また、抵抗用トランジスタ選択部７は、トランジスタＮ
４、Ｎ５、Ｎ６のゲートレベルを任意に変更して、トランジスタを選択することにより、
抵抗素子Ｒｓｎ１、Ｒｓｎ２、Ｒｓｎ３のいずれかを選択する。
【００６４】
　このように、ドライバ５のプルアップ側において、ＰｃｈトランジスタＰ１、Ｐ２、Ｐ
３からＰｃｈトランジスタを選択してＯＮ抵抗値を設定し、ＰｃｈトランジスタＰ４、Ｐ
５、Ｐ６からＰｃｈトランジスタを選択して抵抗素子の抵抗値を設定する。また、プルダ
ウン側において、ＮｃｈトランジスタＮ１、Ｎ２、Ｎ３からＮｃｈトランジスタを選択し
てＯＮ抵抗値を設定し、ＮｃｈトランジスタＮ４、Ｎ５、Ｎ６からＮｃｈトランジスタを
選択して抵抗素子の抵抗値を設定する。
【００６５】
　これにより、半導体装置において、線形なＩ－Ｖ特性をもつドライバ部を提供すること
ができ、信号の伝送特性を改善すると共に、線形なＩ－Ｖ特性をもつドライバ部を各種条
件に適合できように制御できる。このため、終端抵抗値や基準電圧ＶＲｅｆ値が変わった
としても、線形特性をもつ最適なドライバトランジスタ側のＯＮ抵抗値を任意に決定出来
るので、終端条件や基準電圧ＶＲｅｆ値が変わったとしても、Ｅｙｅパターンの対称性を
確保でき、Ｌｏｗ側のウインドウ幅が狭くなってしまう問題を解決出来る。
【００６６】
　なお、図３に示す構成においては、抵抗用トランジスタ選択部７により、各トランジス
タのゲートレベルを任意に変更して、抵抗素子を選択する例を示したが、抵抗素子を選択
する手段としては、ヒューズや、アンチヒューズを用いることもできる。
【００６７】
　なお、前述した第１群のＰｃｈトランジスタは、ＰｃｈトランジスタＰ１、Ｐ２、Ｐ３
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が相当し、第２群のＰｃｈトランジスタは、ＰｃｈトランジスタＰ４、Ｐ５、Ｐ６が相当
する。また、前述した第３群のＮｃｈトランジスタは、ＮｃｈトランジスタＮ１、Ｎ２、
Ｎ３が相当し、第４群のＮｃｈトランジスタは、ＮｃｈトランジスタＮ４、Ｎ５、Ｎ６が
相当する。
【００６８】
　［第３の実施の形態］
　上述した第１の実施の形態、および第２の実施の形態では、終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値や
基準電圧ＶＲｅｆ値から、半導体メーカが適宜、トランジおよび抵抗素子の最適な組み合
わせを選ぶ例について説明したが、本発明の第３の実施の形態では、ドライバ部出力のＯ
Ｎ抵抗が最適になるような調整機能をもつ構成例について説明する。
【００６９】
　終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値は、ドライバ部とレシーバを接続するデータ伝送線路の特性イ
ンピーダンスによって変わり、また、消費電流低減の観点から、少々波形品質を悪化させ
ても問題が生じない範囲の中で、終端抵抗値を高めに設定する場合がある。
【００７０】
　また、基準電圧ＶＲｅｆはレシーバの性能に依存する所があり、同じ電源電圧をもつイ
ンターフェースにおいても、基準電圧値はそれぞれ固有の値を持つ可能性もある。この様
な背景の下、第１および第２の実施の形態のように、半導体メーカが適宜最適な設定にな
る様にドライバ部のＯＮ抵抗を決めても良いが、本発明の第３の実施の形態では、終端抵
抗Ｒｔｔの抵抗値と基準電圧ＶＲｅｆから、「Ｌｏｗレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージ
ン」と「Ｈｉｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」が等しくなる様なドライバ部の
ＯＮ抵抗値を調整できる機能を有する構成例について説明する
【００７１】
　図４は、本発明の第３の実施の形態に係わる半導体装置の構成を示す図であり、レシー
バがＯＤＴ（On-Die Termination）機能を有していない場合の例である。
【００７２】
　図４に示す例では、図１や図３に示したような構成を持つドライバ部１１と、電源電圧
ＶＤＤと基準電圧ＶＲｅｆから、「Ｌｏｗレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」と「Ｈ
ｉｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」とが等しくなる様なＬｏｗレベルを判定す
るための「ＶＩＬ判定基準電圧ＶＬｏ」を発生するＶＩＬ判定基準電圧発生ブロック１２
を有する。
【００７３】
　また、終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値と、ドライバ部１１のＮｃｈ側のＯＮ抵抗値とで決まる
信号のＬｏｗレベルと、ＶＩＬ判定基準電圧発生ブロック１２で生成されたＶＩＬ判定基
準電圧ＶＬｏとを比較する機能を有するＶＩＬレベル判定ブロック１３を有する。
【００７４】
　また、ドライバ部１１のＮｃｈ側のＯＮ抵抗値を基に、これに等しいＰｃｈ側のＯＮ抵
抗値を求めるためのドライバレプリカ１４と、１／２ＶＤＤレベル発生部１５と、１／２
ＶＤＤレベル判定ブロック１６とを有している。
【００７５】
　また、ＶＩＬレベル判定ブロック１３や１／２ＶＤＤレベル判定ブロック１６の結果を
反映し、ドライバ部１１やドライバレプリカ１４のＯＮ抵抗を、上記第１の実施の形態お
よび第２の実施の形態で説明した方法により調整可能な出力ＢＵＦコントロール部１７を
有している。
【００７６】
　（Ｎｃｈ側のＯＮ抵抗値調整手順の説明）
　次に、終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値に応じて、「Ｌｏｗレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージ
ン」と「Ｈｉｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」が等しくなる様に、ドライバ部
１１のＮｃｈ側のＯＮ抵抗を調節する手法について説明する。
【００７７】



(13) JP 5465376 B2 2014.4.9

10

20

30

40

50

　調整手順としては、ドライバ部１１のＬｏｗレベル出力時すなわち、Ｎｃｈトランジス
タとＮｃｈトランジスタに接続された抵抗素子の抵抗値を調整し、「Ｌｏｗレベルと基準
電圧ＶＲｅｆのマージン」と「Ｈｉｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」が等しく
なる様なＯＮ抵抗を決定し、その後、ドライバ部１１のＨｉｇｈレベル出力時すなわち、
ＰｃｈトランジスタとＰｃｈトランジスタに接続された抵抗素子の抵抗値を調整し、ドラ
イバ部１１のＬｏｗレベル出力側と同じＯＮ抵抗に調節する。下記にその手順を説明する
。
　第１の手順として、ＶＩＬ判定基準電圧の生成を行う。
　「Ｌｏｗレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」と「Ｈｉｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅ
ｆのマージン」が等しくなる様なＬｏｗレベルとは、電源電圧ＶＤＤとＬｏｗレベルの中
間電圧が基準電圧ＶＲｅｆと等しくなるレベルであり、ＶＩＬ判定基準電圧発生ブロック
１２により生成する。
【００７８】
　その生成方法としては、電源電圧ＶＤＤとＶＩＬ判定基準電圧を抵抗素子ｒ１、ｒ２（
ｒ１＝ｒ２）により分圧し、この分圧レベルと基準電圧ＶＲｅｆが等しいかどうかをコン
パレータＣＰ１で比較し、電源電圧ＶＤＤとＶＩＬ判定基準電圧の分圧レベルと基準電圧
ＶＲｅｆが等しくなる様に、ＶＩＬ判定基準電圧ＶＬｏを生成する。
【００７９】
　第２の手順として、ドライバ部のＬｏｗ出力レベルの判定を行う。
　ＶＩＬ判定基準電圧発生ブロック１２にてＶＩＬ判定基準電圧ＶＬｏを生成した後、Ｖ
ＩＬ判定基準電圧ＶＬｏとドライバ部のＬｏｗ出力レベルとを、ＶＩＬレベル判定ブロッ
ク１３内のコンパレータＣＰ２により比較し、その結果を受けて、出力ＢＵＦコントロー
ル部１７はドライバ部１１のＮｃｈ側のＯＮ抵抗の調整を、第１および第２の実施の形態
で説明した方法を用いて行う。この動作は、ドライバ部のＬｏｗ出力レベルがＶＩＬ判定
基準電圧ＶＬｏと等しくなるまで繰り返される。
【００８０】
　第３の手順として、手順２で求めたＮｃｈトランジスタ側のＯＮ抵抗を基に、Ｐｃｈト
ランジスタとＰｃｈトランジスタに接続された抵抗値の調整を行う。このＰｃｈトランジ
スタとＰｃｈトランジスタに接続された抵抗値の調整には、ドライバレプリカ１４が使用
される。
【００８１】
　ドライバ部のＮｃｈトランジスタとＮｃｈトランジスタに接続された抵抗素子の抵抗値
の調整が完了した後、そのＯＮ抵抗と等しくなる様に、ＰｃｈトランジスタとＰｃｈトラ
ンジスタに接続された抵抗素子のＯＮ抵抗の調整を行う。
【００８２】
　このために、ドライバレプリカ１４のＮｃｈトランジスタとＮｃｈトランジスタに接続
された抵抗素子の設定は、出力ＢＵＦコントロール部１７によってドライバ部１１と同じ
になるように設定にされる。
【００８３】
　そして、ドライバレプリカ１４のＮｃｈ側のＯＮ抵抗とＰｃｈ側のＯＮ抵抗とで決まる
分圧レベルと、１／２ＶＤＤレベル発生部１５で発生された１／２ＶＤＤレベルとを、１
／２ＶＤＤレベル判定ブロック１６で比較する。
【００８４】
　そして、その結果を受けて、出力ＢＵＦコントロール部１７は、ドライバレプリカ１４
のＰｃｈトランジスタとＰｃｈトランジスタに接続された抵抗素子の抵抗値の調整を行う
。
【００８５】
　この動作は、ドライバレプリカ１４のＮｃｈ側のＯＮ抵抗とＰｃｈ側のＯＮ抵抗とで決
まる分圧レベルが、１／２ＶＤＤレベルと等しくなるまで繰り返される。
【００８６】
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　このように、本発明の第３の実施の形態においては、伝送線路の特性インピーダンス等
によって変わり得る終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値やレシーバの性能に依存する基準電圧ＶＲｅ
ｆ値によって決まるドライバ部のＯＮ抵抗を適宜調整可能になると共に、「ドライバ部出
力のＬｏｗレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」と、「ドライバ部出力のＨｉｇｈレベ
ルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」とが等しくなるように、ドライバ部のＯＮ抵抗を設定
することができる。
【００８７】
　［第４の実施の形態］
　第３の実施の形態では、レシーバ側にＯＤＴ機能を有しない例について説明したが、本
発明の第４の実施の形態では、レシーバ側にＯＤＴ機能を備える場合の例について説明す
る。
【００８８】
　図５は、レシーバ側がＯＤＴ機能を備える場合の構成例であり、基本構成および基本動
作は図４に示す構成例と同じであるが、レシーバ側のＯＤＴ機能をＯＮ／ＯＦＦさせるこ
とで、図４に示すドライバレプリカ１４を削減することができる。
【００８９】
　ＮｃｈトランジスタとＮｃｈトランジスタに接続された抵抗素子の抵抗値の調整を行う
場合は、図４に示した例と同じ手順で行う。
　ＰｃｈトランジスタとＰｃｈトランジスタに接続された抵抗素子の抵抗値の調整を行う
場合は、まずレシーバのＯＤＴをＯＦＦにする。
【００９０】
　その後、ドライバ部１１のＮｃｈ側のＯＮ抵抗とＰｃｈ側のＯＮ抵抗による分圧値と、
１／２ＶＤＤレベルとを１／２ＶＤＤレベル判定ブロック１６により比較し、出力ＢＵＦ
コントロール部１７は、分圧値が１／２ＶＤＤレベルと等しくなるまで、Ｐｃｈ側のＯＮ
抵抗の調整を繰り返す。これにより、ドライバレプリカを使用することなく、Ｐｃｈトラ
ンジスタ側のＯＮ抵抗値と、抵抗素子の値とを設定することができる。
【００９１】
　［具体例の説明］
　上記具体例として、電源電圧が１．２Ｖで基準電圧ＶＲｅｆが電源電圧の０．７倍とし
た場合、基準電圧ＶＲｅｆは０．８４Ｖとなり、「Ｈｉｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅｆの
マージン」は「１．２Ｖ－０．８４Ｖ＝０．３６Ｖ」となるので、「Ｌｏｗレベルと基準
電圧ＶＲｅｆのマージン」と「Ｈｉｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」とが等し
くなる様なＬｏｗレベルは、「０．８４Ｖ－０．３６Ｖ＝０．４８Ｖ」にする必要がある
。
【００９２】
　この時、ドライバ部のターゲットＯＮ抵抗値は、レシーバ側の終端抵抗値によって左右
され、例えば終端抵抗値が６０Ωの場合、ドライバ部のターゲットＯＮ抵抗値は４０Ωに
なる。
【００９３】
　ドライバ部のＯＮ抵抗値がターゲットのＯＮ抵抗値よりも低い場合は、Ｌｏｗレベルは
目標の０．４８Ｖよりも低くなり、ドライバ部のＯＮ抵抗値がターゲットのＯＮ抵抗値よ
りも大きい場合は、Ｌｏｗレベルは目標の０．４８Ｖよりも高くなる。
【００９４】
　ドライバ部のターゲットＯＮ抵抗４０Ωを実現する為には、ドライバ部のI／O特性をど
こまで線形性を持たせるかにもよるが、トランジスタのＯＮ抵抗値や抵抗素子の抵抗値と
して、２０Ωから３０Ω程度の間で数Ω刻みの物を用意しておき、上記方法によって、最
適なものを選択する。
【００９５】
　またこれまで述べてきた様に、ドライバ部のターゲットＯＮ抵抗値は、レシーバ側の終
端抵抗値や基準電圧ＶＲｅｆ値によっても変わるので、実用的なドライバ部のターゲット
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ＯＮ抵抗値として、数１０Ωから１００Ω程度を達成できる様に、トランジスタのＯＮ抵
抗値や抵抗素子の抵抗値も、数１０Ωから１００Ω程度のものを、実用的な刻みで用意し
ておくと良い。
【００９６】
　なお、ドライバ部のＯＮ抵抗値調整に関しては、システム起動時のイニシャライズ・シ
ーケンスにて毎回行い、そのシステムに適した調整を行う。また、トランジスタのＯＮ抵
抗値は温度や電源電圧等の変動によっても変化するので、実動作中に定期的な調整を行う
事によっても、効果が得られる。
【００９７】
　以上説明したように、本発明の半導体装置においては、終端抵抗値や基準電圧ＶＲｅｆ
値が変わったとしても、線形特性をもつ最適なドライバトランジスタのＯＮ抵抗値を任意
に決定出来るので、終端条件や基準電圧ＶＲｅｆ値が変わったとしても、Ｅｙｅパターン
の対称性を確保でき、Ｌｏｗ側のウインドウ幅が狭くなってしまう問題を解決出来る。
【００９８】
　また、線形なＩ－Ｖ特性を持つドライバ部を提供する事により、Ｅｙｅパターンの対称
性を持たせることができ、ウインドウ幅の歪を改善できる。また、「Ｌｏｗレベルと基準
電圧ＶＲｅｆのマージン」と「Ｈｉｇｈレベルと基準電圧ＶＲｅｆのマージン」とを等し
く出来る。
【００９９】
　また、伝送線路の特性インピーダンス等によって変わり得る終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値や
レシーバの性能に依存する基準電圧ＶＲｅｆ値によって決まるドライバ部のＯＮ抵抗を適
宜変更可能である。
【０１００】
　また、伝送線路の特性インピーダンス等によって変わりえる終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値や
レシーバの性能に依存する基準電圧ＶＲｅｆ値によって決まるドライバ部のＯＮ抵抗に関
し、イニシャライズ時に、そのシステムに適した調整を行う事が可能である。
【０１０１】
　さらに、トランジスタのＯＮ抵抗値は温度や電源電圧等の変動によっても変化するので
、実動作中に定期的なＯＮ抵抗値調整を行う事によっても、効果が得られる。
【０１０２】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の半導体装置は、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】
【０１０３】
　本発明の半導憶装置の利用分野として、低電圧化と高速化が要求される携帯機器やＤＶ
Ｄ・ＴＶ等のデジタル機器が挙げられる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係わる半導体装置の構成を示す図である。
【図２】ＰｃｈトランジスタとＮｃｈトランジスタの動作点を示す図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係わる半導体装置の構成を示す図である。
【図４】本発明の第３の実施の形態に係わる半導体装置の構成を示す図である。
【図５】本発明の第４の実施の形態に係わる半導体装置の構成を示す図である。
【図６】ドライバとレシーバによるデータ伝送について説明するための図である。
【図７】データ伝送路におけるＥｙｅパターンの例を示す図である。
【図８】ドライバにおけるプルアップ／プルダウン電流と電圧の関係（Ｉ－Ｖ特性）を示
す図である。
【図９】抵抗素子モデルとトランジスタモデルにおけるＥｙｅパターンの例を示す図であ
る。



(16) JP 5465376 B2 2014.4.9

10

【図１０】終端抵抗Ｒｔｔの抵抗値を小さくした場合のＥｙｅパターンの例を示す図であ
る。
【符号の説明】
【０１０５】
１、４・・・ドライバ部、２、５・・・ドライバ、３、６・・・駆動トランジスタ選択部
、７・・・抵抗用トランジスタ選択部、１１・・・ドライバ部、１２・・・ＶＩＬ判定基
準電圧発生ブロック、１３・・・ＶＩＬレベル判定ブロック、１４・・・ドライバレプリ
カ、１５・・・１／２ＶＤＤレベル発生部、１６・・・１／２ＶＤＤレベル判定ブロック
、１７・・・出力ＢＵＦコントロール部、２１・・・ドライバ、２２・・・レシーバ、２
３・・・データ伝送路、Ｐ１～Ｐ６・・・Ｐｃｈトランジスタ、Ｎ１～Ｎ６・・・Ｎｃｈ
トランジスタ、Ｒｓｐ１，Ｒｓｐ２，Ｒｓｐ３・・・抵抗素子、Ｒｓｎ１，Ｒｓｎ２，Ｒ
ｓｎ３・・・抵抗素子、Ｒｔｔ・・・終端抵抗

【図１】 【図２】



(17) JP 5465376 B2 2014.4.9
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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