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(57)【要約】
　複数供給電圧デバイスは、第1の供給電圧で動作する
入出力(I/O)回路網と、I/O回路網に結合され、第2の供
給電圧で動作するコア回路網と、I/O回路網およびコア
回路網に結合された電力投入制御(POC)回路網とを含む
。POC回路網は、I/O回路網へPOC信号を伝送するように
構成され、コア回路網の電力状態を検出するように構成
された調整可能な電流電力増加/減少検出器を含む。POC
回路網はまた、調整可能な電流電力増加/減少検出器に
結合され、電力状態を処理してPOC信号にするように構
成された処理回路と、1つまたは複数のフィードバック
回路とを含む。漏れ電流を低減させながら、電力増加/
減少検出速度を改善するために、フィードバック回路は
、調整可能な電流電力増加/減少検出器に結合され、フ
ィードバック信号を提供して調整可能な電流電力増加/
減少検出器の電流容量を調整するように構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の供給電圧で動作するコア回路網と、
　前記コア回路網に結合され、制御信号を伝送するように構成された制御回路網と、
　を備え、
　前記制御回路網は、
　前記コア回路網の電力状態を検出するように構成された増加／減少検出器と、
　前記増加／減少検出器に結合され、前記電力状態に基づいて前記制御信号を生成するよ
うに構成された処理回路と、
　前記増加／減少検出器に結合され、フィードバック信号を提供して前記増加／減少検出
器の電流容量を調整するように構成された１つまたは複数のフィードバック回路と、
　を備える複数供給電圧デバイス。
【請求項２】
　前記増加／減少検出器は、
　第２の供給電圧に結合され、前記第１の供給電圧の電力が減少するとオンに切り換わり
、前記第１の供給電圧の電力が投入されるとオフに切り換わるように構成された１つまた
は複数の第１のトランジスタと、
　前記１つまたは複数の第１のトランジスタに直列に結合され、前記第１の供給電圧に結
合され、前記第１の供給電圧の電力が投入されるとオンに切り換わり、前記第１の供給電
圧の電力が減少するとオフに切り換わるように構成された１つまたは複数の第２のトラン
ジスタと、
　を備える請求項１に記載の複数供給電圧デバイス。
【請求項３】
　前記１つまたは複数のフィードバック回路は、前記１つまたは複数の第１のトランジス
タと並列に結合され、前記処理回路からフィードバックを受け取るように結合され、前記
第１の供給電圧の電力が投入されたことを前記処理回路が示すとオフに切り換わるように
構成された１つまたは複数の第１のフィードバックトランジスタを備える請求項２に記載
の複数供給電圧デバイス。
【請求項４】
　前記１つまたは複数のフィードバック回路は、前記１つまたは複数の第２のトランジス
タと並列に結合され、前記処理回路からフィードバックを受け取るように結合され、前記
第１の供給電圧の電力が投入されたことを前記処理回路が示すときオフに切り換わるよう
に構成された１つまたは複数の第２のフィードバックトランジスタを備える請求項２に記
載の複数供給電圧デバイス。
【請求項５】
　前記１つまたは複数のフィードバック回路は、
　前記１つまたは複数の第１のトランジスタと並列に結合され、前記処理回路からフィー
ドバックを受け取るように結合された１つまたは複数の第１のフィードバックトランジス
タと、
　前記１つまたは複数の第２のトランジスタと並列に結合され、前記処理回路からフィー
ドバックを受け取るように結合された１つまたは複数の第２のフィードバックトランジス
タと、
　を備え、
　前記１つまたは複数の第１および第２のフィードバックトランジスタは、前記第１の供
給電圧の電力が投入されたことを前記処理回路が示すときオフに切り換わるように構成さ
れた請求項２に記載の複数供給電圧デバイス。
【請求項６】
　前記処理回路は、
　調整可能な電流電力の増加／減少検出器から受け取った入力信号に基づいて検出信号を
出力するように構成された比較器と、
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　前記検出信号を処理して前記制御信号にするように構成された出力バッファと、
　を備える請求項１に記載の複数供給電圧デバイス。
【請求項７】
　第２の供給電圧で動作し、前記コア回路網および前記制御回路網に結合され、前記制御
信号を受け取るように構成された入出力(I/O)回路網をさらに備える請求項１に記載の複
数供給電圧デバイス。
【請求項８】
　半導体ダイ内に組み込まれる請求項１に記載の複数供給電圧デバイス。
【請求項９】
　前記半導体ダイは、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント、ナビゲーションデバ
イス、固定位置データ機器、セットトップボックス、音楽再生装置、ビデオ再生装置、娯
楽機器、およびコンピュータからなる群から選択されたデバイス内に組み込まれる請求項
８に記載の複数供給電圧デバイス。
【請求項１０】
　複数供給電圧デバイスの電力投入／切断制御(POC)回路網内の電力消費を低減させる方
法であって、
　第１の供給電圧が既にオンであるとき第２の供給電圧の電力投入を検出するステップと
、
　前記電力投入の検出に応答して前記POC回路網の電力投入／切断検出器の電流容量を低
減させるステップと、
　前記第１の供給電圧がオンであるとき前記第２の供給電圧の電力減少を検出するステッ
プと、
　前記電力減少の検出に応答して前記電力投入／切断検出器の電流容量を増大させるステ
ップと、
　を含む方法。
【請求項１１】
　前記電力投入を検出するステップは、
　１つまたは複数の第１のトランジスタおよび１つまたは複数の第２のトランジスタの制
御ゲートで論理ハイ信号を受け取るステップを含み、前記１つまたは複数の第１のトラン
ジスタは前記論理ハイ信号に応答してオフに切り換わるように構成され、前記１つまたは
複数の第２のトランジスタは前記論理ハイ信号に応答してオンに切り換わるように構成さ
れ、
　前記受け取った論理ハイ信号に基づいて前記１つまたは複数の第２のトランジスタから
信号処理装置へ検出信号を伝送するステップをさらに含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記電流容量を低減させるステップは、
　前記１つまたは複数の第１のトランジスタと並列に結合された１つまたは複数の第１の
フィードバックトランジスタで前記信号処理装置からの第１のフィードバック信号を受け
取るステップと、
　前記第１のフィードバック信号に応答して前記１つまたは複数の第１のフィードバック
トランジスタをオフに切り換えるステップと、
　を含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記電流容量を低減させるステップは、
　前記１つまたは複数の第２のトランジスタと並列に結合された１つまたは複数の第２の
フィードバックトランジスタで前記POC回路網の出力バッファからの第２のフィードバッ
ク信号を受け取るステップと、
　前記第２のフィードバック信号に応答して前記１つまたは複数の第２のフィードバック
トランジスタをオフに切り換えるステップと、
　を含む請求項１１に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記電流容量を低減させるステップは、
　前記１つまたは複数の第１のトランジスタと並列に結合された１つまたは複数の第１の
フィードバックトランジスタで前記信号処理装置からの第１のフィードバック信号を受け
取るステップと、
　前記第１のフィードバック信号に応答して前記１つまたは複数の第１のフィードバック
トランジスタをオフに切り換えるステップと、
　前記１つまたは複数の第２のトランジスタと並列に結合された１つまたは複数の第２の
フィードバックトランジスタで前記POC回路網の出力バッファからの第２のフィードバッ
ク信号を受け取るステップと、
　前記第２のフィードバック信号に応答して前記１つまたは複数の第２のフィードバック
トランジスタをオフに切り換えるステップと、
　を含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記電力減少を検出するステップは、
　前記１つまたは複数の第１および第２のトランジスタの制御ゲートで論理ロー信号を受
け取るステップを含み、前記１つまたは複数の第１のトランジスタは前記論理ロー信号に
応答してオンに切り換わるように構成され、前記１つまたは複数の第２のトランジスタは
前記論理ロー信号に応答してオフに切り換わるように構成され、
　前記受け取った論理ロー信号に基づいて、前記１つまたは複数の第１のトランジスタか
ら信号処理装置へ検出信号を伝送するステップをさらに含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　前記電流容量を増大させるステップは、
　前記１つまたは複数の第１のトランジスタと並列に結合された１つまたは複数の第１の
フィードバックトランジスタで前記信号処理装置からの第３のフィードバック信号を受け
取るステップと、
　前記第３のフィードバック信号に応答して前記１つまたは複数の第１のフィードバック
トランジスタをオンに切り換えるステップと、
　を含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記電流容量を増大させるステップは、
　前記１つまたは複数の第２のトランジスタと並列に結合された１つまたは複数の第２の
フィードバックトランジスタで前記POC回路網の出力バッファからの第４のフィードバッ
ク信号を受け取るステップと、
　前記第４のフィードバック信号に応答して前記１つまたは複数の第２のフィードバック
トランジスタをオンに切り換えるステップと、
　を含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記電流容量を増大させるステップは、
　前記１つまたは複数の第１のトランジスタと並列に結合された１つまたは複数の第１の
フィードバックトランジスタで前記信号処理装置からの第３のフィードバック信号を受け
取るステップと、
　前記第３のフィードバック信号に応答して前記１つまたは複数の第１のフィードバック
トランジスタをオンに切り換えるステップと、
　前記１つまたは複数の第２のトランジスタと並列に結合された１つまたは複数の第２の
フィードバックトランジスタで前記POC回路網の出力バッファからの第４のフィードバッ
ク信号を受け取るステップと、
　前記第４のフィードバック信号に応答して前記１つまたは複数の第２のフィードバック
トランジスタをオンに切り換えるステップと、
　を含む請求項１５に記載の方法。
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【請求項１９】
　前記複数供給電圧デバイスは、セットトップボックス、音楽再生装置、ビデオ再生装置
、娯楽機器、ナビゲーションデバイス、通信デバイス、パーソナルデジタルアシスタント
、固定位置データ機器、およびコンピュータからなる群から選択された電子装置内に適用
され、前記電子装置内に半導体デバイスが組み込まれる請求項１０に記載の方法。
【請求項２０】
　複数供給電圧デバイスの電力投入／切断制御(POC)回路網内の電力消費を低減させるシ
ステムであって、
　第１の供給電圧が既にオンであるとき第２の供給電圧の電力投入を検出する手段と、
　前記電力投入の検出に応答して前記POC回路網の電力投入／切断検出器の電流容量を低
減させる手段と、
　前記第１の供給電圧がオンであるとき前記第２の供給電圧の電力減少を検出する手段と
、
　前記電力減少の検出に応答して前記電力投入／切断検出器の電流容量を増大させる手段
と、
　を備えるシステム。
【請求項２１】
　前記検出された電力投入または前記検出された電力減少のうちの少なくとも１つに関す
るフィードバック信号を提供する手段をさらに備え、
　前記フィードバック信号は、前記低減させる手段および前記増大させる手段で使用され
る請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記電流容量を低減させる手段は、前記フィードバック信号に応答して複数のトランジ
スタのうちの１つまたは複数のトランジスタをオフに切り換える手段を備え、
　前記複数のトランジスタは、前記電力投入／切断検出器の電流容量を規定する請求項２
１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記電流容量を増大させる手段は、前記フィードバック信号に応答して複数のトランジ
スタのうちの１つまたは複数のトランジスタをオンに切り換える手段を備え、
　前記複数のトランジスタは、前記電力投入／切断検出器の電流容量を規定する請求項２
１に記載のシステム。
【請求項２４】
　半導体ダイ内に組み込まれる請求項２０に記載の複数供給電圧デバイス。
【請求項２５】
　前記半導体ダイは、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント、ナビゲーションデバ
イス、固定位置データ機器、セットトップボックス、音楽再生装置、ビデオ再生装置、娯
楽機器、およびコンピュータからなる群から選択されたデバイス内に組み込まれる請求項
２４に記載の複数供給電圧デバイス。
【請求項２６】
　複数供給電圧デバイスの電力投入／切断制御(POC)回路網内の電力消費を低減させる方
法であって、
　第１の供給電圧が既にオンであるとき第２の供給電圧の電力投入を検出するステップと
、
　前記電力投入の検出に応答して前記POC回路網の電力投入／切断検出器の電流容量を低
減させるステップと、
　前記第１の供給電圧がオンであるとき前記第２の供給電圧の電力減少を検出するステッ
プと、
　前記電力減少の検出に応答して前記電力投入／切断検出器の電流容量を増大させるステ
ップと、
　を含む方法。



(6) JP 2012-517193 A 2012.7.26

10

20

30

40

50

【請求項２７】
　前記複数供給電圧デバイスは、セットトップボックス、音楽再生装置、ビデオ再生装置
、娯楽機器、ナビゲーションデバイス、通信デバイス、パーソナルデジタルアシスタント
、固定位置データ機器、およびコンピュータからなる群から選択された電子装置内に適用
され、前記電子装置内に半導体デバイスが組み込まれる請求項２６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して集積回路デバイスに関し、より詳細には、複数供給電圧デバイスに対
する電力増加/減少(up/down)検出器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　技術が進歩するにつれて、ますます多くのデバイスおよび構成要素を集積回路内に含む
ための能力が高められてきた。半導体製造技法により、これらの組み込みデバイスをより
小さくし、また電圧要件をより低くしながら、依然として高速で動作することができるよ
うになってきた。しかし、これらの新しい集積デバイスは、より以前の技術のデバイスま
たは古い製品につながれることが多いため、集積回路内の入出力(I/O)回路は、これらの
より以前のシステムのより高い電圧要件につながるように、より高い動作電圧で維持され
てきた。したがって、多くのより新しい集積回路デバイスは２重電源を含み、一方の電圧
が低い方の電源は内部で動作するアプリケーションまたはコアアプリケーション向けであ
り、第2の電圧が高い方の電源はI/O回路およびデバイス向けである。
【０００３】
　コアデバイスおよびアプリケーションは、I/Oデバイスを通じて集積構成要素の外側の
動作と通信する。コアデバイスとI/Oデバイスの間の通信を容易にするために、レベルシ
フタが用いられる。I/Oデバイスはレベルシフタを通じてコアデバイスに接続されるため
、コアデバイスの電力が減少すると問題が発生することがある。電力減少または電力遮断
は、いかなるデバイス動作も待ち状態中または進行中ではないときに電力を節約するため
に使用される一般的な技法である。たとえば、コア回路網の電力が遮断された場合、レベ
ルシフタは、迷走電流(stray current)などによるかどうかにかかわらず、伝送のためにI
/Oデバイスへ信号を送りうる。I/Oデバイスは、コアデバイスがこの通信を開始したと仮
定し、したがって誤った信号を外部環境内へ伝送する。
【０００４】
　コア回路網の電力が減少するとき、I/Oデバイスを既知の状態にすることが有用である
ことがわかっている。これらの既知の状態を保証するために、解決策は、さらなる外部信
号を管理してI/O回路を制御するハードウェアまたはソフトウェアの追加を含めてきた。
これらの外部信号を使用することによって、コアの電力が遮断されたときはいつでも、I/
O回路を制御する(たとえば、既知の状態にする)ことができる。しかし、この外部信号管
理システムを実施するのにハードウェアを使用するか、それともソフトウェアを使用する
かにかかわらず、集積デバイスの動作にはかなりの量の遅延が追加される。ハードウェア
は、ソフトウェアが制御するよりわずかに速いが、ハードウェアの解決策では、I/Oデバ
イス側の著しいさらなる電力漏れによって問題が引き起こされることがある。
【０００５】
　現在使用されている1つのハードウェア解決策では、電力増加/減少検出器を提供して、
電力投入/切断制御(POC(power on/off control))信号を内部で生成する。POC信号は、コ
アデバイスが遮断されるときにそれをI/Oデバイスに指示する。図１は、複数供給電圧デ
バイスに対する標準的なPOCシステム10を示す回路図である。POCシステム10は、電力増加
/減少検出器100、信号増幅器101、および出力段102という3つの機能ブロックから構成さ
れる。電力増加/減少検出器100は、PMOSトランジスタM1およびNMOSトランジスタM2～M3を
有する。M1～M3のそれぞれに対するゲート端子は、コア電源103、Vcoreに接続される。コ
ア電源103の電力が遮断されると、M2およびM3をオフに切り換え、M1をオンに切り換えて
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、増幅器105への入力ノードをVI/O、すなわちI/O電源104へ引き上げる。「ハイ」信号が
増幅器105内に入力され、増幅器105は出力を反転させて「ロー」信号にする。出力段102
では、出力バッファ106内で増幅器105からのロー信号が処理され、再び反転させてPOC107
に対してハイ信号にする。POC107に対するハイ信号は、I/O回路へ伝送され、コア電源103
が遮断されたことを示す。
【０００６】
　コア電源103、Vcoreがオンであるとき、M1は非常に弱くなり、M2とM3はどちらも強くオ
ンに切り換わり、増幅器105への入力ノードはVSS、すなわちコア電源103になる。VSSは、
論理ロー信号と見なされる。したがって、増幅器105はこの信号を反転させてハイ信号に
し、次いで出力バッファ106で処理し、再び反転してロー信号にする。この信号検出プロ
セスは、I/O電源104がオンであり、コア電源103の電力が遮断されたとき、またはI/O電源
104の電力が増加する前にコア電源103の電力が増加したとき、許容できる程度に動作する
。しかし、コア電源103の電力が増加する前にI/O電源104の電力が増加したとき、電力増
加/減少検出器100内またはPOC10内でかなりの電流漏れが発生する可能性がある。
【０００７】
　I/O電源104がオンであり、コア電源103がオフである状況では、M1はオンに切り換えら
れ、M2およびM3はオフに切り換えられる。次いで、コア電源103の電力が増加すると、M2
およびM3がオンに切り換わり、M1が非常に弱くなる。しかし、M1が完全にオフに切り換わ
る前に、電力増加/減少検出器100内の3つのトランジスタすべてがオンになる期間がある
。したがって、接地への事実上の短絡が生じ、I/O電源104から接地へ著しい量の電流が流
れる。この「グリッチ」電流は、不要な電力を消費する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　この迷走電力消費を低減させるには、1つの解決策を採用して、トランジスタM1～M3の
サイズを低減させることができる。M1～M3のサイズを低減させることによって、トランジ
スタを通過できる電流の実際の量が物理的に制限される。しかし現在、トランジスタはよ
り小さいため、トランジスタのスイッチング速度も低減される。スイッチング速度が低減
されると、コア供給電圧103の電力増加/減少を検出する際の感度がより低くなり、または
電力増加/減少事象に対する処理時間がより長くなる。
【０００９】
　図２は、図１のPOC回路10内の信号の相互作用を提示するグラフ20を示す。グラフ20は
、電源グラフ21およびPOCグラフ22を含む。I/O電源104の電力が増加すると、VI/Oに到達
するまで着実に増大する。POC107は、電力が増加してハイレベルに到達するため、I/O電
源104に続く。同様に、I/O電源104が時間200においてVI/Oで安定して維持されると、POC1
07はハイ信号で安定したままになる。時間201でコア電源103の電力が投入され始めると、
電力増加/減少検出器100(図１)は、少し時間をかけてこの新しい電力レベルを実際に検出
する。検出した後、時間202で、POC107がロー値に切り換えられる。その後POC107は、時
間203と時間205の間でコア電源103の電力が遮断されるまで、ローレベルのままになるべ
きである。この場合も、電力増加/減少検出器100(図１)は少しの時間をかけて新しい電力
レベルを実際に検出するため、電力増加/減少検出器100によって電力減少が実際に検出さ
れる時間204まで、POC107はロー状態のままである。時間202と時間204の間のこのロー状
態の時間を、通常動作領域と呼ぶ。時間205でコア電源103が完全にオフになり、または電
力が遮断された後、増幅器105(図１)への入力は、再びハイ信号に引き上げられる。次い
でPOC107は、時間206と時間207の間で同じく電力が減少するため、I/O電源104に続く。
【００１０】
　トランジスタサイズがより小さくなるため、I/O電源104と接地の間の漏れ電流を少なく
することができる。したがって、時間201と時間205の間の時間中、発生するあらゆる漏れ
が低減される。しかし、こうした漏れの低減は、より速い検出を犠牲にする。POC回路10
が、閾値のより低いまたはより大型のトランジスタを含むことができる場合、スイッチン
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グ/検出時間はより速くなるはずである。たとえば、時間201でコア電源103の電力が増加
し始めると、電力増加/減少検出器100の閾値のより低いまたはより大型のトランジスタは
、時間202ではなく時間208で電力増加を検出するはずである。さらに、時間203でコア電
源103の電力が減少し始めると、電力増加/減少検出器100は、時間204ではなく時間209で
電力減少を検出するはずである。この増大は、時間202から時間204までの期間と時間208
から時間209までの期間の差によって表すことができる。したがって、従来の解決策には
依然として、漏れおよびスイッチング時間に伴う問題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本開示の様々な代表的な実施形態は、複数の供給電圧を有する集積デバイスに関する。
本開示のさらなる代表的な実施形態は、複数供給電圧デバイスの電力投入/切断制御(POC)
回路網内の電力消費を低減させる方法に関する。本開示のさらなる代表的な実施形態は、
複数供給電圧デバイスのPOC回路網内の電力消費を低減させるシステムに関する。
【００１２】
　複数供給電圧デバイスは、第1の供給電圧で動作するコア回路網と、コア回路網に結合
された制御回路網とを含む。制御回路網は、制御信号を伝送するように構成される。制御
回路網は、コア回路網の電力状態を検出するように構成された増加/減少検出器を含む。
制御回路網は、増加/減少検出器に結合された処理回路をさらに含み、電力状態に基づい
て制御信号を生成するように構成される。制御回路網は、増加/減少検出器に結合された1
つまたは複数のフィードバック回路をさらに含む。1つまたは複数のフィードバック回路
は、フィードバック信号を提供して前記増加/減少検出器の電流容量を調整するように構
成される。
【００１３】
　複数供給電圧デバイスの電力投入/切断制御(POC)回路網内の電力消費を低減させる方法
は、第1の供給電圧が既にオンであるときに第2の供給電圧の電力投入を検出するステップ
と、電力投入の検出に応答してPOC回路網の電力投入/切断検出器の電流容量を低減させる
ステップと、第1の供給電圧がオンであるときに第2の供給電圧の電力減少を検出するステ
ップと、電力減少の検出に応答して電力投入/切断検出器の電流容量を増大させるステッ
プとを含む。
【００１４】
　複数供給電圧デバイスの電力投入/切断制御(POC)回路網内の電力消費を低減させるシス
テムは、第1の供給電圧が既にオンであるときに第2の供給電圧の電力投入を検出する手段
を含む。このシステムは、電力投入の検出に応答してPOC回路網の電力投入/切断検出器の
電流容量を低減させる手段をさらに含む。このシステムは、第1の供給電圧がオンである
ときに第2の供給電圧の電力減少を検出する手段と、電力減少の検出に応答して電力投入/
切断検出器の電流容量を増大させる手段とをさらに含む。
【００１５】
　以上、本開示の以下の詳細な説明をよりよく理解できるように、実施形態の特徴および
技術的利点についてかなり大まかに概説した。本開示の請求項に係る発明をなす実施形態
のさらなる特徴および利点について、以下で説明する。開示される概念および特有の実施
形態は、本開示と同じ目的を実施する他の構造を修正または設計するための基礎として容
易に利用できることが、当業者には理解されるはずである。そのような同等の構造は、添
付の特許請求の範囲に記載の本開示の思想および範囲から逸脱しないことも、当業者には
理解されるはずである。本開示の特徴であると考えられる新規な特徴は、さらなる目的お
よび利点とともにその構成と動作方法の両方に関して、以下の説明から、添付図面と併せ
て考えるとよりよく理解されるであろう。しかし、それぞれの図は、例示および説明のみ
を目的として提供され、本開示の制限を定義しようとするものではないことが特に理解さ
れるものとする。
【００１６】
　本開示をより完全に理解するために、添付図面と併せて以下の説明を次に参照されたい
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。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】複数供給電圧デバイスに対する従来のPOCシステムを示す回路図である。
【図２】図１のPOC回路内の信号の相互作用を提示するグラフである。
【図３Ａ】本開示の教示によって構成された電力投入制御(POC)回路網を有する集積回路(
IC)デバイスを示すブロック図である。
【図３Ｂ】本開示の教示によって構成されたPOC回路網を示すブロック図である。
【図４】本開示の教示によって構成された別のPOC回路網を示す回路図である。
【図５】本開示の教示によって構成されたさらなるPOC回路網を示す回路図である。
【図６】本開示の教示によって構成されたさらに別のPOC回路網を示す回路図である。
【図７】本開示の教示による一実施形態を実施する処理ブロックを示すフロー図である。
【図８】例示的な無線通信システムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図３Ａを次に参照すると、本開示の一実施形態によって構成された電力投入制御(POC)
回路網305を有する集積回路(IC)デバイス30を示すブロック図が提示される。ICデバイス3
0は、VI/O300およびVcore301などの複数の電源によって電力供給される組み込み構成要素
を含む集積回路である。VI/O300およびVcore301は、いくつかの異なる電圧レベルの電源
を、ICデバイス30内の異なる構成要素および回路網に供給する。2つのそのような組み込
み回路網は、I/O回路網302およびコア回路網303である。I/O回路網302は、VI/O300によっ
て提供される電圧レベルで動作する。コア回路網303は、Vcore301によって提供される電
圧レベルで動作する。この電圧レベルは通常、VI/O300によって提供される電圧より低い
電圧である。I/O回路網302とコア回路網303は、異なる電圧で動作するため、通信のため
にレベルシフタ304を通じてともに結合される。レベルシフタ304は、I/O回路網302とコア
回路網303の間で行われるあらゆる通信の電圧レベルを本質的に変える。
【００１９】
　POC回路網305は、コア回路網303の状態を感知し、I/O回路網302およびレベルシフタ304
へPOC信号を伝送する。POC信号は、I/O回路網302およびレベルシフタ304をオンまたはオ
フにする。これにより、I/O回路網302によって受け取られる迷走信号がICデバイス30の外
部のデバイスまたは構成要素へ誤って伝送されるのを防止する。
【００２０】
　図３Ｂは、本開示の一実施形態によって構成されたPOC回路網305を示すブロック図であ
る。POC回路網305は、電力増加/減少検出器306、処理回路307、およびフィードバック回
路網310を含む。処理回路307は、信号処理装置308および出力バッファ309から構成される
。VI/O300がオンであり、Vcore301がオフであるとき、電力増加/減少検出器306は信号処
理装置308に検出信号を提供し、信号処理装置308は、この検出信号を処理して、処理され
た信号を出力バッファ309へ伝送する。次いで出力バッファ309は、処理された信号を調整
してPOC信号311にし、次いでPOC信号311は、I/O回路網302へ伝送される。途中、フィード
バック回路網310が信号処理装置308からフィードバックを受け取り、その信号を電力増加
/減少検出器306へフィードバックする。電力増加/減少検出器306は、フィードバック信号
を使用して、電力増加/減少検出器306の電流容量を調整する。Vcore301がオフまたはロー
状態であるとき、このフィードバック信号により、電力増加/減少検出器306は最大電流容
量を選択することができる。この最大電流容量状態で、電力増加/減少検出器306は、電力
増加/減少検出器306の回路構成に応じて、Vcore301の電力が増加するか、もしくは減少す
るか、またはその両方のときにそれを検出する感度が高くなる。
【００２１】
　VI/O300がオンであるときにVcore301の電力が増加するとき、電力増加/減少検出器306
は電力増加を検出し、信号処理装置308へ伝送される検出信号の値を変化させる。次いで
処理検出信号は、出力バッファ309によって調整されて変化されたPOC信号311になり、I/O
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回路網302へ伝送される。変化する信号が信号処理回路307を通じて処理されている状態で
、フィードバック回路網310は新しいフィードバック信号を受け取る。このフィードバッ
ク信号は、電力増加/減少検出器306内へ入力されると、電力増加/減少検出器306内の電流
容量を低減させる。この電流容量の低減は、電力増加/減少検出器306がVI/O300およびVco
re301に接続されているため、電力増加/減少検出器306を通じて放散されうる漏れ電流の
量を制限および低減させる。
【００２２】
　図４は、本開示の一実施形態によって構成されたPOC回路網40の回路図である。POC回路
網40は、POC回路網305(図３Ａおよび３Ｂ)に類似の処理領域、すなわち電力増加/減少検
出器306、信号処理装置308、出力バッファ309、およびフィードバック回路網310を有する
。POC回路網40はまた、POC信号311を生成し、VI/O300およびVcore301に結合される。図４
に示す実施形態に示すように、電力増加/減少検出器306は、ともに直列に結合された複数
のトランジスタM4～M7を備える。トランジスタM4～M7の各ゲートはVcore301に結合され、
トランジスタM4のソース端子はVI/O300に結合される。トランジスタM4およびM5はp型トラ
ンジスタであり、トランジスタM6およびM7はn型トランジスタである。したがって、Vcore
301がオフ、すなわちロー状態であるとき、トランジスタM4およびM5はオンに切り換えら
れ、トランジスタM6およびM7はオフに切り換えられる。
【００２３】
　一方、Vcore301がオン、すなわちハイ状態であるとき、トランジスタM4およびM5は非常
に弱くなり、トランジスタM6およびM7は強くオンに切り換えられる。M6およびM7がオンに
なると、反転増幅器への入力の電圧がVSSになる。VSSは、VI/Oと比較すると論理ロー信号
である。VSSは、論理ロー信号として設計され、接地、0V、または論理ロー信号を表わす
何らかの他の選択された電圧レベルを含むことができる。したがって、Vcore301がオフで
あるとき、トランジスタM4およびM5は、反転増幅器400への入力の電圧レベルをVI/O300に
引き上げる。したがって、反転増幅器400への入力は、Vcore301がオフであるときはハイ
であり、Vcore301がオンであるときはローである。次いで反転増幅器400は、検出信号を
増幅して反転させてから、反転バッファ401へ伝送し、POC信号311に対して調整して反転
させる。
【００２４】
　フィードバック回路網310は、トランジスタM4と並列に接続されたトランジスタM8を備
える。トランジスタM8もまたp型トランジスタとして構成され、したがって、反転増幅器4
00からのフィードバック信号がハイであるとき、トランジスタM8はオフに切り換えられ、
フィードバック信号がローであるとき、トランジスタM8はオンに切り換えられる。したが
って、Vcore301がオフであり、ハイの検出信号を生成するとき、反転増幅器400は、その
信号を反転させて論理ローにし、それによってトランジスタM8をオンに切り換える。Vcor
e301の電力が投入されると、検出信号は論理ローに変化し、それによって反転増幅器400
からのフィードバック信号を論理ハイに変化させ、それによってトランジスタM8をオフに
する。トランジスタM8がオフであるとき、電力増加/減少検出器306の電流容量は低減され
、すなわち、ロー信号が増幅されるため、トランジスタM8を通じてより小さい電流が流れ
る。M4およびM5のゲート端子上のVcore301によって引き起こされる電圧レベルは、何らか
のグリッチまたは迷走信号状況にあり、M4およびM5を通じて漏れを引き起こす可能性があ
る。反転増幅器400からトランジスタM8に対するフィードバック信号を受け取るため、Vco
re301の電力が減少したとき、フィードバック信号は論理ハイから論理ローに迅速に切り
換わり、次いでトランジスタM8をオンに切り換える。したがって、図４に示す回路構成で
は、電力増加/減少検出器40は、Vcore301の電力が減少していることを既存のPOC回路網よ
り迅速に検出する。
【００２５】
　図５は、本開示の一実施形態によって構成されたPOC回路網50を示す回路図である。POC
回路網50は、電力増加/減少検出器306内に、POC回路網40(図４)に類似の形でともに結合
された複数のトランジスタM4～M7を備え、各ゲートがVcore301に結合され、トランジスタ
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M4のソース端子がVI/O300に結合される。信号処理装置308は反転増幅器400を備え、出力
バッファ309は反転バッファ401を含む。POC回路網50はPOC信号311を生成し、POC信号311
は、POC回路網50が結合されたI/O回路網へ伝送される。POC回路網50では、トランジスタM
7と並列に結合されたトランジスタM9およびM10によって、フィードバック回路網310が構
成される。トランジスタM6、M7、M10は、同じタイプのn型であり、または電力投入の検出
を速めるために閾値が低いn型トランジスタとすることができる。トランジスタM9は、反
転バッファ401の出力からフィードバック信号を受け取り、トランジスタM10のゲートは、
Vcore301に接続される。
【００２６】
　動作の際には、VI/O300がオンであり、Vcore301がオフであるとき、反転増幅器400は、
VI/O300によって論理ハイ信号を受け取り、この信号は、反転増幅器400によって増幅およ
び反転され、次いで反転バッファ401によって調整および反転されると、論理ハイフィー
ドバック信号を提供する。このハイ信号は通常、フィードバック回路網310内のM9をオン
に切り換える。しかし、M6、M7、およびM10がすべてオフであるため、トランジスタM9を
オンに切り換えるためのチャネルがトランジスタM9内に形成されない。Vcore301の電力が
投入されると、M4およびM5は非常に弱くなり、M6、M7、およびM10はオンに切り換わり、
それによってM9は、そのゲートが既に論理ハイ入力に接続されているため、直ちにオンに
切り換わる。M6およびM7がオンに切り換わると、反転増幅器400への入力を論理ロー信号
、すなわちVSSに引き下げる。反転増幅器400に入力されるロー検出信号は、増幅および反
転され、次いで反転バッファ401で再び調整および反転される。反転バッファ401がロー信
号を出力した後、そのローをトランジスタM9にフィードバックすることでM9をオフに切り
換え、M9をオフに切り換えることでトランジスタM10内のチャネル形成を停止させるため
、トランジスタM10もオフに切り換わる。したがって、図５に示すPOC回路網50の構成は、
Vcore301の電力が投入されることを既存のPOC回路網より速く検出するように動作しなが
ら、それでもなおVcore301がオンである間に漏れ電流の量を低減させる。トランジスタM9
によって使用されるフィードバック信号により、電力増加/減少検出器306は、その電流容
量を調整することができ、それによって検出速度を改善すると同時に漏れ電流を低減させ
る。
【００２７】
　図６は、本開示の一実施形態によって構成されたPOC回路網60を示す回路図である。POC
回路網60は、POC回路網40(図４)とPOC回路網50(図５)の両方の回路構成によって構成され
たフィードバック回路網310を含む。したがって、複数のトランジスタM4～M7が電力増加/
減少検出器306を構成する。フィードバック回路網310は、トランジスタM4と並列に結合さ
れたトランジスタM8と、トランジスタM7と並列に結合されたトランジスタM9およびM10と
を含む。電力増加/減少検出器306からの検出信号は、信号処理装置308の反転増幅器400へ
の入力を提供し、反転増幅器400は、出力バッファ309の反転バッファ401へ入力するため
に、この検出信号を増幅して反転させる。次いで、調整および反転されたPOC信号311は、
システムの適当なI/Oおよびレベルシフタ回路網へ伝送される。フィードバックトランジ
スタM8は、反転増幅器400の出力からそのフィードバック信号を取得し、フィードバック
トランジスタM9は、反転バッファ401の出力からそのフィードバック信号を取得する。POC
回路網40(図４)およびPOC回路網50(図５)に関して記載したように、これらのフィードバ
ック信号を使用して、POC回路網60は、電力投入段と電力切断段の両方でVcore301を迅速
に検出する速度を増大させることができる。同時に、フィードバック回路網310では、POC
回路網60が電力増加/減少検出器306の電流容量を調整する能力を提供するため、Vcore301
の通常動作期間中に望ましくない漏れ電流を低減させることもできる。
【００２８】
　POC回路網40(図４)、POC回路網50(図５)、およびPOC回路網60(図６)に関して記載の実
施形態にはそれぞれ独自の利点があることに留意されたい。たとえば、POC回路網50(図５
)は、かなり改善された性能特性を有することができ、非常に小さくて薄い酸化物回路が
シリコン全体に追加される。したがって、図示の実施形態のそれぞれ、ならびに本開示の
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様々な追加および/または代替の実施形態は、既存のシステムおよび方法に対する改善を
表す。
【００２９】
　図７は、本開示の一実施形態を実施する処理ブロックを示すフロー図である。ブロック
700では、第1の供給電圧が既にオンであるときに、第2の供給電圧の電力投入が検出され
る。ブロック701では、電力投入の検出に応答して、POC回路網の電力投入/切断検出器の
電流容量が低減される。ブロック702では、第1の供給電圧がオンであるときに、第2の供
給電圧の電力減少が検出される。ブロック703では、電力減少の検出に応答して、電力投
入/切断検出器の電流容量が増大される。
【００３０】
　図８は、例示的な無線通信システムを示す図である。いくつかの実施形態では、システ
ム800は、複数の遠隔機器820～824および複数の基地局850～852を含む。典型的な無線通
信システムは、より多くの遠隔機器および基地局を有することができることを理解するこ
とができる。遠隔機器820～824は、上記で論じたように、電力検出を有する複数の半導体
デバイス830～834を含む。図８は、基地局850～852から遠隔機器820～824への順方向リン
ク信号880、および遠隔機器820～824から基地局850～852への逆方向リンク信号890を示す
。
【００３１】
　他の実施形態において、図８では、遠隔機器820を携帯電話として示し、遠隔機器822を
携帯型コンピュータとして示し、遠隔機器824を無線ローカルループシステム内の固定位
置遠隔機器として示す。たとえば、遠隔機器は、携帯電話、ハンドヘルドパーソナル通信
システム(PCS)機器、パーソナルデジタルアシスタントなどの携帯型データ機器、ナビゲ
ーションデバイス(たとえば、GPS対応デバイス)、セットトップボックス、音楽再生装置
、ビデオ再生装置、娯楽機器、計測機器などの固定位置データ機器、あるいはデータもし
くはコンピュータ命令、またはこれらの任意の組合せを記憶または検索する任意の他のデ
バイスとすることができる。図８は、本開示の教示による遠隔機器を示すが、本開示は、
これらの例示的な図示の機器に限定されるものではない。本開示のデバイスは、半導体デ
バイスを含む任意のデバイスで適切に用いることができる。
【００３２】
　特有の回路について述べてきたが、開示した回路のすべてが本開示を実施するために必
要とされるわけではないことが、当業者には理解されるであろう。さらに、本開示に焦点
を維持するため、特定のよく知られている回路については説明していない。同様に、説明
では特定の位置で論理「0」または「ロー」および論理「1」または「ハイ」に言及するが
、本開示の動作に影響を及ぼすことなく、論理値を交換し、それに応じて回路の残り部分
を調整できることが、当業者には理解される。
【００３３】
　本開示およびその利点について詳細に説明してきたが、添付の特許請求の範囲に規定さ
れる本開示の思想および範囲から逸脱することなく、様々な変形、置換、および変更を本
発明に加えることができることを理解されたい。さらに、本願の範囲は、本明細書に記載
の処理、機械、製造、組成物、手段、方法、およびステップの特定の実施形態に限定され
るものではない。本開示の実施形態から当業者には容易に理解されるように、本開示によ
れば、本明細書に記載の対応する実施形態と実質上同じ機能を実行しまたは実質上同じ結
果を実現する、現在存在するまたは将来開発される処理、機械、製造、組成物、手段、方
法、またはステップを利用することができる。したがって、添付の特許請求の範囲は、そ
のような処理、機械、製造、組成物、手段、方法、またはステップを範囲内に含むものと
する。
【符号の説明】
【００３４】
　　30　集積回路デバイス
　　40、50、60、305　電力投入制御(POC)回路網
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　　300　VI/O
　　301　Vcore
　　302　I/O回路網
　　303　コア回路網
　　304　レベルシフタ
　　306　電力増加/減少検出器
　　307　処理回路
　　308　信号処理装置
　　309　出力バッファ
　　310　フィードバック回路網
　　311　POC信号
　　400　反転増幅器
　　401　反転バッファ
　　M4、M5、M6、M7、M8、M9、M10　トランジスタ

【図１】 【図２】
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【図４】 【図５】
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