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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電力消費を低減させる、改善されたシーケンシ
ャル回路素子を提供する。
【解決手段】シーケンシャル回路素子１０２は、単一の
クロックドトランジスタ１１０を有し、シーケンシャル
回路素子１０２は、データ入力１０４と、単一のクロッ
クドトランジスタ１１０に結合されたクロック入力１０
６と、データ出力１０８とを有する。データ入力１０４
は、第１のデータパス１１２を通して、データ出力１０
８に選択的に結合し、シーケンシャル回路素子１０２は
また、第１のデータパス１１２に接続されている第２の
データパス１１４を有する。シーケンシャル回路素子１
０２は、第１のデータパス１１２を通して伝播されるデ
ータに関連する情報を保持する非クロックドデータ保持
素子１１６を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法において、
　シーケンシャル回路素子の単一のクロックドトランジスタにおいて受け取られたクロッ
ク信号に応答して、前記シーケンシャル回路素子の第１のパスを通してデータを伝搬し、
前記シーケンシャル回路素子は、前記第１のパスに結合されている第２のパスをさらに含
むことと、
　前記第２のパスの保持回路素子において、前記第１のパスを通して伝搬されたデータに
関連する情報を保持することとを含み、
　前記第１のパスは、前記単一のクロックドトランジスタの出力に応答する第１のトラン
ジスタを含み、前記第１のトランジスタは、前記第２のパスに関係付けられている少なく
とも１つの第２のトランジスタよりも高い電流容量を有する方法。
【請求項２】
　前記シーケンシャル回路素子は、論理ラッチ回路の一部を構成する請求項１記載の方法
。
【請求項３】
　前記シーケンシャル回路素子は、論理フリップフロップ回路の一部を構成する請求項１
記載の方法。
【請求項４】
　前記保持回路素子は、トランジスタに結合されているノードを備える請求項１記載の方
法。
【請求項５】
　前記保持回路素子は、少なくとも２つのトランジスタと、インバータとを備え、前記イ
ンバータは、前記第１のデータパスに結合されている第１の端子を含む請求項１記載の方
法。
【請求項６】
　前記保持回路素子は、インバータの出力を備える請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記シーケンシャル回路素子は、前記単一のクロックドトランジスタにおいて前記クロ
ック信号を受け取るが、前記第１および第２のトランジスタにおいては、前記クロック信
号を受け取らない請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記クロック信号を受け取ることに応答して、前記単一のクロックドトランジスタの出
力において仮想接地電圧を提供することをさらに含み、前記仮想接地電圧は、前記第１の
トランジスタを作動させる請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記クロック信号がハイであるときに、前記第１のパスを通して、データ入力からデー
タ出力に前記データを提供することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記クロック信号がローであるときに、前記第１のパスを通して、データ入力からデー
タ出力に前記データを提供することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記クロック信号がローであるときに、前記保持回路素子において前記データの論理値
を保持することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記クロック信号がハイであるときに、前記保持回路素子において前記データの論理値
を保持することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　クロックからのクロック信号を前記保持回路素子に適用することなく、前記論理値が前
記保持回路素子においてラッチされる請求項１記載の方法。
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【請求項１４】
　前記第１のデータパスおよび第２のデータパスは、複数の弱いトランジスタを含み、前
記第１のデータパスは、前記単一のクロックドトランジスタに結合されている少なくとも
１つの強いトランジスタを含み、前記少なくとも１つの強いトランジスタは、前記複数の
弱いトランジスタのそれぞれよりも高い電流容量を有する請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　前記単一のクロックドトランジスタにおいて前記クロック信号を受け取ることと、
　前記クロック信号を受け取ることに応答して、仮想接地電圧レベルおよび第２の電圧レ
ベル間で、前記単一のクロックドトランジスタの出力における電圧レベルを切り替えるこ
ととをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記第２のトランジスタは、ロングチャネルデバイスまたは高電圧しきい値デバイスを
備える請求項１記載の方法。
【請求項１７】
　回路デバイスにおいて、
　クロックバスと、
　複数のシーケンシャル回路素子とを具備し、
　前記複数のシーケンシャル回路素子のそれぞれは、
　　論理回路の少なくとも１つの素子に結合されている出力端子を含み、前記クロックバ
スに結合されている単一のクロックドトランジスタを備えており、
　前記クロックバスを通してクロック信号を受け取ることに応答して、前記出力端子にお
ける電圧レベルが、仮想接地電圧レベルおよびフローティング電圧レベル間で切り替わっ
て、前記論理回路を選択的に作動させて、データ入力からデータ出力にデータを伝搬する
回路デバイス。
【請求項１８】
　前記論理回路は、前記データ入力から前記データ出力にデータを伝達する第１のデータ
パスを含み、データ保持回路素子に前記データを提供する第２のデータパスを含む請求項
１７記載の回路デバイス。
【請求項１９】
　前記第１のデータパスおよび第２のデータパスは、複数の弱いトランジスタを含み、前
記第１のデータパスは、前記単一のクロックドトランジスタに結合されている少なくとも
１つの強いトランジスタを含み、前記少なくとも１つの強いトランジスタは、前記複数の
弱いトランジスタのそれぞれよりも高い電流容量を有する請求項１８記載の回路デバイス
。
【請求項２０】
　前記複数のシーケンシャル回路素子のうちの少なくとも１つは、データラッチ回路を構
成する請求項１７記載の回路デバイス。
【請求項２１】
　前記データラッチ回路は、前記クロック信号がハイであるときにデータを伝搬し、前記
クロック信号がローであるときに前記データの状態を保持する請求項２０記載の回路デバ
イス。
【請求項２２】
　前記データラッチ回路は、前記クロック信号がローであるときにデータを伝搬し、前記
クロック信号がハイであるときに前記データの状態を保持する請求項２０記載の回路デバ
イス。
【請求項２３】
　前記論理回路の少なくとも１つの素子は、前記データ入力を前記データ出力に結合する
第１のデータパスに結合されているトランジスタを備える請求項１７記載の回路デバイス
。
【請求項２４】
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　前記論理回路は、少なくとも１つの第２のトランジスタを含んでいる第２のデータパス
をさらに備え、前記第２のデータパスは、前記データに関連する状態情報を保持し、前記
第２のデータパスは、前記クロックバスから前記クロック信号を受け取らない請求項２３
記載の回路デバイス。
【請求項２５】
　前記クロックバスは単一の方向にルーティングされており、前記単一のクロックドトラ
ンジスタは、前記クロックバスに隣接して位置付けられている請求項１７記載の回路デバ
イス。
【請求項２６】
　前記論理回路は、インバータを形成するように配置されている第１の対のトランジスタ
を含み、前記第１の対のトランジスタは、第１のｐチャネルトランジスタと、第１のｎチ
ャネルトランジスタとを含み、前記第１のｐチャネルトランジスタは、電源端子と、前記
データ入力に結合されている第１の制御端子と、第１の出力端子とを含み、前記第１のｎ
チャネルトランジスタは、前記第１の出力端子に結合されている第２の出力端子と、前記
データ入力に結合されている第２の制御端子と、前記単一のクロックドトランジスタの出
力に結合されている第２の電源端子とを含み、前記単一のクロックドトランジスタの出力
端子は、前記第１のｎチャネルトランジスタの第２の電源端子に供給電圧を提供して、前
記インバータを選択的に作動させる請求項１７記載の回路デバイス。
【請求項２７】
　前記第１のｎチャネルトランジスタは、前記第１のｐチャネルトランジスタよりも高い
電流容量を有する請求項２６記載の回路デバイス。
【請求項２８】
　方法において、
　シーケンシャル回路素子のクロック入力においてクロック信号を受け取り、前記クロッ
ク入力は、クロックドトランジスタの制御端子に結合され、前記クロックドトランジスタ
は、出力端子を含んでいることと、
　前記クロック信号が第１の論理レベルにあるとき、前記出力端子に応答する第１のトラ
ンジスタを有する第１のデータパスを通して、前記シーケンシャル回路素子のデータ入力
から前記シーケンシャル回路素子のデータ出力にデータを伝搬することと、
　前記クロック信号が第２の論理レベルにあるとき、前記第１のデータパスに結合されて
いる、第２のトランジスタを有する第２のデータパスを通して、前記データ出力における
データに関連する状態情報を保持することとを含み、
　前記クロックドトランジスタの制御端子は、前記クロック信号を受け取り、前記制御端
子の出力は、切り替えられた電圧源を前記第１のトランジスタに提供する方法。
【請求項２９】
　前記第１の論理レベルは、論理高電圧レベルであり、前記第２の論理レベルは、論理低
電圧レベルである請求項２８記載の方法。
【請求項３０】
　前記第１の論理レベルは、論理低電圧レベルであり、前記第２の論理レベルは、論理高
電圧レベルである請求項２８記載の方法。
【請求項３２】
　前記クロックドトランジスタは、前記クロック信号がハイであるとき、前記出力端子に
おいて仮想接地電圧レベルを提供する請求項２８記載の方法。
【請求項３３】
　前記クロックドトランジスタは、前記クロック信号がローであるとき、前記出力端子に
おいてフローティング電圧レベルを提供する請求項２８記載の方法。
【請求項３４】
　前記クロックドトランジスタは、前記クロック信号がローであるとき、前記出力端子に
おいて高いインピーダンスを提供する請求項２８記載の方法。
【請求項３５】
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　前記第１のデータパスは複数のトランジスタを具備し、前記複数のトランジスタのうち
の少なくとも２つのトランジスタは、前記出力端子に結合されている請求項２８記載の方
法。
【請求項３６】
　前記データは、前記クロック信号がハイであるとき、前記第２のデータパスに提供され
る請求項２８記載の方法。
【請求項３７】
　回路デバイスにおいて、
　シーケンシャル回路素子の単一のクロックドトランジスタにおいて受け取られたクロッ
ク信号に応答して、前記シーケンシャル回路素子の第１のパスを通してデータを伝搬する
手段であって、前記シーケンシャル回路素子は、前記第１のパスに結合されている第２の
パスをさらに含んでいる手段と、
　前記第２のパスの保持回路素子において、前記第１のパスを通して伝搬されたデータに
関連する情報を保持する手段とを具備し、
　前記第１のパスは、前記単一のクロックドトランジスタの出力に応答する第１のトラン
ジスタを含み、前記第１のトランジスタは、前記第２のパスに関係付けられている少なく
とも１つの第２のトランジスタよりも高い電流容量を有する回路デバイス。
【請求項３８】
　前記単一のクロックドトランジスタの制御端子は、前記クロック信号を受け取る入力を
含み、前記単一のクロックドトランジスタの出力は、切り替えられた電圧源を前記第１の
トランジスタに提供する出力を含む請求項３７記載のデバイス。
【請求項３９】
　前記データを伝搬する手段は、前記切り替えられた電圧源に応答し、前記切り替えられ
た電圧源は、前記クロック信号がハイであるときの仮想接地電圧と、前記クロック信号が
ローであるときのフローティング電圧レベルとを含む請求項３８記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【背景】
【０００１】
　Ｉ．分野
　本開示は一般に、単一のクロックドトランジスタを含むシーケンシャル回路素子に関連
する。
【０００２】
　ＩＩ．関連技術の説明
　技術の進歩は、より小さく、より強力なパーソナル計算デバイスをもたらしている。例
えば、小さく、軽量で、ユーザによって容易に搬送される、携帯ワイヤレス電話機や、パ
ーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）や、ページングデバイスのようなワイヤレス計
算デバイスを含む、さまざまな携帯パーソナル計算デバイスが現在存在する。より詳細に
は、セルラ電話機およびＩＰ電話機のような携帯ワイヤレス電話機は、ワイヤレスネット
ワークを通して音声およびデータパケットを伝達できる。さらに、そのような多くのワイ
ヤレス電話機は、その中に組み込まれている他のタイプのデバイスを含む。例えば、ワイ
ヤレス電話機は、デジタルスチールカメラや、デジタルビデオカメラや、デジタルレコー
ダや、オーディオファイルプレイヤを含むこともできる。さらに、そのようなワイヤレス
電話機は、インターネットにアクセスするために使用できるウェブブラウザアプリケーシ
ョンのようなソフトウェアアプリケーションを含む、実行可能命令を処理できる。そのた
め、これらのワイヤレス電話機は、かなりの計算能力を備えることができる。
【０００３】
　一般に、ワイヤレス電話デバイスのような携帯パーソナル計算デバイスに対して使用さ
れるデジタル集積回路は、データ処理に対してクロック信号を利用する。クロック源から
のクロック信号の消散は、それが集積回路を通って伝搬するとき、集積回路の全体の動的
電力消費の大部分を占める可能性がある。フリップフロップ回路およびラッチ回路のよう
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な、シーケンス素子を含む回路において、シーケンス素子によって消費されるクロック電
力は、クロックが切り替わるときに切り替わるトランジスタのキャパシタンスによって、
部分的に決定される。これらのクロックドデバイスは、１次クロック入力に直接接続され
ていてもよい。代わりに、これらのクロックドデバイスは、１次クロック入力から導出さ
れる内部クロックを使用して、トランジスタ動作タイミングを制御してもよい。
【０００４】
　一般に、シーケンシャル回路素子に関係付けられているトランジスタを切り替えること
は、トランジスタのキャパシタンスおよびワイヤリング相互接続に関係付けられているワ
イヤのキャパシタンスの充電および放電を通して電力消散をもたらす。したがって、電力
消費を低減させる、改善されたシーケンシャル回路素子および方法に対する必要性が存在
する。
【概要】
【０００５】
　特定の実施形態において、シーケンシャル回路素子の単一のクロックドトランジスタに
おいて受け取られたクロック信号に応答して、シーケンシャル回路素子の第１のパスを通
してデータを伝搬することを含む方法を開示する。シーケンシャル回路素子は、第１のパ
スに結合されている第２のパスをさらに含む。方法はまた、第２のパスの保持回路素子に
おいて、第１のパスを通して伝搬されたデータに関連する情報を保持することを含み、第
１のパスは、単一のクロックドトランジスタの出力に応答する第１のトランジスタを含む
。第１のトランジスタは、第２のパスに関係付けられている第２のトランジスタよりも高
い電流容量を有する。
【０００６】
　別の特定の実例となる実施形態において、クロックバスと、複数のシーケンシャル回路
素子とを含む回路デバイスを開示する。シーケンシャル回路素子のそれぞれは、論理回路
の少なくとも１つの素子に結合されている出力端子を含み、クロックバスに結合されてい
る制御端子を含んでいる単一のクロックドトランジスタを有する。クロックバスを通して
クロック信号を受け取ることに応答して、出力端子における電圧レベルが、仮想接地電圧
レベルおよびフローティング電圧レベル間で切り替わって、論理回路を選択的に作動させ
て、データ入力からデータ出力にデータを移動する。
【０００７】
　さらに別の特定の実施形態において、シーケンシャル回路素子のクロック入力において
クロック信号を受け取ることを含む方法を開示する。クロック入力は、クロックドトラン
ジスタの制御端子に結合されている。クロック信号がハイであるとき、出力端子に応答す
る第１のトランジスタを有する第１のデータパスを通して、シーケンシャル回路素子のデ
ータ入力からシーケンシャル回路素子のデータ出力にデータが伝搬される。クロック信号
がローであるとき、データに関連する状態情報が、第１のデータパスに結合されている、
第２のトランジスタを有する第２のデータパスを通して、データ出力において保持される
。クロックドトランジスタの制御端子は、クロック信号を受け取り、クロックドトランジ
スタの出力は、クロック信号を受け取ることに応答して、切り替えられた電圧源を第１の
トランジスタに提供する。
【０００８】
　さらに別の特定の実施形態において、シーケンシャル回路素子の単一のクロックドトラ
ンジスタにおいて受け取られたクロック信号に応答して、シーケンシャル回路素子の第１
のパスを通してデータを伝搬する手段を含む回路デバイスを開示する。シーケンシャル回
路素子は、第１のパスに結合されている第２のパスを含む。回路デバイスは、第２のパス
の保持回路素子において、第１のパスを通して伝搬されたデータに関連する情報を保持す
る手段をさらに含む。第１のパスは、単一のクロックドトランジスタの出力に応答する第
１のトランジスタを含む。第１のトランジスタは、保持回路素子に関係付けられている第
２のトランジスタよりも高い電流容量を有する。
【０００９】
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　単一のクロックドトランジスタを含むシーケンシャル回路素子の特定の実施形態によっ
て提供される１つの特定の利益は、電力消費の低減である。単一のクロックドトランジス
タを有するラッチ回路のようなシーケンシャル回路素子の特定の実施形態において、クロ
ック電力消費は、従来のラッチ回路のクロック電力消費の約１／５に低減される可能性が
ある。
【００１０】
　別の特定の利益は、集積回路のような回路デバイスのシーケンシャル回路素子にクロッ
ク信号をルーティングするワイヤリング相互接続を簡単にすることを提供することである
。例えば、シーケンシャル回路素子の各トランジスタに対してではなく、シーケンシャル
回路素子の単一のクロックドトランジスタの端子にワイヤをルーティングすることによっ
て、集積回路のクロックバスを、各シーケンシャル回路素子の単一のクロックドトランジ
スタに接続して、入力クロックを提供できる。
【００１１】
　本開示の他の観点、利点および特徴は、以下のセクション：図面の簡単な説明、詳細な
説明および特許請求の範囲を含む、出願全体のレビュー後に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、単一のクロックドトランジスタを有するシーケンシャル回路素子を含む
システムの、特定の実例となる実施形態のブロック図である。
【図２】図２は、単一のクロックドトランジスタを有するシーケンシャル回路素子を含む
システムの、第２の特定の実例となる実施形態のブロック図である。
【図３】図３は、単一のクロックドトランジスタを含む論理ラッチ回路デバイスの、特定
の実例となる実施形態の概略図である。
【図４】図４は、それぞれのクロックドトランジスタを有する複数のラッチ回路デバイス
を含む回路デバイスの一部の部分的概略回路図である。
【図５】図５は、単一のクロックドトランジスタを含むシーケンシャル回路デバイスを動
作させる方法の、特定の実例となる実施形態のフロー図である。
【図６】図６は、単一のクロックドトランジスタを含むシーケンシャル回路デバイスを動
作させる方法の、第２の特定の実例となる実施形態のフロー図である。
【図７】図７は、図１ないし図６のシーケンシャル回路デバイスおよび方法を実現できる
通信デバイスのブロック図である。
【詳細な説明】
【００１３】
　図１は、シーケンシャル回路素子１０２を含むシステム１００の、特定の実例となる実
施形態のブロック図であり、シーケンシャル回路素子１０２は、単一のクロックドトラン
ジスタ１１０を有する。シーケンシャル回路素子１０２は、データ入力１０４と、単一の
クロックドトランジスタ１１０に結合されたクロック入力１０６と、データ出力１０８と
を含む。データ入力１０４は、第１のデータパス１１２を通して、データ出力１０８に選
択的に結合できる。シーケンシャル回路素子１０２はまた、第１のデータパス１１２に結
合されている第２のデータパス１１４を含む。シーケンシャル回路素子１０２はまた、第
１のデータパス１１２を通して伝播されるデータに関連する情報を保持するように適合さ
れている、非クロックドデータ保持素子１１６を含む。
【００１４】
　特定の実例となる実施形態において、単一のクロックドトランジスタ１１０は、クロッ
ク入力１０６を通してクロック信号を受け取ることに応答して、（図３中のトランジスタ
３２４のような）少なくとも１つのトランジスタに切り替えられた電圧を提供することに
より、第１のデータパス１１２を選択的に作動させるように適合されている。受け取られ
たクロック信号がハイであるとき、データ入力１０４におけるデータは、第１のデータパ
ス１１２を通して出力１０８に伝搬できる。さらに、そのようなデータは、第２のデータ
パス１１４を通して、非クロックドデータ保持素子１１６に提供される。受け取られたク
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ロック信号がローであるとき、単一のクロックドトランジスタ１１０は、第１のデータパ
ス１１２を作動しないようにして、データ入力１０４におけるデータがデータ出力１０８
に伝搬するのを防ぐことができる。さらに、受け取られたクロック信号がローであるとき
、非クロックドデータ保持素子１１６は、第１のデータパス１１２を通して以前に伝搬さ
れたデータに関連する状態情報を保持する。クロック入力１０６におけるクロック信号が
ローであるとき、非クロックドデータ保持素子１１６は、出力１０８におけるデータが変
化しないようにデータ出力１０８を制御するように動作できる。
【００１５】
　特定の実例となる実施形態において、シーケンシャル回路素子１０２は、ワイヤレス通
信デバイス、携帯パーソナル計算デバイス、別のデバイス、または、これらの組み合わせ
に関連して利用できる。特定の実例となる実施形態において、シーケンシャル回路素子１
０２を使用して、論理ラッチ回路、論理フリップフロップ回路、別のクロックド回路、ま
たは、これらの組み合わせを構築できる。さらに、クロック信号は、単一のクロックドト
ランジスタ１１０に提供できるが、シーケンシャル回路素子１０２の他の回路素子には提
供できない。
【００１６】
　図２は、シーケンシャル回路素子２０２を含むシステム２００の、第２の特定の実例と
なる実施形態のブロック図であり、シーケンシャル回路素子２０２は、単一のクロックド
トランジスタ２１４を有する。シーケンシャル回路素子２０２は、データ入力２０４と、
単一のクロックドトランジスタ２１４に結合されたクロック入力２０６と、データ出力２
０８とを含む。さらに、シーケンシャル回路素子２０２は、データ入力２０４に結合され
た第１のトランジスタ２１０を含む。第１のトランジスタ２１０は、制御ライン２１６を
通してクロックドトランジスタ２１４に応答し、制御ライン２１６は、仮想接地電圧レベ
ルおよびフローティング電圧レベル間で切り替わって、第１のトランジスタ２１０を選択
的に作動させる、切り替えられた電圧であってもよい。特定の実例となる実施形態におい
て、仮想接地電圧レベルは、論理ゼロ電圧であってもよい。別の特定の実例となる実施形
態において、フローティング電圧レベルは、制御ライン（または出力端子）２１６におい
て高いインピーダンスを表してもよい。シーケンシャル回路素子２０２はまた、第１のト
ランジスタ２１０をデータ出力２０８に結合する第１のデータパス２１２を含み、第１の
データパス２１２に結合されている第２のデータパス２１８を含む。一般に、複数のトラ
ンジスタが、第１のトランジスタ２１０とデータ出力２０８との間に相互接続されて、第
１のデータパス２１２が提供されてもよい。シーケンシャル回路素子２０２はまた、デー
タ保持回路素子２２２を含み、データ保持回路素子２２２は、第２のトランジスタ２２０
を含み、第２のデータパス２１８に結合されているか、または、第２のデータパス２１８
の一部である。
【００１７】
　特定の実例となる実施形態において、データが、データ入力２０４において受け取られ
る。クロック信号が、クロック入力２０６において受け取られる。クロック信号がクロッ
ク入力２０６においてハイであるとき、クロックドトランジスタ２１４は、制御ライン２
１６を通して、仮想接地電圧を第１のトランジスタ２１０に提供し、第１のトランジスタ
２１０を作動させて、第１のデータパス２１２を通して、データ入力２０４におけるデー
タをデータ出力２０８に伝搬させる。さらに、データ保持回路素子２２２は、第２のデー
タパス２１８を通して、状態情報を受け取る。状態情報は、第１のデータパス２１２を通
して伝搬されたデータに関連している。特定の実例となる実施形態において、第２のデー
タパス２１８を通してデータ保持回路素子２２２によって受け取られる状態情報は、デー
タ出力２０８に存在するデータを表す。例えば、データ出力２０８におけるデータが、論
理高電圧レベルを表す場合、データ保持回路素子２２２において記憶される状態情報もま
た、論理高電圧レベルを示す。
【００１８】
　特定の実例となる実施形態において、第１のデータパス２１２は第１のトランジスタ２
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１０を含み、第１のトランジスタ２１０は、単一のクロックドトランジスタ２１４の出力
（すなわち、制御ライン２１６）に応答する。特定の実例となる実施形態において、第１
のトランジスタ２１０は、第２のパス２１８に関係付けられているトランジスタ２２０の
ような第２のトランジスタよりも強い。特に、第１のトランジスタ２１０は、第２のトラ
ンジスタ２２０よりも高い電流容量を有することから、第１のトランジスタ２１０は第２
のトランジスタよりも強く、第１のトランジスタ２１０は、第２のトランジスタ２２０と
の何らかの競合に打ち勝って、第１のデータパス２１２を通してデータフローを制御する
ことを可能にする。第１のトランジスタ２１０は、第２のトランジスタ２２０よりも、大
きな幅および／または、より高い電圧しきい値を有してもよい。例えば、第１のトランジ
スタ２１０は、第２のトランジスタ２２０よりも多くの電流を搬送するように設計されて
いてもよく、それにより、第１のトランジスタ２１０は、第１のデータパス２１２を通し
てデータフローを制御することが可能になる。特定の実例となる実施形態において、第１
のトランジスタ２１０および第２のトランジスタ２２０の相対幅により、データフローを
制御するために各トランジスタにクロック信号を接続することを必要とせずに、回路デバ
イス２０２がラッチ回路のように動作することが可能になる。特定の実例となる実施形態
において、シーケンシャル回路素子２０２は、論理ラッチ回路、論理フリップフロップ回
路、クロックド回路素子、または、これらの任意の組み合わせの、一部とすることができ
る。
【００１９】
　特定の実例となる限定的でない実施形態において、保持回路素子２２２は、第２のトラ
ンジスタ２２０のようなトランジスタに結合されたノードとすることができる。別の特定
の実例となる実施形態において、データ保持回路素子２２２は、第２のトランジスタおよ
び（図３中で示す）インバータを含む、２以上のトランジスタを含んでいてもよく、イン
バータは、第１のデータパス２１２に結合されている第１の端子と、２以上のトランジス
タのうちの１つに結合されている第２の端子とを含む。データ保持回路素子２２２は、イ
ンバータの出力からの状態情報を保持できる。別の特定の実例となる実施形態において、
シーケンシャル回路素子２０２は、（示していない）第２の保持回路素子を含むことがで
き、第２の保持回路素子は、保持回路素子２２２に、または、第１のデータパス２１２に
結合して、第１のデータパス２１２を通して伝搬されたデータに関連する情報を保持でき
る。
【００２０】
　特定の実例となる実施形態において、シーケンシャル回路素子２０２は、単一のクロッ
クドトランジスタ２１４においてクロック入力２０６を通してクロック信号を受け取るが
、第１のトランジスタ２１０または第２のトランジスタ２２０においては、クロック信号
を受け取らない。第１および第２のトランジスタ２１０および２２０は、クロックされな
い（すなわち、第１および第２のトランジスタ２１０および２２０は、直接クロック信号
を受け取らない）。クロック信号を単一のクロックドトランジスタ２１４に提供するが、
第１および第２のトランジスタ２１０および２２０には提供しないことによって、多数の
トランジスタが、切り替えによる消散電力が低減されるゲートキャパシタンスを有するこ
とから、シーケンシャル回路素子２０２による、全体のクロック電力消費は低減する。さ
らに、クロック信号を単一のクロックドトランジスタ２１４に提供することによって、シ
ーケンシャル回路素子２０２の第１および第２のトランジスタ２１０および２２０のよう
な各トランジスタと、クロックバスとの間のワイヤリング相互接続を省略できることから
、シーケンシャル回路素子の（および、全回路デバイスの）ワイヤトレースルーティング
を簡単化できる。
【００２１】
　特定の実例となる実施形態において、データ保持回路素子２２２は、第１のデータパス
２１２および第２のデータパス２１８に応答して、第１のデータパス２１２を通して伝搬
されたデータに関連する状態情報を保持する。クロック信号をデータ保持回路素子２２２
に直接適用することなく、データ出力２０８における論理値は、データ保持回路素子２２
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２においてラッチ（保持または記憶）できる。特に、第１のトランジスタ２１０は、第２
のトランジスタ２２０よりも強い（すなわち、より高い電流容量を有する）ことから、ク
ロックドトランジスタ２１４は、第１のトランジスタ２１０を制御して、第１のデータパ
ス２１２を通してデータ入力２０４から出力２０８にデータを伝搬させて、第２のトラン
ジスタ２２０に打ち勝つことができ、それにより、データ保持回路素子２２２は、伝搬さ
れたデータを受け取る。第２のトランジスタ２２０は、第１のデータパス２１２を通して
伝搬されたデータに応答し、伝搬されたデータに関連する状態情報をアクティブに保持す
るように動作できる。
【００２２】
　図３は、図１および図２中で図示したシーケンシャル回路素子のようなシーケンシャル
回路素子の、特定の実例となる実施形態の概略図である。図３において、シーケンシャル
回路素子は、単一のクロックドトランジスタ３２６を含む論理ラッチ回路デバイス３００
として示されている。論理ラッチ回路デバイス３００は、電圧源端子３０２および３０４
を含み、電圧供給端子３０２および３０４は、それぞれ、電圧源（ＶＤＤ）端子３０２お
よび接地端子３０４であってもよい。回路デバイス３００はまた、データを受け取るデー
タ入力と、例えば、クロックバスからクロック信号を受け取るクロック入力３０８とを含
む。
【００２３】
　回路デバイス３００は、複数のｐチャネルトランジスタ３１０、３１２、３１４および
３１６と、複数のｎチャネルトランジスタ３２４、３２６、３２８、３３０および３３２
とを含む。ｐチャネルトランジスタ３１０は、ＶＤＤ端子３０２に結合されている第１の
端子と、データ入力３０６に結合されている第２の端子と、ノード３４２に結合されてい
る第３の端子とを含む。回路デバイス３００はまた、ｎチャネルトランジスタ（Ｎ1）３
２４（例えば、図２中の第１のトランジスタ２１０）を含む。ｎチャネルトランジスタ（
Ｎ1）３２４は、ノード３４２に結合されている第１の端子と、データ入力３０６に結合
されている第２の端子と、ノード３３８に結合されている第３の端子とを含む。単一のク
ロックドトランジスタ３２６は、ノード３３８に結合されている第１の端子と、クロック
入力３０８に応答する第２の端子と、接地端子３０４に結合されている第３の端子とを含
む。
【００２４】
　ｐチャネルトランジスタ（ｐ1）３１２は、ＶＤＤ端子３０２に結合されている第１の
端子と、ノード（ｙ）３４４に結合されている第２の端子と、ノード（ｘ）３４２に結合
されている第３の端子とを含む。ｐチャネルトランジスタ３１４は、ＶＤＤ端子３０２に
結合されている第１の端子と、ノード（ｘ）３４２に結合されている第２の端子と、ノー
ド（ｙ）３４４に結合されている第３の端子とを含む。
【００２５】
　データ入力３０６は、インバータ３１８の入力に結合されており、インバータ３１８は
また、インバータ出力を含む。ｎチャネルトランジスタ（Ｎ2）３２８は、ノード（ｙ）
３４４に結合されている第１の端子と、インバータ出力に結合されている第２の端子と、
ノード（ｗ）３３８に結合されている第３の端子とを含む。
【００２６】
　ｐチャネルトランジスタ（ｐ2）３１６は、ＶＤＤ端末３０２に結合されている第１の
端子と、ノード（ｚ）３４０に結合されている第２の端子と、ノード（ｙ）３４４に結合
されている第３の端子とを含む。ｎチャネルトランジスタ３３０（ｎ3）は、ノード（ｙ
）３４４に結合されている第１の端子と、ノード（ｚ）３４０に結合されている第２の端
子と、第３の端子とを含む。ｎチャネルトランジスタ（ｎ4）３３２は、ｎチャネルトラ
ンジスタ（ｎ3）３３０の第３の端子に結合されている第１の端子と、ノード（ｘ）３４
２に結合されている第２の端子と、接地端子３０４に結合されている第３の端子とを含む
。インバータ３２０は、ノード（ｙ）３４４をデータ出力３４６に結合し、インバータ３
２２は、ライン３３６を通して、ノード（ｙ）３４４をノード（ｚ）３４０に結合する。
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【００２７】
　特定の実例となる実施形態において、回路デバイス３００は、単一のクロックドトラン
ジスタ３２６によって受け取られるクロック信号が論理高レベルであるときにデータを伝
搬し（すなわち、透過的であるか、または、少なくとも実質的に透過的である）、クロッ
ク信号論理低レベルであるとき、その状態を保持する、競合が低減されたラッチ回路を表
す。ｐチャネルトランジスタ（ｐ1およびｐ2）３１２および３１６、ならびに、ｎチャネ
ルトランジスタ（ｎ3およびｎ4）３３０および３３２は、それらが、ｎチャネルトランジ
スタ（Ｎ1およびＮ2）３２４および３２８と比較して比較的弱いことを示すために、小文
字でラベル表示されている。特定の実例となる実施形態において、ｎチャネルトランジス
タ（Ｎ1およびＮ2）３２４および３２８は、ｐチャネルトランジスタ（ｐ1およびｐ2）よ
りも高い電流容量を有する。特定の実例となる実施形態において、ｐチャネルトランジス
タ（ｐ1およびｐ2）３１２および３１６、ならびに、ｎチャネルトランジスタ（ｎ3およ
びｎ4）３３０および３３２は、ｎチャネルトランジスタ（Ｎ1およびＮ2）３２４および
３２８に比べて、ロングチャネルトランジスタまたは高電圧しきい値トランジスタであっ
てもよい。クロック信号（φ）が、クロック入力３０８においてハイであるとき、データ
入力３０６におけるデータ（ｄ）は、データ出力３４６に伝搬でき、それにより、データ
出力３４６におけるデータ値（ｑ-）は、データ入力３０６におけるデータ（ｄ）の値に
対して反転される。
【００２８】
　特定の実例となる実施形態において、クロック信号（φ）がクロック入力３０８におい
てハイであるとき、単一のクロックドトランジスタ３２６が作動し、ノード（ｗ）３３８
における電圧レベルが、仮想接地電圧レベルにプルダウンされる。ノード（ｗ）３３８に
おける仮想接地電圧レベルは、クロックドトランジスタ３２６を通して接地３０４に電流
パスを提供することによって、ｎチャネルトランジスタ（Ｎ1）３２４を作動させる。デ
ータ入力３０６におけるデータ（ｄ）は、一般に３３４で示される第１のデータパスを通
して伝搬される。データ（ｄ）は、ノード（ｘ）３４２において反転される。特に、クロ
ック信号がハイであるとき、データ（ｄ）の値がデータ入力３０６において論理高電圧レ
ベルである場合、ｐチャネルトランジスタ３１０がイナクティブであり、ｎチャネルトラ
ンジスタ３２４がアクティブであり、ｎチャネルトランジスタ３２４は、ノード（ｘ）３
４２の電圧レベルをプルダウンし、それにより、ノード（ｘ）３４２における電圧レベル
が、データ入力３０６におけるデータ（ｄ）の電圧レベルに対して反転される。データ（
ｄ）の値がデータ入力３０６において論理低電圧レベルである場合、ｐチャネルトランジ
スタ３１０がアクティブであり、ノード（ｘ）３４２における電圧レベルをプルアップし
、そのため、ノード（ｘ）３４２における電圧レベルは、データ入力３０６におけるデー
タ（ｄ）の低電圧レベルに対して反転される。
【００２９】
　クロック入力３０８におけるクロック信号がハイであるとき、ノード（ｘ）３４２にお
ける電圧レベルは、ｎチャネルトランジスタ（Ｎ1）３２４によって、仮想接地電圧レベ
ル（または論理ゼロ（０）電圧レベル）にプルダウンされる。クロック入力３０８におけ
るクロック信号がローであるとき、単一のクロックドトランジスタ３２６はイナクティブ
であり、ノード（ｗ）３３８における電圧レベルは、フローティング電圧レベルにある。
ノード（ｗ）３３８がフローティングであるとき、単一のクロックドトランジスタ３０８
を通る、接地端子３０４への電流パスがターンオフされることから、ｎチャネルトランジ
スタ（Ｎ1）３２４はイナクティブである。
【００３０】
　データ（ｄ）は、ノード（ｙ）３４４において再度反転される。特に、ノード（ｘ）３
４２における反転されたデータは、ｐチャネルトランジスタ（ｐ2）３１６の端子におい
て受け取られる。ノード（ｘ）３４２におけるデータ（ｄ）を表す電圧レベルがローであ
る（すなわち、データ入力３０６におけるデータ（ｄ）がハイである）場合、ｐチャネル
トランジスタ（ｐ2）３１６はアクティブである。さらに、ｎチャネルトランジスタ（Ｎ2
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）３２８のゲートにおける電圧レベルは、インバータ３１８のためにローである（すなわ
ち、ターンオフされる）。したがって、ノード（ｙ）３４４における電圧レベルは、ｐチ
ャネルトランジスタ３１４によってプルアップされる（すなわち、ノード（ｙ）３４４に
おける電圧レベルが、ノード（ｘ）３４２における電圧レベルに対して反転される）。電
圧レベルがノード（ｘ）３４２においてハイである（すなわち、データ入力３０６におけ
るデータがローである）場合、ｐチャネルトランジスタ３１４および（ｐ2）３１６はタ
ーンオフされる。インバータ３１８の出力がハイであることから、ノード（ｙ）３４４に
おける電圧はローにプルされ、ｎチャネルトランジスタ３２８をターンオンする。ノード
（ｙ）３４４におけるデータは第２のデータパス３３６において受け取られる。第２のデ
ータパス３３６は、インバータ３２２、ノード３４０、ｎチャネルトランジスタ（ｎ3）
３３０およびｐチャネルトランジスタ（ｐ2）３１６を含むデータ保持素子に、ノード（
ｙ）３４４を結合する。
【００３１】
　一般に、ｐチャネルトランジスタ（ｐ1およびｐ2）３１２および３１６、ならびに、ｎ
チャネルトランジスタ（ｎ3およびｎ4）３３０および３３２は、ｎチャネルトランジスタ
（Ｎ1およびＮ2）３２４および３２８に比べて弱いトランジスタである。ｐチャネルトラ
ンジスタ（ｐ1およびｐ2）３１２および３１６、ならびに、ｎチャネルトランジスタ（ｎ

3）３３０は、それらがｎチャネルトランジスタ（Ｎ1およびＮ2）３２４および３２８よ
りも少ない電流搬送容量を有することから弱い。データ（ｄ）が反転されるときはいつで
も、（時々、キーパーと呼ばれる）弱いｐチャネルトランジスタ３１２および３１６のう
ちの少なくとも１つは、競合を簡潔に生じさせる。しかしながら、回路デバイス３００は
、ノード（ｘおよびｙ）３４２および３４４のようなタイミングクリティカルなノードを
プルアップするために、弱いｐチャネルトランジスタ３１２および３１６に依存しない。
クロック信号（φ）がローであるとき、単一のクロックドトランジスタ３２６はイナクテ
ィブであり、ノード３３８（すなわち、単一のクロックドトランジスタ３２６の出力端子
）は、フローティング電圧レベルにある。ｎチャネルトランジスタ（Ｎ1）３２４はター
ンオフし、データ入力３０６におけるデータ（ｄ）は伝搬されない。インバータ３２２、
ノード３４０、ｐチャネルトランジスタ（ｐ2）３１６、ｎチャネルトランジスタ（ｎ3）
３３０およびｐチャネルトランジスタ（ｐ1）３１２は、第１のデータパス３３４を通し
て伝搬されたデータに関連する状態情報を保持するように動作する。
【００３２】
　ノード３４４におけるデータ値が論理高レベルにあるとき、ノード（ｚ）３４０におけ
る論理レベルは、インバータ３２２によって論理低レベルにされる。弱いｐチャネルトラ
ンジスタ（ｐ2）３１６は、ノード（ｚ）３４４における低電圧レベルによってターンオ
ンされ、そのため、ノード３４４の電圧レベルは論理高レベルに維持され、それにより、
データ出力３４６における出力値は、論理低レベルに維持される。この特定のシナリオに
おいて、トランジスタ（ｎ3）３３０がターンオフされることから、ノード３４２におけ
る論理値は、ノード（ｙ）３４４における電圧レベルに影響を及ぼすことなく変更できる
。代わりに、ノード（ｙ）３４４における値が低電圧レベルにあるとき、ノード（ｚ）３
４０における電圧レベルは論理高電圧レベルにある。データ入力３０６におけるデータ（
ｄ）の値にかかわらず、ｐチャネルトランジスタ（ｐ1）３１２は、論理高電圧レベルで
、ノード３４２の電圧レベルを維持し、ノード３４２の論理高電圧レベルは、ｎチャネル
トランジスタ（ｎ4）３３２を作動させ、ｎチャネルトランジスタ（ｎ3）３３０をターン
オンする。ノード（ｙ）３４４における電圧レベルは、ｎチャネルトランジスタ（ｎ3お
よびｎ4）３３０および３３２によって、電圧低レベルに保持される。トランジスタ３１
２、３１６、３３０および３３２は、回路デバイス３００の状態情報をアクティブに保持
する。
【００３３】
　特定の実施形態において、単一のクロックドトランジスタ３２６の関連するキャパシタ
ンスが、ノード（ｘ）３４２およびノード（ｙ）３４４のキャパシタンスに比べて小さい
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ように、単一のクロックドトランジスタ３２６およびその出力端子を設計することが望ま
れる。クロック信号（φ）がローであるときにデータ（ｄ）が切り替わる場合、（ノード
（ｘ）３４２またはノード（ｙ）３４４のいずれかと、ノード３３８における仮想接地と
の間の）ｎチャネルトランジスタ（Ｎ１またはＮ２）３２４または３２８を通して共有す
る電荷は、ラッチされるデータの状態を乱す可能性がある。ノード３３８のキャパシタン
スが低く保たれる場合、そのようなイベントは回避できるか、または、少なくとも低減で
きる。
【００３４】
　一般に、ノード３３８における電圧レベルは、仮想接地およびフローティング電圧レベ
ルの間で変化するかもしれない。特定の実例となる実施形態において、ノード３３８にお
ける電圧レベルは、おおよそゼロボルトから、ｎチャネルトランジスタ（Ｎ1）３２４ま
たｎチャネルトランジスタ（Ｎ2）３２８の、電圧源（ＶDD）と電圧しきい値（ＶT）との
間の差にほぼ等しい電圧レベルに変化するかもしれない（すなわち、０Ｖ≦Ｖ338≦ＶDD

－ＶT）。一般に、ノード３３８は、ｐチャネルトランジスタ（ｐ1およびｐ2）３１２お
よび３１６のうちの１つまたは両方によって、電圧レベル（ＶDD－ＶT）にチャージでき
る。ノード３３８は、２つの電圧（例えば、ゼロまたはＶDD－ＶT）でアクティブに保持
できることから、ノード３３８は、複数のラッチにわたって共有されない。
【００３５】
　特定の実例となる実施形態において、回路デバイス３００は、６５ｎｍ半導体製造技術
を使用して実現してもよく、携帯計算デバイス、移動通信デバイス、他のデバイス、また
は、これらの任意の組み合わせのような移動アプリケーションに対して使用してもよい。
特定の実例となる例において、６５ｎｍ半導体製造技術は、ほぼ１５０ｎｍのデバイス幅
を可能にするかもしれない。特定の実例となる限定でない例において、トランジスタ３１
２、３１６、３３０および３３２、ならびに、インバータ３１８および３２２は、１５０
ｎｍ幅のトランジスタとして実現してもよく、トランジスタ３２４および３２８は、１５
０ｎｍよりも大きい幅を有するトランジスタとして実現してもよい。特定の実例となる限
定でない実施形態において、回路デバイス３００は、０．８Ｖから１．２Ｖにおよぶ供給
電圧および０℃から１００℃におよぶ温度を有する、すべてのプロセスコーナーで（すな
わち、すべての境界シナリオで）動作する能力のようなロバストネス制約を満たしながら
、動的クロック電力を節約して使うように設計されてもよい。別の特定の実例となる実施
形態において、回路デバイス３００はパルスクロックをサポートして、エネルギー効率を
向上させることが望ましい。
【００３６】
　一般に、回路デバイス３００は、単一のクロックドトランジスタ３２６を使用するシス
テムの、特定の実例となる限定でない例を表す。しかしながら、他の構成および実施形態
が考えられる。例えば、代替の実施形態において、ｐチャネルトランジスタ３１０、３１
２、３１４および３１６を、ｎチャネルトランジスタに置き換えてもよく、ｎチャネルト
ランジスタ３２４、３２６、３２８、３３０および３３２を、ｐチャネルトランジスタに
置き換えてもよく、供給電圧端子３０２を接地端子に置き換えてもよく、接地端子３０４
を供給電圧端子に置き換えてもよい。この例において、回路デバイス３００は、クロック
がローの代わりにハイであるときに状態を保持できる。さらに、回路デバイス３００は、
クロックがハイの代わりにローであるときに、入力３０６から出力３４６にデータを伝搬
できる。さらに、他の回路デバイスが、単一のクロックドトランジスタ３２６を利用する
ことが考えられる。
【００３７】
　図４は、回路基盤４０２を含む回路デバイス４００の一部の部分的概略回路図であり、
回路基盤４０２は、それぞれ、図１、２および３における回路素子１０２、２０２および
３００のような、複数のシーケンシャル回路素子を含むことができる。回路基板４０２は
、ラッチ回路デバイス４０６、４０８、４１０、４１２、４１４、４１６、４１８および
４２０のような、複数のシーケンシャル論理回路デバイスを含んでいてもよく、各シーケ
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ンシャル論理回路デバイスは、トランジスタ４２２および４２４のような、それぞれのク
ロックドトランジスタを有している。さらに、回路基板４０２は、クロックバス４０４を
含んでもよい。
【００３８】
　図４中で示すように、クロックバス４０４を、例えば、単一の方向にルーティングし、
クロックバス４０４のキャパシタンスを低減させてもよい。この実施形態において、いく
つかのラッチ回路デバイス４０６、４０８、４１０、４１２、４１４、４１６、４１８お
よび４２０のクロックドトランジスタ４２２および４２４のようなクロックドトランジス
タは、クロックバス４０４に隣接するように位置付けることができる。
【００３９】
　示すように、クロックバス４０４は垂直にルーティングされ、ワイヤ４２６、４２８、
４３０および４３２のような水平のワイヤは、図３中のノード３３８に対応する。したが
って、ワイヤ４２６、４２８、４３０および４３２は、仮想接地電圧レベルとフローティ
ング電圧レベルとの間で変化する、切り替えられた電圧を提供する。一般に、ワイヤ４２
６、４２８、４３０および４３２のようなノードによって搬送される仮想接地電圧レベル
は、さまざまなラッチ間の競合を回避するために、ラッチ回路デバイス４０６、４０８、
４１０、４１２、４１４、４１６、４１８および４２０間で共有されない。図４中で示す
特定の構成は、ワイヤ４２６、４２８、４３０および４３２のそれぞれの長さを増加させ
るが、クロックバス４０４は、クロックバスがラッチデバイス４０６、４０８、４１０、
４１２、４１４、４１６、４１８および４２０のそれぞれに直接ルーティングされる場合
よりも短い。
【００４０】
　電力の見地から、結果として生じる回路４００は、クロックバス４０４が各ラッチ回路
デバイスに対して別々のクロックのルーティングを含む場合よりも少ない電力を消費する
。例えば、データが変化するときのみ、仮想接地ワイヤ４２６、４２８、４３０および４
３２がトグル切り替えすることから、仮想接地ワイヤ４２６、４２８、４３０および４３
２の切り替えアクティビティは、クロックバス４０４上のクロック信号の切り替えアクテ
ィビティと比較して低いかもしれない。さらに、クロックバス４０４がゼロおよびＶDDの
間で変換する間に、仮想接地ワイヤ４２６、４２８、４３０および４３２は、ゼロおよび
ＶDD－ＶTボルト間で変化することから、ワイヤ４２６、４２８、４３０および４３２は
、クロック信号と比較して低減された電圧スイングを有することができる。さらに、クロ
ックドトランジスタ４２２および４２４のようなクロックドトランジスタをグループ化す
ることは、基板のレイヤを通るバイアの数を低減させることができる。現在の半導体製造
技術は一般に、各バイアが金属のかなり大きなエリアによって取り囲まれることを必要と
する。その結果、バイアおよびそれらの関連する金属エリアは、追加の相互接続キャパシ
タンスを導入するが、バイアの数を少なくすることによって、そのキャパシタンスを低減
できる。この特定の特徴は、設計技術に基づいて変化してもよい。
【００４１】
　図５は、シーケンシャル回路デバイスを動作させる方法の、特定の実例となる実施形態
のフロー図である。５０２において、クロック信号が、シーケンシャル回路素子の単一の
クロックドトランジスタにおいて受け取られる。５０４に進むと、単一のクロックドトラ
ンジスタの出力における電圧レベルが、クロック信号に基づいて、仮想接地電圧レベルと
、（フローティング電圧レベル、例えば、ＶDD－ＶTのような）第２の電圧レベルとの間
で切り替わる。５０６に移動すると、データが、単一のクロックドトランジスタの出力に
応答して、シーケンシャル回路素子の第１のデータパスを通して伝搬される。シーケンシ
ャル回路素子は、第１のデータパスに結合されている第２のデータパスを含む。５０８に
進むと、第１のデータパスを通して伝搬されたデータに関連する情報が、第２のデータパ
スの保持回路素子において保持される。方法は５１０で終了する。
【００４２】
　一般に、図５に関して記述した方法は、シーケンシャル回路デバイスのクロック入力に
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おけるデータの複数のサンプルに対して実行でき、図１ないし図４中で示す回路デバイス
のような回路デバイスを使用して実現してもよい。
【００４３】
　図６は、シーケンシャル回路デバイスを動作させる方法の第２の特定の実例となる実施
形態のフロー図である。６０２において、クロック信号がシーケンシャル回路素子のクロ
ック入力において受け取られる。クロック入力はクロックドトランジスタの制御端子に結
合されており、クロックドトランジスタは、クロック信号を受け取ることに応答して、第
１のデータパス中の第１のトランジスタに、切り替えられた電圧源を提供する出力端子を
含む。切り替えられた電圧レベルは、クロック信号が論理高レベルにあるときの、出力端
子における仮想接地電圧レベルと、クロック信号が論理低レベルにあるときの、出力端子
におけるフローティング電圧レベル（例えば、ＶDD－ＶT）との間で切り替わってもよい
。
【００４４】
　クロック信号が６０４においてハイである場合、方法は６０６に進み、クロックドトラ
ンジスタの出力端子に応答する第１のトランジスタを有する第１のデータパスを通して、
データが、シーケンシャル回路素子のデータ入力からシーケンシャル回路素子のデータ出
力に伝搬される。特定の実例となる実施形態において、第１のデータパスは複数のトラン
ジスタを含むことができ、複数のトランジスタのうちの少なくとも２つのトランジスタは
、出力端子に結合されている。６０４に戻ると、クロック信号がローである場合、方法は
６０８に進み、データ出力におけるデータに関連する状態情報が、第１のデータパスに結
合されている第２のデータパスのデータ保持素子を通して保持される。方法は６１０に進
み、方法はクロック信号を評価するために６０４に戻ることによって繰り返される。
【００４５】
　一般に、図６に関して記述した方法は、図１ないし図４中で示す回路デバイスのような
シーケンシャル回路デバイスのクロック入力におけるデータの複数のサンプルに対して実
行できる。
【００４６】
　図７は、図１ないし図６のシーケンシャル回路デバイスおよび方法を実現できる、７０
０として一般に示されている携帯通信デバイスのブロック図である。携帯通信デバイス７
００は、オンチップシステム７２２を含み、オンチップシステム７２２は、デジタル信号
プロセッサ７１０のようなプロセッサを含む。デジタル信号プロセッサ７１０は、図１な
いし図６に関して記述したような、単一のクロックドトランジスタ７１１を持つシーケン
シャル回路素子を有する少なくとも１つのデバイスを含む。シーケンシャル回路素子は、
論理ラッチ回路、論理フリップフロップ回路、別の論理回路、または、これらの任意の組
み合わせとすることができる。
【００４７】
　図７はまた、ディスプレイ制御装置７２６を示し、ディスプレイ制御装置７２６は、デ
ジタル信号プロセッサ７１０およびディスプレイ７２８に結合されている。さらに、入力
デバイス７３０が、デジタル信号プロセッサ７１０に結合されている。さらに、メモリ７
３２が、デジタル信号プロセッサ７１０に結合されている。コーダ／デコーダ（ＣＯＤＥ
Ｃ）７３４を、デジタル信号プロセッサ７１０に結合することもできる。スピーカ７３６
およびマイクロフォン７３８をＣＯＤＥＣ７３４に結合できる。
【００４８】
　図７はまた、デジタル信号プロセッサ７１０およびワイヤレスアンテナ７４２にワイヤ
レス制御装置７４０を結合できることを示す。特定の実施形態において、電源７４４が、
オンチップシステム７２２に結合されている。さらに、図７中で図示するように、特定の
実施形態において、ディスプレイ７２８、入力デバイス７３０、スピーカ７３６、マイク
ロフォン７３８、ワイヤレスアンテナ７４２および電源７４４は、オンチップシステム７
２２の外部にある。しかしながら、それぞれが、オンチップシステム７２２のコンポーネ
ントに結合されている。
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【００４９】
　特定の実例となる実施形態において、単一のクロックドトランジスタ７１１を有するシ
ーケンシャル回路素子を使用して、携帯通信デバイス７００の全体の性能を向上させても
よい。特に、単一のクロックドトランジスタ７１１を有するシーケンシャル回路素子は、
デバイス７００の全クロック電力消費を低減させ、その結果、バッテリ寿命を延ばし、電
力効率全体を改善し、デバイス７００の性能を向上させる。
【００５０】
　単一のクロックドトランジスタ７１１を有するシーケンシャル回路素子は、デジタル信
号プロセッサ７１０内だけで示されているが、単一のクロックドトランジスタ７１１を有
するシーケンシャル回路素子は、ディスプレイ制御装置７２６や、ワイヤレス制御装置７
４０や、ＣＯＤＥＣ７３４を含む他のコンポーネントにおいて、あるいは、論理ラッチ回
路、論理フリップフロップ回路、他のクロックド回路、または、これらの任意の組み合わ
せのようなシーケンシャル論理を含む他の任意のコンポーネントにおいて提供してもよい
。
【００５１】
　電子ハードウェア、コンピュータソフトウェアまたは両方の組み合わせとして、ここで
開示した実施形態に関して記述したさまざまな実例となる論理ブロック、設定、モジュー
ル、回路およびアルゴリズムステップを実現してもよいことを、当業者はさらに理解する
であろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明瞭に説明するために、さま
ざまな実例となるコンポーネント、ブロック、設定、モジュール、回路、およびステップ
をそれらの機能の点から一般的に上述した。このような機能がハードウェアまたはソフト
ウェアとして実現されるかどうかは、特定の用途およびシステム全体に課される設計制約
に依存する。当業者は、各特定の用途に対して、さまざまな方法で、記述した機能を実現
するかもしれないが、そのような実現の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じさせるも
のとして解釈すべきではない。
【００５２】
　ここで開示した実施形態に関して記述した方法またはアルゴリズムのステップを、ハー
ドウェア中で直接、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュール中で、またはそ
の２つの組み合わせ中で具体化してもよい。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、
フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＰＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメ
モリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ，または技術的に
知られている他の任意の形態の記憶媒体中に存在してもよい。プロセッサが記憶媒体から
情報を読み取ることができ、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、例示的な記
憶媒体はプロセッサに結合されている。代わりに、記憶媒体はプロセッサと一体化されて
いてもよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣ中に存在してもよい。ＡＳＩＣは、
計算デバイスまたはユーザ端末中に存在してもよい。代わりに、プロセッサおよび記憶媒
体は、計算デバイスまたはユーザ端末中にディスクリートコンポーネントとして存在して
もよい。
【００５３】
　いかなる当業者であっても本開示を実施しまたは使用できるように、開示した実施形態
の記述をこれまでに提供している。これらの実施形態に対してさまざまな修正が当業者に
容易に明らかであり、本開示の精神または範囲から逸脱することなく、ここで規定した一
般的な原理を、他の実施形態に適用してもよい。したがって、本開示は、ここで示した実
施形態に限定されるように意図されていないが、以下の特許請求の範囲によって規定され
る原理および新規な特徴に矛盾しない最も広い範囲に一致すべきである。
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【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月11日(2013.3.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法において、
　保持回路の第１のトランジスタにおいて、第１の入力素子の第１の出力から第１のデー
タを受け取ることを含み、
　前記第１のトランジスタは、前記第１のデータに応答して、第２の入力素子の第２の出
力を、第１の供給端子に選択的に結合し、
　前記第１のトランジスタは、前記第２の出力と、前記第１の供給端子との間の電流パス
を選択的にブロックし、前記第２の入力素子は、前記第１の入力素子に応答する方法。
【請求項２】
　前記第１の供給端子は、接地端子である請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のトランジスタは、前記電流パスをブロックして、前記第２の出力のローとハ
イとの間の移行の間の競合を低減させるように構成されている請求項１記載の方法。
【請求項４】
　キーパートランジスタにおいて、前記第２の入力素子から第２のデータを受け取ること
をさらに含み、前記キーパートランジスタは、前記第２のデータに応答して、前記第１の
出力を第２の供給端子に選択的に結合する請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記キーパートランジスタは、ｐチャネルトランジスタであり、前記キーパートランジ
スタは、前記第２のデータが論理レベル低にあるとき、仮想供給電圧レベルを前記第１の
出力に提供する請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のトランジスタおよび前記キーパートランジスタは、前記第１および第２の入
力素子のトランジスタに比べて、弱いトランジスタである請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のトランジスタおよび前記キーパートランジスタは、前記第１および第２の入
力素子のトランジスタに比べて、ロングチャネルトランジスタである請求項５記載の方法
。
【請求項８】
　前記保持回路は、前記第２の出力に結合され、前記第２のデータを受け取り、反転され
た第２のデータを第２のトランジスタに提供するように構成されているインバータを備え
る請求項４記載の方法。
【請求項９】
　前記反転された第２のデータに応答して、前記第２のトランジスタを切り替えて、前記
電流パスを選択的にブロックすることをさらに含む請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　クロック信号が、単一のクロックドトランジスタを作動させるとき、前記単一のクロッ
クドトランジスタは、仮想電圧レベルを、前記第１の入力素子および前記第２の入力素子
に提供するように構成されており、前記第２のデータが第１の論理値を有している間に前
記単一のクロックドトランジスタが作動しないようにされるとき、前記電流パスは、前記
キーパートランジスタに応答する前記第１のトランジスタによって、および、前記インバ
ータに応答する前記第２のトランジスタによって、導電状態に保持される請求項９記載の
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方法。
【請求項１１】
　前記第２のデータが第２の論理値を有している間に前記単一のクロックドトランジスタ
が作動しないようにされるとき、前記電流パスは、前記インバータに応答する前記第２の
トランジスタによってブロックされる請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記仮想電圧レベルは、仮想接地である請求項１０記載の方法。
【請求項１３】
　前記仮想電圧レベルは、仮想供給電圧である請求項１０記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１のトランジスタは、ｎチャネルトランジスタである請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　回路デバイスにおいて、
　第１の入力および第１の出力を備えている第１の入力素子と、
　前記第１の出力に応答し、第２の出力を備えている第２の入力素子と、
　前記第２の出力を第１の供給端子に選択的に結合するように構成されている保持回路と
を具備し、
　前記保持回路は、前記第２の出力および前記第１の供給端子の間の電流パスを選択的に
ブロックするために、前記第１の出力に応答する第１のトランジスタを備える回路デバイ
ス。
【請求項１６】
　単一のクロックドトランジスタが作動されるとき、仮想電圧レベルを、前記第１の入力
素子および前記第２の入力素子に提供するように構成されている前記単一のクロックドト
ランジスタをさらに具備し、
　前記第１の入力素子は、前記第１の入力において入力データを受け取り、前記第１の出
力において第１のデータを提供するように構成されており、
　前記第２の入力素子は、反転された入力データを受け取り、前記第１のデータを受け取
るように構成されており、
　前記第２の入力素子は、前記第２の出力において第２のデータを提供するようにさらに
構成されている請求項１５記載の回路デバイス。
【請求項１７】
　前記第１の入力素子、前記第２の入力素子および前記保持回路は、少なくとも１つの半
導体ダイ中に集積されている請求項１５記載の回路デバイス。
【請求項１８】
　回路デバイスにおいて、
　入力データを受け取り、第１のデータ出力において第１のデータを発生させる手段と、
　前記第１のデータを受け取り、第２のデータ出力において第２のデータを発生させる手
段と、
　前記第２の出力を第１の供給端子に選択的に結合する保持手段とを具備し、
　前記保持手段は、前記第２の出力および前記第１の供給端子の間の電流パスを選択的に
ブロックするために、前記第１の出力に応答する第１のトランジスタを備える回路デバイ
ス。
【請求項１９】
　前記第１の出力を前記第２のデータに応答する第２の供給端子に選択的に結合する手段
をさらに具備し、前記保持手段は、反転された第２のデータに応答して、前記電流パスを
選択的にブロックする手段をさらに備える請求項１８記載の回路デバイス。
【請求項２０】
　コンピュータ読み取り可能記憶媒体において、
　プロセッサに、第１の入力および第１の出力を備えている第１の入力素子に入力データ
を提供させるためのコードを記憶し、
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　保持回路の第１のトランジスタが、前記第１の入力素子の第１の出力から第１のデータ
を受け取り、
　前記第１のトランジスタは、前記第１のデータに応答して、第２の入力素子の第２の出
力を、第１の供給端子に選択的に結合し、
　前記第１のトランジスタは、前記第２の出力および前記第１の供給端子の間の電流パス
を選択的にブロックし、前記第２の入力素子は、前記第１の入力素子に応答するコンピュ
ータ読み取り可能記憶媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　いかなる当業者であっても本開示を実施しまたは使用できるように、開示した実施形態
の記述をこれまでに提供している。これらの実施形態に対してさまざまな修正が当業者に
容易に明らかであり、本開示の精神または範囲から逸脱することなく、ここで規定した一
般的な原理を、他の実施形態に適用してもよい。したがって、本開示は、ここで示した実
施形態に限定されるように意図されていないが、以下の特許請求の範囲によって規定され
る原理および新規な特徴に矛盾しない最も広い範囲に一致すべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］方法において、
　シーケンシャル回路素子の単一のクロックドトランジスタにおいて受け取られたクロッ
ク信号に応答して、前記シーケンシャル回路素子の第１のパスを通してデータを伝搬し、
前記シーケンシャル回路素子は、前記第１のパスに結合されている第２のパスをさらに含
むことと、
　前記第２のパスの保持回路素子において、前記第１のパスを通して伝搬されたデータに
関連する情報を保持することとを含み、
　前記第１のパスは、前記単一のクロックドトランジスタの出力に応答する第１のトラン
ジスタを含み、前記第１のトランジスタは、前記第２のパスに関係付けられている少なく
とも１つの第２のトランジスタよりも高い電流容量を有する方法。
　［２］前記シーケンシャル回路素子は、論理ラッチ回路の一部を構成する上記［１］記
載の方法。
　［３］前記シーケンシャル回路素子は、論理フリップフロップ回路の一部を構成する上
記［１］記載の方法。
　［４］前記保持回路素子は、トランジスタに結合されているノードを備える上記［１］
記載の方法。
　［５］前記保持回路素子は、少なくとも２つのトランジスタと、インバータとを備え、
前記インバータは、前記第１のデータパスに結合されている第１の端子を含む上記［１］
記載の方法。
　［６］前記保持回路素子は、インバータの出力を備える上記［１］記載の方法。
　［７］前記シーケンシャル回路素子は、前記単一のクロックドトランジスタにおいて前
記クロック信号を受け取るが、前記第１および第２のトランジスタにおいては、前記クロ
ック信号を受け取らない上記［１］記載の方法。
　［８］前記クロック信号を受け取ることに応答して、前記単一のクロックドトランジス
タの出力において仮想接地電圧を提供することをさらに含み、前記仮想接地電圧は、前記
第１のトランジスタを作動させる上記［１］記載の方法。
　［９］前記クロック信号がハイであるときに、前記第１のパスを通して、データ入力か
らデータ出力に前記データを提供することをさらに含む上記［１］記載の方法。
　［１０］前記クロック信号がローであるときに、前記第１のパスを通して、データ入力
からデータ出力に前記データを提供することをさらに含む上記［１］記載の方法。
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　［１１］前記クロック信号がローであるときに、前記保持回路素子において前記データ
の論理値を保持することをさらに含む上記［１］記載の方法。
　［１２］前記クロック信号がハイであるときに、前記保持回路素子において前記データ
の論理値を保持することをさらに含む上記［１］記載の方法。
　［１３］クロックからのクロック信号を前記保持回路素子に適用することなく、前記論
理値が前記保持回路素子においてラッチされる上記［１］記載の方法。
　［１４］前記第１のデータパスおよび第２のデータパスは、複数の弱いトランジスタを
含み、前記第１のデータパスは、前記単一のクロックドトランジスタに結合されている少
なくとも１つの強いトランジスタを含み、前記少なくとも１つの強いトランジスタは、前
記複数の弱いトランジスタのそれぞれよりも高い電流容量を有する上記［１］記載の方法
。
　［１５］前記単一のクロックドトランジスタにおいて前記クロック信号を受け取ること
と、
　前記クロック信号を受け取ることに応答して、仮想接地電圧レベルおよび第２の電圧レ
ベル間で、前記単一のクロックドトランジスタの出力における電圧レベルを切り替えるこ
ととをさらに含む上記［１］記載の方法。
　［１６］前記第２のトランジスタは、ロングチャネルデバイスまたは高電圧しきい値デ
バイスを備える上記［１］記載の方法。
　［１７］回路デバイスにおいて、
　クロックバスと、
　複数のシーケンシャル回路素子とを具備し、
　前記複数のシーケンシャル回路素子のそれぞれは、
　　論理回路の少なくとも１つの素子に結合されている出力端子を含み、前記クロックバ
スに結合されている単一のクロックドトランジスタを備えており、
　前記クロックバスを通してクロック信号を受け取ることに応答して、前記出力端子にお
ける電圧レベルが、仮想接地電圧レベルおよびフローティング電圧レベル間で切り替わっ
て、前記論理回路を選択的に作動させて、データ入力からデータ出力にデータを伝搬する
回路デバイス。
　［１８］前記論理回路は、前記データ入力から前記データ出力にデータを伝達する第１
のデータパスを含み、データ保持回路素子に前記データを提供する第２のデータパスを含
む上記［１７］記載の回路デバイス。
　［１９］前記第１のデータパスおよび第２のデータパスは、複数の弱いトランジスタを
含み、前記第１のデータパスは、前記単一のクロックドトランジスタに結合されている少
なくとも１つの強いトランジスタを含み、前記少なくとも１つの強いトランジスタは、前
記複数の弱いトランジスタのそれぞれよりも高い電流容量を有する上記［１８］記載の回
路デバイス。
　［２０］前記複数のシーケンシャル回路素子のうちの少なくとも１つは、データラッチ
回路を構成する上記［１７］記載の回路デバイス。
　［２１］前記データラッチ回路は、前記クロック信号がハイであるときにデータを伝搬
し、前記クロック信号がローであるときに前記データの状態を保持する上記［２０］記載
の回路デバイス。
　［２２］前記データラッチ回路は、前記クロック信号がローであるときにデータを伝搬
し、前記クロック信号がハイであるときに前記データの状態を保持する上記［２０］記載
の回路デバイス。
　［２３］前記論理回路の少なくとも１つの素子は、前記データ入力を前記データ出力に
結合する第１のデータパスに結合されているトランジスタを備える上記［１７］記載の回
路デバイス。
　［２４］前記論理回路は、少なくとも１つの第２のトランジスタを含んでいる第２のデ
ータパスをさらに備え、前記第２のデータパスは、前記データに関連する状態情報を保持
し、前記第２のデータパスは、前記クロックバスから前記クロック信号を受け取らない上
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記［２３］記載の回路デバイス。
　［２５］前記クロックバスは単一の方向にルーティングされており、前記単一のクロッ
クドトランジスタは、前記クロックバスに隣接して位置付けられている上記［１７］記載
の回路デバイス。
　［２６］前記論理回路は、インバータを形成するように配置されている第１の対のトラ
ンジスタを含み、前記第１の対のトランジスタは、第１のｐチャネルトランジスタと、第
１のｎチャネルトランジスタとを含み、前記第１のｐチャネルトランジスタは、電源端子
と、前記データ入力に結合されている第１の制御端子と、第１の出力端子とを含み、前記
第１のｎチャネルトランジスタは、前記第１の出力端子に結合されている第２の出力端子
と、前記データ入力に結合されている第２の制御端子と、前記単一のクロックドトランジ
スタの出力に結合されている第２の電源端子とを含み、前記単一のクロックドトランジス
タの出力端子は、前記第１のｎチャネルトランジスタの第２の電源端子に供給電圧を提供
して、前記インバータを選択的に作動させる上記［１７］記載の回路デバイス。
　［２７］前記第１のｎチャネルトランジスタは、前記第１のｐチャネルトランジスタよ
りも高い電流容量を有する上記［２６］記載の回路デバイス。
　［２８］方法において、
　シーケンシャル回路素子のクロック入力においてクロック信号を受け取り、前記クロッ
ク入力は、クロックドトランジスタの制御端子に結合され、前記クロックドトランジスタ
は、出力端子を含んでいることと、
　前記クロック信号が第１の論理レベルにあるとき、前記出力端子に応答する第１のトラ
ンジスタを有する第１のデータパスを通して、前記シーケンシャル回路素子のデータ入力
から前記シーケンシャル回路素子のデータ出力にデータを伝搬することと、
　前記クロック信号が第２の論理レベルにあるとき、前記第１のデータパスに結合されて
いる、第２のトランジスタを有する第２のデータパスを通して、前記データ出力における
データに関連する状態情報を保持することとを含み、
　前記クロックドトランジスタの制御端子は、前記クロック信号を受け取り、前記制御端
子の出力は、切り替えられた電圧源を前記第１のトランジスタに提供する方法。
　［２９］前記第１の論理レベルは、論理高電圧レベルであり、前記第２の論理レベルは
、論理低電圧レベルである上記［２８］記載の方法。
　［３０］前記第１の論理レベルは、論理低電圧レベルであり、前記第２の論理レベルは
、論理高電圧レベルである上記［２８］記載の方法。
　［３２］前記クロックドトランジスタは、前記クロック信号がハイであるとき、前記出
力端子において仮想接地電圧レベルを提供する上記［２８］記載の方法。
　［３３］前記クロックドトランジスタは、前記クロック信号がローであるとき、前記出
力端子においてフローティング電圧レベルを提供する上記［２８］記載の方法。
　［３４］前記クロックドトランジスタは、前記クロック信号がローであるとき、前記出
力端子において高いインピーダンスを提供する上記［２８］記載の方法。
　［３５］前記第１のデータパスは複数のトランジスタを具備し、前記複数のトランジス
タのうちの少なくとも２つのトランジスタは、前記出力端子に結合されている上記［２８
］記載の方法。
　［３６］前記データは、前記クロック信号がハイであるとき、前記第２のデータパスに
提供される上記［２８］記載の方法。
　［３７］回路デバイスにおいて、
　シーケンシャル回路素子の単一のクロックドトランジスタにおいて受け取られたクロッ
ク信号に応答して、前記シーケンシャル回路素子の第１のパスを通してデータを伝搬する
手段であって、前記シーケンシャル回路素子は、前記第１のパスに結合されている第２の
パスをさらに含んでいる手段と、
　前記第２のパスの保持回路素子において、前記第１のパスを通して伝搬されたデータに
関連する情報を保持する手段とを具備し、
　前記第１のパスは、前記単一のクロックドトランジスタの出力に応答する第１のトラン
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ジスタを含み、前記第１のトランジスタは、前記第２のパスに関係付けられている少なく
とも１つの第２のトランジスタよりも高い電流容量を有する回路デバイス。
　［３８］前記単一のクロックドトランジスタの制御端子は、前記クロック信号を受け取
る入力を含み、前記単一のクロックドトランジスタの出力は、切り替えられた電圧源を前
記第１のトランジスタに提供する出力を含む上記［３７］記載のデバイス。
　［３９］前記データを伝搬する手段は、前記切り替えられた電圧源に応答し、前記切り
替えられた電圧源は、前記クロック信号がハイであるときの仮想接地電圧と、前記クロッ
ク信号がローであるときのフローティング電圧レベルとを含む上記［３８］記載のデバイ
ス。
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