
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 高電位側電源側の電源経路と低電位側電源側の電源経路が
互いに向かい合 配置され、前記高電位側電源側の電源経路および前記低電位側電源側
の電源経路のそれぞれにつき、電源経路の幹線部から

どうし間の間隔が互い
に等しく設定されて

いることを特徴とする集積回路設計
における電源経路構造。
【請求項２】
　前記高電位側電源側の電源経路の複数の引出し部の分岐位置と前記低電位側電源側の電
源経路の複数の引出し部の分岐位置とが電源経路長手方向で互いに一致していることを特
徴とする請求項１に記載の集積回路設計における電源経路構造。
【請求項３】
　前記高電位側電源側の電源経路および前記低電位側電源側の電源経路のいずれにおいて
も、それぞれ複数の引出し部の引出し長さが等しく設定されていることを特徴とする請求
項１または請求項２に記載の集積回路設計における電源経路構造。
【請求項４】
　前記高電位側電源側の電源経路の複数の引出し部の引出し長さが、前記低電位側電源側
の電源経路の複数の引出し部の引出し長さよりも長く設定されていることを特徴とする請
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集積回路内の全セルにおいて
って

複数の引出し部が分岐しており、前
記高電位側電源側の電源経路の長手方向において隣接する引出し部

おり、且つ前記低電位側電源側の電源経路の長手方向において隣接す
る引出し部どうし間の間隔が互いに等しく設定されて



求項３に記載の集積回路設計における電源経路構造。
【請求項５】
　前記高電位側電源側の電源経路および前記低電位側電源側の電源経路のいずれにおいて
も、それぞれの複数の引出し部の幅が互いに等しく、かつ隣接する引出し部どうし間の間
隔よりも小さく設定されていることを特徴とする請求項１から請求項４までのいずれかに
記載の集積回路設計における電源経路構造。
【請求項６】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、集積回路設計における電源経路構造にかかわり、特には、電源電圧制御対象部
の充放電時間・消費電力の見積もりの技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図５は従来の技術における集積回路設計における電源経路構造を示す平面図である。この
図は電源電圧制御対象部を示す。図５において、３０は高電位側電源ＶＤＤ側の電源経路
、３０ａは幹線部、３１，３２，３３はそれぞれ幹線部３０ａから分岐された引出し部、
４０は低電位側電源ＶＳＳ側の電源経路、４０ａは幹線部、４１，４２，４３はそれぞれ
幹線部４０ａから分岐された引出し部である。
【０００３】
高電位側電源ＶＤＤ側の電源経路３０において、隣接する引出し部３１，３２どうし間の
間隔ｒ１、隣接する引出し部３２，３３どうし間の間隔ｒ２につき、不一致がある（ｒ１
≠ｒ２）。低電位側電源ＶＳＳ側の電源経路４０でも、同様である（ｓ１≠ｓ２）。
【０００４】
また、電源経路長手方向において、引出し部３１，３２，３３の分岐位置と引出し部４１
，４２，４３の分岐位置とがずれている。
【０００５】
また、引出し部３１，３２，３３の引出し長さに不均一がある。引出し部４１，４２，４
３についても、引出し長さの不均一がある。
【０００６】
また、引出し部の幅につき、引出し部３３は引出し部３１，３２と不一致である。また、
引出し部４３の幅は引出し部４１，４２の幅と異なっている。
【０００７】
また、引出し部４１の幅ｔ１に対して、引出し部４１，４２どうし間の間隔ｔ２の方が小
さくなっている（ｔ１＞ｔ２）。
【０００８】
このように従来技術においては、電源電圧制御対象部における電源経路の引出し部の形状
、寸法の相互関係がまちまちであった。
【０００９】
集積回路の一部または全部の電圧を制御する場合、電源電圧制御対象部の充放電時間を見
積もる必要がある。これには、電源経路の幹線部の抵抗値、浮遊容量値、引出し部の抵抗
値、浮遊容量値を総合的に勘案して充放電時間を計算する。図５には等価回路としての抵
抗、容量を重ね合わせ状態で図示している。
【００１０】
充放電時間の見積もりについて、従来技術では、セル配置が完了し、電源経路が確定した
後に見積もりを行っていた。電源経路の引出し部の形状、寸法の相互関係がまちまちであ
っても、セル配置完了後に見積もりを行うので、その見積もりは可能であった。逆に言う
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前記高電位側電源側の電源経路の長手方向において隣接する引出し部どうし間の間隔と
前記低電位側電源側の電源経路の長手方向において隣接する引出し部どうし間の間隔が同
一であることを特徴とする請求項１に記載の集積回路設計における電源経路構造。



と、セル配置完了後に見積もりを行う関係で、引出し部の形状、寸法の相互関係について
は、まちまちであっても構わなかったということである。
【００１１】
【特許文献１】
特許第２９１２１７４号公報 (第３頁、図１ )
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、近年は、システムの急速な高性能化・高機能化が進んでおり、これに伴っ
て、充放電時間・消費電力の見積もりについても、これを設計の早期段階で行えるように
することが要望されている。
【００１３】
本発明は、このような事情に鑑みて創作されたものであり、上記の要望に応えるべく、集
積回路の設計において、電源電圧制御対象部の充放電時間・消費電力の見積もりをセル配
置完了前の段階で可能にすることを目的としている。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、本発明による集積回路設計における電源経路構造は、

高電位側電源側の電源経路と低電位側電源側の電源経路が互い
に向かい合 配置され、

【００１５】
これによれば、隣接する引出し部どうし間にある幹線部要素のすべてにつき、各幹線部要
素の抵抗値および浮遊容量値のそれぞれが一定の値（規格値）になるため、電源電圧制御
対象部の充放電時間・消費電力をセル配置完了前に見積もることを有利に進めることがで
きる。
【００１６】
上記において好ましい態様は、前記高電位側電源側の電源経路の複数の引出し部の分岐位
置と前記低電位側電源側の電源経路の複数の引出し部の分岐位置とが電源経路長手方向で
互いに一致していることである。
【００１７】
これによれば、高電位側電源側の電源経路の引出し部の存在が低電位側電源側の電源経路
の幹線部要素および引出し部の浮遊容量値に与える影響、ならびに低電位側電源側の電源
経路の引出し部の存在が高電位側電源側の電源経路の幹線部要素および引出し部の浮遊容
量値に与える影響を均等化することができ、電源電圧制御対象部の充放電時間・消費電力
をセル配置完了前に見積もることを有利に進めることができる。
【００１８】
また、上記において好ましい態様は、前記高電位側電源側の電源経路においても、前記低
電位側電源側の電源経路においても、それぞれ複数の引出し部の引出し長さが等しく設定
されていることである。
【００１９】
これによれば、引出し部における抵抗値および浮遊容量値をすべての引出し部において互
いに等しくすることができ、電源電圧制御対象部の充放電時間・消費電力をセル配置完了
前に見積もることを有利に進めることができる。
【００２０】
また、上記において好ましい態様は、前記高電位側電源側の電源経路の複数の引出し部の
引出し長さが、前記低電位側電源側の電源経路の複数の引出し部の引出し長さよりも長く
設定されていることである。
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集
積回路内の全セルにおいて

って 前記高電位側電源側の電源経路および前記低電位側電源側の電
源経路のそれぞれにつき、電源経路の幹線部から複数の引出し部が分岐しており、前記高
電位側電源側の電源経路の長手方向において隣接する引出し部どうし間の間隔が互いに等
しく設定されており、且つ前記低電位側電源側の電源経路の長手方向において隣接する引
出し部どうし間の間隔が互いに等しく設定されている。



【００２１】
これによれば、引出し部がもつ抵抗値および浮遊容量値につき、高電位側電源側の電源経
路と低電位側電源側の電源経路とで明確な区別がつき、電源電圧制御対象部の充放電時間
・消費電力をセル配置完了前に見積もることを有利に進めることができる。
【００２２】
また、上記において好ましい態様は、前記高電位側電源側の電源経路および前記低電位側
電源側の電源経路のいずれにおいても、それぞれの複数の引出し部の幅が互いに等しく、
かつ隣接する引出し部どうし間の間隔よりも小さく設定されていることである。
【００２３】
　これによれば、引出し部がもつ抵抗値および浮遊容量値を均等化し、電源電圧制御対象
部の充放電時間・消費電力をセル配置完了前に見積もることを有利に進めることができる
。
　

【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明にかかわる集積回路設計における電源経路構造の実施の形態について図面に
基づいて説明する。
【００２５】
（実施の形態１）
図１は本発明の実施の形態１における集積回路設計における電源経路構造を示す平面図で
ある。
【００２６】
図１において、１０は高電位側電源ＶＤＤ側の電源経路、１０ａは幹線部、１１，１２，
１３はそれぞれ幹線部１０ａから分岐された引出し部、２０は低電位側電源ＶＳＳ側の電
源経路、２０ａは幹線部、２１，２２，２３はそれぞれ幹線部２０ａから分岐された引出
し部である。
【００２７】
高電位側電源ＶＤＤ側の電源経路１０の引出し部１１，１２，１３は、その分岐位置の間
隔（ピッチ）Ｐ１，Ｐ２が互いに等しくなっている（Ｐ１＝Ｐ２）。同様に、低電位側電
源ＶＳＳ側の電源経路２０の引出し部２１，２２，２３は、その分岐位置の間隔（ピッチ
）Ｑ１，Ｑ２が互いに等しくなっている（Ｑ１＝Ｑ２）。
【００２８】
換言すると、引出し部の分岐位置の間隔が、高電位側電源ＶＤＤ側でも低電位側電源ＶＳ
Ｓ側でも一定となっている。さらに、図示例では、Ｐ１＝Ｐ２＝Ｑ１＝Ｑ２となっている
。
【００２９】
なお、本実施の形態においては、引出し部の引出し長さ関係については、ＶＤＤ側の電源
経路とＶＳＳ側の電源経路とで大小関係を問うものではなく、また、同じ電源経路での複
数の引出し部どうし間での引出し長さの大小関係を問うものでもない。
【００３０】
本実施の形態によれば、電源経路の引出し部を等間隔としており、隣接する引出し部どう
し間にある幹線部要素１０ａ 1，１０ａ 2または２０ａ 1，２０ａ 2につき、各幹線部要素の
抵抗値および浮遊容量値のそれぞれが一定の値（規格値）になるため、電源電圧制御対象
部の充放電時間・消費電力をセル配置完了前に見積もることを有利に進めることができる
。
【００３１】
（実施の形態２）
図２は本発明の実施の形態２における集積回路設計における電源経路構造を示す平面図で
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また、上記において好ましい態様は、前記高電位側電源側の電源経路の長手方向におい
て隣接する引出し部どうし間の間隔と前記低電位側電源側の電源経路の長手方向において
隣接する引出し部どうし間の間隔が同一であることである。



ある。
【００３２】
本実施の形態においては、電源経路長手方向において、高電位側電源ＶＤＤ側の電源経路
１０の引出し部１１，１２，１３の分岐位置と、低電位側電源ＶＳＳ側の電源経路２０の
引出し部２１，２２，２３の分岐位置とが一致している。その他の構成については実施の
形態１の場合の図１と同様であるので、同一部分に同一符号を付すにとどめ、説明を省略
する。
【００３３】
なお、本実施の形態においては、引出し部の引出し長さ関係については、ＶＤＤ側の電源
経路とＶＳＳ側の電源経路とで大小関係を問うものではない。
【００３４】
本実施の形態によれば、高電位側電源ＶＤＤ側の電源経路１０の引出し部１１，１２，１
３の存在が低電位側電源ＶＳＳ側の電源経路２０の各幹線部要素２０ａ 1，２０ａ 2および
引出し部２１，２２，２３の浮遊容量値に与える影響を均等化することができる。また、
低電位側電源ＶＳＳ側の電源経路２０の引出し部２１，２２，２３の存在が高電位側電源
ＶＤＤ側の電源経路１０の幹線部要素１０ａ 1，１０ａ 2および引出し部１１，１２，１３
の浮遊容量値に与える影響を均等化することができる。その結果、電源電圧制御対象部の
充放電時間・消費電力をセル配置完了前に見積もることを有利に進めることができる。
【００３５】
（実施の形態３）
図３は本発明の実施の形態３における集積回路設計における電源経路構造を示す平面図で
ある。
【００３６】
本実施の形態においては、引出し部の引出し長さ関係につき、高電位側電源ＶＤＤ側の電
源経路１０の引出し部１１，１２，１３の引出し長さはすべてｄ１で互いに等しく設定さ
れ、また、低電位側電源ＶＳＳ側の電源経路２０の引出し部２１，２２，２３の引出し長
さはすべてｄ２で互いに等しく設定されている。そして、引出し部１１，１２，１３の引
出し長さｄ１の方が引出し部２１，２２，２３の引出し長さｄ２よりも長く設定されてい
る（ｄ１＞ｄ２）。その他の構成については実施の形態２の場合の図２と同様であるので
、同一部分に同一符号を付すにとどめ、説明を省略する。
【００３７】
本実施の形態によれば、高電位側電源ＶＤＤ側の電源経路１０の引出し部１１，１２，１
３がもつ抵抗値および浮遊容量値と、低電位側電源ＶＳＳ側の電源経路２０の引出し部２
１，２２，２３がもつ抵抗値および浮遊容量値とにつき、ＶＤＤ側とＶＳＳ側とで明確な
区別がつき、電源電圧制御対象部の充放電時間・消費電力をセル配置完了前に見積もるこ
とを有利に進めることができる。
【００３８】
なお、本実施の形態においては、実施の形態１，２の構造を備えていることが好ましい。
【００３９】
（実施の形態４）
図４は本発明の実施の形態４における集積回路設計における電源経路構造を示す平面図で
ある。
【００４０】
本実施の形態においては、高電位側電源ＶＤＤ側の電源経路１０において、引出し部１１
，１２，１３の幅Ｗ１が引出し部間隔Ｗ２よりも短く設定されている（Ｗ１＜Ｗ２）。ま
た、低電位側電源ＶＳＳ側の電源経路２０においても、引出し部２１，２２，２３の幅Ｗ
３が引出し部間隔Ｗ４よりも短く設定されている（Ｗ３＜Ｗ４）。そして、Ｗ１＝Ｗ３、
Ｗ２＝Ｗ４を望ましい形態とする。その他の構成については実施の形態３の場合の図３と
同様であるので、同一部分に同一符号を付すにとどめ、説明を省略する。
【００４１】
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本実施の形態によれば、各引出し部がもつ抵抗値および浮遊容量値を均等化し、電源電圧
制御対象部の充放電時間・消費電力をセル配置完了前に見積もることを有利に進めること
ができる。
【００４２】
なお、本実施の形態においては、実施の形態１，２の構造または実施の形態１，３の構造
を備えていることが好ましい。
【００４３】
【発明の効果】
以上のように本発明によると、高電位側電源側の電源経路の複数の引出し部と低電位側電
源側の電源経路の複数の引出し部とにつき、間隔、引出し長さ、幅等において均一化をも
たらしているので、各電源経路の幹線部要素および引出し部の抵抗値、浮遊容量値を均等
化でき、電源電圧制御対象部の充放電時間・消費電力をセル配置完了前に見積もることを
有利に進めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１における集積回路設計における電源経路構造を示す平面
図
【図２】　本発明の実施の形態２における集積回路設計における電源経路構造を示す平面
図
【図３】　本発明の実施の形態３における集積回路設計における電源経路構造を示す平面
図
【図４】　本発明の実施の形態４における集積回路設計における電源経路構造を示す平面
図
【図５】　従来の技術における集積回路設計における電源経路構造を示す平面図
【符号の説明】
１０　高電位側電源ＶＤＤ側の電源経路
１０ａ　高電位側電源ＶＤＤ側の電源経路の幹線部
１１，１２，１３　高電位側電源ＶＤＤ側の電源経路の引出し部
２０　低電位側電源ＶＳＳ側の電源経路
２０ａ　低電位側電源ＶＳＳ側の電源経路の幹線部
２１，２２，２３　低電位側電源ＶＳＳ側の電源経路の引出し部
ＶＤＤ：高電位側電源電位
ＶＳＳ：低電位側電源電位
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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