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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クロック信号に同期してデータビットを取り込むラッチ回路を含む半導体集積回路であ
って、
　前記データビットの供給元及び前記ラッチ回路のデータ入力端子間に接続された遅延回
路と、前記クロック信号の供給元から当該クロック信号を前記ラッチ回路のクロック入力
端子に伝送するクロック信号経路と、を有し、
　前記遅延回路は、前記クロック信号経路中に含まれている論理素子の個数と同一数だけ
当該論理素子を直列に接続してなる第１遅延部と、
　前記クロック信号経路中の配線の配線長に対応した配線遅延時間と同一長の遅延時間を
有する第２遅延部と、を有することを特徴とする半導体集積回路。
【請求項２】
　前記第２遅延部は、コンデンサと、前記コンデンサの充放電を制御する充放電制御部と
を備え、
　前記充放電制御部は、前記コンデンサへの充放電時間に基づき、前記配線遅延時間に相
当する遅延時間の設定を行うことを特徴とする請求項１記載の半導体集積回路。
【請求項３】
　前記充放電制御部は、遅延制御電圧に基づき前記コンデンサに供給する電流量を制御す
ることにより前記コンデンサへの充放電時間を制御することを特徴とする請求項２記載の
半導体集積回路。
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【請求項４】
　前記充放電制御部は、ソース端子に電源電位が印加されておりそのゲート端子に印加さ
れた前記遅延制御電圧に応じた電流をドレイン端子を介して出力する第１ＦＥＴと、
　前記データビットが第１論理レベルである間はオフ状態となる一方、前記データビット
が第２論理レベルである場合にはオン状態となって前記第１ＦＥＴのドレイン端子及び出
力ライン間を接続する第２ＦＥＴと、
　ソース端子に接地電位が印加されておりそのゲート端子に印加された前記遅延制御電圧
に応じた電流を前記ソース端子を介して出力する第３ＦＥＴと、
　前記データビットが前記第２論理レベルである間はオフ状態となる一方、前記データビ
ットが前記第１論理レベルである場合にはオン状態となって前記第３ＦＥＴのドレイン端
子及び前記出力ライン間を接続する第４ＦＥＴと、からなることを特徴とする請求項３記
載の半導体集積回路。
【請求項５】
　前記コンデンサは、互いに半導体チップの同一層に形成された対向する金属配線で構成
され、接地電位を供給すべく半導体チップ上に形成されているグランド配線にその一端が
接続され、他端が前記出力ラインに接続されていることを特徴とする請求項２、３又は４
のいずれか１に記載の半導体集積回路。
【請求項６】
　前記クロック信号の供給元は半導体チップ上に形成された外部接続端子であるクロック
パッドであり、前記データビットの供給元は半導体チップ上に形成された外部接続端子で
あるデータパッドであり、
　前記グランド配線は、前記クロックパッド及び前記データパッド各々に沿って配置され
ていることを特徴とする請求項５記載の半導体集積回路。
【請求項７】
　前記クロックパッドは、半導体チップ上において前記データパッドの各々に挟まれた形
態で配置されていることを特徴とする請求項６に記載の半導体集積回路。
【請求項８】
　前記ラッチ回路の各々に接続されている前記遅延回路の前記第２遅延部は、前記ラッチ
回路毎の前記クロック信号経路各々における配線長の中間の配線長に対応した配線遅延時
間と同一長の遅延時間を有することを特徴とする請求項１～７のいずれか１に記載の半導
体集積回路。
【請求項９】
　クロック信号に同期してデータビットを取り込むラッチ回路を含む半導体チップであっ
て、
　チップ外周に沿って配置されるデータパッドと、
　前記チップ外周に沿って配置されるクロックパッドと、
　前記ラッチ回路と前記クロックパッド間を接続するクロック配線と、
　前記ラッチ回路と前記データパッド間を接続するデータ配線と、
　前記ラッチ回路と前記クロックパッド間に接続される第１波形整形素子と、
　前記ラッチ回路と前記データパッド間に接続される第２波形整形素子と、
　前記ラッチ回路と前記データパッド間に接続されており、コンデンサへの充放電電流量
に対応した遅延量を有する遅延回路と、
　前記コンデンサの一端へ接続されるグランド配線と、を備え、
　前記グランド配線は、前記データパッドと前記遅延回路とが形成される間の領域に前記
チップ外周の縁に沿う方向へ延在するように配置されており、
　前記遅延回路は、前記クロック配線を介して直列に接続されている論理素子の個数と同
一数だけ当該論理素子を直列に接続してなる第１遅延部と、前記クロック配線の配線長に
対応した配線遅延時間と同一長の遅延時間を有する第２遅延部と、を含むことを特徴とす
る半導体チップ。
【請求項１０】
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　前記コンデンサは、互いに同一層に形成された配線間の容量であることを特徴とする請
求項９に記載の半導体チップ。
【請求項１１】
　前記コンデンサの電極は櫛歯状の形状を有することを特徴とする請求項１０に記載の半
導体チップ。
【請求項１２】
　クロック信号に同期してデータビットを取り込むラッチ回路を含む半導体集積回路の設
計手法であって、
　データパッド、クロックパッド、クロック配線、データ配線、第１波形整形素子、第２
波形整形素子、ラッチ回路、及びコンデンサに供給する充放電電流量に対応した遅延量を
有する遅延回路を配置するステップと、
　前記クロック配線の長さに基づく遅延量に相当する前記コンデンサの容量及び／又は充
放電電流量を決定するステップと、
　前記コンデンサの容量及び／又は前記充放電電流量に基づき、定電流バイアス電圧の算
出及び／又は前記コンデンサのレイアウト形状の算出を行なうステップと、
　前記定電流バイアス電圧の算出及び／又は前記コンデンサのレイアウト形状の算出に基
づき前記コンデンサ及び／又は前記定電流バイアス電圧を生成する回路を配置及び／又は
修正するステップと、を備えることを特徴とする半導体集積回路の設計手法。
【請求項１３】
　前記第１波形整形素子及び前記第２波形整形素子を配置するステップは、互いに同一構
成の素子を配置するステップであることを特徴とする請求項１２記載の半導体集積回路の
設計手法。
【請求項１４】
　前記遅延回路は、少なくとも１の前記コンデンサと、当該コンデンサ毎に設けられてお
り前記充放電電流量を制御する充放電制御部と、を含むことを特徴とする請求項１２又は
１３に記載の半導体集積回路の設計手法。
【請求項１５】
　前記コンデンサの容量及び／又は前記充放電電流量を決定するステップは、前記充放電
制御部の数と前記クロック配線の長さに基づく遅延量とに基づき、前記充放電制御部及び
前記コンデンサによる１組あたりの遅延量を決定することを特徴とする請求項１４に記載
の半導体集積回路の設計手法。
【請求項１６】
　前記充放電制御部の数Ｋ（Ｋ：正の整数）に対し、当該充放電制御部及び前記コンデン
サによる１組分の遅延量は、前記クロック配線の長さに基づく遅延量の１／Ｋとなるよう
に設定されることを特徴とする請求項１５に記載の半導体集積回路の設計手法。
【請求項１７】
　前記コンデンサの電極は櫛歯形状であり、櫛歯長の変更及び／又は櫛歯数の変更によっ
て容量値の設定が為されることを特徴とする請求項１２～１６のいずれか１に記載の半導
体集積回路の設計手法。
【請求項１８】
　複数個の前記データパッドが配置される場合には、複数の前記クロック配線の長さに基
づく各遅延量の最大値と最小値との中間の遅延量を夫々のクロック配線の長さに基づく遅
延量として前記定電流バイアス電圧の算出及び／又は前記コンデンサのレイアウト形状を
算出することにより、前記定電流バイアス電圧を生成する回路及び／又は前記コンデンサ
を、配置及び／又は修正することを特徴とする請求項１２～１７のいずれか１に記載の半
導体集積回路の設計手法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体集積回路、特に、クロック信号に同期してデータビットを取り込むラ
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ッチ回路を含む半導体集積回路、半導体チップ、及び半導体集積回路の設計手法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　半導体ＩＣチップ上に構築されるラッチ回路としてのフリップフロップ（以下、ＦＦと
称する）では、製造上のバラツキ或いは配線遅延等の影響により、各ＦＦに供給されるク
ロック信号のエッジタイミングが一致しなくなるという、いわゆるクロックスキューが生
じる。このクロックスキューの影響により、例えば、所定タイミングよりも遅れたクロッ
ク信号が供給されたＦＦでは、データを確実に取り込む為に必要となるデータの保持期間
、つまりホールドタイムを十分に確保できなくなり、誤ったデータを取り込んでしまう虞
が生じる。一方、所定タイミングよりも進んだクロック信号が供給されたＦＦでは、その
直前に取り込んだデータを再び取り込んでしまうことを防止する為の時間、つまりセット
アップタイムを十分に確保できなくなり、誤ったデータを取り込んでしまう虞が生じる。
【０００３】
　そこで、レイアウト設計の段階で、ＦＦ間の各経路毎にホールドタイムを測定し、その
ホールドタイムが規定の範囲内に収まるように、クロック信号ラインに遅延回路としての
バッファの挿入及びクロック分岐路の設定を行うようにしたクロックツリー形成方法が提
案されている（例えば特許文献１の段落[００３４][００３５]及び図５参照）。
【０００４】
　しかしながら、このようなクロックツリーを形成する為には複雑な演算処理が必要とな
る。また、長大な遅延時間を有するバッファを挿入しなければならない場合には、このバ
ッファが占めるレイアウト面積が増大してしまうという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１８３８８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本願発明は、容易な設計により、小規模な構成でクロックスキューを抑制させることが
可能な半導体集積回路、半導体チップ、及び半導体集積回路の設計手法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による半導体集積回路は、クロック信号に同期してデータビットを取り込むラッ
チ回路を含む半導体集積回路であって、前記データビットの供給元及び前記ラッチ回路の
データ入力端子間に接続された遅延回路と、前記クロック信号の供給元から当該クロック
信号を前記ラッチ回路のクロック入力端子に伝送するクロック信号経路と、を有し、前記
遅延回路は、前記クロック信号経路中に含まれている論理素子の個数と同一数だけ当該論
理素子を直列に接続してなる第１遅延部と、前記クロック信号経路中の配線の配線長に対
応した配線遅延時間と同一長の遅延時間を有する第２遅延部と、を有する。
【０００８】
　又、本発明による半導体チップは、クロック信号に同期してデータビットを取り込むラ
ッチ回路を含む半導体チップであって、チップ外周に沿って配置されるデータパッドと、
前記チップ外周に沿って配置されるクロックパッドと、前記ラッチ回路と前記クロックパ
ッド間を接続するクロック配線と、前記ラッチ回路と前記データパッド間を接続するデー
タ配線と、前記ラッチ回路と前記クロックパッド間に接続される第１波形整形素子と、前
記ラッチ回路と前記データパッド間に接続される第２波形整形素子と、前記ラッチ回路と
前記データパッド間に接続されており、コンデンサへの充放電電流量に対応した遅延量を
有する遅延回路と、前記コンデンサの一端へ接続されるグランド配線と、を備え、前記グ
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ランド配線は、前記データパッドと前記遅延回路とが形成される間の領域に前記チップ外
周の縁に沿う方向へ延在するように配置されており、前記遅延回路は、前記クロック配線
を介して直列に接続されている論理素子の個数と同一数だけ当該論理素子を直列に接続し
てなる第１遅延部と、前記クロック配線の配線長に対応した配線遅延時間と同一長の遅延
時間を有する第２遅延部と、を含む。
【０００９】
　又、本発明による半導体集積回路の設計手法は、クロック信号に同期してデータビット
を取り込むラッチ回路を含む半導体集積回路の設計手法であって、データパッド、クロッ
クパッド、クロック配線、データ配線、第１波形整形素子、第２波形整形素子、ラッチ回
路、及びコンデンサに供給する充放電電流量に対応した遅延量を有する遅延回路を配置す
るステップと、前記クロック配線の長さに基づく遅延量に相当する前記コンデンサの容量
及び／又は充放電電流量を決定するステップと、前記コンデンサの容量及び／又は前記充
放電電流量に基づき、定電流バイアス電圧の算出及び／又は前記コンデンサのレイアウト
形状の算出を行なうステップと、前記定電流バイアス電圧の算出及び／又は前記コンデン
サのレイアウト形状の算出に基づき前記コンデンサ及び／又は前記定電流バイアス電圧を
生成する回路を配置及び／又は修正するステップと、を備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明においては、データビットの供給元とラッチ回路のデータ入力端子との間に、ク
ロック信号の供給元及びラッチ回路のクロック入力端子間のクロック信号経路中に含まれ
ている論理素子の個数と同一数だけ当該論理素子を直列に接続してなる第１遅延部と、ク
ロック信号経路中の配線の配線長に対応した配線遅延時間と同一長の遅延時間を有する第
２遅延部と、を備える。かかる第１遅延部により、クロック信号経路中に含まれている論
理素子の遅延時間に伴うクロックスキューが抑制され、第２遅延部により、クロック信号
経路での配線遅延時間に伴うクロックスキューを抑制する。
【００１１】
　かかる構成によれば、クロックスキューを低減させる為のクロックツリー構造を考慮し
た設計、或いはデータビットの供給元及びラッチ回路間のデータ配線長をクロック配線長
に合わせ込むような複雑な設計を行うことなく、セットアップタイム及びホールドタイム
に対して十分なマージンを確保することが可能となる。従って、クロックスキューを低減
させ得るクロックツリーを構築したが故に遅延手段としての論理素子の直列段数が長大と
なる、或いはデータ配線長がクロック配線長に合わせて長大となることは無いので、これ
らの設計手法を採用した場合に比して、チップ占有面積を小さくすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明による半導体集積回路としてのデータ取込部を示す回路図である。
【図２】可変遅延バッファ５３の内部構成を示す回路図である。
【図３】可変遅延バッファ５３に設けられているコンデンサＣ１及びＣ２の構造をチップ
上面から眺めた正面図である。
【図４】図１に示すデータ取込部を構築すべく実施されるチップレイアウト処理のフロー
を示すフローチャートである。
【図５】データパッドＰＤ及びクロックパッドの配置形態の一例を示す図である。
【図６】データパッドＰＤ及びクロックパッドの配置形態の他の一例を示す図である。
【図７】図１に示されるデータ取込部における各素子のチップ上での配置及び配線形態の
一例を示す図である。
【図８】データ取込部の他の一例を示す回路図である。
【図９】データ取込部を構築すべく実施される他のチップレイアウト処理のフローを示す
フローチャートである。
【図１０】図８に示されるデータ取込部における各素子のチップ上での配置及び配線形態
の一例を示す図である。
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【図１１】図８に示されるデータ取込部における各素子のチップ上での配置及び配線形態
の他の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明においては、クロック信号に同期してデータビットを取り込むラッチ回路のデー
タ入力端子とデータビットの供給元との間に、以下の如き第１遅延部及び第２遅延部を備
えた遅延回路を設ける。第１遅延部は、クロック信号の供給元及びラッチ回路のクロック
入力端子間のクロック信号経路中に含まれている論理素子の個数と同一数だけ当該論理素
子を直列に接続して構成される。第２遅延部は、クロック信号経路中の配線の配線長に対
応した配線遅延時間と同一長の遅延時間を有する。
【実施例】
【００１４】
　図１は、半導体チップに構築されている回路網の中からデータ取込部の構成を抜粋して
示す回路図である。
【００１５】
　尚、図１に示すデータ取込部は、１６ビット分の入力データビットＤ1～Ｄ16各々をク
ロック信号ＣＬＫの立ち上がりエッジタイミングで取り込むものである。
【００１６】
　図１に示すように、かかるデータ取込部は、インバータ１、インバータ２1～２16、Ｆ
Ｆ３1～ＦＦ３16、遅延時間設定部４、遅延回路５1～５16からなる。
【００１７】
　インバータ１は、半導体チップの外部接続端子であるクロックパッドＰＣＤを介して外
部から供給された入力クロック信号ＣＬＫの論理レベルを反転させた反転クロック信号Ｃ
Ｋをクロック配線ＣＬＬを介してインバータ２1～２16の各々に供給する。尚、インバー
タ１は、入力クロック信号ＣＬＫの供給元となるクロックパッドＰＣＤの近傍に配置され
る。
【００１８】
　インバータ２1～２16は、この反転クロック信号ＣＫの論理レベルを反転させたクロッ
ク信号をＦＦ３1～ＦＦ３16各々のクロック入力端子に供給する。尚、インバータ２1～２

16は、夫々ＦＦ３1～ＦＦ３16各々のクロック入力端子の近傍に配置される。
【００１９】
　尚、これらインバータ１及び２1～２16は、クロック信号に対する波形整形機能を伴う
ものである。
【００２０】
　遅延回路５1～５16は、夫々同一の内部構成を有し、図１に示す如くインバータ５１及
び５２と、可変遅延バッファ５３とからなる。
【００２１】
　インバータ５１は、半導体チップの外部接続端子であるデータパッドＰＤから供給され
た入力データビットＤの論理レベルを反転させた反転ビット信号ＤＱを可変遅延バッファ
５３に供給する。尚、インバータ５１は、クロック信号経路中に含まれる上記インバータ
１と同一の処理時間（以降、遅延時間と称する）を有するものであり、入力データビット
Ｄの供給元となるデータパッドＰＤの近傍に配置される。
【００２２】
　可変遅延バッファ５３は、かかる反転ビット信号ＤＱを遅延させた遅延反転ビット信号
ＤＤＱをインバータ５２に供給する。尚、可変遅延バッファ５３では、遅延時間設定部４
から供給された遅延制御電圧としての定電流バイアス電圧ＣＰ及びＣＮに応じて、反転ビ
ット信号ＤＱを遅延させる際の遅延量が変更される。インバータ５２は、可変遅延バッフ
ァ５３から供給された遅延反転ビット信号ＤＤＱの論理レベルを反転させたものを遅延デ
ータビットＤＤとしてＦＦ３のデータ入力端子に供給する。尚、インバータ５２は、クロ
ック信号経路中に含まれる上記インバータ２と略同一の遅延時間を有するものである。例
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えば、インバータ２及び５２の各々は、互いに同一のプロセスを用いて同一の素子サイズ
にて形成されている。これにより、製造プロセスのバラツキに起因する誤差を許容するこ
とができる。
【００２３】
　ラッチ回路としてのＦＦ３1～ＦＦ３16の各々は、夫々に対応した遅延回路５1～５16か
ら供給された遅延データビットＤＤ1～ＤＤ16を、インバータ２1～２16を介して供給され
たクロック信号の立ち上がりエッジタイミング毎に取り込み、これを取込データＳＤ1～
ＳＤ16として送出する。
【００２４】
　遅延時間設定部４は、遅延回路５1～５16各々の遅延時間を個別に調整する遅延時間制
御電圧として定電流バイアス電圧ＣＰ1～ＣＰ16及びＣＮ1～ＣＮ16を生成し、遅延回路５

1～５16各々の可変遅延バッファ５３に供給する。すなわち、遅延時間設定部４は、定電
流バイアス電圧ＣＰ1及びＣＮ1を遅延回路５1の可変遅延バッファ５３に供給し、定電流
バイアス電圧ＣＰ2及びＣＮ2を遅延回路５2の可変遅延バッファ５３に供給し、定電流バ
イアス電圧ＣＰ3及びＣＮ3を遅延回路５3の可変遅延バッファ５３に供給する。
【００２５】
　尚、遅延時間設定部４が生成すべき定電流バイアス電圧ＣＰ1～ＣＰ16及びＣＮ1～ＣＮ

16各々の値は、予め設計段階におけるチップレイアウト処理（後述する）により、夫々個
別に設定されている。すなわち、かかるチップレイアウト処理により、先ず、クロック配
線ＣＬＬによる配線長に対応した、配線抵抗及び寄生容量に起因する遅延時間（配線遅延
時間と称する）をＦＦ３1～ＦＦ３16の各々毎に算出する。そして、各ＦＦ３毎に算出さ
れた遅延時間に対応した定電流バイアス電圧ＣＰ1～ＣＰ16（ＣＮ1～ＣＮ16）を生成させ
るべく遅延時間設定部４の設定を行うのである。
【００２６】
　尚、遅延時間設定部４としては、生成すべき定電流バイアス電圧ＣＰ1～ＣＰ16及びＣ
Ｎ1～ＣＮ16各々を、外部供給された制御信号によって任意に設定可能となる構成を採用
しても良い。
【００２７】
　図２は、可変遅延バッファ５３の内部構成を示す図である。
【００２８】
　図２に示すように、可変遅延バッファ５３は、可変遅延インバータＩＶ１及びＩＶ２、
コンデンサＣ１及びＣ２から構成される。
【００２９】
　可変遅延インバータＩＶ１は、ｐチャネルＭＯＳ（metal-oxide semiconductor）型の
ＦＥＴ（Field effect transistor）であるトランジスタＰ１及びＰ２と、ｎチャネルＭ
ＯＳ型のＦＥＴであるトランジスタＮ１及びＮ２とからなる。
【００３０】
　トランジスタＰ１のゲート端子には、定電流バイアス電圧ＣＰが供給されており、その
ソース端子には電源電位ＶＤＤが印加されており、そのドレイン端子はトランジスタＰ２
のソース端子に接続されている。トランジスタＰ１は、定電流バイアス電圧ＣＰに応じた
電流を生成しこれをそのドレイン端子を介してトランジスタＰ２のソース端子に送出する
。トランジスタＰ２のゲート端子には、インバータ５１から送出された反転ビット信号Ｄ
Ｑが印加されており、そのドレイン端子はラインＬ１に接続されている。トランジスタＰ
２は、反転ビット信号ＤＱが論理レベル１に対応したレベルである場合にはオフ状態とな
る一方、反転ビット信号ＤＱが論理レベル０に対応したレベルである場合にはオン状態と
なって、上記トランジスタＰ１のドレイン端子及びラインＬ１間を接続する。すなわち、
トランジスタＰ２がオン状態にある場合には、論理レベル１に対応した電源電位ＶＤＤが
ラインＬ１に印加される。トランジスタＮ２のゲート端子には定電流バイアス電圧ＣＮが
供給されており、そのソース端子には接地電位ＧＮＤが印加されており、そのドレイン端
子はトランジスタＮ１のソース端子に接続されている。トランジスタＮ２には、定電流バ
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イアス電圧ＣＮに応じた電流が流れ込みこれをソース端子を介して出力する。トランジス
タＮ１のゲート端子には、インバータ５１から送出された反転ビット信号ＤＱが印加され
ており、そのドレイン端子はラインＬ１に接続されている。トランジスタＮ１は、反転ビ
ット信号ＤＱが論理レベル０に対応したレベルである場合にはオフ状態となる一方、反転
ビット信号ＤＱが論理レベル１に対応したレベルである場合にはオン状態となって、上記
トランジスタＮ２のドレイン端子及びラインＬ１間を接続する。すなわち、トランジスタ
Ｎ２がオン状態にある場合には、論理レベル０に対応した接地電位ＧＮＤがラインＬ１に
印加される。ラインＬ１には、コンデンサＣ１の一端が接続されており、このコンデンサ
Ｃ１の他端には接地電位ＧＮＤが固定供給されている。
【００３１】
　かかる構成により、可変遅延インバータＩＶ１は、上記反転ビット信号ＤＱの論理レベ
ルを反転した信号をラインＬ１に送出する。この際、定電流バイアス電圧ＣＰ及びＣＮに
応じた電流がトランジスタＰ１及びＰ２、又はＮ２及びＮ１を介してラインＬ１に流れ、
ラインＬ１に接続されているコンデンサＣ１を充電又は放電する。つまり、可変遅延イン
バータＩＶ１は、供給された信号の論理反転を行うと共に、コンデンサＣ１の充放電を制
御する充放電制御部として動作するのである。ここで、定電流バイアス電圧ＣＰ及びＣＮ
に応じてラインＬ１上に流れる電流量が小なるほどコンデンサＣ１の充放電時間が長くな
り、その充放電時間の分だけ、ラインＬ１に送出された信号の立ち上がりエッジ部及び立
ち下がりエッジ部に遅延が生じる。よって、可変遅延インバータＩＶ１によってラインＬ
１上に送出された、上記反転ビット信号ＤＱの論理レベルを反転した信号は、この充放電
時間に対応した遅延時間を経た後、ビット信号ＢＳとして次段の可変遅延インバータＩＶ
２に供給される。尚、可変遅延インバータＩＶ１には、これら定電流バイアス電圧ＣＰ及
びＣＮとして、前述した如きクロック配線ＣＬＬによる配線遅延時間の１／２の遅延時間
に対応した値が供給されている。
【００３２】
　このように、可変遅延インバータＩＶ１及びコンデンサＣ１は、反転ビット信号ＤＱが
供給されると、この反転ビット信号ＤＱの論理レベルを反転させた信号を、クロック配線
ＣＬＬによる配線遅延時間の１／２の遅延時間だけ遅延させたものをビット信号ＢＳとし
て次段の可変遅延インバータＩＶ２に供給する。
【００３３】
　可変遅延インバータＩＶ２は、ｐチャネルＭＯＳ型のＦＥＴであるトランジスタＰ３及
びＰ４と、ｎチャネルＭＯＳ型のＦＥＴであるトランジスタＮ３及びＮ４とからなる。
【００３４】
　トランジスタＰ３のゲート端子には、定電流バイアスとして定電流バイアス電圧ＣＰが
供給されており、そのソース端子には電源電位ＶＤＤが印加されており、そのドレイン端
子はトランジスタＰ４のソース端子に接続されている。トランジスタＰ３は、定電流バイ
アス電圧ＣＰに応じた電流を生成しこれをそのドレイン端子を介してトランジスタＰ４の
ソース端子に送出する。トランジスタＰ４のゲート端子には、可変遅延インバータＩＶ２
から供給された上記ビット信号ＢＳが印加されており、そのドレイン端子はラインＬ２に
接続されている。トランジスタＰ４は、ビット信号ＢＳが論理レベル１に対応したレベル
である場合にはオフ状態となる一方、ビット信号ＢＳが論理レベル０に対応したレベルで
ある場合にはオン状態となって、上記トランジスタＰ３のドレイン端子及びラインＬ２間
を接続する。すなわち、トランジスタＰ４がオン状態にある場合には、論理レベル１に対
応した電源電位ＶＤＤがラインＬ２に印加される。トランジスタＮ４のゲート端子には定
電流バイアス電圧ＣＮが供給されており、そのソース端子には接地電位ＧＮＤが印加され
ており、そのドレイン端子はトランジスタＮ３のソース端子に接続されている。トランジ
スタＮ４には、定電流バイアス電圧ＣＮに応じた電流が流れ込みこれをそのソース端子か
ら送出する。トランジスタＮ３のゲート端子には、可変遅延インバータＩＶ２から供給さ
れた上記ビット信号ＢＳが印加されている。トランジスタＮ３のドレイン端子はラインＬ
２に接続されている。トランジスタＮ３は、上記ビット信号ＢＳが論理レベル０に対応し
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たレベルである場合にはオフ状態となる一方、ビット信号ＢＳが論理レベル１に対応した
レベルである場合にはオン状態となって、上記トランジスタＮ４のドレイン端子及びライ
ンＬ２間を接続する。すなわち、トランジスタＮ４がオン状態にある場合には、論理レベ
ル０に対応した接地電位ＧＮＤがラインＬ２に印加される。ラインＬ１には、コンデンサ
Ｃ２の一端が接続されており、このコンデンサＣ２の他端には接地電位ＧＮＤが固定供給
されている。
【００３５】
　かかる構成により、可変遅延インバータＩＶ２は、上記ビット信号ＢＳの論理レベルを
反転した信号をラインＬ２に送出する。この際、定電流バイアス電圧ＣＰ及びＣＮに応じ
た電流がトランジスタＰ３及びＰ４、又はＮ３及びＮ４を介してラインＬ２に流れ、ライ
ンＬ２に接続されているコンデンサＣ２を充電又は放電する。つまり、可変遅延インバー
タＩＶ２は、供給された信号の論理反転を行うと共に、コンデンサＣ２の充放電を制御す
る充放電制御部として動作するのである。ここで、定電流バイアス電圧ＣＰ及びＣＮに応
じてラインＬ２上に流れる電流量が小なるほどコンデンサＣ２の充放電時間が長くなり、
その充放電時間の分だけ、ラインＬ２に送出された信号の立ち上がりエッジ部及び立ち下
がりエッジ部に遅延が生じる。よって、可変遅延インバータＩＶ２によってラインＬ２上
に送出された、ビット信号ＢＳの論理レベルを反転した信号は、この充放電時間に対応し
た遅延時間を経た後、上記遅延反転ビット信号ＤＤＱとして次段のインバータ５２に供給
される。尚、可変遅延インバータＩＶ２には、これら定電流バイアス電圧ＣＰ及びＣＮと
して、前述した如きクロック配線ＣＬＬによる配線遅延時間の１／２の遅延時間に対応し
た値が供給されている。
【００３６】
　このように、可変遅延インバータＩＶ２及びコンデンサＣ２は、ビット信号ＢＳが供給
されると、このビット信号ＢＳの論理レベルを反転させた信号を、クロック配線ＣＬＬに
よる配線遅延時間の１／２の遅延時間だけ遅延させたものを遅延反転ビット信号ＤＤＱと
して次段のインバータ５２に供給する第２遅延部となる。
【００３７】
　尚、上記コンデンサＣ１及びＣ２の各々は、クロック配線ＣＬＬと同一の配線材からな
ると共に、互いに同一層に形成された配線からなる複数の電極を平行に配置することによ
って得られるフリンジ容量を利用して構築されている。
【００３８】
　図３は、コンデンサＣ１及びＣ２各々の構造を上面側から眺めた正面図である。
【００３９】
　図３に示すように、コンデンサＣ１及びＣ２の各々は、接地電位ＧＮＤを供給する為の
帯状のグランド金属配線ＧＬと、グランド金属配線ＧＬに接続されておりこのグランド金
属配線ＧＬと交叉する方向に夫々伸長する複数の第１金属配線ＭＬ１からなる櫛歯形状の
第１電極と、互いに隣接する第１金属配線ＭＬ１同士の間に１つずつ配置された複数の第
２金属配線ＭＬ２からなる櫛歯形状の第２電極と、第２金属配線ＭＬ２各々の一端を共通
に接続する金属配線ＰＬと、からなる。この際、第１金属配線ＭＬ１及び第２金属配線Ｍ
Ｌ２は共にクロック配線ＣＬＬと同一の配線材であり、図３に示す如く、半導体チップ上
において互いに平行に配置されている。また、図３に示されるコンデンサＣ１の金属配線
ＰＬが図２に示されるラインＬ１となり、コンデンサＣ２の金属配線ＰＬがラインＬ２と
なる。尚、上記した櫛歯形状の第１電極及び第２電極は、互いに半導体チップの同一層に
形成されている。
【００４０】
　図３に示す構成によれば、第１金属配線ＭＬ１及び第２金属配線ＭＬ２間のフリンジ容
量がコンデンサＣ１（Ｃ２）としての容量となる。すなわち、第１電極として形成される
第１金属配線ＭＬ１、及び第２電極として形成される第２金属配線ＭＬ２各々の配線長、
或いは本数を制御することにより、その容量を変更して遅延時間の変更を行うことが可能
となる。そこで、後述するようにチップレイアウト処理において、可変遅延インバータＩ
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Ｖ１（ＩＶ２）及びコンデンサＣ１（Ｃ２）の１組で、クロック配線ＣＬＬによる配線遅
延時間の１／２の遅延時間を有する遅延手段となるように、第１金属配線ＭＬ１及び第２
金属配線ＭＬ２の配線長、或いは本数が設定されている。尚、上述した如く、コンデンサ
Ｃ１及びＣ２は、クロック配線ＣＬＬと同一の配線材を用いて構築されているので、クロ
ック配線ＣＬＬの製造上のバラツキに伴う配線遅延量のズレ分が、このコンデンサＣ１及
びＣ２による遅延量にも同様に反映される。これにより、実際に製造された製品段階にお
いて精度良くクロックスキューの相殺を行うことが可能となる。
【００４１】
　可変遅延バッファ５３は、上記した如き可変遅延インバータＩＶ１及びコンデンサＣ１
と、可変遅延インバータＩＶ２及びコンデンサＣ２との２段分の遅延手段により、インバ
ータ５１から供給された反転ビット信号ＤＱを、クロック配線ＣＬＬによる配線遅延時間
分だけ遅延させたものを遅延反転ビット信号ＤＤＱとしてインバータ５２に供給する。例
えば、遅延回路５1に含まれる可変遅延バッファ５３は、反転ビット信号ＤＱが供給され
ると、これを、図１に示す如きインバータ１及び２1間のクロック配線ＣＬＬによる配線
遅延時間の分だけ遅延させたものを遅延反転ビット信号ＤＤＱとして、次段のインバータ
５２に供給する。また、遅延回路５16に含まれる可変遅延バッファ５３は、反転ビット信
号ＤＱが供給されると、これを、図１に示す如きインバータ１及び２16間のクロック配線
ＣＬＬによる配線遅延時間分だけ遅延させたものを遅延反転ビット信号ＤＤＱとして、次
段のインバータ５２に供給する。
【００４２】
　以上の如く、遅延回路５1～５16の各々には、クロックパッドＰＣＤ及び各ＦＦ３間の
クロック信号経路中に含まれている論理素子（インバータ１、２）の遅延時間に伴うクロ
ックスキュー分を相殺すべく、このクロック信号経路中に含まれる論理素子と同一数だけ
この論理素子と同一の論理素子（インバータ５１、５２）が直列に接続されてなる第１遅
延部が含まれている。
【００４３】
　更に、遅延回路５1～５16各々には、ＦＦ３1～３16の各々にクロック信号を伝送するク
ロック配線ＣＬＬによる配線遅延時間に伴うクロックスキュー分を相殺すべく、第２の遅
延部として可変遅延バッファ５３が設けられている。
【００４４】
　よって、このような遅延回路５1～５16を備えた図１に示す如きデータ取込部によれば
、例えＦＦ３1～３16の各々毎にクロック配線長が異なっていても、クロックスキューを
生じさせることなくＦＦ３1～３16各々において入力データビットＤ1～Ｄ16の取り込みが
為されるようになる。
【００４５】
　また、かかる構成によれば、クロック信号経路を設計するにあたり、波形整形用素子用
の論理素子（インバータ１、２）だけをクロック信号経路に設ければよいので、クロック
スキューの発生を抑制する為のクロックツリーを構築する処理を行うものに比して、設計
が容易化される。
【００４６】
　更に、クロック配線ＣＬＬの配線長が長くなったが故に配線遅延時間が大幅に大となる
場合にも、図２に示す如き構成を有する可変遅延バッファ５３だけで各種の配線遅延時間
を相殺することができるので、複数のインバータを配線遅延時間の分だけ直列に接続した
構成を採用する場合に比して、チップ占有面積を小さくすることが可能となる。
【００４７】
　このように、図１に示すデータ取込部によれば、クロックスキューを低減させる為のク
ロックツリー構造を考慮した設計、或いはデータパッド及びＦＦ３間のデータ配線長をク
ロック配線長に合わせ込むような設計の如き複雑な設計を行うことなく、セットアップタ
イム及びホールドタイムに対して十分なマージンを確保することが可能となる。従って、
クロックスキューを低減させ得るクロックツリーを構築したが故に遅延手段としての論理
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素子の直列段数が長大となる、或いはデータ配線長がクロック配線長に合わせて長大とな
ることは無いので、これらの設計手法を採用した場合に比して、チップ占有面積を小さく
することが可能となる。
【００４８】
　次に、ＬＳＩ設計支援装置によって為される上記データ取込部に対するチップレイアウ
ト処理について、図４に示すチップレイアウトフローに従って説明する。
【００４９】
　先ず、ＬＳＩ設計支援装置は、図１に示すデータ取込部の回路図データに基づき、入力
データビットＤ1～Ｄ16各々に対応したデータパッドＰＤ、及び入力クロック信号ＣＬＫ
に対応したクロックパッドＰＣＤ各々の半導体チップ上における配置位置を設定する（ス
テップＳ１）。すなわち、ＬＳＩ設計支援装置は、図５に示すように、入力データビット
Ｄ1～Ｄ16各々に対応したデータパッドＰＤを半導体チップの外周に沿って連続して配置
し、その中央の位置、つまり入力データビットＤ8に対応したデータパッドＰＤと、入力
データビットＤ9に対応したデータパッドＰＤとの間に、入力クロック信号ＣＬＫに対応
したクロックパッドＰＣＤを半導体チップの外周に沿って配置する。尚、クロックパッド
ＰＣＤを配置する位置は、必ずしも入力データビットＤ1～Ｄ16各々に対応して連続配置
されたデータパッドＰＤ群の中央の位置である必要はなく、例えば図６に示すように、入
力データビットＤ6に対応したデータパッドＰＤと、入力データビットＤ7に対応したデー
タパッドＰＤとの間に配置するようにしても良い。要するに、クロック信号の供給元とな
るクロックパッドＰＣＤが、入力データビットの供給元となるデータパッドＰＤに挟まれ
た形態で半導体チップ上に配置されていれば良いのである。このようなデータパッドＰＤ
及びクロックパッドＰＣＤの配置により、最もクロック配線長が長くなるクロック信号経
路での配線長を短くすることができるので、最大クロックスキュー量に対する低減が図ら
れる。
【００５０】
　次に、ＬＳＩ設計支援装置は、図７に示すように、入力データビットＤ1～Ｄ16各々に
対応したデータパッドＰＤの近傍に、夫々に対応した遅延回路５1～５16及びＦＦ３1～３

16を配置し、クロックパッドＰＣＤの近傍にインバータ１を配置し、ＦＦ３1～３16各々
の近傍にインバータ２1～２16を配置し、更に、遅延時間設定部４を配置すべき設定を行
う（ステップＳ２）。
【００５１】
　次に、ＬＳＩ設計支援装置は、図７に示す如く、データパッドＰＤ、遅延回路５及びＦ
Ｆ３間を接続し、遅延時間設定部４及び遅延回路５間を接続し、クロックパッドＰＣＤ及
びインバータ１間を接続し、各ＦＦ３1～３16及びインバータ２1～２16間を接続し、イン
バータ１及びインバータ２1～２16各々間をクロック配線ＣＬＬにて接続すべき配線パタ
ーンを設定する（ステップＳ３）。
【００５２】
　次に、ＬＳＩ設計支援装置は、ＦＦ３1～３16の各々毎にクロック配線ＣＬＬによる配
線長を測定し、ＦＦ３1～３16毎の各配線長に対応した、寄生容量及び抵抗に基づく配線
遅延時間ＨＤＴ1～ＨＤＴ16を求める（ステップＳ４）。
【００５３】
　次に、ＬＳＩ設計支援装置は、上記した配線遅延時間ＨＤＴ1～ＨＤＴ16の各々毎に、
その配線遅延時間ＨＤＴの１／２の遅延時間に対応した定電流バイアス電圧ＣＰ1～ＣＰ1

6及びＣＮ1～ＣＮ16を算出する（ステップＳ５）。
【００５４】
　次に、ＬＳＩ設計支援装置は、ステップＳ５で算出された定電流バイアス電圧ＣＰ1～
ＣＰ16及びＣＮ1～ＣＮ16を生成させるべく、遅延時間設定部４の素子構築を行う（ステ
ップＳ６）。例えば、ＬＳＩ設計支援装置は、遅延時間設定部４として、定電流バイアス
電圧ＣＰ1～ＣＰ16及びＣＮ1～ＣＮ16を夫々出力するＭＯＳ構造のトランジスタを構築す
る。又、ＬＳＩ設計支援装置は、遅延時間設定部４を、夫々異なる電圧値からなる複数の
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定電流バイアス電圧を生成するバイアス電圧生成回路と、これら複数の定電流バイアス電
圧の内から１つを選択しこれを定電流バイアス電圧ＣＰ（ＣＮ）として出力する１６系統
のマルチプレクサとで形成する。この際、ＬＳＩ設計支援装置は、上記ステップＳ５で算
出した定電流バイアス電圧を固定選択させるべく各マルチプレクサのレイアウトの修正を
行う。
【００５５】
　次に、ＬＳＩ設計支援装置は、上記した配線遅延時間ＨＤＴ1～ＨＤＴ16の各々毎に算
出した配線遅延時間ＨＤＴの１／２の遅延時間に基づき、遅延回路５1～５16各々に設け
られている可変遅延バッファ５３のコンデンサＣ１及びＣ２の素子構築を行う（ステップ
Ｓ７）。すなわち、ＬＳＩ設計支援装置は、上記した定電流バイアス電圧ＣＰ及びＣＮが
可変遅延インバータＩＶ１（ＩＶ２）に供給された場合に、１組の可変遅延インバータＩ
Ｖ及びコンデンサＣが、この［ＨＤＴ／２］の遅延時間を有する遅延手段となるように、
図３に示す如き、第１金属配線ＭＬ１及び第２金属配線ＭＬ２の配線長、或いは本数を設
定する。或いは、予め初期設定されている第１金属配線ＭＬ１及び第２金属配線ＭＬ２の
配線長、或いは本数を、定電流バイアス電圧ＣＰ及びＣＮに応じて修正するようにしても
良い。尚、データパッドＰＤ各々の近傍には図７に示す如きグランド金属配線ＧＬが形成
されており、このグランド金属配線ＧＬに沿って図３に示すようにコンデンサＣ１及びＣ
２が形成される。
【００５６】
　以上の如き、チップレイアウト処理により、例えＦＦ３1～３16の各々毎にクロック配
線長が異なっていても、図１に示す如きクロックスキューを生じさせることがないクロッ
ク同期型のデータ取込部が構築される。
【００５７】
　尚、上記実施例においては、ＦＦ３1～３16毎の配線遅延時間ＨＤＴ1～ＨＤＴ16に基づ
き、遅延回路５1～５16各々の可変遅延バッファ５３の遅延時間を個別に調整することに
よりクロックスキューを略０にしている。しかしながら、ＦＦ３1～３16各々のホールド
タイム及びセットアップタイムが規定の範囲内に収まるならば、配線遅延時間ＨＤＴ1～
ＨＤＴ16の内の１つだけを用いて、遅延回路５1～５16各々の可変遅延バッファ５３の遅
延時間を全て同一値に調整するようにしても良い。
【００５８】
　図８は、かかる点に鑑みて為された図１に示す如きデータ取込部の他の一例を示す図で
ある。
【００５９】
　尚、図８に示す構成においては、図７に示される遅延時間設定部４に代わり遅延時間設
定部４０を採用し、遅延回路５1～５16各々の可変遅延バッファ５３に対して共通の定電
流バイアス電圧ＣＰ及びＣＮが供給される点を除く他の構成は、図７に示すものと同一で
ある。この際、遅延時間設定部４０は、遅延回路５1～５16各々に対する遅延量に対応し
た定電流バイアス電圧ＣＰ及びＣＮを生成し、遅延回路５1～５16各々の可変遅延バッフ
ァ５３に供給する。
【００６０】
　ここで、図８に示す構成を採用する場合、ＬＳＩ設計支援装置は、図４に代わり図９に
示すチップレイアウトフローに従って、このデータ取込部のチップレイアウト処理を実行
する。
【００６１】
　先ず、ＬＳＩ設計支援装置は、図８に示すデータ取込部の回路図データに基づき、図５
又は図６に示すように、入力データビットＤ1～Ｄ16各々に対応したデータパッドＰＤ、
及び入力クロック信号ＣＬＫに対応したクロックパッドＰＣＤ各々のチップ上における配
置位置を設定する（ステップＳ１１）。
【００６２】
　次に、ＬＳＩ設計支援装置は、図１０に示すように、入力データビットＤ1～Ｄ16各々
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に対応したデータパッドＰＤの近傍に、夫々に対応した遅延回路５1～５16及びＦＦ３1～
３16を配置し、クロックパッドＰＣＤの近傍にインバータ１を配置し、ＦＦ３1～３16各
々の近傍にインバータ２1～２16を配置し、更に、遅延時間設定部４０を配置すべき設定
を行う（ステップＳ１２）。
【００６３】
　次に、ＬＳＩ設計支援装置は、図１０に示す如く、データパッドＰＤ、遅延回路５及び
ＦＦ３間を接続し、遅延時間設定部４０及び遅延回路５間を接続し、クロックパッドＰＣ
Ｄ及びインバータ１間を接続し、各ＦＦ３1～３16及びインバータ２1～２16間を接続し、
インバータ１及びインバータ２1～２16各々間をクロック配線ＣＬＬにて接続すべき配線
パターンを設定する（ステップＳ１３）。
【００６４】
　次に、ＬＳＩ設計支援装置は、ＦＦ３1～３16各々毎のクロック配線ＣＬＬによる配線
長を測定し、各配線長の中間の配線長に対応した、寄生容量及び抵抗に基づく配線遅延時
間ＨＤＴを求める（ステップＳ１４）。
【００６５】
　次に、ＬＳＩ設計支援装置は、上記した配線遅延時間ＨＤＴの１／２の遅延時間に対応
した定電流バイアス電圧ＣＰ及びＣＮを算出する（ステップＳ１５）。
【００６６】
　次に、ＬＳＩ設計支援装置は、ステップＳ１５で算出された定電流バイアス電圧ＣＰ及
びＣＮを生成させるべく、遅延時間設定部４０の素子構築を行う（ステップＳ１６）。例
えば、遅延時間設定部４０を、夫々異なる電圧値からなる複数の定電流バイアス電圧を生
成するバイアス電圧生成回路と、これら複数の定電流バイアス電圧の内から１つを選択し
これを定電流バイアス電圧ＣＰ及びＣＮとして出力するマルチプレクサとで形成する。こ
の際、ＬＳＩ設計支援装置は、上記ステップＳ１５で算出した定電流バイアス電圧を固定
選択させるべくマルチプレクサのレイアウトを修正する。
【００６７】
　次に、ＬＳＩ設計支援装置は、上記した配線遅延時間ＨＤＴの１／２の遅延時間を算出
し、夫々が、この［ＨＤＴ／２］の遅延時間を有する遅延手段となるように、遅延回路５

1～５16各々に設けられている可変遅延バッファ５３のコンデンサＣ１及びＣ２各々の素
子構築を行う（ステップＳ１７）。すなわち、ＬＳＩ設計支援装置は、上記した定電流バ
イアス電圧ＣＰ及びＣＮが可変遅延インバータＩＶ１（ＩＶ２）に供給された場合に、１
組の可変遅延インバータＩＶ及びコンデンサＣが、この［ＨＤＴ／２］の遅延時間を有す
る遅延手段となるように、図３に示す如き、各々の第１金属配線ＭＬ１及び第２金属配線
ＭＬ２の配線長、或いは本数を設定する。或いは、予め初期設定されている第１金属配線
ＭＬ１及び第２金属配線ＭＬ２の配線長、或いは本数を、定電流バイアス電圧ＣＰ及びＣ
Ｎに応じて修正するようにしても良い。
【００６８】
　図９に示すチップレイアウト処理によれば、全ての遅延回路５1～５16は、クロック配
線長が最大となるクロック信号経路での配線遅延時間と、配線長が最小となるクロック信
号経路での配線遅延時間との中間の遅延時間を有する遅延手段となる。
【００６９】
　かかる構成によれば、例えＦＦ３1～３16の各々毎にクロック配線長が異なっていても
、各ＦＦ３は、動作保証内のホールドタイム及びセットアップタイムにて、クロック信号
に応じたデータ取り込みを行うことが可能となる。
【００７０】
　この際、図８に示す構成を採用すれば、定電流バイアス電圧ＣＰ及びＣＮを遅延回路５

1～５16に伝送する為の配線が２本だけとなるので、図１及び図７に示す如き、定電流バ
イアス電圧ＣＰ1～ＣＰ16及びＣＮ1～ＣＮ16を伝送する為の配線が３２本必要となる構成
を採用した場合に比して、占有するチップ面積を小さくすることが可能となる。
【００７１】
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　尚、図８及び図１０に示す構成では、クロック配線ＣＬＬの配線長が最大となるＦＦ３

1及びＦＦ３16各々と、クロック配線ＣＬＬの配線長が最小となるＦＦ３8及びＦＦ３9各
々とでは、クロックスキューの量が異なることになる。
【００７２】
　そこで、この配線長の違いによるスキュー分を相殺するように、遅延回路５及びＦＦ３
の間、並びに、インバータ２及びＦＦ３の間に遅延素子を挿入するようにしても良い。
【００７３】
　図１１は、かかる点に鑑みて為された、図１０に示す構成の変形例を示す図である。
【００７４】
　図１１に示す構成では、遅延素子ＤＬ１～ＤＬ７を遅延回路５2～５8及びＦＦ３2～３8

間に夫々挿入し、遅延素子ＤＬ１１～ＤＬ１７を遅延回路５15～５9及びＦＦ３15～３9間
に夫々挿入する。更に、遅延素子ＤＬＣ１～ＤＬＣ７をインバータ２2～２8及びＦＦ３2

～３8間に夫々挿入し、遅延素子ＤＬＣ１１～ＤＬＣ１７をインバータ２15～２9及びＦＦ
３15～３9間に夫々挿入する。尚、クロック配線ＣＬＬの配線長が最大となるＦＦ３1及び
ＦＦ３16に対しては、このような遅延素子を挿入しない。
【００７５】
　ここで、遅延素子ＤＬ１及びＤＬＣ１の各々は、インバータ１及び２1間のクロック配
線ＣＬＬによる配線遅延時間である最大配線遅延時間と、インバータ１及び２2間のクロ
ック配線ＣＬＬによる配線遅延時間との時間差に対応した遅延時間を有する遅延素子であ
る。また、遅延素子ＤＬ２及びＤＬＣ２の各々は、上記した最大配線遅延時間と、インバ
ータ１及び２3間のクロック配線ＣＬＬによる配線遅延時間との時間差に対応した遅延時
間を有する遅延素子である。また、遅延素子ＤＬ３及びＤＬＣ３の各々は、上記した最大
配線遅延時間と、インバータ１及び２4間のクロック配線ＣＬＬによる配線遅延時間との
時間差に対応した遅延時間を有する遅延素子である。また、遅延素子ＤＬ１１及びＤＬＣ
１１の各々は、インバータ１及び２16間のクロック配線ＣＬＬによる配線遅延時間、つま
り最大配線遅延時間と、インバータ１及び２15間のクロック配線ＣＬＬによる配線遅延時
間との時間差に対応した遅延時間を有する遅延素子である。また、遅延素子ＤＬ１２及び
ＤＬＣ１２の各々は、上記した最大配線遅延時間と、インバータ１及び２14間のクロック
配線ＣＬＬによる配線遅延時間との時間差に対応した遅延時間を有する遅延素子である。
また、遅延素子ＤＬ１３及びＤＬＣ１３の各々は、上記した最大配線遅延時間と、インバ
ータ１及び２13間のクロック配線ＣＬＬによる配線遅延時間との時間差に対応した遅延時
間を有する遅延素子である。尚、これら遅延素子ＤＬ１～ＤＬ７、ＤＬＣ１～ＤＬＣ７、
ＤＬ１１～ＤＬ１７、ＤＬＣ１１～ＤＬＣ１７としては、インバータ、オアゲート、アン
ドゲートの如き論理素子を直列に接続することにより、該当する遅延量を得るようにした
ものでも良い。
【００７６】
　図１１に示される構成によれば、全てのＦＦ３1～３16のクロックスキューを略０にす
ることが可能となるので、図１０に示される構成に比してホールドタイム及びセットアッ
プタイムに対するマージンを高めることができる。
【００７７】
　尚、図２に示される可変遅延バッファ５３においては、配線遅延時間に対応した遅延時
間を得るべく可変遅延インバータＩＶ１及びコンデンサＣ１にてその配線遅延時間の５０
％分の遅延を担い、可変遅延インバータＩＶ２及びコンデンサＣ２にて残りの５０％分の
遅延を担うようにしているが、その配分は５０％に限定されない。要するに、可変遅延イ
ンバータＩＶ１及びコンデンサＣ１に上記した配線遅延時間のＮ％（Ｎは正の実数）の遅
延時間を割り当て、可変遅延インバータＩＶ２及びコンデンサＣ２に配線遅延時間の（１
００－Ｎ）％の遅延時間を割り当てるようにすれば良いのである。
【００７８】
　また、図２に示す可変遅延バッファ５３では、データの立ち上がりエッジ部及び立ち下
がりエッジ部の双方においてその遅延時間を同一とする為、２つの可変遅延インバータＩ
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Ｖ１及びＩＶ２を直列に接続するようにしているが、１つ或いは３個以上の可変遅延イン
バータＩＶを直列に接続した構成を採用しても良い。この際、充放電制御部としての可変
遅延インバータＩＶの数Ｋ（Ｋ：正の整数）に対し、充放電制御部ＩＶ及びコンデンサＣ
による１組分の遅延量は、クロック配線長に基づく遅延量の１／Ｋとする。
【００７９】
　また、上記実施例においては、データパッドＰＤを入力データビットＤ1～Ｄ16の供給
元としているが、前段のラッチ回路（フリップフロップ）を供給元としても良い。
【００８０】
　また、図１又は図８に示される遅延回路５では、可変遅延バッファ５３の前段にインバ
ータ５１、可変遅延バッファ５３の後段にインバータ５２を接続するようにしているが、
これらインバータ５１、可変遅延バッファ５３及びインバータ５２の配列順は、かかる形
態に限定されるものではない。例えば、インバータ５１及び５２を直接接続し、その前段
に可変遅延バッファ５３を設けるようにしても良く、又、インバータ５１及び５２を直接
接続し、その後段に可変遅延バッファ５３を設けるようにしても良い。
【符号の説明】
【００８１】
３1～３16　　　　　ＦＦ（フリップフロップ）
４、２０           遅延時間設定部
５1～５16　　　　　遅延回路
５３　　　　　　　 可変遅延バッファ
Ｃ１、Ｃ２　　　　コンデンサ
ＩＶ１、ＩＶ２　　可変遅延インバータ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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