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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１動作電位点と、
　第２動作電位点と、
　上記第１動作電位点と上記第２動作電位点との間に複数の絶縁ゲート型電界効果トラン
ジスタが直列接続されており、該直列接続された複数の絶縁ゲート型電界効果トランジス
タに第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含むとともに上記第１絶縁ゲート型電界効
果トランジスタと同じ導電型の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含まない複数の第１
論理ゲートと、
　上記第１動作電位点と上記第２動作電位点との間に複数の絶縁ゲート型電界効果トラン
ジスタが直列接続されており、該直列接続された複数の絶縁ゲート型電界効果トランジス
タには少なくとも３以上の前記第1絶縁ゲート型電界効果トランジスタと同じ第１導電型
の第２絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む複数の第２論理ゲートとを有しており、
　上記少なくとも３以上の第２絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートは、夫々独立
した信号が入力され、
　上記第２絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶対値は、上記第１絶縁
ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶対値よりも小さいことを特徴とする半
導体集積回路。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体集積回路において、
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　上記第１論理ゲート及び上記第２論理ゲートはＣＭＯＳ論理ゲートであり、上記第２論
理ゲートは、上記第２絶縁ゲート型電界効果トランジスタと入力信号を共通とする第２導
電型の第３絶縁ゲート型電界効果トランジスタを有することを特徴とする半導体集積回路
。
【請求項３】
　請求項２に記載の半導体集積回路において、
　上記第３絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶対値は、上記第２絶縁
ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶対値よりも大きいことを特徴とする半
導体集積回路。
【請求項４】
　請求項２に記載の半導体集積回路において、
　上記第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶対値と上記第３絶縁ゲ
ート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶対値との差は、上記第２絶縁ゲート型電
界効果トランジスタのしきい値電圧の絶対値と上記第３絶縁ゲート型電界効果トランジス
タのしきい値電圧の絶対値との差よりも大きいことを特徴とする半導体集積回路。
【請求項５】
　請求項１に記載の半導体集積回路において、
　上記第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶対値と上記第２絶縁ゲ
ート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶対値との相違は、それぞれのチャネル形
成領域の不純物濃度を変えることによって形成したことを特徴とする半導体集積回路。
【請求項６】
　請求項１に記載の半導体集積回路において、
　上記複数の第１論理ゲートと上記複数の第２論理ゲートとを含む内部回路ブロックと、
入出力バッファを含むＩ／Ｏブロックとを有し、上記入出力バッファを構成する絶縁ゲー
ト型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶対値は、上記第１絶縁ゲート型電界効果ト
ランジスタのしきい値電圧の絶対値よりも大きいことを特徴とする半導体集積回路。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体集積回路において、
　上記入出力バッファを構成する絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート絶縁膜厚は
、上記第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート絶縁膜厚及び上記第２絶縁ゲート
型電界効果トランジスタのゲート絶縁膜厚よりも厚いことを特徴とする半導体集積回路。
【請求項８】
　基本的論理機能を実行可能なゲートセルの情報を含むセルライブラリを用いて半導体集
積回路を設計する設計方法であって、
　上位論理記述言語により記述された論理記述に上記セルライブラリに格納されたゲート
セルを割り当ててネットリストを生成する第１ステップと、
　生成されたネットリストの特性がその要求仕様を満たすかどうか検証する第２ステップ
とを有し、
　上記セルライブラリは、動作電位点間に複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタが直
列接続されており、該直列接続された複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタに第１絶
縁ゲート型電界効果トランジスタを含むとともに上記第１絶縁ゲート型電界効果トランジ
スタと同じ導電型の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含まない第１及び第２論理ゲー
トと、動作電位点間に複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタが直列接続されており、
該直列接続された複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタには夫々の入力信号が独立で
ある少なくとも３以上の前記第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタと同じ導電型の第２
絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む第３及び第４論理ゲートの情報を含み、
　上記第１論理ゲートの上記第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶
対値は、上記第２論理ゲートの上記第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電
圧の絶対値より大きく、
　上記第３論理ゲートの上記第２絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶
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対値は、上記第４論理ゲートの上記第２絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電
圧の絶対値より大きく、
　上記第１ステップにおいて、動作電位点間に複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタ
が直列接続されており、該直列接続された複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタに第
１絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含むとともに上記第１絶縁ゲート型電界効果トラ
ンジスタと同じ導電型の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含まない論理ゲートととし
ては、上記第１論理ゲートを選択し、動作電位点間に複数の絶縁ゲート型電界効果トラン
ジスタが直列接続されており、該直列接続された複数の絶縁ゲート型電界効果トランジス
タには夫々の入力信号が独立である少なくとも３以上の前記第1絶縁ゲート型電界効果ト
ランジスタと同じ第１導電型の第２絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む論理ゲート
としては、上記第４論理ゲートを選択するセル割り当て条件にしたがって、ゲートセルを
割り当てることを特徴とする設計方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の設計方法において、
　上記セルライブラリは、動作電位点間に複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタが直
列接続されており、該直列接続された複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタに２個の
前記第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタと同じ導電型の第３絶縁ゲート型電界効果ト
ランジスタを含む第５及び第６論理ゲートの情報を更に含み、
　上記第５論理ゲートの上記第３絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶
対値は、上記第６論理ゲートの上記第３絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電
圧の絶対値より高く、
　上記セル割り当て条件において、動作電位点間に複数の絶縁ゲート型電界効果トランジ
スタが直列接続されており、該直列接続された複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタ
に２個の同じ導電型の第３絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む論理ゲートとしては
、上記第５論理ゲートを選択する条件を含むことを特徴とする設計方法。
【請求項１０】
　請求項８に記載の設計方法において、
　上記セル割り当て条件において、動作電位点間に複数の絶縁ゲート型電界効果トランジ
スタが直列接続されており、該直列接続された複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタ
に第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含むとともに上記第１絶縁ゲート型電界効果
トランジスタと同じ導電型の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含まない論理ゲートが
駆動能力を要求される場合には、上記第２論理ゲートを選択する条件を含むことを特徴と
する設計方法。
【請求項１１】
　基本的論理機能を実行可能なゲートセルの情報を含み、かつ同じ基本論理機能を実行す
る複数のゲートセルの情報を含むセルライブラリを用いて半導体集積回路を設計するため
のプログラムであって、
　上位論理記述言語により記述された論理記述に上記セルライブラリに格納されたゲート
セルを割り当ててネットリストを生成する第１サブプログラムと、
　生成されたネットリストの特性がその要求仕様を満たすかどうか検証する第２サブプロ
グラムとを有し、
　上記ライブラリには、動作電位点間に複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタが直列
接続されており、該直列接続された複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタに第１絶縁
ゲート型電界効果トランジスタを含むとともに上記第１絶縁ゲート型電界効果トランジス
タと同じ導電型の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含まない第１及び第２論理ゲート
と、動作電位点間に複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタが直列接続されており、該
直列接続された複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタには夫々の入力信号が独立であ
る少なくとも３以上の前記第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタと同じ導電型の第２絶
縁ゲート型電界効果トランジスタを含む第３及び第４論理ゲートの情報を含み、
　上記第１論理ゲートの上記第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶
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対値は、上記第２論理ゲートの上記第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電
圧の絶対値より大きく、
　上記第３論理ゲートの上記第２絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶
対値は、上記第４論理ゲートの上記第２絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電
圧の絶対値より大きく、
　上記第１サブプログラムの実行にあたって、動作電位点間に複数の絶縁ゲート型電界効
果トランジスタが直列接続されており、該直列接続された複数の絶縁ゲート型電界効果ト
ランジスタに第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含むとともに上記第１絶縁ゲート
型電界効果トランジスタと同じ導電型の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含まない論
理ゲートととしては、上記セルライブラリの上記第１論理ゲートを選択し、動作電位点間
に複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタが直列接続されており、該直列接続された複
数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタには夫々の入力信号が独立である少なくとも３以
上の前記第1絶縁ゲート型電界効果トランジスタと同じ導電型の第２絶縁ゲート型電界効
果トランジスタを含む論理ゲートとしては、上記第４論理ゲートを選択するセル割り当て
条件を有することを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は半導体集積回路装置、特に高速化と低消費電力化に好適な半導体集積回路装置に
関し、またかかる半導体集積回路装置の設計方法及び該半導体集積回路装置設計用プログ
ラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
絶縁ゲート型電界効果トランジスタ（本願明細書ではＭＯＳＦＥＴに代表させて、ＭＯＳ
と表記する）は、高集積化、低消費電力化に適していることから、半導体集積回路装置の
トランジスタとして広く用いられるようになっている。ＭＯＳのオン－オフ特性は、その
しきい値電圧によって定まる。ＭＯＳの駆動能力を上げ、回路の動作速度を向上させるた
めには、しきい値電圧（なお、エンハンスメントタイプのＭＯＳでは、しきい値電圧はＮ
ＭＯＳは正の値、ＰＭＯＳは負の値をとる。以下では、特に正、負について言及しない場
合については、しきい値電圧の高低とはしきい値電圧の絶対値の高低をいうものとする。
）を低く設定することが効果的である。
【０００３】
一方で、しきい値電圧をあまり低く設定すると、ＭＯＳのゲートソース間電圧を０にして
もＭＯＳを完全にオフさせることができず、サブスレッショルドリーク電流が増大してし
まう。集積度が高く、低消費電力特性が高度に要求されるＬＳＩにおいては、待機動作時
にかかるリーク電流により消費される消費電力は決して無視できない大きさになる。
【０００４】
そのため、複数種類のしきい値電圧のＭＯＳを混在させてＬＳＩを構成する技術が特開平
１１－１９５９７６号公報に開示されている。この従来技術は、高速動作を要求される経
路に位置するゲートセルは優先的に低しきい値電圧のＭＯＳを用いて構成し、それ以外の
ゲートセルについては高しきい値電圧のＭＯＳを用いて構成することにより、高速動作と
消費電力の低減の両立を図ったものである。
【０００５】
このような複数種類のしきい値電圧のＭＯＳを混在させたＬＳＩの設計は以下のように行
う。高しきい値電圧のＭＯＳで構成されたゲートセルにより論理合成し、論理合成された
回路ブロック中のそれぞれの経路について、その遅延の評価を行う。そのうち、遅延が大
きく回路の動作周波数を律速するような経路を低しきい値電圧のＭＯＳで構成されたゲー
トセルに置き換える。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】



(5) JP 4090222 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

上記従来技術においては、最初の論理合成のステップを高しきい値電圧のＭＯＳを用いて
構成されたゲートセルにより行うため、回路に要求される動作速度の仕様が厳しい場合に
は、最初のステップではその仕様を満たすことができず、論理合成のステップを繰り返す
場合が多くなると予想される。したがって、最初の論理合成の段階である程度まで低消費
電力性を維持しつつ、高速化された回路を得ることができれば、論理合成に要する時間を
削減することができる。
【０００７】
一方で、従来の論理合成においては多入力論理ゲート（特に４入力以上）は余り用いるこ
とはなかった。４入力ＮＡＮＤゲートを例にとれば、４つのＮＭＯＳが直列接続されるた
めに、しきい値電圧の高いＭＯＳを用いて構成すると動作電流を十分とることができない
ために動作速度が遅くなる。このことから、多入力論理回路を用いて回路を構成すること
は通常の論理回路ではあまり行われなかった。
【０００８】
本発明の目的は、低消費電力化と動作速度とのバランスのとれた半導体集積回路を提供す
ることにある。
【０００９】
また、本発明の他の目的は、かかる半導体集積回路を短期間に論理合成可能な設計方法を
提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明では、３入力以上の論理ゲート回路は低しきい値ＭＯＳで構成されたゲートセルを
用いて半導体集積回路を構成する。
【００１１】
すなわち、第１動作電位点と、第２動作電位点と、第１動作電位点と第２動作電位点との
間に複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタが直列接続されており、該直列接続された
複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタに第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含
むとともに第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタと同じ導電型の絶縁ゲート型電界効果
トランジスタを含まない複数の第１論理ゲートと、第１動作電位点と第２動作電位点との
間に複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタが直列接続されており、該直列接続された
複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタには少なくとも３以上の第１導電型の第２絶縁
ゲート型電界効果トランジスタを含む複数の第２論理ゲートとを有しており、第２絶縁ゲ
ート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶対値は、第１絶縁ゲート型電界効果トラ
ンジスタのしきい値電圧の絶対値よりも小さく構成する。
【００１２】
ここで、低しきい値ＭＯＳを使用するのは少なくとも縦積みＭＯＳを形成するＭＯＳであ
る。それと相補動作するＭＯＳについては、より高いしきい値電圧のＭＯＳを用いても、
同じしきい値電圧のＭＯＳ（プロセスばらつき等を考慮すれば、相補動作する絶縁ゲート
型電界効果トランジスタのしきい値電圧は、第１絶縁ゲート型電界効果トランジスタのし
きい値電圧の絶対値と相補動作する絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の
絶対値との差が、第２絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶対値と相補
動作する絶縁ゲート型電界効果トランジスタのしきい値電圧の絶対値との差よりも大きく
なるようなしきい値電圧とすればよい）を用いてもよい。
【００１３】
また、半導体集積回路の設計にあたっては、３入力以上の論理ゲート回路については低し
きい値ＭＯＳで構成されたゲートセルを優先的に使用し、１入力の論理ゲート回路につい
ては高しきい値ＭＯＳで構成されたゲートセルを優先的に使用するようにする。さらにこ
のような設計を行うためのプログラムを提供する。
【００１４】
【発明の実施の形態】
発明者らは本発明に先立って多入力論理ゲートの入力信号とリーク電流との関係を検討し
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た。このような多入力論理ゲートは、その出力ノードＺｎと電源線（ＶＤＤまたはＶＳＳ
）との間に複数の同じ導電型のＭＯＳが直列に接続された、いわゆる縦積み構造を有する
。
【００１５】
図２（ａ）に３入力ＮＡＮＤゲートの回路図を、図２（ｂ）に３入力ＮＡＮＤゲート回路
の入力信号（ａ１，ａ２，ａ３）とリーク電流に起因する消費電力Ｐｌｅａｋとの関係の
シミュレーション結果を示した。ここでは、典型的な例として電源電圧ＶＤＤが１．０Ｖ
、しきい値電圧（絶対値）Ｖｔｈが０．３Ｖ、接合温度Ｔｊが２５度、ＭＯＳのゲート幅
が１．５μｍ、ゲート長が０．１５μｍの計算結果を示している。
【００１６】
入力信号（ａ１，ａ２，ａ３）のうち少なくとも一つがローレベル（以下「Ｌ」と表記す
る）であれば、出力ノードＺｎはハイレベル（以下「Ｈ」と表記する）となる。２０１は
３入力の１つがＬである組み合わせであり、２０２は３入力の２つがＬである組み合わせ
であり、２０３は３入力の全てがＬである組み合わせである。
【００１７】
３入力の２以上がＬとなり、複数のＭＯＳがオフ状態となった場合のリーク電流に起因す
る消費電力が約４０ｐＷであるのに対し、３入力の１がＬである場合のリーク電流に起因
する消費電力が２５０ｐＷ以上となり、消費電力は８割以上減少している。
【００１８】
さらに、３入力が取りうる入力信号の組み合わせは図２（ｂ）に図示しない３入力全てが
Ｈである場合を含めて８通りである。３入力全てがＨである場合には、並列接続されたＰ
ＭＯＳにサブスレッショルドリーク電流が流れ、このときの消費電力が最も大きい。トラ
ンジスタのゲート幅にも影響されるものの、この場合のサブスレッショルドリーク電流を
入力信号の１つがＬである場合のサブスレッショルド電流の約３倍と見積もる。しかし、
仮に各入力信号のＨ，Ｌが均等に生じるとすれば、サブスレッショルド電流が最大になる
入力信号となる確率は１／８であるのに対し、サブスレッショルド電流が大きく低減され
る入力信号となる確率は４／８である。このことから、３入力ＮＡＮＤゲートのリーク電
流に起因する平均消費電力はトランジスタのしきい値電圧の下げ幅に応じて増大するので
はないことが明らかになった。
【００１９】
一般に、低しきい値ＭＯＳのしきい値と高しきい値ＭＯＳのしきい値との差が０．１Ｖで
あるとすると、低しきい値ＭＯＳのサブスレッショルド電流は高しきい値ＭＯＳのサブス
レッショルド電流より約１０倍大きくなる。そのため、１入力論理ゲート、例えばインバ
ータを低しきい値ＭＯＳで構成すると、高しきい値ＭＯＳで構成したインバータに比べて
サブスレッショルド電流の大きさは１０倍になる。ところが、多入力論理ゲートを低しき
い値ＭＯＳで構成すると、上述したようなリーク電流低減効果が現れるため、多入力論理
ゲートを低しきい値ＭＯＳで構成した場合のサブスレッショルド電流による平均消費電力
とリーク電流低減効果の得られない低しきい値ＭＯＳで構成したインバータのサブスレッ
ショルド電流の平均消費電力とはさほど変わらないといえる。
【００２０】
むしろ、低しきい値電圧のＭＯＳで構成した多入力論理ゲートは、高しきい値電圧のＭＯ
Ｓで構成した多入力論理ゲートの欠点であった動作速度の遅さを克服することができる。
さらに多入力論理ゲートを用いることにより経路に含まれる論理ゲート段数を減らすこと
ができ、回路の動作速度はより高速化できる。一方で、リーク電流に起因する消費電力は
低しきい値ＭＯＳを用いているにも拘わらず、低しきい値ＭＯＳを用いたことによる消費
電力の増加は小さく抑えられ、あるいは論理ゲート数を減らすことができれば回路全体の
消費電力を減少させることも期待できる。このように、本発明は多入力論理ゲート、特に
３入力以上の論理ゲートを低しきい値のＭＯＳで構成することにより、低消費電力化と動
作速度とのバランスのとれた半導体集積回路を実現するものである。
【００２１】
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図３（ａ）に４入力ＮＡＮＤゲートの回路図を、図３（ｂ）に４入力ＮＡＮＤゲート回路
の入力信号（ａ１，ａ２，ａ３，ａ４）とリーク電流に起因する消費電力Ｐｌｅａｋとの
関係のシミュレーション結果を示した。３入力が４入力に替わった以外は全て図２（ｂ）
と同条件で計算している。３０１は４入力の１つがＬである組み合わせであり、３０２は
４入力の２つがＬである組み合わせであり、３０３は４入力の３つがＬである組み合わせ
であり、３０４は４入力の全てがＬである組み合わせである。この場合は、図３（ｂ）に
表示した１５通りのうち１１通りの入力パターンで複数のＮＭＯＳがオフ状態となり、リ
ーク電流に起因する消費電力が大幅に減少している。
【００２２】
このように多入力論理ゲートでリーク電流低減効果が大きいのは次のような理由による。
（１）オフ状態のＭＯＳのドレイン・ソース間の電位差が小さくなる。図２（ｂ）の例に
より説明する。１つのＮＭＯＳのみがオフ状態の場合（２０１）には、オフ状態のＭＯＳ
のソース・ドレイン間の電位差は出力ノードＺｎと接地電位ＶＳＳとの電位差であり、こ
れを例えばＶとする。一方、２つのＮＭＯＳがオフ状態の場合（２０２）には、電位差Ｖ
は２つの縦積みＮＭＯＳに分割して印加され、オフ状態のＭＯＳのソース・ドレイン間の
電位差はそれぞれ約Ｖ／２となる。ソース・ドレイン間の電位差が小さくなることにより
、ＭＯＳのしきい値電圧は高くなり、サブスレッショルド電流は大幅に小さくなる。
（２）特に３入力以上の論理ゲートの場合には、複数の縦積みＭＯＳがオフ状態になる確
率が大きくなる。２入力論理ゲートでは１／４であるのに対し、３入力論理ゲートでは１
／２、４入力論理ゲートでは１１／１６となる。これによりリーク電流に起因する平均消
費電力は入力数（すなわち縦積みＭＯＳの数）が大きいほど、小さく抑えることが可能に
なる。このことは２入力論理ゲートの場合は低しきい値電圧のＭＯＳで構成することによ
るリーク電流に起因する消費電流の増加量が大きく、３入力以上の論理ゲートの場合は低
しきい値電圧のＭＯＳで構成することによるリーク電流に起因する消費電流の増加が小さ
いことを意味する。
（３）縦積みＭＯＳの基板（ウェル）を図２（ａ）、図３（ａ）に示すように電源電位に
接続することによりＮＭＯＳがオフ状態になった場合に基板バイアス効果が生じることに
より、ＮＭＯＳのしきい値電圧が高くなり、サブスレッショルド電流が小さくなる。
【００２３】
なお、図２（ａ）、図３（ａ）はそれぞれＮＡＮＤ回路の例であるが、ＣＭＯＳ回路にお
いてはＮＯＲ回路とＮＡＮＤ回路ではＮＭＯＳとＰＭＯＳに関して対称であり、図２（ｂ
）、図３（ｂ）に関する議論はＮＯＲ回路にも当てはまる（この場合はＰＭＯＳが縦積み
される）。さらに、ＮＡＮＤ回路やＮＯＲ回路以外でもＡＮＤＮＯＲ回路などの複合論理
ゲートを含む、どのような種類のゲートセルでも電源間に直列接続された同じ導電型の複
数のＭＯＳを有する論理ゲートであれば適用することができる。
【００２４】
図１は本発明の代表的な実施例を示す図である。回路ブロック１１０はゲートセル（論理
ゲート）１００～１０８を含む。ここで、網掛けで示したゲートセル１０１、１０５はそ
れぞれ３入力ＮＯＲゲート、４入力ＮＡＮＤゲートであって、低しきい値電圧のＭＯＳで
構成される。このように、１つの回路ブロックのうち、３入力以上の論理ゲートを低しき
い値電圧のＭＯＳで構成される論理ゲートとする。また、２入力以下の論理ゲートについ
ては高しきい値電圧のＭＯＳで構成される論理ゲートとする。
【００２５】
ここで、低しきい値電圧のＭＯＳで構成される論理ゲートのトランジスタレベルでの構成
例を図４（ａ）及び図４（ｂ）に示す。これらの例では、３入力ＮＡＮＤ回路の例を示し
ている。図４（ａ）の回路構成では、縦積み構造を形成する第１導電型のＭＯＳ（図４（
ａ）の例ではＮＭＯＳ４０１，４０２，４０３）及びこれらの各ＭＯＳと相補に動作する
第２導電型のＭＯＳ（ＰＭＯＳ４０５，４０６，４０７）を低しきい値ＭＯＳで構成する
。図４（ｂ）の回路構成では、縦積み構造を形成する第１導電型のＭＯＳ（図４（ｂ）の
例ではＮＭＯＳ４１１，４１２，４１３）は低しきい値ＭＯＳで構成し、これらの各ＭＯ
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Ｓと相補に動作する第２導電型のＭＯＳ（ＰＭＯＳ４１５，４１６，４１７）を高しきい
値ＭＯＳで構成する。図４（ｂ）の構成は図４（ａ）の構成に比べて動作速度において劣
るが、入力信号の全てがＨであった場合にＭＯＳ４１５，４１６，４１７に流れるサブス
レッショルド電流を抑制することができ、よりリーク電流による消費電流の増加を抑える
効果がある。
【００２６】
なお、１つの回路ブロックに対して３種類以上のＭＯＳを利用する場合においても、本発
明は適用できる。この場合も、縦積み構造を形成するＭＯＳにはもっともしきい値の低い
ＭＯＳを用いることが望ましい。また、縦積み構造を形成するＭＯＳのうちでさらにしき
い値電圧を使い分ける場合には、ソースが電源線に直接接続されたＭＯＳのしきい値を高
くすることが望ましい。
【００２７】
図５（ａ）を用いて本発明にかかる設計方法を説明する。論理記述５０１は、論理合成の
対象となる回路の動作、機能を例えばＶＨＤＬ等の上位論理記述言語により記述したもの
である。制約条件５０２は、論理記述５０１を論理合成して得た回路が満たすべき遅延時
間や消費電力についての仕様である。セルライブラリ５０３は、それぞれ基本的論理機能
を実行可能な多数のゲートセル（例えば、インバータゲート、ＮＡＮＤゲート、複合論理
ゲート等）の情報が含まれている。ゲートセルの情報としては、セルの論理機能、外形寸
法、入力端子・出力端子の定義、入力端子・出力端子の位置、遅延時間、消費電力の情報
を含む。
【００２８】
ここで、セルライブラリ５０３には、高しきい値ＭＯＳで構成され消費電力特性に優れた
ゲートセル群５２１と、低しきい値ＭＯＳで構成され高速動作可能なゲートセル群５３１
とが含まれる。例えば、ゲートセル５２２は高しきい値ＭＯＳで構成されたインバータセ
ルであり、ゲートセル５３２は低しきい値ＭＯＳで構成されたインバータセルである。ゲ
ートセル５２２、５３２のトランジスタレベルでの回路図を図５（ｂ）に示す。インバー
タ５２２を構成するＰＭＯＳ，ＮＭＯＳは高しきい値ＭＯＳであり、インバータ５３２を
構成するＰＭＯＳ，ＮＭＯＳは低しきい値ＭＯＳである。また、ゲートセル５２３は高し
きい値ＭＯＳで構成された３入力ＮＡＮＤセルであり、ゲートセル５３３ａ，５３３ｂは
低しきい値ＭＯＳで構成された３入力ＮＡＮＤセルである。ゲートセル５３３ａは例えば
図４（ａ）で開示したタイプのもの、ゲートセル５３３ｂは例えば図４（ｂ）で開示した
タイプのものである。一方、ゲートセル５２３は例えばその全てのトランジスタが高しき
い値ＭＯＳにより構成される。もちろん、ゲートセル５３３ａまたはゲートセル５３３ｂ
のいずれか一方しか有さなくても構わない。また、同じ論理機能のゲートセルが、常に低
しきい値ＭＯＳで構成されたゲートセルと高しきい値ＭＯＳで構成されたゲートセルの２
種類を有することを必須とするものでもない。ただし、同じ論理機能を実行するゲートセ
ルは外形寸法、入力端子・出力端子の位置は同じにしておくことが望ましい。後述するよ
うにチャネルインプラでしきい値電圧を異ならせることにより実現可能である。
【００２９】
論理記述５０１、制約条件５０２、セルライブラリ５０３を用いて、論理合成５０４を実
行する。論理合成５０４は、セルの割り当てステップ５１１と仕様確認ステップ５１２と
を含む。セル割り当てステップ５１１では、論理記述５０１で記述された論理をその遅延
時間等を推定して最適化し、セルライブラリ５０３に含まれるゲートセルを割り当てる。
ここで、このセル割り当てステップにおいては、セル割り当て条件５１３に従う。すなわ
ち、１入力論理ゲートは高しきい値ＭＯＳで構成されたゲートセルを含むゲートセル群５
２１から、３入力以上の論理ゲートは低しきい値ＭＯＳで構成されたゲートセルを含むゲ
ートセル群５３１から選択する。２入力論理ゲートについては、縦積みＭＯＳによるリー
ク電流低減効果が３入力以上の論理ゲートに比較して小さいこと、またいわゆるクリティ
カルパスを構成する論理ゲートはごく少数の論理ゲートであることから、２入力論理ゲー
トは高しきい値ＭＯＳで構成されたゲートセルを含むゲートセル群５２１から選択するよ
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うにすることが望ましい。
【００３０】
このセル割り当てステップ５１１により、ネットリスト５０５が得られる。ネットリスト
５０５は論理合成対象とする回路をゲートセルの接続関係で表現したものである。仕様確
認ステップ５１２において、このネットリスト５０５が制約条件５０２に規定された仕様
（遅延時間・消費電力）を満たすかどうか、論理シミュレータ等を用いて回路の動作検証
を行って確認する。
【００３１】
仕様を満たしていることが確認できれば、論理合成は終了する。仕様を満たさない場合に
は、ネットリスト５０５の修正が必要となる。一つの修正方法として、論理記述５０１を
修正する方法がある。もう一つの修正方法としては、セル割り当て条件５１３を緩和して
、論理合成５０４を再度行う方法がある。例えば、仕様を満たさないとして特定された経
路上の論理ゲートのうち、ゲートセル群５２１に属するものをゲートセル群５３１に属す
るセルに変更する処理を行ってもよい。後者の修正方法は、従来技術の修正方法と同じで
ある。しかし、本発明の設計方法においては、最初の論理合成においてある程度の高速化
が進められていることから、従来技術に比べて修正のための繰り返し回数が少なくて済む
。
【００３２】
これらの処理は、図示しない計算機システム上で実行されるものである。セル割り当てス
テップ５１１に対応する第１サブプログラム、仕様確認ステップ５１２に対応する第２サ
ブプログラムを有する論理合成プログラムを計算機システムに読み込ませることで実行可
能である。
【００３３】
図６に本発明を適用した半導体集積回路６００のモデルを示す。内部論理回路である回路
ブロック６０２～６０４は、図１に示した回路ブロック１１０に相当する。具体的には、
これらの回路ブロックはＣＰＵ、ＦＰＵあるいはユーザの構成した論理回路である。Ｉ／
Ｏブロック６０１はパッド６１１に対し出力バッファ６１２、入力バッファ６１３が接続
される。入出力バッファ６１２，６１３の動作電圧は、他の回路ブロックの動作電圧より
も高いのが一般的である。内部バス６０５はそれぞれ信号線６２１，６２２により複数の
回路ブロック６０２，６０４と接続され、またバスコントローラ６０６を介してＩ／Ｏブ
ロック６０１に接続されている。回路ブロック及びＩ／Ｏブロックはこのように内部バス
を介して接続されるのみならず、直接接続される場合もある。例えば、図６の例では、回
路ブロック６０２と回路ブロック６０３、回路ブロック６０３と回路ブロック６０４、回
路ブロック６０４とＩ／Ｏブロック６０１とはそれぞれ信号線６２３，６２４，６２５に
より相互に直接接続されている。
【００３４】
ここで、内部バス６０５を駆動するバスドライバ６２１ｂ、６２２ｂは、一般的にインバ
ータ回路で構成される。しかしながら、内部バス６０５は大きな負荷容量を有するため、
かかる用途に用いるインバータ回路としては駆動力不足による動作速度の低下を回避する
ために、低しきい値ＭＯＳで構成されたゲートセルを用いることが望ましい。バスドライ
バに限られず、ある程度信号線長の長い信号線６２３を駆動する信号線ドライバ（例えば
、６２３ｄ）についても、低しきい値ＭＯＳで構成されたゲートセルを用いることが望ま
しい。ただし、比較的信号線長の短い信号線、あるいは駆動する負荷が小さい場合は高し
きい値ＭＯＳで構成されたゲートセルを用いることが望ましい（例えば６２３ｂ）。この
ようにすれば信号線ドライバの多い半導体集積回路についてはその低消費電力化に効果が
ある。
【００３５】
一方、信号線６２４，６２５は配線長が長く、負荷容量も大きい。このような場合は、そ
れぞれがリピータを構成する複数のドライバ（６２４ａ／ｂ，６２５ａ／ｂ）を用いる。
このとき、ドライバを数段に渡って直列に接続して全体の駆動力を上げることで動作速度
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の低下を防止することにより、一つ一つのドライバの駆動力は小さくて済むので、高いし
きい値ＭＯＳで構成されたゲートセルを用いることができる。また、高しきい値ＭＯＳで
構成されたドライバを使用しているので、リーク電流による消費電力は小さい。
【００３６】
このように、低しきい値のドライバを用いるか、高しきい値のドライバを用いるか、ある
いはリピータを構成する高しきい値のドライバを用いるかは、図５（ａ）において制約条
件５０２及びセル割り当て条件５１３に含めておくことができる。すなわち、ゲートセル
の出力が同一回路ブロックに含まれる他のゲートセルの入力に接続される場合には図５（
ａ）に示したセル割り当て条件に従い、ゲートセルの出力が回路ブロックの外の回路要素
を駆動する場合には個別に判断する。
【００３７】
図７は図６の半導体集積回路の断面図であり、各回路で用いられているＭＯＳの構造を示
す。ＰＭＯＳはＮ型ウェルＮ－ｗｅｌｌ、ＮＭＯＳはＰ型ウェルＰ－ｗｅｌｌに構成され
ている。図７の例はいわゆる三重ウェル構造の半導体デバイスであって、Ｎ型ウェルＮ－
ｗｅｌｌよりも深いＮ型ウェルＮＩＳＯが設けられ、Ｐ型基板とＰ型ウェルＰ－ｗｅｌｌ
とを分離している。なお、ｇ９０１～ｇ９０６はゲート電極、ｏ９０１～ｏ９０６はゲー
ト絶縁膜、ｃ９０１～ｃ９０６はチャネル形成層、ｄ９０１ｓ～ｄ９０６ｓはソース拡散
領域、ｄ９０１ｄ～ｄ９０６ｄはドレイン拡散領域をそれぞれ示している。
【００３８】
ＰＭＯＳＴＰ０３及びＮＭＯＳＴＮ０３は、それぞれ入出力バッファ（図６の６１２，６
１３）を構成するトランジスタである。上記したように、入出力バッファには高い電圧が
印加される。例えば、入出力バッファの動作電圧は、３．３Ｖであるのに対して、他の論
理ブロックの動作電圧は１．０Ｖである。そのため、ゲート絶縁膜ｏ９０５，ｏ９０６は
他の回路ブロックを構成するトランジスタよりも厚いゲート絶縁膜（ＳｉＯ2層８ｎｍ）
が用いられている。また、しきい値電圧も半導体集積回路中でもっとも高いしきい値電圧
が用いられ、例えば、ＴＰ０３のしきい値電圧Ｖｔｈ３Ｐは－０．７Ｖ、ＴＮ０３のしき
い値電圧Ｖｔｈ３Ｎは０．７Ｖである。
【００３９】
ＰＭＯＳＴＰ０１，ＴＰ０２及びＮＭＯＳＴＮ０１，ＴＮ０２は図６に例示した回路ブロ
ック６０２～６０５に用いられるＭＯＳである。これらのゲート絶縁膜厚は（ＳｉＯ2層
３．２ｎｍ）であって、入出力バッファに用いられるトランジスタのそれと比較して薄い
。
【００４０】
ＭＯＳＴＰ０１，ＴＮ０１は、本発明の高しきい値ＭＯＳで構成されたゲートセル、図４
（ｂ）に示したように低しきい値ＭＯＳで構成されたゲートセルの一部（ＭＯＳ４１５～
４１７）で用いられるＭＯＳである。例えば、ＴＰ０１のしきい値電圧Ｖｔｈ１Ｐは－０
．４Ｖ、ＴＮ０１のしきい値電圧Ｖｔｈ１Ｎは０．４Ｖである。また、ＭＯＳＴＰ０２，
ＴＮ０２は、本発明の低しきい値ＭＯＳで構成されたゲートセルで用いられるＭＯＳであ
って、図４（ａ）のＭＯＳ４０１～４０７及び図４（ｂ）のＭＯＳ４１５～４１７に相当
する。例えば、ＴＰ０２のしきい値電圧Ｖｔｈ２Ｐは－０．３Ｖ、ＴＮ０２のしきい値電
圧Ｖｔｈ２Ｎは０．３Ｖである。
【００４１】
周知のように、ＴＰ０１とＴＰ０２またはＴＮ０１とＴＮ０２でしきい値電圧を調整する
方法は多数ある。例えば、ゲート絶縁膜厚を変える、ゲート長を変えることによってしき
い値電圧を調整することができる。しかし、図７に示すようにチャネルインプラにより、
ゲート電極下のチャネル形成領域の不純物濃度を変えることによりしきい値電圧を調整す
ることが望ましいといえる。ゲート絶縁膜厚を変える場合にはマスク枚数が増えるおそれ
があり、ゲート長を変える場合には同じ論理機能を有するゲートセルでセルサイズが変わ
ってしまうおそれもある。このことから、チャネルインプラによりしきい値電圧を調整す
ることが望ましいといえる。
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【００４２】
以上、実施例に則して本発明を説明した。本発明の本質が保たれる限り、種々の変形が可
能である。例えば、本発明の半導体集積回路に対して、公知の電源スイッチや基板バイア
ス制御によりスタンバイ時の消費電力を低減する機構を設けることも可能である。
【００４３】
【発明の効果】
本発明によって、回路の動作速度とリーク電流による消費電力のバランスをとれた半導体
集積回路を提供できる。
【００４４】
さらに、当該半導体集積回路を短期間に論理合成可能な設計方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の半導体集積回路の回路ブロックの一例を示す図である。
【図２】図２（ａ）は３入力ＮＡＮＤの回路図であり、図２（ｂ）は３入力ＮＡＮＤ回路
における入力状態に対するリーク電流に起因する消費電力を説明するための図である。
【図３】図３（ａ）は４入力ＮＡＮＤの回路図であり、図３（ｂ）は４入力ＮＡＮＤ回路
における入力状態に対するリーク電流に起因する消費電力を説明するための図である。
【図４】図４（ａ）は、低しきい値ＭＯＳで構成した論理ゲート（３入力ＮＡＮＤ）の第
１の構成例であり、図４（ｂ）は、低しきい値ＭＯＳで構成した論理ゲート（３入力ＮＡ
ＮＤ）の第２の構成例を示す図である。
【図５】図５（ａ）は、本発明の半導体集積回路の設計方法を示す図であり、図５（ｂ）
は、図５（ａ）に示すセルライブラリ内に有するゲートセルのトランジスタレベルにおけ
るインバータ回路例を示す図である。
【図６】本発明を適用した半導体集積回路を示す図である。
【図７】本発明の半導体集積回路のＭＯＳの断面を示す図である。
【符号の説明】
１００～１０８：論理ゲート、１１０，６０２～６０４：内部回路ブロック、６００：半
導体集積回路、６０１：Ｉ／Ｏブロック、６１１：パッド、６１２：出力バッファ、６１
３：入力バッファ、６０５：内部バス、６０６：バスコントローラ、６２１～６２５：信
号線。
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