
ECT－12－053 

 

1／6 

 

 

 

断熱的論理回路用同期化 clock発生器の低消費電力設計 
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Design of low-power clock generator synchronized with AC power for adiabatic logic 
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In this paper, low-power clock generator synchronized with AC power supply for adiabatic logic is proposed. 

The designed circuit consists of the Schmitt trigger and digital counter. The simulation result has shown that 

power consumption of the proposed generator is lower than that of conventional PLL or DLL. 
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1. 序論 

高速無線データ通信 (high rate data communication; 

HRD)と大規模集積回路 (large scale integrated circuit; 

LSI)の発展によって個人用携帯端末機 (personal digital 

assistant; PDA, smart phone, tablet PC)の開発に関心が

高くなっており、これらの使用が急増している。このよう

な無線端末器の携帯性、限定された電源の長期間使用のた

めに小型化及び低消費電力に対する研究が盛んに行われて

いる。 

論理回路の低消費電力化のために, 既存の CMOS 論理回

路で発生する電力損失を低減する断熱的論理回路

(adiabatic dynamic CMOS logic; ADCL)の研究が進行され

ている(1)～(3)。CMOS 論理回路は一定の電圧値を持つ直流電

源を用いて、出力のレベル high, low変化によるエネルギー

損失が発生する。一方、断熱的論理回路は high, lowの変化

に対して同期された交流電源を使うので電圧をゆっくり上

昇・下降させることが可能でエネルギー損失を低減するこ

とができる(4)～(6)。論理回路の clock 信号が立ち上がる時、

交流電源電圧が立ち下がることと、反対に clock信号が立ち

下がる時交流電源電圧が立ち上がることが同期化であり、

この時断熱的な動作となり大きな消費電力低減が期待され

る。 

交流電源と clock信号発生器を別に設計する場合、断熱的

な動作のために同期化回路が必要である。交流信号の同期

化 方 式 で phase locked loop(PLL) と  delay locked 

loop(DLL)が使われている。 しかし PLLと DLLの消費電

力は非常に大きい(7)～(12)。従って、消費電力が低く断熱的な

動作が可能な ADCL用の同期化回路が必要である。 

本論文では、交流電源と clock信号の同期化のための断熱

的論理回路用低消費電力 clock発生器を提案する。設計した

「Schmitt trigger」と「digital counter」を利用して従来の

同期化回路(PLL, DLL)より低消費電力で、断熱的な動作に

必要な同期がとれる clock発生器を設計する。 

2章では断熱的論理回路の基本動作である断熱的充・放電

に対して説明し、断熱的論理回路と電源部について説明す

る。3章では Schmitt triggerと digital counterを利用して

断熱動作用の同期化 clock 発生器を設計する。4 章では 

PSpice シミュレーションで設計した clock 発生器の動作と

消費電力を計算して従来の同期化回路と消費電力を比較す

る。最後は 5章結論である。 

2. 断熱的論理回路 

〈2･1〉 断熱的な動作   

一般のCMOS論理回路は一定の電圧値を持つ直流電源を

使うので、入力の急峻な high・low 変化によって短い時間

に負荷 capacitor に電荷を充電することができずに、論理

回路の抵抗成分によってエネルギー損失が発生する。この

エネルギー損失を最小化するために負荷 capacitor の容量

を考慮して充・放電の時間より遅い上昇及び下降時間を持

つ交流電源を使うのが断熱的な動作である(1)(2)。 

図 1 は基本的な RC 回路で直流信号の動作と断熱的な動

作を表したものである。(b)は入力が直流電圧の動作の時の

電圧波形を表し、lowから high に変化する時、負荷 Cに電

荷の充電が終了するまでの時間に抵抗でエネルギーを損失

する。 

この時(a)の電流は 
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である。抵抗 Rの電圧は 
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(a) RC 回路 

 
(b) 直流信号の動作 

 
(c) 断熱的動作 

図 1 基本的な RC回路での直流信号の動作と断熱的動作 

Fig. 1. Operation of the DC signal and the 

adiabatic charging at normal RC circuit 

 

である。従って、抵抗 Rの消費電力は 
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になる。 

一方 (c)は入力がRC回路の充電時間より遅い上昇時間を

持つ交流電圧の動作時の電圧波形を表し、抵抗の両端の電

位差をなくす事でエネルギー損失を低減する。 

この時(a)の電流は 
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である。抵抗 Rの電圧は 

   














































τtuee
τ

RCV
tv CR

τt

CR

t

I
R 11  .............. (５) 

である。従って、抵抗 Rの消費電力は 
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になる(3)。 

〈2･2〉 断熱的論理回路(adiabatic dynamic CMOS logic; 

ADCL) 

ADCLは断熱的な動作をCMOS論理回路に適用した回路

で、CMOS 論理回路、逆流防止のための 2 個の diode と交

流電源で構成される(4)~(6)。図 2 は 論理回路の基本である

ADCL inverterと動作の波形を示したものである。 

入力信号 inputで pMOSと nMOSを on・offして CMOS 

inverterと等しい 論理動作をする。三角波である交流信号 

 
(a) ADCL inverter 

 
(b)動作の波形 

図 2. ADCL inverterと動作の波形 

Fig. 2. ADCL inverter and operation waveforms 

 

Vphiを電源に使って断熱的な動作をして、diodeを利用して

highと low両方を維持する。 

inputが lowである時 pMOSが on、nMOSが offになる。

この時、交流電源Vphiが上昇すれば、Diode1が forward bias

になりながら負荷 C に Vphiの電圧の増加量の程度で電荷を

充電しながら断熱的な動作をする。以後 Vphiが下降すれば、

Diode1が reverse biasになるため負荷Cは放電ができず出

力は highを維持する。 

input が high である時 pMOS が off、nMOS が on にな

る。この時、交流電源 Vphiが下降すれば、Diode2が forward 

biasになり負荷 Cに Vphiの電圧の減少量の程度で電荷を放

電しながら断熱的な動作をする。電源の方で放電して電荷

の再利用が可能である。以後 Vphiが上昇すれば、Diode2が

reverse bias になるため負荷 C は充電ができず出力は low

を維持する。 

断熱的論理回路は出力波形の上昇と下降、両方で断熱的

な動作をし、負荷 capacitorの放電時、電源に電荷が戻され

て電荷の再利用が可能である。しかし、入・出力信号の間

に交流電源の半周期の程度の遅延がある。また、入力信号

との同期化が可能で電荷再利用の可能な電源部が必要であ

り、二つの diodeと容量が大きい capacitorを使うので設計

の面積が大きくなる。 
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(a)同期が合った時(位相差 180°) 

  
(b)同期が合わなかった時(位相差 270°) 

 
(c)同期が合わなかった時(位相差 0°) 

図 3. 交流電源と clock信号の同期の関係 

Fig. 3. The relation of synchronization between 

AC power signal and clock signal 

 

 

図 4. 同期化回路を使用した電源部 

Fig. 4. The power part using a synchronizer 

 

〈2･3〉 断熱的論理回路の電源部   

断熱的な動作のために交流電源と clock 信号の同期が合

わなければならない。図 3 は同期が合った時と合わなかっ

た時の出力波形を比較している。同期が合わなければ 非断

熱的な動作が現われて断熱動作ができないので低消費電力

にならない。 

このような理由で交流電源と clock 発生器を別に設計を

する場合は断熱的な動作のために図 4のような二つの信号 

表 1. MOS level-3 model library 

Table 1. MOS level-3 model library 

 pMOS nMOS  pMOS nMOS 

Vto -0.9 0.82 ld 0.35e-6 0.25e-6 

Tox 2.5e-8 2.5e-8 nsub 1.5e16 1.5e16 

Uo 190 550 cgso 2.7e-10 2.7e-10 

Gamma 0.7 0.75 cgdo 2.7e-10 2.7e-10 

Delta 0.7 0.5 xj 0.4e-6 0.3e-6 

Theta 0.11 0.05 cj 4.5e-4 2.7e-4 

Eta 0.13 0.01 mj 0.43 0.45 

Kappa 2.0 0.2 cjsw 5.4e-10 4.2e-10 

Rsh 8 18 mjsw 0.37 0.31 

 

 

(a) Schmitt trigger 

 
(b)Schmitt trigger circuit の波形 

図 5. 設計した Schmitt trigger 回路 

Fig. 5. The designed Schmitt trigger circuit 

 

の同期化回路が必要である。 

交流信号の同期化の方式で一般的には PLL, DLL の方式

が多く使用されている。しかし PLL と DLL の消費電力が

非常に大きい(7)～(12)。断熱的な動作のために同期化が可能で

低消費電力の電源部の設計が必要である。 

3. 断熱的論理回路用の同期化 clock 発生器の設計 

本論文では、交流電源と clockの同期化のための断熱的論

理回路用低消費電力 clock 発生器を提案する。clock 発生器

の設計は表 1の MOS level-3 model libraryを使った。 

論理回路の clock信号が立ち上がる時、交流電源電圧が立

ち下がることと、反対に clock 信号が 立ち下がる時交流電

源電圧が立ち上がることが同期化であり、この時断熱的な

動作をして低消費電力動作となる。 

まず、交流信号から clockパルスを作りながら断熱動作の

同期化ができる「Schmitt trigger」を設計した(図 5)。

Schmitt triggerは入力信号が Vt+以上の場合に出力が high

になって、入力信号が Vt-以下の場合に出力が lowになるの

で交流信号から clock パルスを作るだけではなく断熱動作

の同期化まで可能である。 

次に、clockの周波数を下げるために「digital counter」

を設計した。断熱的な動作のために交流信号と clockの周波 



 

4／6 

 

図 6. 設計した digital counterの timing chart 

Fig. 6. Timing chart of the designed digital 

counter 

 

 

図 7. 提案した断熱的論理回路用の同期化 clock発生器 

Fig. 7. The proposed low-power clock generator 

for ADCL system 

数比は「奇数:1」ではなければならない。それで Schmitt 

trigger の出力を奇数分周しなければならないが、奇数分周

器は複雑で消費電力が大きくなる。そこで二つの counter

を使ってその NAND出力を利用する手法を考案した。周波

数は偶数分周でも、この手法で同期を合わせる事ができる。

図 6は設計した digital counter の timing chartを示す。 

図 7は設計したSchmitt triggerと digital counterを使用

して提案する断熱的論理回路用低消費電力 clock 発生器で

ある。この発生器は交流電源「OSC core」から入力された

交流電圧から断熱的論理回路の clock を作り、交流電圧と

clock信号の同期化もできる。 

4. PSpice シミュレーションの結果 

提案した交流電源と clock の同期化のための断熱的論理

回路用の低消費電力 clock 発生器を、1.2um Standard 

CMOS Processと Pspiceでシミュレーションした。図 8は

シミュレーションの結果を表した。Schmitt triggerの動作

と digital counterの動作を確認した。また、断熱的な動作

のための交流信号と clock 信号の同期化された結果も確認

した。 

表 2に示す消費電力の計算の結果より Schmitt trigger  

 

 
(a) 交流信号 

 
(b) Schmitt trigger の出力信号 

 
(c) Digital counter の出力信号 

図 8. 提案した clock発生器シミュレーションの結果 

Fig. 8. The result of simulation of proposed clock generator 
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表 2. 提案した clock発生器の消費電力 

Table 2. Power consumption of the proposed 

clock generator 

 
電源 

[V] 

出力周波数 

[Hz] 

消費電力 

[uW] 

Schmitt trigger 5 

30k 126.57 

100M 1984.7 

Digital counter 5 

3k 1.226 

10M 4095.9 

 

30kHz で約 126.57uW、digital counter 3kHz で 1.226uW

であった。また、Schmitt trigger 100MHzで約 1984.7uW、

digital counter 10MHz で 4095.9uWであった。 

交流電源と clock 発生器を別に設計して同期化回路を使っ

た時と提案した断熱的論理回路用の低消費電力 clock 発生器

の消費電力を比較した。表 3のような Clock Gen.の中で消費

電力が一番低いもの(8)(0.36uW)と Sync.circuit の中で消費

電力が一番低いもの(11)(16mW)の合計より、提案した clock

発生器の消費電力の方が低かった。従って、提案した clock

発生器の消費電力低減効果が大きい事が分かった。 

 

表 3. 消費電力の比較 

Table 3. Comparison of power consumption 

文 

献 
Type プロセス 

電源 

[V] 

周波数 

[Hz] 
消費電力 

発行 

年月 

(7) 

Clock 

Gen. 

0.18um 
1.2 

~2.4 
37.5M 120uA 

2010. 

11. 

(8) 0.18um 1.8 31.25k 0.2uA 
2010. 

9. 

(9) 0.13um 1 200M 140uW 
2007. 

11. 

(10) 

Sync. 

circuit 

0.18um 1.8 133M 53mW 
2009. 

4. 

(11) 0.18um 1.8 
100M 

~1G 

16mW@100MHz 

64mW@1GHz 

2011. 

8. 

(12) 0.18um 1.8 
120M 

~2.16G 

16.2mW 

@2.16GHz 

2011. 

4. 

本 

論 

文 

Schmitt 

trigger 
1.2um 5 100M 1.985mW  

Digital 

counter 
1.2um 5 10M 4.096mW  

 

5. 結論 

既存の CMOS 論理回路で発生する電力損失を低減する断

熱的論理回路(ADCL)において、交流電源と clock が同期化

される時、断熱的な動作となり低消費電力が実現できる。従

って、交流電源と clock を別に設計する場合には断熱的な動

作のための同期化回路が必要である。交流信号の同期化の方

式では PLL, DLL方式を多く使用しているが、PLLと DLL

の消費電力は非常に大きい。 

本論文では、交流電源と clock の同期化のための断熱的論

理回路用低消費電力 clock 発生器を提案した。交流信号から

clock を作りながら断熱動作の同期化ができる「Schmitt 

trigger」を設計した。 また、断熱的論理回路の動作のため

に clock の周波数を下げるために「digital counter」を設計

した。「Schmitt trigger」と「digital counter」の消費電力

はそれぞれ 1.985mW と 4.096mW である。従来の同期化回

路(PLL, DLL)を使用する場合より提案した回路の方が低消

費電力であった。 
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