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In this paper, the deviations in power consumption due to the phase difference between the clock and the AC 

signal of adiabatic dynamic CMOS logic (ADCL) have been studied. Considering conditions maximizing the 

low-power efficiency, design specifications of synchronizer for ADCL are proposed. The simulation result has 

shown that the proposed design enables to maximize low-power efficiency of ADCL. 
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1. 序論 

近年、次世代 LSI 技術の進展とともにトランジスターの

大きさは回路の性能と動作の速度を増加させるために

nanometer レベルに入ってきており、低消費電力のため

「nano-scale CMOS process」では chipの電源電圧は減少

している。また PDA, smart phone, tablet PCなどのよう

な個人用携帯端末機の複雑な機能を実現するための回路設

計でも低消費電力に対する研究が進行されている。 

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)~(8)。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(1)~(5), (9)~(12)。論理回路の入力信号が立ち上が

る時、交流電源電圧が立ち下がることと、反対に入力信号

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。 

ADCL では断熱動作をするために、入力信号と交流電源

の位相を同期させる必要がある。この条件を満足させるこ

とができなければ、非断熱動作区間が現れ、断熱動作の方

より高い消費電力を招く。しかし、ADCL にはダイオード

の構成によって正確に同期が合わなくても非断熱動作が現

れない動作ができる特徴を持っている。この同期位相のマ

ージンを用いて、非断熱動作が現れないように同期の位相

に対する条件を満足することが ADCL の低消費電力効果を

最大化できる方法である。 

本論文では、ADCL の構成的な特徴を解析して、交流信

号と入力信号の位相差による出力信号と消費電力の変化に

ついて考察する。それを基に、低消費電力の効果を最大化

できる条件を提示する。1.2um標準 CMOSモデルを用いた

回路シミュレーションで入・出力信号の関係と消費電力の

変化を確認して提案した設計仕様の妥当性を確認する。 

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

に負荷容量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 C 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(6)~(8)。 

図 1 は基本的な RC 回路における直流信号の動作と断熱

的な動作の同期が合った時と合わなかった時を示す。 

図 1(a)の入力信号は 
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ここで、 は入力の立ち上がる時間、φは非同期区間で

u(t)は単位ステップ関数である(4)(9)(10)。 

(b)は入力が直流電圧(φ= )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)の入力信号は 

    tuVtv II   ......................................................... (４) 

である。抵抗 Rの電圧は 

  CR

t

IR eVtv


  ......................................................... (５) 

である。従って、抵抗 Rの消費電力は 

  CR

t

I
R e

R

V
tp

22


  ...................................................... (６) 

になる(4)(9)(10)。 

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(φ=0)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)の入力信号は 

           tuVtutut
τ

V
tv I

I
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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  .............. (８) 

である。従って、抵抗 Rの消費電力は 
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になる(4)(9)(10)。 

(d)は交流信号のφが増加することによって断熱動作の区

間が減少する。この時(a)の入力信号は式(１)である。抵抗 R

の電圧は式(２)である。従って、抵抗 Rの消費電力は式(３)

になる。 

〈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 個のダイオード

と交流電源で構成される(1)~(5), (10)~(12)。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) RC 回路 

 
(b) 直流信号の動作 

 
(c) 断熱的動作 

 
(d) 断熱的動作(同期が合わない時) 

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 
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(a) input : H  L(pull-up network) 

 
(b) input : L  H(pull-down network) 

 
(c)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、ダイオードを利用

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が順方向バイ

アスになりながら負荷 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が逆方向バイアスになるため負荷 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が順方向

バイアスになり負荷 Cに Vphiの電圧の減少量の程度で電荷 

 
(a) pull-up network のモデル 

 
(b) pull-down networkのモデル 

 
(c) pull-up networkの波形 

 
(d) pull-down network の波形 

図 3. ADCLにおけるダイオードによる特徴 

Fig. 3. Features due to diodes in ADCL 

 

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

が逆方向バイアスになるため負荷 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、二つのダイオードと容量が大きい負荷 C を使うので設

計の面積が大きくなる。 

3. ADCL の低消費電力の効果 

〈3･1〉 入力信号の位相差による消費電力の変化 

逆流防止又は出力電圧レベルを維持するため、ADCLは 1 
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(a) pull-up network の充電断熱動作 

 

 

(b) pull-down network の放電断熱動作 

図 4. 充・放電断熱動作の波形 

Fig. 4. Waveforms of adiabatic charging and 

discharging 

 

つの logic gate 当たり 2 つのダイオードを持っている。こ

のダイオードによって、ADCL は次のような特徴を持って

いる。①ダイオードが turn-on になる電圧が交流電源から

供給される時から充・放電の断熱動作が始まる。②このダ

イオードの cut-in 電圧(VD)によって出力信号の振幅は電源

から VD1+VD2を除いただけに減る。 

図 3(c)と(d)の 1)は特徴①を示す。nMOSが offで pMOS

が onである pull-up networkの場合(図 3(a))、Diode1のカ

ソードより大きい電圧が交流電源から供給されて Diode1

が turn-on になりながら負荷 C に充電断熱動作が始まる。

反対に nMOS が on で pMOS が off である pull-down 

network の場合(図 3(b))、Diode2 のアノードより小さい電

圧が交流電源から供給されてDiode2が turn-onになりなが

ら負荷 Cに放電断熱動作が始まる。 

図 3(c)と(d)の 2)は特徴②を示す。pull-up network の場

合、交流電源が 0で上昇して最高値である VIを供給した時、

負荷 C には VI-VD1 まで充電される。反対に pull-down 

network の場合、交流電源が VI で下降して最低値である

0(ground)を供給される時 Cには VD2まで放電される。従っ

て、出力信号の振幅は交流電源の振幅である 0から VIまで

に二つのダイオードの電圧を除いた VD2から VI-VD1までの

VI-(VD1+VD2)になる。 

図 4(a)で示すように、入力信号によって pull-up network

になっても交流電源が VD1+VD2より小さい場合は充電断熱

動作をしないが、交流電源が VD1+VD2より大きい時から充

電断熱動作が始まる。一方、図 4 の(b)で示すように、入力

信号によって pull-down network になっても交流電源が

VI-(VD1+VD2)よりも大きい場合、放電断熱動作をしないが、

交流電源が VI-(VD1+VD2)より小さいときから放電断熱動作 

 
(a) 

 m0  

 
(b) 0 m

 

 
(c) 

 m    

図 5. pull-up networkにおける非同期区間による 

出力波形の比較 

Fig. 5. Comparison of waveforms  

due to pried of nonsynchronization in pull-up network 

 

が始まる。 

ADCL における断熱動作のための入力信号と交流電源の

同期条件は入力信号が high から low に変わる時、つまり

pull-up network の時に交流電源が VD1+VD2から上昇する

ことであり、入力信号が lowから highに変わる時、つまり

pull-down network の時に交流電源が VI-(VD1+VD2)から下

降することである。 

〈3･2〉 ADCL の低消費電力効果最大化の条件 

ADCL で同期が合わず発生する非断熱動作は断熱動作に

よる消費電力より高い消費電力を招く。従って、ADCL に

おける低消費電力効果を最大化するためには非断熱動作が

現れないように入力信号と交流電源の同期を合わせる必要

がある。 

3.1 で説明した入力信号と交流電源の位相差による消費

電力変化で確認したように、pull-up networkで交流電源が

VD1+VD2 より小さい場合で電圧の変化は出力信号に影響を

与えず、非断熱動作が現れないので消費電力の変化もない。

また、pull-down network で交流電源が VI-(VD1+VD2)より

大きい場合で電圧の変化は出力信号に影響を与えず、非断

熱動作が現れないので消費電力の変化もない。 

出力信号と消費電力に対する影響がない部分を同期のマー

ジンと定義することができ、その範囲φMは次の式である。 
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  ............................. (１０) 

従って、ADCL の低消費電力効果の最大化の条件はマー

ジンφm の範囲で入力信号と交流電源の同期を合わせるこ

とである。 

pull-up network で交流電源が VD1+VD2より小さい場合

には電流が流れないため、消費電力が発生しない。そのた

めに図 5(a)、(b)に示すように VD1+VD2より小さい所のどこ

でも pull-up network になっても消費電力と出力信号に対

する影響がない。しかし、図 5(c)に示すように同期化条件に

合わない場合は断熱動作の区間が減っており、非断熱動作

の区間が現れる。これは、高い消費電力を招く。 

同期のマージンを利用し、従来の入力信号と交流電源の

厳格な同期条件を変更することができ、簡単に同期化回路

の設計仕様を決めることが可能である。従来の同期回路の

設計仕様は交流電源が VIの時に入力信号が立ち上がってお

り、交流電源が 0(ground)の時に入力信号が立ち下がる事を

目指した。しかし、同期のマージンを利用すれば、同期回

路の設計仕様は交流電源が VI-(VD1+VD2)より大きい領域で

は入力信号が立ち上がる事と交流電源が VD1+VD2より小さ

な領域では入力信号が立ち下がる事に変更できる。 

4. 回路シミュレーション 

提示した ADCL 低消費電力の効果を最大化できる条件を

確認するために 1.2um 標準 CMOS モデルを用いた回路シ

ミュレーションして提案した設計仕様の妥当性を確認する。 

まず、1.2um標準 CMOSモデルの時に同期のマージンを

計算する。1.2um標準 CMOSモデルを用いて図 2の ADCL 

inverter を設計する時、ダイオードは MOS diode 

connectionを使う。従って、VD1は 0.9Vで VD2は 0.82Vで

ある。また、VIは 5V で は 15us である。その時、式(10)

の同期のマージンを計算すると 

332.5332.5 _  CalM  ........................................ (１１) 

になる。 

次は、ADCL inverterをシミュレーションした。表 1 は

シミュレーション条件を示す。交流電源のφを変更して出

力信号の変化と消費電力の変化を確認した。 

 

表 1. シミュレーション条件及び電源 

Table 1. Conditions of simulation and powers 

入力信号 周波数 : 3kHz, Vp-p : 5V, Voffset : 2.5V 

DC 電源 5V 

交流電源 

周波数 : 33kHz, Vp-p : 5V, Voffset : 2.5V 

φ1=15.5us, φ2=11.625 us, φ3=7.75 us, φ4=3.875 us,  

φ5=0, φ6=-3.875 us, φ7=-7.75 us, φ8=-11.625 us 

 

図 6はシミュレーションの結果を表す。φ4、φ6とφ5の

時は断熱動作区間と出力波形が同じなのでマージンの範囲

である。他の交流電源では非断熱動作が現れ始め、特にφ1 

 

(a) 入力信号と交流信号 

 

(b) ADCL inverter 出力信号 

図 6. pull-up networkにおける信号の比較 

Fig. 6. Comparison of waveforms for pull-up network 

 

表 2. 消費エネルギーの比較 

Table 2. Comparison of power consumption 

非同期区間(us) 消費エネルギー(nJ) 備考 

φ1 = 15.5 145.296 

非断熱動作有 φ2 = 11.625 127.238 

φ3 = 7.75 118.850 

φ4 = 3.875 118.546 
 

 

 

  マージンの範囲 φ5 = 0 118.519 

φ6 = -3.875 118.581 

φ7 = -7.75 118.592 

非断熱動作有 

φ8 = -11.625 140.216 

 

 

図 7. 計算とシミュレーションのマージンの範囲の比較 

Fig. 7. Comparison of margin regionφM andφM_Sim 

 

の出力波形は CMOS論理回路と同様になった。 

表 2は計算した消費エネルギーを示す。φ3~φ7は消費エ
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ネルギーがほぼ同一である。しかし、φ3、φ7は pull-down 

network が始まる時 VD1+VD2より大きな交流電圧であるの

で出力波形には短いが非断熱動作が現れた。従って、φ3、

φ7はマージンの範囲外である。 

シミュレーションで正確なマージンの範囲を確認するた

めにφ3とφ4の間とφ6とφ7の間を細かく設定した。その

結果、 

5.75.7 _  SimM  .............................................. (１２) 

になった。ダイオードをMOS diode connectionを使って設

計したので body effectによってMOS diodeのVDが大きく

なって計算のφM_CalよりシミュレーションのφM_Simの方が

広くなった。図 7は式(11)と(12)を比較することを示す。 

従って、式(10)のマージン範囲内で入力信号と交流電源の

同期を満足することが ADCL の低消費電力効果を最大化す

る条件という事がシミュレーションを通じて分かった。 

5. 結論 

ADCL における入力信号と交流電源の間に位相の同期に

対する条件は低消費電力効果を最大化できる。ADCL で同

期が合わず発生する非断熱動作は断熱動作による消費電力

より高い消費電力を招く。従って、ADCL における低消費

電力効果を最大化するためには非断熱動作が現れないよう

に入力信号と交流電源の同期を合わせる必要がある。 

本論文では、ADCL の構成的な特徴を解析して、交流信

号と入力信号の位相差による出力信号と消費電力の変化に

ついて考察した。それを基に、低消費電力の効果を最大化

できる条件を提示して断熱的論理回路用同期化回路設計に

おける指針を提案した。回路シミュレーションを用いて、

提案した設計仕様の妥当性を確認した結果、提案設計にお

いて断熱的論理回路の低消費電力効果を最大化できる事が

分かった。 
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