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CMOS動作を表現する線形時変回路からの LECCS-coreモデルの導出
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A Method of Extracting an EMC Macro-Model LECCS-Core from a Time-Variant

Linear Equivalent Circuit of a CMOS LSI
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and Osami WADA††b)

あらまし 筆者らは，LSI コアブロックの電源系高周波電流のシミュレーションを行うためのモデルとして，
LECCS-core モデルと呼ばれる線形等価回路と内部等価電流源で表される EMC マクロモデルを開発している．
本論文では過渡領域におけるノートン等価回路を用いて，LSI コアブロックの内部動作を表すスイッチ回路モデ
ルから線形マクロモデルの等価回路と等価電流源を導出した．そして LSIコアブロックをマクロ的に捉え，時変
線形であるスイッチ回路モデルが時不変線形である LECCS-core モデルに等価変換可能であることを示した．
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1. ま え が き

ディジタル回路設計のための EMC設計技術は近年

ますます重要になってきており，その中でも LSIの電

源，グラウンド系のノイズ評価は重要な課題の一つで

ある．

SPICE，IBIS，LECCS-core，ICEM-CEなどがデ

ィジタル回路シミュレーションのための IC/LSIのモ

デルとして知られている [1], [2]．SPICE モデルは物

理構造に基づいたモデルであり，非常に正確である．

しかし数万を超えるような膨大な数のトランジスタを

もった LSIコアブロックのシミュレーションを SPICE

モデルを用いて詳細に行う場合，膨大な時間をかけて

計算しなければならない．また，SPICEモデルは LSI

内部の設計情報を含み，秘匿性の観点から公開されに

くく，入手も困難であるという問題もある．シグナル

インテグリティ(SI)シミュレーションによく用いられ

る IBISモデル [3], [4]はデバイス出力特性を V-I特性
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として表現するために内部設計情報を秘匿することが

でき，解析も高速なモデルである．しかし，IBISモデ

ルは本来 I/Oをシミュレーションするためのモデルで

あり，電源，グラウンド系のノイズをシミュレーショ

ンする場合は，SPICE などの他言語を併用した拡張

モデルを使用する必要がある．

一方，LECCS-core モデル [5], [6] と ICEM-CE モ

デル [7], [8] は LSI 内部を線形等価回路とノイズ源を

表す等価電流源で構成する線形のマクロモデルである．

LSIコアブロックを数個～数十個の線形素子を用いた

線形等価回路と内部の動作電流を表す電流源でモデル

化しており，シミュレーションを高速に行うことがで

きる．しかし，本来スイッチングに伴い内部インピー

ダンスが変化する LSI 内部の動作を線形等価回路と

電流源で記述できるという根拠はこれまで示されてい

ない．

そこで，本論文ではCMOS LSIを時変線形のスイッ

チ回路モデルで表現し，更にこれが時不変線形の等価

回路にできることを示すことで，LSIコアブロックが

LECCS-coreモデルで表現できることを説明する．ま

た，LECCS-coreモデルとスイッチ回路モデルを用い

たシミュレーションによる電源電圧変動が一致するこ

とを示す．
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2. CMOS動作を表現するモデルについて

まず本章では，CMOS 動作を表現するスイッチ回

路モデルと，LSI電源系の EMCマクロモデルである

LECCS-coreモデルについて説明する．

2. 1 スイッチ回路モデルについて

実際の LSIの論理演算を行っているコアブロック内

にある CMOS回路は論理ゲートやメモリなどの組合

せで表現できる．その代表として図 1 (a)にNOTゲー

トである CMOSインバータを示す．一般の CMOS回

路を表す SPICEモデルは非線形であり，数万を超え

る膨大な数のトランジスタをもつ LSIシミュレーショ

ンを行うには計算に膨大な時間を必要とする．そこで，

MOSトランジスタが電圧制御抵抗で表現できること

を利用して，図 1 (b)のように時変のスイッチ回路モ

デルでシミュレーションが行われてきた [9], [10]．ただ

し，図 1 (b)は同じ動作をする多数の論理ゲートを一

つにまとめてモデル化したマクロモデルである．

図 1 (b)の Rcp(t)，Rcn(t)はMOSトランジスタの

電圧制御抵抗の動作を時変抵抗でモデル化したもので

あり，ON抵抗からOFF抵抗まで変化し，スイッチの

役割をもっている．またCcp，Ccnはそれぞれ PMOS，

NMOSのOFF容量と次段に接続されるゲート容量の

和になっている．LSIのコアブロック内の各論理ゲー

ト出力につながる次段の容量は固定されているものと

考えると，Ccp，Ccn は回路に固有の値である．つま

り，出力の外部負荷依存性については LSIコアブロッ

ク内では考えなくてもよい．

2. 2 LECCS-coreモデルの概念について

現在，LSIのコアブロックから電源配線に漏れ出すノ

イズ電流をシミュレーションするための EMCマクロ

モデルとして LECCS-coreモデル [5], [6]，ICEM-CE

モデル [7], [8]が用いられている．両者は基本的にコア

ブロックを線形の等価回路と電流源で表すという点で

図 1 CMOS インバータと等価スイッチ回路モデル
Fig. 1 A CMOS invertor and an equivarent switch

circuit model.

同じものである．

ここでは，LECCS-core モデルの概念について説

明する．LECCS は Linear Equivalent Circuit and

Current Sourcesの略である．つまり LECCS-coreモ

デルは LSIコアブロックを線形等価回路 (LEC)と電

流源 (CS)で表現するというマクロモデルである．

実際に，LSI のコアブロック内には図 2 (a) のよう

に電源–グラウンド間に膨大な数のトランジスタがあ

る．そのトランジスタのうち ON になっているもの

は抵抗，OFF になっているものは容量の性質をもつ

と考えられる．そして電流は図 2 (a)の太線で示すよ

うな経路を通る．LECCS-coreモデルの線形等価回路

(LEC)は図 2 (b)のようにON側のトランジスタを抵

抗，OFF 側のトランジスタを容量で表せると近似す

ることで作成される．電流源 (CS)は，トランジスタ

が動作時に流すスイッチング電流を表しており，各イ

ンピーダンスブロックに並列に接続される．そして，

チップ内部にはマクロ的に Highから Lowに遷移する

論理ゲートと Lowから Highに遷移する論理ゲートが

ほぼ同数あると考え，インピーダンスブロックと電流

源を一つにまとめて図 2 (c)のような LECCS-coreモ

デルが得られる．つまり，図 2 (c) のような時不変線

形の回路で LSI電源系のノイズシミュレーションがで

きるということが LECCS-coreモデルの概念である．

図 2 LECCS-core モデルの考え方
Fig. 2 A concept of LECCS-core model.
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電源系のノイズシミュレーションを行う LECCS-

coreモデルに必要な精度として，筆者らはノイズレベ

ルを周波数領域で実測と誤差 1～2 dB以内で行うこと

を目標としている．現実には時変回路である LSI か

ら放出されるノイズを LECCS-core モデルのような

時不変回路で表現できるという根拠は現在まで示され

ていないが，これまでに LECCS-coreモデルは EMC

マクロモデルとして精度良くノイズ評価ができるとい

う成果をあげている [5], [6]．特に文献 [6] ではマイコ

ンの LECCS-coreモデルを作成し，5～300 MHzの周

波数帯において実測との平均誤差が 1.5 dB でシミュ

レーションできている．

3. スイッチ回路から LECCS-coreモデ
ルへの等価変換

本章では LSIの内部動作をマクロ的に捉えることで

図 1 (b)のスイッチ回路が図 2 (c)に示す LECCS-core

モデルに等価変換できることを示す．

出力が Lowから Highに遷移するトランジスタ回路

群と High から Low に遷移するトランジスタ回路群

の二つに分けてモデル化し，それぞれを図 3のように

マクロモデル化できるものとする．図 3のコアブロッ

ク内の左側の回路は出力が Low から High に遷移す

るトランジスタ回路群，右側は Highから Lowに遷移

するトランジスタ回路群のマクロモデルである．LSI

コアブロック内には非常に多数のトランジスタが含ま

れているので，出力が Lowから Highに遷移する回路

と Highから Lowに遷移する回路がマクロ的に見てほ

ぼ同数あると考えられる．そのため，両者の PMOS，

NMOS の容量の和，論理ゲート出力に接続される容

量の和はほぼ等しいため，次式が成り立つ．

Ccp = C′
cp (1)

Ccn = C′
cn (2)

本章では，Lowから Highに遷移するスイッチ回路，

HighからLowに遷移するスイッチ回路はそれぞれ図 4

に示すような LECCS-LH モデル，及び LECCS-HL

モデルに等価変換でき，コアブロック全体として等価

変換が可能であるということを示す．

図 3 の PDN (Power Distribution Network) は受

動回路であり，線形であるとする．このとき，図 3の

v1，v2，i1，i2 の関係はラプラス領域で次のように表

される．

図 3 コアブロックをスイッチ回路とした LSI 電源系
Fig. 3 An LSI PDN and a core-block expressed by a

switch circuit.

図 4 LECCS-core モデルで表現したコアブロック
Fig. 4 A core-block expressed by a LECCS-core

model.

[
I1(s)

−I2(s)

]
=

[
Y11(s) Y12(s)

Y21(s) Y22(s)

][
V1(s)

V2(s)

]
. (3)

ここで，Y11(s)，Y12(s)，Y21(s)，Y22(s) は PDN の

Y行列をラプラス変換したものである．図 3 のスイッ

チ回路と図 4 の LECCS-core モデルの外部回路には

同じ PDNと直流電源を接続するため，その両者の Y

行列と V1(s)は同じ関数を用いる．したがって，V2(s)

が等しければ I1(s)，I2(s)も等しくなる．つまり，コ

アブロックの外部回路の電流電圧特性を正しく表すよ

うにスイッチ回路から LECCS-coreモデルへ等価変換

するには V2(s)が変換の前後で等しければよい．そこ

で本章では，V2(s)が等しくなるような等価変換の方

法を示す．

等価変換の手順を説明する際に過渡領域のノートン

等価回路という概念を用いるため，まず 3.1で過渡領

域のノートン等価回路について説明する．そして 3.2

ではスイッチが遷移時間 0で切り換わるような理想ス

イッチである場合のスイッチ回路から LECCS-coreモ

デルへの等価変換について説明する．なお，LSIが本

論文で仮定するような理想スイッチとみなせない場合
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(a) (b)

図 5 過渡領域のノートン等価回路 (a) 変換前 (b) 変換後
Fig. 5 A Norton’s equivalent circuit in transient

domein. (a):befor converting (b):after con-

verting

の LECCS-core モデルの誤差要因については，本論

文では議論しないが今後の課題として 5.で説明する．

3. 1 過渡領域のノートン等価回路

一般的にノートン等価回路は時不変の線形回路に対

して周波数領域で用いられる．周波数領域でノートン

等価回路を作成する場合，電源を含む回路の外部端子

を短絡したときの短絡電流を求め，ノートンの等価電

流源を抽出する．次に，内部電源を除去したインピー

ダンスブロックの外部端子にこのノートンの等価電流

源を接続することで，周波数領域のノートンの等価回

路を作成することができる．

一方，過渡領域でノートンの等価回路を作成する場

合は以下のように回路の初期値を考慮しなければなら

ない．

図 5 (a)のようにキャパシタやインダクタを含む線

形回路 Ns の t > 0における過渡現象を表現する等価

回路を求める手順を説明する．まず過渡領域のノート

ンの等価電流源を得るには，周波数領域のノートンの

等価電流源を得るときと同様に回路の外部端子を短絡

する．つまり，図 5 (a) のスイッチを短絡する．そし

てこのときに流れる過渡領域の短絡電流 is(t)を得る．

これを過渡領域のノートンの等価電流源とする．

次に回路の t = 0におけるキャパシタにかかる電圧の

初期値とインダクタに流れる電流の初期値を v(0) = 0，

i(0) = 0とした回路 N ′
s（図 5 (b)）の外部端子にこの

等価電流源を接続する．ただし，内部に電源をもつ場

合は周波数領域のときと同様にそれらを除去する．こ

のように変換を行うことで図 5 (a)に示す等価変換前

の外部端子電圧 vout(t) が図 5 (b) に示す等価変換後

の外部端子電圧 vout(t)と等しくなる．

以上が，過渡領域のノートンの等価回路である．

3. 2 理想的な条件における等価変換

本節では図 3 のスイッチ回路から図 4 の LECCS-

coreモデルへの等価変換の方法を概念的に分かりやす

く説明するため，理想的な条件における場合の説明を

行う．そのため，以下のような仮定を用いる．

（仮定） 可変抵抗Rcp(t)，Rcn(t)のOFF抵抗はON

抵抗に比べ十分に大きく，開放とみなせる．更に両者

の OFF から ON，ON から OFF への遷移時間は十

分短く瞬時に遷移するとみなせる

図 3に示すように，コアブロック内には出力が Low

から Highに遷移するスイッチ回路と Highから Low

に遷移するスイッチ回路があるが，本節ではスイッチ

回路の出力が Low から High に遷移するときのモデ

ルが LECCS-LHモデルに等価変換できることを示す．

Highから Lowへの遷移については，回路の対称性よ

り同様の手順で証明できるため省略する．

時刻 t = t1 に Rcp(t)が OFF抵抗から ON抵抗に

切り換わり，Rcn(t)が ON抵抗から OFF抵抗に切り

換わるとき，スイッチ回路の出力は Lowから Highに

遷移を始める．

本節以降，時刻 t = tn に回路が切り換わる場合に

その直前と直後を Δtを微小時間として次のように表

現する．

tn− ≡ tn − Δt, (4)

tn+ ≡ tn + Δt. (5)

時刻 t = t1 にスイッチ回路の抵抗が切り換わった直

後 (t = t1+)の回路の状態を図 6の回路 Aに示す．た

だし，Rcp(t)の ON抵抗を Rcp としている．

過渡領域のノートンの等価回路を用いて回路 Aから

LECCS-LHモデルの形にすることを考える．回路 A

から直接，ノートンの等価電流源を求めるために外部端

子を短絡する場合，一般的に vcps(t1+)+vcns(t1+) = 0

ではない．そのため，短絡の前後で初期値の不連続が

生じ，電流の形はデルタ関数を含むことになる．しか

し，物理的に LSI内にデルタ関数を含んだ電流は流れ

ない．そこで，重ね合わせの原理を用いて回路の初期

値を二つに分け，デルタ関数を含まない電流源を得る

ことを考える．

図 6のように回路 Aを回路 Bと回路 Cの二つに分

ける．このとき，回路 Bは過渡領域のノートンの等価

電流源を求めるための回路である．そして回路 C は

LECCS-LH モデルに変換した後のキャパシタにかか

る電圧の初期値をもった回路になるが，この説明は本

節の最後に行う．

回路 B の Ccp，Ccn にかかる電圧をそれぞれ

v′
cpLH(t)，v′

cnLH(t)，回路 Cの Ccp，Ccn にかかる電
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図 6 重ね合わせと過渡領域のノートン等価回路
Fig. 6 A superposition principle and a Norton’s

equivalent circuit in transient domein.

圧をそれぞれ vcpLH(t)，vcnLH(t) とする．回路 A は

線形回路なので回路 Bと回路 Cの和で表すことがで

きる．キャパシタ Ccp，Ccn にかかる電圧は，重ね合

わせの前後で等しい必要があるので，

vcps(t1+) = v′
cpLH(t1+) + vcpLH(t1+), (6)

vcns(t1+) = v′
cnLH(t1+) + vcnLH(t1+), (7)

となる．

次に回路 B に過渡領域のノートン等価回路による

変換を適用し，回路 B′ に等価変換する．回路 Bの外

部端子を短絡することで短絡電流 isLH(t)を求めるが，

短絡時に初期値の不連続を生じさせないためには

v′
cpLH(t1+) + v′

cnLH(t1+) = 0, (8)

が必要である．回路 Bの外部端子を短絡したときの回

路方程式は次のようになる．⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

isLH(t) = Ccp

dv′
cpLH(t)

dt
+

v′
cpLH(t)

Rcp
,

isLH(t) = Ccn
dv′

cnLH(t)

dt
,

v′
cpLH(t) + v′

cnLH(t) = 0.

(9)

回路 A を回路 B と回路 C の重ね合わせで表現

するときに初期値の変数は v′
cpLH(t1+)，v′

cnLH(t1+)，

vcpLH(t1+)，vcnLH(t1+)の四つであるが，必要な条件

式は (6)，(7)，(8)の三つである．そのため，重ね合

わせの方法には自由度がある．後に，LECCS-LH モ

デルと LECCS-HLモデルを組み合わせることで更に

条件を追加し，重ね合わせを一意に決める方法を示す．

回路方程式 (9)を解くことで，ノートンの等価電流

源 isLH(t)は t > t1 において

isLH(t) = v′
cpLH(t1+)

Ccn

τLH
e
(

t1−t
τLH

)
, (10)

τLH ≡ (Ccp + Ccn)Rcp, (11)

と求めることができる．ここで，式 (6) を用いて

v′
cpLH(t)を消去することで式 (10)は

isLH(t) = (vcps(t1+) − vcpLH(t1+))
Ccn

τLH
e

(
t1−t
τLH

)
,

(12)

と変形できる．

時刻 t = t1 に抵抗の値が切り換わり，High から

Lowへの遷移が始まるときの LECCS-HLモデルの電

流源 isHL(t)は回路の対称性から，

isHL(t) = (v′
cns(t1+) − vcnHL(t1+))

Ccp

τHL
e

(
t1−t
τHL

)

= (vcpHL(t1+) − v′
cps(t1+))

Ccp

τHL
e

(
t1−t
τHL

)
,

(13)

τHL ≡ (Ccp + Ccn)Rcn, (14)

と表現できる．この過渡領域のノートンの等価電流源

を表す式 (12)，(13)には外部端子の電圧 v2(t)が含ま

れていない．つまり，LECCS-coreモデルの電流源は

スイッチングが生じた瞬間の内部回路の初期値に依存

し，t > t1 の外部端子の電圧 v2(t)には依存しない．

次に，回路 B のキャパシタ Ccp，Ccn にかかる電

圧の初期値をどちらも 0 V とした回路の外部端子に

式 (10) で求めた等価電流源を接続することで回路 B

の等価回路である回路 B′ を得ることができる．

最後に，回路 B′ と回路 C を重ね合わせることで，

回路 Dを得ることができる．つまり，スイッチ回路の

遷移が始まった直後の回路 Aは LECCS-LHモデルで

ある回路 Dで表現できる．回路 B′ のキャパシタにか

かる電圧の初期値が 0 Vであるため回路Dの電圧の初

期値は回路 Cの初期値と等しい．また，式 (6)，(7)，

(8)から，
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(a) (b)

(c)

図 7 基準電流の抽出法
Fig. 7 A method of extracting reference current.

vcps(t1+) + vcns(t1+)

= vcpLH(t1+) + vcnLH(t1+), (15)

となっている．つまり，回路 Aの外部端子にかかる電

圧と回路 D の外部端子にかかる電圧の初期値が等し

い．したがって，回路 Bは電流源を求める回路，回路

Cは LECCS-LHモデルの初期値を表す回路であると

解釈できる．

本節では回路論的に等価変換が行えることを示した

が，付録において回路方程式を解き，解析的にこの等

価変換が正しいことを示している．

3. 3 電流源抽出法と基準電流

前節で重ね合わせの原理から LECCS-core モデル

の電流源を導出したが，本節では LECCS-core モデ

ルの電流源の波形は図 7 (a) のようにスイッチ回路に

PDN を介さず直接，直流電圧源を接続した回路の直

流電圧源に流れる電流に等しいことを説明する．そし

て，その電流を基準電流とし，定数倍することで任意

の時刻のスイッチングに対する LECCS-coreモデルの

電流源が得られることを説明する．

スイッチ回路の外部端子に直流電圧源を接続し，定

常状態に落ち着いている回路（図 7(a)）を時刻 t = t1

で切り換えるときの LECCS-LHモデルを作成する手

順を考える．図 6 の回路 C に与える初期値として，

vcpLH(t1+) = 0，vcnLH(t1+) = Vcc という値を用いる

と，回路 C は，外部端子に直流電圧源を接続したと

き，過渡現象が生じない回路（図 7(c)）となる．また，

回路 Bに相当する回路は図 7 (b) の回路であり，初期

値は v′
cpLH(t1+) = Vcc，v′

cnLH(t1+) = −Vcc となる．

重ね合わせの原理より，回路 Cは過渡電流を生じな

い回路なので，スイッチ回路で電源に流れる電流は回

路 Bの外部端子を短絡したときの電流と等しくなる．

したがって，このときの LECCS-LHモデルの電流源

はスイッチ回路が定常状態から一度だけスイッチング

したときに直流電源に流れる電流と等しくなる．

スイッチングが t = t1 ではなく，t = 0に生じたと

したときのこの電流を基準電流 irefLH(t)とすると，

irefLH(t) = Vcc
Ccn

τLH
e

(
− t

τLH

)
, (16)

と記述することができ，回路の対称性より，High か

ら Lowに遷移するときの基準電流 irefHL は

irefHL(t) = Vcc
Ccp

τHL
e

(
− t

τHL

)
, (17)

と記述できる．

以上をマクロモデルの観点から説明すると，LECCS

モデルの基準電流源は LSIコアブロックに直流電源若

しくは直流電圧源とみなせる十分大きな容量をもった

キャパシタを接続し，そこに流れる電流を抽出するこ

とで得られることを意味している．

これらの基準電流を用いると時刻 t = t1 にスイッチ

ングが生じたときの LECCS-LHモデル，LECCS-HL

モデルの電流源は式 (12)，(13)より，

isLH(t) =
vcps(t1+) − vcpLH(t1+)

Vcc
irefLH(t − t1),

(18)

isHL(t) =
vcpHL(t1+) − v′

cps(t1+)

Vcc
irefHL(t − t1),

(19)

と記述できる．つまり，基準電流を用いることで，任

意の時刻に生じるスイッチングに対するノートンの等

価電流源は基準電流を定数倍したもので表せる．

3. 4 LECCS-LHモデルから LECCS-HLモデ

ルへの切換

前節の LECCS-coreモデルを用いたシミュレーショ

ンでは，図 8 のようにスイッチの出力が 0 → 1 → 0

→・・・と遷移するとき，LECCS-LH → LECCS-HL

→・・・とモデルを切り換えてシミュレーションを行う

ことが必要である．ところが，式 (18)，式 (19)より，

t > t1 における LECCS-LH モデル，LECCS-HL モ

デルの電流源を導出する式には時刻 t = t1 におけるス

イッチ回路の電圧値である vcps(t1)，v′
cps(t1) がそれ

ぞれ含まれている．つまり，スイッチ回路の電圧の値
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が分からなければ LECCSモデルの電流源の大きさが

決定できないことになる．

そこで，本節では時刻 t = t2+におけるスイッチ回路

の電圧 vcps(t2+)が LECCS-LHモデルの vcpLH(t2−)

から得られることを説明し，LECCS-HL モデルの電

流源は vcpHL(t2+) と切り換える直前の LECCS-LH

モデルの vcpLH(t2−)の差から求められることを示す．

図 6において回路 Aから回路 Dに等価変換する際

に，外部の電流と電圧を等しく表現するために過渡領

域のノートンの等価電流源 isLH(t)を用いた．isLH(t)

は式 (12) に示すように時定数 τLH で減衰し，0 に収

束する関数である．isLH(t) がほぼ 0 に収束したとみ

なせる時刻を t1 + ατLH とすると（注1），t > t1 + ατLH

において回路 D の電流源はほぼ 0 となり，開放に見

えるため，回路 Aと同様の回路になる．したがって，

t > t1 + ατLH においてスイッチ回路と LECCS-LH

モデルの vcps(t)と vcpLH(t)はそれぞれ等しくなる．

つまり，時刻 t = t2 において t2 > t1 + ατLH であ

れば，t > t2 における LECCS-HL モデルの電流源

isHL(t)は式 (19)より次式で表現できる．

isHL(t) =
vcpHL(t2+)−vcpLH(t2−)

Vcc
irefHL(t−t2).

(20)

同様に考えると t = t3 において t3 = t2 + ατHL で

あれば，t > t3 における LECCS-LHモデルの電流源

isLH(t)は式 (18)より次式となる．

isLH(t) =
vcpHL(t3−)−vcpLH(t3+)

Vcc
irefLH(t − t3).

(21)

3. 5 時不変線形モデルにするための LHモデルと

HLモデルの切換

前節の LECCS モデルは LECCS-LH モデルと

LECCS-HL モデルを切り換えているため，図 8 に

示すようにインピーダンスが時変のモデルとなってい

る．しかし，現在一般的に使用されているLECCS-core

モデルは図 2に示すように時不変のモデルである．

そこで 3.冒頭で述べたように LSIコアブロック内

には，出力が Lowから Highに遷移する回路と High

から Low に遷移する回路がマクロ的に見てほぼ同数

あり，図 4に示すように LSIコアブロックは LECCS-

LHモデルと LECCS-HLモデルを並列に接続し，モ

デル化できると考えることで回路全体で時不変となる

LECCS-coreモデルが作成できることを説明する．

図 8 LECCS-core モデルを用いたシミュレーション
Fig. 8 A simulation with LECCS-core models.

図 9 LH 回路と HL 回路の入換え
Fig. 9 Interchanging between LH circuit and HL

circuit.

図 9 上図のように時刻 t = t1− には，Low から

High への出力の遷移が終了している LECCS-LH モ

デルと，High から Low への出力の遷移が終了して

いる LECCS-HL モデルが並列に存在するものとす

る．時刻 t = t1 のスイッチングにより，LECCS-LH

モデル（回路 I）は LECCS-HLモデル（回路 I′）へ，

LECCS-HL モデル（回路 II）は LECCS-LH モデル

（回路 II′）へ切り換わる．この切換の前後の回路の構

成を比較する．図 9上図と 9 下図では LECCS-LHと

LECCS-HL の左右が入れ換わっただけで，同じ回路

（注1）：例えば α=3 のとき，e−α � 0.050 なので，時刻 t1 + ατLH

において電流源は約 95%減衰している．α = 4 であれば約 98%の減衰
である．
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構成であることが分かる．

更に，図 9 の左上の回路 I と右下の回路 II′ のキャ

パシタにかかる電圧が等しく，右上の回路 II と左下

の回路 I′ が等しければ，スイッチングの前後でキャ

パシタの電圧値に不連続が生じない．この条件は次の

式 (22)～(25)で表される．

vcpLH(t1+) = vcpLH(t1−), (22)

vcnLH(t1+) = vcnLH(t1−), (23)

vcpHL(t1+) = vcpHL(t1−), (24)

vcnHL(t1+) = vcnHL(t1−), (25)

回路 I′，回路 II′のキャパシタにかかる電圧の初期値

は 3.2で説明したように自由度があったが，式 (22)～

(25)を満たすように選ぶことで一意に決定することが

できる．

このように，LSIコアブロック内をマクロ的に見る

ことで，スイッチングの前後で回路構成が変わらず，

電圧値の不連続も生じないシミュレーションが可能に

なる．つまり，LSIコアブロックのシミュレーション

が時不変回路で行えるということになる．

このとき，t > t1における電流源 isLH(t)，isHL(t)は

式 (20)，(21)の t2，t3を t1と読み換えたものとなるが，

vcpLH(t1+) = vcpLH(t1−)，vcpHL(t1+) = vcpHL(t1−)

であることから

isHL(t) =
(vcpHL(t1−) − vcpLH(t1−))

Vcc
irefHL(t − t1),

(26)

isLH(t) =
(vcpHL(t1−) − vcpLH(t1−))

Vcc
irefLH(t − t1),

(27)

と表現できる．

以上の導出はマクロ的な観点から次のように説明で

きる．任意の時刻において Low状態のゲートと High

状態のゲートはほぼ同数ある．そしてある時刻 t = tn

のクロックで回路が動作するときに Low 状態から

High状態に遷移するゲートと High状態から Low状

態に遷移するゲートもほぼ同数ある．そこで，Lowか

ら Highへ遷移する回路はすべて LECCS-LHモデル

で表現され，Highから Lowに遷移する回路はすべて

LECCS-HL モデルで表現される．また，現実の LSI

で遷移時に生じる動作電流は Lowから High，若しく

は Highから Lowへの状態遷移に電荷の移動が伴うこ

とで生じるものであるが，LECCS-coreモデルでは電

荷の移動をさせる代わりに等価電流源を用いることで

状態の遷移を表現している．

したがって，本節で提案している LECCS-coreモデ

ルは回路の構造は常に一定で，遷移が生じるクロック

ごとに式 (26)，(27) に示すような電流を動作電流と

して与えることで LSIのコアブロックをマクロモデル

化していることになる．

また，電流源 isLH(t) と isHL(t) を一つにまとめ，

LECCS-LH モデルと LECCS-HL モデルを一つの回

路とみなすと，図 9 は図 2 (c) と同じ構造とみなせ

る．現在までに使用されてきた LECCS-coreモデルは

図 2 (c)のような構造であるとされてきたが，本論文

によって LECCS-coreモデルはスイッチ回路からの等

価変換で図 2 (c) のように表現できることが示された．

4. LECCS-core モデルを用いたシミュ
レーション例

本章では LECCS-core モデルを用いたシミュレー

ションがスイッチ回路によるシミュレーションと一致

することを説明する．

4. 1 シミュレーション回路

本節ではスイッチング間隔を T とし，LECCS-core

モデルの外部回路である PDN の電圧変動（図 10 の

v2）の時定数を τPDN としたとき，T と τPDN の関係

でシミュレーションの条件を次の二つに分類する．

case 1. スイッチング間隔T よりも回路の時定数 τPDN

が十分短く，スイッチングが生じる時刻で v2(t) � Vcc

となる場合

case 2. スイッチング間隔 T に比べ，回路の時定数

τPDNが長く，スイッチングが生じる時刻で v2(t) �= Vcc

となる場合

図 10 1 段のバイパスコンデンサをもつ PDN

Fig. 10 A PDN including a decoupling capacitor.
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表 1 コアブロックのパラメータ
Table 1 Parameters of a core-block.

Ccp Ccn Rcp Rcn

100 pF 80 pF 5Ω 3Ω

表 2 PDN のパラメータ
Table 2 Parameters of PDN.

Cbc Rbc τPDN

case1. 100 nF 500mΩ 0.96 ns

case2. 0.5 nF 10mΩ 80 ns

図 11 vcpLH(t) − vcpHL(t) と電流源 isLH(t) + isHL(t)

Fig. 11 vcpLH(t) − vcpHL(t) and isLH(t) + isHL(t).

今回のシミュレーションで用いる図 4 の LECCS-

coreモデルの回路パラメータを表 1に示す．数mm角

の LSIのコアブロックのうち，1回のクロックで遷移

するトランジスタがもつ容量の総和を数十 pF～数百

pFとしている．抵抗の値はこれまでの LECCS-core

モデルの抵抗値（数 Ω）を用いている [5], [6]．

また，今回のシミュレーションではスイッチングに

クロック間隔 20 nsの擬似ランダム信号を用いる．電

流源の時定数は τLH = 0.9 ns，τHL = 0.54 nsである．

したがってスイッチング間隔 T が 20 ns以上である本

シミュレーションでは次のスイッチングまでに電流源

isLH(t)，isHL(t)は十分 0に収束しているとみなせる．

次に，今回のシミュレーションに用いる PDN を

図 10に示す．PDNは電源ラインのインピーダンスと

1段のバイパスコンデンサ及びその ESL (Equivalent

Series L) と ESR (Equivalent Series Resistance) で

表されている．また，簡単のためグラウンドラインの

インピーダンスは電源ラインのインピーダンスに含ま

れているものとする．また，case1.と case2.で用いる

PDNの回路パラメータと PDNの時定数 τPDNを表 2

に示す．ただし，τPDN は図 10のコアブロックの外部

ポートにパルス波を入力したときの v2 の減衰量から

求めている．

(a)

(b)

図 12 LECCS-core モデルとスイッチ回路の v2(t) の
比較

Fig. 12 Comparing v2(t) between a LECCS-core

model and a switch circuit.

4. 2 スイッチングの直前で定常状態である場合

case1.では回路の時定数 τPDN が約 0.96 nsであり，

スイッチング間隔 T に比べ小さい．そのため，ある時

刻 t = tn で生じたスイッチングに対する v2(t)の電圧

変動が次のスイッチング時刻 t = tn+1 には十分 0 に

収束している．このとき vcpLH = Vcc，vcnLH = 0と

なっているため，LECCS-coreモデルの電流源は基準

電流 irefLH(t)，irefHL(t)をスイッチが生じるタイミン

グで入力すればよい．

図 11 に vcpLH(t) − vcpHL(t) の波形と電流源

isLH(t) + isHL(t) の波形を示す．電圧 vcpLH(t) −
vcpHL(t) はスイッチングが生じるタイミングでほぼ

定常状態であり，次式で表される．

vcpLH(tn) − vcpHL(tn) � Vcc (n = 1, 2, 3, · · ·).
(28)

また，図 11に示す電流源の波形は次式で表される．

isLH(t) + isHL(t)

=
∑

n

[irefLH(t − tn) + irefHL(t − tn)]

(n = 1, 2, 3, · · ·). (29)

LECCS-coreモデルの v2(t)，i2(t)の波形とスイッ
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図 13 スケーリングを行う場合の vcpLH(t) − vcpHL(t)

と電流源 isLH + isHL

Fig. 13 vcpLH(t) − vcpHL(t) and isLH + isHL with

scalings.

(a)

(b)

図 14 スケーリングを行ったときの LECCS-core モデル
とスイッチ回路の v2(t) の比較

Fig. 14 Comparing v2(t) between a LECCS-core

model and a switch circuit with scalings.

チ回路でシミュレーションを行った結果の v2(t)と i2(t)

を比較した図を図 12 (a)に示す．また，スイッチング

の瞬間を拡大した図を図 12 (b)に示す．スイッチ回路

と LECCS-coreモデルの v2(t)，i2(t)が計算誤差の範

囲内で一致している．

4. 3 スイッチング直前で定常状態にならない場合

case2.では回路の時定数 τPDN が 80 nsとなってお

り，スイッチング間隔よりも大きい．そのため，v2(t)

の振動がスイッチング間隔よりも長く持続し，スイッ

チングが生じるタイミングで vcpLH，vcnLHが一定の値

に収束しない．このときの電流源は次式で表される．

isLH(t) + isHL(t)

=
∑

n

[
vcpLH(tn) − vcpHL(tn)

Vcc
(irefLH(t − tn)

+irefHL(t − tn))
]

(n = 1, 2, 3, · · ·),
(30)

したがって，電流源は図 13 に示すように，スイッチ

ングごとにピークの異なる電流源となる．

電流源のスケーリングを行った場合のスイッチ回路

と LECCS-core モデルの v2(t)，i2(t) を図 14 (a) に

示す．また，スイッチングの瞬間の拡大図を図 14 (b)

に示す．スイッチ回路と LECCS-coreモデルの v2(t)，

i2(t)が完全に一致している．

以上，LECCS-coreモデルとスイッチ回路モデルの

電源電圧変動が一致することをシミュレーションで確

認した．

5. 今後の課題

本論文では LSIの動作を理想的な条件においてモデ

ル化したスイッチ回路が LECCS-coreモデルに等価変

換できることを示した．ただし，本論文では以下の点

については議論をしておらず，これらは今後の課題で

ある．

課題 1. 本論文では 3.2の（仮定）のようにトランジ

スタのスイッチングを理想化し，抵抗値が ON抵抗か

ら OFF抵抗まで瞬時に切り換わるとした．一方，現

実のトランジスタのスイッチングは遷移時間をもち，

抵抗値は連続的に変わる．この影響による誤差を定量

化することが必要である．

課題 2. 本論文では全てのトランジスタが同時にス

イッチングするものとしている．一方，現実のトラン

ジスタは一連のパスとして動作する場合に一つずつ遅

れてスイッチングするため同時ではない．そのため，

LECCS-core モデルの電流源は式 (20)，(21) とは完

全には一致しない．ただし，筆者らはこの連続的に生

じるスイッチによる電流は実際にシミュレーションか

実験により抽出することが可能であると考えている．

課題 3. 本論文では LSI の動作率に関して議論をし

ていない．現実の LSIコアブロック内のトランジスタ

467



電子情報通信学会論文誌 2011/11 Vol. J94–C No. 11

は常時全て動作しているわけではなく，クロックサイ

クルごとに動作率が異なるため，電流源が動作プログ

ラムに依存して変化する [11]．筆者らはプログラムに

よって電流源を変化させることでプログラム依存性を

考慮した LECCS-core モデルの作成が可能であると

考えている．

6. む す び

本論文では過渡領域のノートンの等価回路を用いる

ことで CMOS回路を表現する線形時変のスイッチ回

路が LECCS-LHモデル若しくは LECCS-HLモデル

に等価変換できることを示した．また，LECCS-core

モデルの等価電流源は外部の電圧変動の影響を受けず，

内部構造とスイッチングの瞬間の内部回路の初期値に

依存することを示した．次に，LECCS-LH モデルか

ら LECCS-HLモデルへ切り換えることでスイッチン

グを表現できることを示した．更に LSIコアブロック

内部には Lowから Highに遷移するゲートと Highか

ら Low に遷移するゲートがマクロ的にほぼ同数ある

と仮定し，LECCS-LH モデルと LECCS-HL モデル

を並列に組み合わせることで，LECCSモデルが線形

時不変の等価回路で表せることを示した．また，実際

にスイッチ回路と LECCS-coreモデルの電源電圧変動

が一致することをシミュレーションによって示した．
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付 録

スイッチ回路が LECCS-LH モデルへ等価変換で

きることの解析的証明

スイッチ回路から LECCS-LHモデルへの変換が等

価変換であることを回路方程式を解くことで解析的に

証明する．

図 3 の左側のスイッチ回路の Rcp(t)，Rcn(t) が

t = t1 で切り換わり，出力が Lowから Highに遷移す

る場合について説明する．Rcp(t) の ON 抵抗を Rcp

とする．また，Rcn(t)の OFF 抵抗は 3.2の（仮定）

より，無限大とみなす．

このとき，t > t1 における回路方程式は次式で表

せる．⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

i2LH(t) = Ccp
dvcps(t)

dt
+

vcps(t)

Rcp
,

i2LH(t) = Ccn
dvcns(t)

dt
,

v2(t) = vcps(t) + vcns(t).

(A·1)

t = t1 にスイッチが切り換わった直後の初期値

vcps(t1+)，vcns(t1+) を用い，回路方程式 (A·1) をラ

プラス領域で解くことで，電圧 V2(s)は

V2(s) = e−t1s

((
Rcp

sCcpRcp + 1
+

1

sCcn

)
I2LH(s)
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+
CcpRcpvcps(t1+)

sCcpRcp + 1
+

vcns(t1+)

s

)
,

(A·2)

と求められる．

一方，図 4の LECCS-LHモデルの回路方程式は次

式で表される．⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

i2LH(t) = isLH(t) + Ccp
dvcpLH(t)

dt
+

vcpLH(t)

Rcp
,

i2LH(t) = isLH(t) + Ccn
dvcnLH(t)

dt
,

v2(t) = vcpLH(t) + vcnLH(t).

(A·3)

時刻 t = t1 直後における回路の初期値 vcpLH(t1+)，

vcnLH(t1+) を用いて回路方程式 (A·3) をラプラス領

域で解くことで，LECCS-LHモデルの V2(s)は

V2(s) = e−t1s

((
Rcp

sCcpRcp + 1
+

1

sCcn

)
I2LH(s)

−
(

Rcp

sCcpRcp + 1
+

1

sCcn

)
IsLH(s)

+
CcpRcpvcpLH(t1+)

sCcpRcp + 1
+

vcnLH(t1+)

s

)
,

(A·4)

と求めることができる．重ね合わせの条件式 (6)，(7)，

(8)から

vcps(t1+) + vcns(t1+) = vcpLH(t1+) + vcnLH(t1+),

(A·5)

であることを考慮し，式 (A·2)と式 (A·4)の V2(s)を

一致させるための IsLH(s)は式 (A·2)と式 (A·4)を比

較すると，

IsLH(s) = e−t1s
(

Ccn

s (Ccn + Ccp) Rcp + 1

(vcps(t1+) − vcpLH(t1+))
)
, (A·6)

と求めることができる．これを逆ラプラス変換し，時

間領域に戻すと

isLH(t) = (vcps(t1+) − vcpLH(t1+))
Ccn

τLH
e
− t−t1

τLH ,

(A·7)

となり，回路の対称性を考慮すると LECCS-HLモデ

ルの電流源は

isHL(t) = (vcns(t1+) − vcnHL(t1+))
Ccp

τHL
e
− t−t1

τHL ,

(A·8)

となる．

この式 (A·7)は式 (12) に一致している．つまり，過

渡領域のノートンの等価電流源を用いることでスイッ

チ回路の電圧 v2 と LECCS-core モデルの v2 を等し

くできることが示された．
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