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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
入力データを保持するフリップフロップ回路であって、
前記入力データをラッチする第１および第２のマスタラッチ回路と、
第１のマスタラッチ回路の反転出力および第２のマスタラッチ回路の反転出力が入力さ
れる第１のＣエレメント回路と、
第１のマスタラッチ回路の非反転出力および第２のマスタラッチ回路の非反転出力が入
力される第２のＣエレメント回路と、
第１のＣエレメント回路の出力をラッチする第１のスレーブラッチ回路と、
第２のＣエレメント回路の出力をラッチする第２のスレーブラッチ回路と、
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第１のスレーブラッチ回路の反転出力および第２のスレーブラッチ回路の反転出力が入
力される第３のＣエレメント回路と、
第１のスレーブラッチ回路の非反転出力および第２のスレーブラッチ回路の非反転出力
が入力される第４のＣエレメント回路と、
相互接続された第１および第２のインバータ回路と、
相互接続された第３および第４のインバータ回路と、を備え、
第１のインバータ回路の入力端子と第２のインバータ回路の出力端子とは、第１のＣエ
レメント回路の出力端子と第１のスレーブラッチ回路のデータ入力端子との間の接続点に
接続され、
第１のインバータ回路の出力端子と第２のインバータ回路の入力端子とは、第２のＣエ
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レメント回路の出力端子と第２のスレーブラッチ回路のデータ入力端子との間の接続点に
接続され、
第３のインバータ回路の入力端子と第４のインバータ回路の出力端子とは、第３のＣエ
レメント回路の出力端子に接続され、
第３のインバータ回路の出力端子と第４のインバータ回路の入力端子とは、第４のＣエ
レメント回路の出力端子に接続されている、ことを特徴とするフリップフロップ回路。
【請求項２】
入力データを保持するフリップフロップ回路であって、
前記入力データをラッチする第１および第２のマスタラッチ回路と、
第１のマスタラッチ回路の反転出力および第２のマスタラッチ回路の反転出力が入力さ
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れる第１のＣエレメント回路と、
第１のマスタラッチ回路の非反転出力および第２のマスタラッチ回路の非反転出力が入
力される第２のＣエレメント回路と、
第１のＣエレメント回路の出力をラッチする第１のスレーブラッチ回路と、
第２のＣエレメント回路の出力をラッチする第２のスレーブラッチ回路と、
第１のスレーブラッチ回路の反転出力および第２のスレーブラッチ回路の反転出力が入
力される第３のＣエレメント回路と、
相互接続された第１および第２のインバータ回路と、
相互接続された第３および第４のインバータ回路と、を備え、
第１のインバータ回路の入力端子と第２のインバータ回路の出力端子とは、第１のＣエ
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レメント回路の出力端子と第１のスレーブラッチ回路のデータ入力端子との間の接続点に
接続され、
第１のインバータ回路の出力端子と第２のインバータ回路の入力端子とは、第２のＣエ
レメント回路の出力端子と第２のスレーブラッチ回路のデータ入力端子との間の接続点に
接続され、
第３のインバータ回路の入力端子と第４のインバータ回路の出力端子とは、第３のＣエ
レメント回路の出力端子に接続されている、ことを特徴とするフリップフロップ回路。
【請求項３】
入力データを保持するフリップフロップ回路であって、
前記入力データをラッチする第１および第２のマスタラッチ回路と、
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第１のマスタラッチ回路の反転出力および第２のマスタラッチ回路の反転出力が入力さ
れる第１のＣエレメント回路と、
第１のマスタラッチ回路の非反転出力および第２のマスタラッチ回路の非反転出力が入
力される第２のＣエレメント回路と、
第１のＣエレメント回路の出力をラッチする第１のスレーブラッチ回路と、
第２のＣエレメント回路の出力をラッチする第２のスレーブラッチ回路と、
第１のスレーブラッチ回路の非反転出力および第２のスレーブラッチ回路の非反転出力
が入力される第４のＣエレメント回路と、
相互接続された第１および第２のインバータ回路と、
相互接続された第３および第４のインバータ回路と、を備え、
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第１のインバータ回路の入力端子と第２のインバータ回路の出力端子とは、第１のＣエ
レメント回路の出力端子と第１のスレーブラッチ回路のデータ入力端子との間の接続点に
接続され、
第１のインバータ回路の出力端子と第２のインバータ回路の入力端子とは、第２のＣエ
レメント回路の出力端子と第２のスレーブラッチ回路のデータ入力端子との間の接続点に
接続され、
第３のインバータ回路の出力端子と第４のインバータ回路の入力端子とは、第４のＣエ
レメント回路の出力端子に接続されている、ことを特徴とするフリップフロップ回路。
【請求項４】
さらに遅延回路を備え、
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前記入力データは、前記遅延回路を介して第２のマスタラッチ回路に入力される、こと
を特徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記載のフリップフロップ回路。
【請求項５】
第１のマスタラッチ回路の反転出力端子と第１のＣエレメント回路の一方の入力端子と
の間を接続するノードを第１のノード、
第２のマスタラッチ回路の反転出力端子と第１のＣエレメント回路の他方の入力端子と
の間を接続するノードを第２のノード、
第２のＣエレメント回路の出力端子と第１のインバータ回路の出力端子と第２のインバ
ータ回路の入力端子と第２のスレーブラッチ回路の入力端子との間を接続するノードを第
３のノード、
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第１のマスタラッチ回路の非反転出力端子と第２のＣエレメント回路の一方の入力端子
との間を接続するノードを第４のノード、
第２のマスタラッチ回路の非反転出力端子と第２のＣエレメント回路の他方の入力端子
との間を接続するノードを第５のノード、
第１のＣエレメント回路の出力端子と第１のインバータ回路の入力端子と第２のインバ
ータ回路の出力端子と第１のスレーブラッチ回路の入力端子との間を接続するノードを第
６のノード、
第１のスレーブラッチ回路の反転出力端子と第３のＣエレメント回路の一方の入力端子
との間を接続するノードを第７のノード、
第２のスレーブラッチ回路の反転出力端子と第３のＣエレメント回路の他方の入力端子
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との間を接続するノードを第８のノード、
第４のＣエレメント回路の出力端子と第３のインバータ回路の出力端子と第４のインバ
ータ回路の入力端子との間を接続するノードを第９のノード、
第１のスレーブラッチ回路の非反転出力端子と第４のＣエレメント回路の一方の入力端
子との間を接続するノードを第１０のノード、
第２のスレーブラッチ回路の非反転出力端子と第４のＣエレメント回路の他方の入力端
子との間を接続するノードを第１１のノード、
第３のＣエレメント回路の出力端子と第３のインバータ回路の入力端子と第４のインバ
ータ回路の出力端子との間を接続するノードを第１２のノードとして、
第１〜第３の各ノード間の距離、第４〜第６の各ノード間の距離、第７〜第９の各ノー
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ド間の距離、並びに、第１０〜第１２の各ノード間の距離が、０．８６μｍ以上であるこ
とを特徴とする請求項１に記載のフリップフロップ回路。
【請求項６】
第１のマスタラッチ回路の反転出力端子と第１のＣエレメント回路の一方の入力端子と
の間を接続するノードを第１のノード、
第２のマスタラッチ回路の反転出力端子と第１のＣエレメント回路の他方の入力端子と
の間を接続するノードを第２のノード、
第２のＣエレメント回路の出力端子と第１のインバータ回路の出力端子と第２のインバ
ータ回路の入力端子と第２のスレーブラッチ回路の入力端子との間を接続するノードを第
３のノード、
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第１のマスタラッチ回路の非反転出力端子と第２のＣエレメント回路の一方の入力端子
との間を接続するノードを第４のノード、
第２のマスタラッチ回路の非反転出力端子と第２のＣエレメント回路の他方の入力端子
との間を接続するノードを第５のノード、
第１のＣエレメント回路の出力端子と第１のインバータ回路の入力端子と第２のインバ
ータ回路の出力端子と第１のスレーブラッチ回路の入力端子との間を接続するノードを第
６のノード、
第１のスレーブラッチ回路の反転出力端子と第３のＣエレメント回路の一方の入力端子
との間を接続するノードを第７のノード、
第２のスレーブラッチ回路の反転出力端子と第３のＣエレメント回路の他方の入力端子
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との間を接続するノードを第８のノード、
第３のインバータ回路の出力端子と第４のインバータ回路の入力端子との間を接続する
ノードを第９のノードとして、
第１〜第３の各ノード間の距離、第４〜第６の各ノード間の距離、並びに、第７〜第９
の各ノード間の距離が、０．８６μｍ以上であることを特徴とする請求項２に記載のフリ
ップフロップ回路。
【請求項７】
第１のマスタラッチ回路の反転出力端子と第１のＣエレメント回路の一方の入力端子と
の間を接続するノードを第１のノード、
第２のマスタラッチ回路の反転出力端子と第１のＣエレメント回路の他方の入力端子と
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の間を接続するノードを第２のノード、
第２のＣエレメント回路の出力端子と第１のインバータ回路の出力端子と第２のインバ
ータ回路の入力端子と第２のスレーブラッチ回路の入力端子との間を接続するノードを第
３のノード、
第１のマスタラッチ回路の非反転出力端子と第２のＣエレメント回路の一方の入力端子
との間を接続するノードを第４のノード、
第２のマスタラッチ回路の非反転出力端子と第２のＣエレメント回路の他方の入力端子
との間を接続するノードを第５のノード、
第１のＣエレメント回路の出力端子と第１のインバータ回路の入力端子と第２のインバ
ータ回路の出力端子と第１のスレーブラッチ回路の入力端子との間を接続するノードを第
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６のノード、
第１のスレーブラッチ回路の非反転出力端子と第４のＣエレメント回路の一方の入力端
子との間を接続するノードを第１０のノード、
第２のスレーブラッチ回路の非反転出力端子と第４のＣエレメント回路の他方の入力端
子との間を接続するノードを第１１のノード、
第３のインバータ回路の入力端子と第４のインバータ回路の出力端子との間を接続する
ノードを第１２のノードとして、
第１〜第３の各ノード間の距離、第４〜第６の各ノード間の距離、並びに、第１０〜第
１２の各ノード間の距離が、０．８６μｍ以上であることを特徴とする請求項３に記載の
フリップフロップ回路。
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【請求項８】
請求項１〜７のいずれか１項に記載のフリップフロップ回路を備えた半導体装置。
【請求項９】
請求項８に記載の半導体装置を備えた電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ソフトエラーに対する耐性を高めたフリップフロップ回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
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プロセスの微細化に伴い、ソフトエラーに代表される一過性のエラーが増加している。
ソフトエラーは宇宙空間やＳＲＡＭの問題であったが、近年では地上でもソフトエラーの
対策が必要となってきている。地上でのソフトエラーの主要因は、高エネルギー中性子で
ある。
【０００３】
図９に示すように、高エネルギー中性子が基板のＳｉ原子に衝突すると２次イオンが生
じる。２次イオンが拡散層の近傍を通過すると、拡散や空乏層の電界によるドリフトによ
り拡散層に電子または正孔が集まる。この電子または正孔によりドレインの電荷が変化し
て出力が反転する。
【０００４】
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ソフトエラーは、高エネルギー中性子が衝突する場所によって、ＳＥＵ（Ｓｉｎｇｌｅ
Ｅｖｅｎｔ

Ｕｐｓｅｔ）、ＳＥＴ（Ｓｉｎｇｌｅ

）およびＭＣＵ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ

Ｃｅｌｌ

Ｅｖｅｎｔ

Ｔｒａｎｓｉｅｎｔ

Ｕｐｓｅｔ）の３種類に分類される。Ｓ

ＥＵは、図１０の（ａ）に示すように、高エネルギー中性子がＦＦ（フリップフロップ）
やＳＲＡＭに衝突して直接保持データを反転させるエラーである。ＳＥＴは、図１０の（
ｂ）に示すように、高エネルギー中性子が組合せ回路に衝突してパルスを発生させるエラ
ーである。ＭＣＵは、図１０の（ｃ）に示すように、集積度の高いＳＲＡＭにおいて、一
度に複数のＳＲＡＭの保持データが反転するエラーである。
【０００５】
ＦＦのＳＥＵによるエラー率は１ｅ−３ＦＩＴ付近まで増加している。ＦＩＴとは、１
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ｅ９時間にエラーが発生する回数の期待値であり、１００万個のＦＦが使用されるチップ
では、約１００年間使用すると１度エラーが起こる計算となる。なお、ＦＦとＳＲＡＭと
では、ＳＥＵによるエラー率は同等である。
【０００６】
ＳＥＴの場合はパルスがラッチ回路に取り込まれることでエラーとなるため、ＳＥＴに
よるエラー率はＳＥＵによるエラー率に比べて小さくなる。しかしながら、高いソフトエ
ラー耐性を持つ回路を実現するためには、ＳＥＵだけでなく、ＳＥＴによるエラーの対策
も不可欠である。ＳＥＵおよびＳＥＴによるエラーを軽減するために、ＦＦを冗長化した
複数モジュラーＦＦが使用されている。複数モジュラーＦＦを用いた回路構成として、Ｔ
ＭＲ（Ｔｒｉｐｌｅ

Ｍｏｄｕｌａｒ

Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ）および遅延挿入ＴＭＲ（
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ＤＴＭＲ）がある。
【０００７】
図１１は、一般的なＴＭＲであるフリップフロップ回路ＦＦ５０の構成を示す図である
。フリップフロップ回路ＦＦ５０は、３つのマスタラッチ回路ＬＡＴ５１〜ＬＡＴ５３、
３つのスレーブラッチ回路ＬＡＴ５４〜ＬＡＴ５６、３つの多数決回路ＶＯＴ５１〜ＶＯ
Ｔ５３、および１つのインバータ回路ＩＮＶ５１を備えている。マスタラッチ回路ＬＡＴ
５１〜ＬＡＴ５３の各入力端子にはそれぞれ、３つの組合せ回路ＣＯＭＢ５１〜ＣＯＭＢ
５３からの入力データＩＮ０・ＩＮ１・ＩＮ２が入力される。また、スレーブラッチ回路
ＬＡＴ５４〜ＬＡＴ５６はそれぞれ、出力データＯＵＴ０・ＯＵＴ１・ＯＵＴ２を出力す
る。
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【０００８】
このように、フリップフロップ回路ＦＦ５０では、組合せ回路、マスタラッチ回路、ス
レーブラッチ回路および多数決回路を３重化している。これにより、複数のラッチ回路が
同時に反転しない限りエラーとならないため、エラー耐性は非常に高い。しかしながら、
ラッチ回路および多数決回路だけでなく、組合せ回路も３重化しているため、フリップフ
ロップ回路ＦＦ５０の回路規模は、普通の非冗長ＦＦの回路規模に比べ３倍以上となって
しまい、面積のオーバーヘッドが大きい。
【０００９】
図１２は、一般的なＤＴＭＲであるフリップフロップ回路ＦＦ６０の構成を示す図であ
る。フリップフロップ回路ＦＦ６０は、３つのマスタラッチ回路ＬＡＴ６１〜ＬＡＴ６３
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、３つのスレーブラッチ回路ＬＡＴ６４〜ＬＡＴ６６、１つの多数決回路ＶＯＴ６１、２
つの遅延回路ＤＥＬ６１・ＤＥＬ６２および１つのインバータ回路ＩＮＶ６１を備えてい
る。マスタラッチ回路ＬＡＴ６１の入力端子および遅延回路ＤＥＬ６１の入力端子には、
組合せ回路ＣＯＭＢ６１からの入力データＩＮが入力される。また、多数決回路ＶＯＴ６
１は、出力データＯＵＴを出力する。
【００１０】
このように、フリップフロップ回路ＦＦ６０では、組合せ回路を３重化せずに、組合せ
回路ＣＯＭＢ６１に生じたＳＥＴパルスを、２つの遅延回路ＤＥＬ６１・ＤＥＬ６２によ
って除去している。これにより、多数決回路ＶＯＴ６１で生じたＳＥＴパルスも次段の遅
延回路によって除去されるため、多数決回路ＶＯＴ６１は３重化する必要がない。よって
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、フリップフロップ回路ＦＦ６０は、ＴＭＲであるフリップフロップ回路ＦＦ５０に比べ
回路規模は小さい。しかしながら、フリップフロップ回路ＦＦ６０では、２つの遅延回路
ＤＥＬ６１・ＤＥＬ６２によって遅延時間が増大するという問題がある。
【００１１】
また、フリップフロップ回路ＦＦ５０およびフリップフロップ回路ＦＦ６０では、多数
決回路を使用しているため、ＭＣＵによるエラー耐性が低いという問題がある。具体的に
は、３つのマスタラッチ回路のうちの２つ、または３つのスレーブラッチ回路のうちの２
つが反転すると、出力も反転してしまう。
【００１２】
上記のフリップフロップ回路ＦＦ５０およびフリップフロップ回路ＦＦ６０に対し、Ｃ
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エレメント回路およびウィークキーパー回路を使用した遅延挿入ＤＭＲ（ＤＤＭＲ、ＢＩ
ＳＥＲ）が提案されている。図１３の（ａ）は、ＢＩＳＥＲであるフリップフロップ回路
ＦＦ７０の構成を示す図であり、図１３の（ｂ）は、フリップフロップ回路ＦＦ７０のＣ
エレメント回路の構成を示す図である。
【００１３】
図１３の（ａ）に示すように、フリップフロップ回路ＦＦ７０は、２つのマスタラッチ
回路ＬＡＴ７１・ＬＡＴ７２、２つのスレーブラッチ回路ＬＡＴ７３・ＬＡＴ７４、２つ
のＣエレメント回路ＣＥ７１・ＣＥ７２、２つのウィークキーパー回路ＷＫ７１・ＷＫ７
２、１つの遅延回路ＤＥＬ７１および１つのインバータ回路ＩＮＶ７１を備えている。マ
スタラッチ回路ＬＡＴ７１の入力端子および遅延回路ＤＥＬ７１の入力端子には、組合せ
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回路ＣＯＭＢ７１からの入力データＩＮが入力される。
【００１４】
ウィークキーパー回路ＷＫ７１は、２つのインバータ回路ＩＮＶ７２・ＩＮＶ７３から
構成されている。同様に、ウィークキーパー回路ＷＫ７２は、２つのインバータ回路ＩＮ
Ｖ７４・ＩＮＶ７５から構成されている。これにより、ウィークキーパー回路ＷＫ７１・
ＷＫ７２はそれぞれ、Ｃエレメント回路ＣＥ７１・ＣＥ７２からの出力データを保持する
。
【００１５】
図１３の（ｂ）に示すように、Ｃエレメント回路は、２つのＰＭＯＳトランジスタＭＰ
１・ＭＰ２および２つのＮＭＯＳトランジスタＭＮ１・ＭＮ２を備えている。トランジス
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タＭＰ１・ＭＰ２は、電源電位ＶＣＣと出力ノードＮ３との間に直列接続されており、Ｎ
ＭＯＳトランジスタＭＮ１・ＭＮ２は、出力ノードＮ３と接地電位ＶＳＳとの間に直列接
続されている。また、トランジスタＭＰ１・ＭＮ２の各ゲートがＣエレメント回路の第１
の入力ノードＮ１に接続され、トランジスタＭＰ２・ＭＮ１の各ゲートがＣエレメント回
路の第２の入力ノードＮ２に接続されている。これにより、Ｃエレメント回路は、入力ノ
ードＮ１・Ｎ２に入力される値が互いに異なる場合は、直前の値を保持する。
【００１６】
このため、フリップフロップ回路ＦＦ７０では、マスタラッチ回路の一方の保持データ
が反転してもエラーとならない。また、組合せ回路ＣＯＭＢ７１に生じたＳＥＴパルスも
、遅延回路ＤＥＬ７１によって除去される。さらに、フリップフロップ回路ＦＦ７０の回
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路規模はＤＴＭＲと比べても小さく、遅延回路も１つであるため遅延時間もＤＴＭＲほど
大きくならない。
【００１７】
しかしながら、図１３に示すフリップフロップ回路ＦＦ７０では、Ｃエレメント回路で
生じたＳＥＴパルスによるエラーに脆弱であるという欠点がある。具体的には、図１４に
示すように、Ｃエレメント回路に高エネルギー中性子が衝突することによってＳＥＴパル
スが生じると、そのＳＥＴパルスを２つのスレーブラッチ回路ＬＡＴ７３・ＬＡＴ７４の
両方がラッチしてしまうため、後段のＣエレメント回路ＣＥ７２の出力が反転してしまう
。また、フリップフロップ回路ＦＦ７０は、クロック周波数が低いときにはエラー耐性が
高いが、クロック周波数の増加とともにエラー耐性が低くなるという問題を有している。
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【００１８】
そこで、本出願の発明者は、エラー耐性をさらに強化したＤＭＲとして、Ｄ３ＭＲ（Ｄ
ｏｕｂｌｅ
ｙｅｄ

Ｄｅｌａｙｅｄ

ＤＭＲ）およびＥＤ２ＭＲ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ

Ｄｅｌａ

ＤＭＲ）を提案した（非特許文献１）。

【００１９】
図１５は、Ｄ３ＭＲであるフリップフロップ回路ＦＦ８０の構成を示す図である。フリ
ップフロップ回路ＦＦ８０は、図１３に示すフリップフロップ回路ＦＦ７０において、ス
レーブラッチ回路ＬＡＴ７４の入力端子の前に遅延回路ＤＥＬ８１を挿入した構成である
。遅延回路ＤＥＬ８１によって、Ｃエレメント回路ＣＥ７１で生じたＳＥＴパルスを除去
10

することができる。
【００２０】
図１６は、ＥＤ２ＭＲであるフリップフロップ回路ＦＦ９０の構成を示す図である。フ
リップフロップ回路ＦＦ９０は、図１３に示すフリップフロップ回路ＦＦ７０において、
Ｃエレメント回路ＣＥ９１およびウィークキーパー回路ＷＫ９１をさらに備え、Ｃエレメ
ント回路ＣＥ７１およびウィークキーパー回路ＷＫ７１をスレーブラッチ回路ＬＡＴ７３
に接続し、Ｃエレメント回路ＣＥ９１およびウィークキーパー回路ＷＫ９１をスレーブラ
ッチ回路ＬＡＴ７４に接続した構成である。ウィークキーパー回路ＷＫ９１は、ウィーク
キーパー回路ＷＫ７１・ＷＫ７２と同様に、２つのインバータ回路ＩＮＶ９１・ＩＮＶ９
２から構成されている。
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【００２１】
フリップフロップ回路ＦＦ９０では、マスタラッチ回路とスレーブラッチ回路との間の
Ｃエレメント回路とウィークキーパー回路を２重にしているので、Ｃエレメント回路ＣＥ
７１・ＣＥ９１の一方でＳＥＴパルスが生じても、後段のＣエレメント回路ＣＥ７２の出
力は反転しない。これにより、Ｃエレメント回路で生じたＳＥＴパルスによるエラーに対
する耐性を高めることができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２２】
【非特許文献１】古田

潤、小林

和淑、小野寺

秀俊、「高いＳＥＵ／ＳＥＴ耐性を持

つ省面積・低遅延二重化フリップフロップ」、第２２回回路とシステム軽井沢ワークショ
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ップ、２００９年４月、p.456−461
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
しかしながら、図１５に示すフリップフロップ回路ＦＦ８０では、図１３に示すフリッ
プフロップ回路ＦＦ７０に遅延回路をさらに挿入した構成であるため、遅延時間のオーバ
ーヘッドが増大してしまうという問題がある。
【００２４】
また、図１６に示すフリップフロップ回路ＦＦ９０では、図１３に示すフリップフロッ
プ回路ＦＦ７０と比較して、遅延時間の増加なしにＣエレメント回路で生じたＳＥＴパル
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スを防ぐことができるが、Ｃエレメント回路ＣＥ９１およびウィークキーパー回路ＷＫ９
１を追加しているため、回路面積のオーバーヘッドが大きいという問題がある。
【００２５】
また、従来のフリップフロップ回路では、Ｃエレメント回路およびウィークキーパー回
路を構成するトランジスタの製造ばらつきに対する遅延時間の変化が大きいという問題が
ある。図１７は、図１３に示すフリップフロップ回路ＦＦ７０および図１６に示すフリッ
プフロップ回路ＦＦ９０における、遅延時間のばらつきを示すグラフである。同図では、
Ｃエレメント回路およびウィークキーパー回路を構成するトランジスタのゲート長が製造
ばらつきにより変化した場合の遅延時間の変化をモンテカルロシミュレーションにより評
価したものである。ゲート長は１σ＝１ｎｍの正規分布に従ってばらつくと想定し、電源
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電圧は１．２Ｖとしている。横軸はフリップフロップ回路ＦＦ７０・ＦＦ９０の平均遅延
時間を１として正規化している。フリップフロップ回路ＦＦ７０の遅延時間は±３％まで
分布しており、フリップフロップ回路ＦＦ９０の遅延時間は±２．５％まで分布している
ことが分かる。
【００２６】
本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、回路面積を大
幅に縮小することができ、かつ、遅延時間のばらつきの少ないフリップフロップ回路を実
現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
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上記の課題を解決するために、本発明に係るフリップフロップ回路は、入力データを保
持するフリップフロップ回路であって、前記入力データをラッチする第１および第２のマ
スタラッチ回路と、第１のマスタラッチ回路の反転出力および第２のマスタラッチ回路の
反転出力が入力される第１のＣエレメント回路と、第１のマスタラッチ回路の非反転出力
および第２のマスタラッチ回路の非反転出力が入力される第２のＣエレメント回路と、第
１のＣエレメント回路の出力をラッチする第１のスレーブラッチ回路と、第２のＣエレメ
ント回路の出力をラッチする第２のスレーブラッチ回路と、第１のスレーブラッチ回路の
反転出力および第２のスレーブラッチ回路の反転出力が入力される第３のＣエレメント回
路と、第１のスレーブラッチ回路の非反転出力および第２のスレーブラッチ回路の非反転
出力が入力される第４のＣエレメント回路と、相互接続された第１および第２のインバー
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タ回路と、相互接続された第３および第４のインバータ回路と、を備え、第１のインバー
タ回路の入力端子と第２のインバータ回路の出力端子とは、第１のＣエレメント回路の出
力端子と第１のスレーブラッチ回路のデータ入力端子との間の接続点に接続され、第１の
インバータ回路の出力端子と第２のインバータ回路の入力端子とは、第２のＣエレメント
回路の出力端子と第２のスレーブラッチ回路のデータ入力端子との間の接続点に接続され
、第３のインバータ回路の入力端子と第４のインバータ回路の出力端子とは、第３のＣエ
レメント回路の出力端子に接続され、第３のインバータ回路の出力端子と第４のインバー
タ回路の入力端子とは、第４のＣエレメント回路の出力端子に接続されていることを特徴
としている。
【００２８】
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上記の構成によれば、第１のＣエレメント回路は、第１のマスタラッチ回路の反転出力
と第２のマスタラッチ回路の反転出力とが異なる値の場合、直前のデータを保持する。ま
た、第２のＣエレメント回路は、第１のマスタラッチ回路の非反転出力と第２のマスタラ
ッチ回路の非反転出力とが異なる値の場合、直前のデータを保持する。このため、ソフト
エラーによって第１および第２のマスタラッチ回路のいずれかの出力が反転しても、第１
および第２のＣエレメント回路の出力は反転しない。すなわち、第１および第２のインバ
ータ回路は、第１のＣエレメント回路からの出力のウィークキーパー回路としての機能と
、第２のＣエレメント回路からの出力のウィークキーパー回路としての機能との両方を備
えている。したがって、第１および第２のＣエレメント回路のそれぞれにウィークキーパ
ー回路を設ける従来構成に比べ、回路面積を縮小することができる。
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【００２９】
同様に、第３のＣエレメント回路は、第１のスレーブラッチ回路の反転出力と第２のス
レーブラッチ回路の反転出力とが異なる値の場合、直前のデータを保持する。また、第４
のＣエレメント回路は、第１のスレーブラッチ回路の非反転出力と第２のスレーブラッチ
回路の非反転出力とが異なる値の場合、直前のデータを保持する。このため、ソフトエラ
ーによって第１および第２のスレーブラッチ回路のいずれかの出力が反転しても、第３お
よび第４のＣエレメント回路の出力は反転しない。すなわち、第３および第４のインバー
タ回路は、第３のＣエレメント回路からの出力のウィークキーパー回路としての機能と、
第４のＣエレメント回路からの出力のウィークキーパー回路としての機能との両方を備え
ている。したがって、第３および第４のＣエレメント回路のそれぞれにウィークキーパー
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回路を設ける従来構成に比べ、回路面積を縮小することができる。
【００３０】
また、ソフトエラーによって第１および第２のＣエレメント回路のいずれかの出力が反
転しても、反転した出力が第１および第２のスレーブラッチ回路にラッチされることを防
止することができる。同様に、ソフトエラーによって第３および第４のＣエレメント回路
のいずれかの出力が反転しても、反転した出力がフリップフロップ回路から出力されるこ
とを防止することができる。
【００３１】
また、相互接続されたインバータ回路で構成されるデータ保持回路は、二重化されたＣ
エレメント回路のそれぞれに接続される従来のウィークキーパー回路に比べ、保持データ
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の書き換えが容易である。そのため、第１〜第４のＣエレメント回路を構成するトランジ
スタのサイズを、従来のフリップフロップ回路のＣエレメント回路を構成するトランジス
タに比べて小さくすることが可能となる。よって、本発明に係るフリップフロップ回路は
、従来のフリップフロップ回路に比べて、回路面積をさらに小さくすることが可能である
。
【００３２】
相互接続されたインバータ回路で構成されるデータ保持回路は、二重化されたＣエレメ
ント回路のそれぞれに接続される従来のウィークキーパー回路に比べ、保持データの書き
換えが容易である。そのため、ばらつきによってウィークキーパー回路を構成するトラン
ジスタのゲート長や閾値電圧が変化しても遅延時間に与える影響が小さい。

20

【００３３】
また、保持データの書き換えが容易であるため、ウィークキーパー回路を構成するトラ
ンジスタのサイズを小さくする必要がない。そのため、ウィークキーパー回路を構成する
トランジスタのゲート長や閾値電圧のばらつきが小さくなり、遅延時間のばらつきが改善
する。したがって、回路面積を大幅に縮小することができ、かつ、遅延時間のばらつきの
少ないフリップフロップ回路を実現することができる。
【発明の効果】
【００３４】
以上のように、本発明に係るフリップフロップ回路は、入力データを保持するフリップ
フロップ回路であって、前記入力データをラッチする第１および第２のマスタラッチ回路
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と、第１のマスタラッチ回路の反転出力および第２のマスタラッチ回路の反転出力が入力
される第１のＣエレメント回路と、第１のマスタラッチ回路の非反転出力および第２のマ
スタラッチ回路の非反転出力が入力される第２のＣエレメント回路と、第１のＣエレメン
ト回路の出力をラッチする第１のスレーブラッチ回路と、第２のＣエレメント回路の出力
をラッチする第２のスレーブラッチ回路と、第１のスレーブラッチ回路の反転出力および
第２のスレーブラッチ回路の反転出力が入力される第３のＣエレメント回路と、第１のス
レーブラッチ回路の非反転出力および第２のスレーブラッチ回路の非反転出力が入力され
る第４のＣエレメント回路と、相互接続された第１および第２のインバータ回路と、相互
接続された第３および第４のインバータ回路と、を備え、第１のインバータ回路の入力端
子と第２のインバータ回路の出力端子とは、第１のＣエレメント回路の出力端子と第１の
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スレーブラッチ回路のデータ入力端子との間の接続点に接続され、第１のインバータ回路
の出力端子と第２のインバータ回路の入力端子とは、第２のＣエレメント回路の出力端子
と第２のスレーブラッチ回路のデータ入力端子との間の接続点に接続され、第３のインバ
ータ回路の入力端子と第４のインバータ回路の出力端子とは、第３のＣエレメント回路の
出力端子に接続され、第３のインバータ回路の出力端子と第４のインバータ回路の入力端
子とは、第４のＣエレメント回路の出力端子に接続されている構成であるので、回路面積
を大幅に縮小することができ、かつ、遅延時間のばらつきの少ないフリップフロップ回路
を実現することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
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【図１】本発明の第１の実施形態に係るフリップフロップ回路の構成を示す図である。
【図２】従来のフリップフロップ回路および本実施形態に係るフリップフロップ回路にお
ける、遅延回路の遅延時間に対するエラー率を示すグラフである。
【図３】従来のフリップフロップ回路および本実施形態に係るフリップフロップ回路の、
回路面積に対するエラー率を示すグラフである。
【図４】従来のフリップフロップ回路および本実施形態に係るフリップフロップ回路にお
ける、遅延時間のばらつきを示すグラフである。
【図５】（ａ）は、図１６に示す従来のフリップフロップ回路の一部の回路構成を示す図
であり、（ｂ）は、本実施形態に係るフリップフロップ回路の一部の回路構成を示す図で
10

ある。
【図６】図１３に示す従来のフリップフロップ回路および本実施形態に係るフリップフロ
ップ回路の、動作電圧に対する遅延時間および出力を示す表である。
【図７】フリップフロップ回路のエラー耐性を測定するための回路構成を示す図である。
【図８】シフト動作させるクロック周波数と、約３万回シフト動作させた場合のＳＥＵに
よるエラー数との関係を示すグラフである。
【図９】ソフトエラーの発生を模式的に示す図である。
【図１０】（ａ）は、ＳＥＵ（Ｓｉｎｇｌｅ

Ｅｖｅｎｔ

を示す図であり、（ｂ）は、ＳＥＴ（Ｓｉｎｇｌｅ

Ｕｐｓｅｔ）のソフトエラー

Ｅｖｅｎｔ

Ｔｒａｎｓｉｅｎｔ）

のソフトエラーを示す図であり、（ｃ）は、ＭＣＵ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ

Ｃｅｌｌ

Ｕｐ

ｓｅｔ）のソフトエラーを示す図である。
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【図１１】従来のフリップフロップ回路の構成を示す図である。
【図１２】従来の他のフリップフロップ回路の構成を示す図である。
【図１３】（ａ）は、従来のさらに他のフリップフロップ回路の構成を示す図であり、（
ｂ）は、当該フリップフロップ回路のＣエレメント回路の構成を示す図である。
【図１４】図１３の（ａ）に示すフリップフロップ回路のＣエレメント回路に高エネルギ
ー中性子が衝突してソフトエラーが発生した状態を示す図である。
【図１５】従来のさらに他のフリップフロップ回路の構成を示す図である。
【図１６】従来のさらに他のフリップフロップ回路の構成を示す図である。
【図１７】図１３に示すフリップフロップ回路および図１６に示すフリップフロップ回路
における、遅延時間のばらつきを示すグラフである。
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【図１８】本発明に係るフリップフロップ回路および従来のフリップフロップ回路の回路
面積と遅延時間との関係を示すグラフである。
【図１９】（ａ）は、本発明に係るフリップフロップ回路で構成された発振器の発振周波
数のばらつきを示すグラフであり、（ｂ）は、従来のフリップフロップ回路で構成された
発振器の発振周波数のばらつきを示すグラフである。
【図２０】図１に示すフリップフロップ回路におけるセンシティブノードを示す図である
。
【図２１】（ａ）は、センシティブノード間の距離とソフトエラー発生率との関係を示す
グラフであり、（ｂ）は、（ａ）に示すグラフの一部を拡大したグラフである。
【図２２】本発明の第２の実施形態に係るフリップフロップ回路の一例を示す図である。
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【図２３】本発明の第２の実施形態に係るフリップフロップ回路の他の一例を示す図であ
る。
【図２４】本発明の第２の実施形態に係る液晶表示装置の要部構成を示すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
〔実施形態１〕
本発明の第１の実施形態について図１〜図２１に基づいて説明すれば以下のとおりであ
る。
【００３７】
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（本実施形態に係るフリップフロップ回路の構成）
図１は、本実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０の構成を示す図である。フリ
ップフロップ回路ＦＦ１０は、組合せ回路ＣＯＭＢ１１からの入力データＩＮを保持する
フリップフロップ回路であって、２つのマスタラッチ回路ＬＡＴ１１・ＬＡＴ１２、２つ
のスレーブラッチ回路ＬＡＴ１３・ＬＡＴ１４、４つのＣエレメント回路ＣＥ１１〜ＣＥ
１４、５つのインバータ回路ＩＮＶ１１〜ＩＮＶ１５、および遅延回路ＤＥＬ１１を備え
ている。
【００３８】
マスタラッチ回路ＬＡＴ１１・ＬＡＴ１２はそれぞれ、特許請求の範囲に記載の第１お
よび第２のマスタラッチ回路に相当する。マスタラッチ回路ＬＡＴ１１の入力端子には、
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組合せ回路ＣＯＭＢ１１からの入力データＩＮが入力される。また、マスタラッチ回路Ｌ
ＡＴ１２の入力端子には、組合せ回路ＣＯＭＢ１１からの入力データＩＮが遅延回路ＤＥ
Ｌ１１を介して入力される。これにより、マスタラッチ回路ＬＡＴ１１・ＬＡＴ１２は、
クロックＣＬＫに応じて入力データＩＮをラッチする。
【００３９】
Ｃエレメント回路ＣＥ１１は、特許請求の範囲に記載の第１のＣエレメント回路に相当
する。Ｃエレメント回路ＣＥ１１の一方の入力端子は、マスタラッチ回路ＬＡＴ１１の反
転出力端子バーＱに接続されており、Ｃエレメント回路ＣＥ１１の他方の入力端子は、マ
スタラッチ回路ＬＡＴ１２の反転出力端子バーＱに接続されている。すなわち、Ｃエレメ
ント回路ＣＥ１１には、マスタラッチ回路ＬＡＴ１１の反転出力およびマスタラッチ回路
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ＬＡＴ１２の反転出力が入力される。
【００４０】
Ｃエレメント回路ＣＥ１２は、特許請求の範囲に記載の第２のＣエレメント回路に相当
する。Ｃエレメント回路ＣＥ１２の一方の入力端子は、マスタラッチ回路ＬＡＴ１１の非
反転出力端子Ｑに接続されており、Ｃエレメント回路ＣＥ１２の他方の入力端子は、マス
タラッチ回路ＬＡＴ１２の非反転出力端子Ｑに接続されている。すなわち、Ｃエレメント
回路ＣＥ１２には、マスタラッチ回路ＬＡＴ１１の非反転出力およびマスタラッチ回路Ｌ
ＡＴ１２の非反転出力が入力される。
【００４１】
スレーブラッチ回路ＬＡＴ１３・ＬＡＴ１４はそれぞれ、特許請求の範囲に記載の第１
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および第２のスレーブラッチ回路に相当する。スレーブラッチ回路ＬＡＴ１３のデータ入
力端子は、Ｃエレメント回路ＣＥ１１の出力端子に接続されており、スレーブラッチ回路
ＬＡＴ１３は、Ｃエレメント回路ＣＥ１１の出力をラッチする。スレーブラッチ回路ＬＡ
Ｔ１４のデータ入力端子は、Ｃエレメント回路ＣＥ１２の出力端子に接続されており、ス
レーブラッチ回路ＬＡＴ１４は、Ｃエレメント回路ＣＥ１２の出力をラッチする。
【００４２】
Ｃエレメント回路ＣＥ１３は、特許請求の範囲に記載の第３のＣエレメント回路に相当
する。Ｃエレメント回路ＣＥ１３の一方の入力端子は、スレーブラッチ回路ＬＡＴ１３の
反転出力端子バーＱに接続されており、Ｃエレメント回路ＣＥ１３の他方の入力端子は、
スレーブラッチ回路ＬＡＴ１４の反転出力端子バーＱに接続されている。すなわち、Ｃエ
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レメント回路ＣＥ１３には、スレーブラッチ回路ＬＡＴ１３の反転出力およびスレーブラ
ッチ回路ＬＡＴ１４の反転出力が入力される。
【００４３】
Ｃエレメント回路ＣＥ１４は、特許請求の範囲に記載の第４のＣエレメント回路に相当
する。Ｃエレメント回路ＣＥ１４の一方の入力端子は、スレーブラッチ回路ＬＡＴ１３の
非反転出力端子Ｑに接続されており、Ｃエレメント回路ＣＥ１４の他方の入力端子は、ス
レーブラッチ回路ＬＡＴ１４の非反転出力端子Ｑに接続されている。すなわち、Ｃエレメ
ント回路ＣＥ１４には、スレーブラッチ回路ＬＡＴ１３の非反転出力およびスレーブラッ
チ回路ＬＡＴ１４の非反転出力が入力される。
【００４４】
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インバータ回路ＩＮＶ１１・ＩＮＶ１２はそれぞれ、特許請求の範囲に記載の第１およ
び第２のインバータ回路に相当する。インバータ回路ＩＮＶ１１・ＩＮＶ１２は、相互接
続されていると共に、インバータ回路ＩＮＶ１１の入力端子とインバータ回路ＩＮＶ１２
の出力端子とは、Ｃエレメント回路ＣＥ１１の出力端子とスレーブラッチ回路ＬＡＴ１３
のデータ入力端子との間の接続点に接続されている。また、インバータ回路ＩＮＶ１１の
出力端子とインバータ回路ＩＮＶ１２の入力端子とは、Ｃエレメント回路ＣＥ１２の出力
端子とスレーブラッチ回路ＬＡＴ１４のデータ入力端子との間の接続点に接続されている
。
【００４５】
インバータ回路ＩＮＶ１３・ＩＮＶ１４はそれぞれ、特許請求の範囲に記載の第３およ
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び第４のインバータ回路に相当する。インバータ回路ＩＮＶ１３・ＩＮＶ１４は、相互接
続されていると共に、インバータ回路ＩＮＶ１３の入力端子とインバータ回路ＩＮＶ１４
の出力端子とは、Ｃエレメント回路ＣＥ１３の出力端子に接続されている。また、インバ
ータ回路ＩＮＶ１３の出力端子とインバータ回路ＩＮＶ１４の入力端子とは、Ｃエレメン
ト回路ＣＥ１４の出力端子に接続されている。
【００４６】
なお、Ｃエレメント回路ＣＥ１１〜ＣＥ１４の構成は、図１３の（ｂ）に示す構成と略
同一である。
【００４７】
（従来構成との比較）
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このように、本実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０は、図１６に示す従来の
フリップフロップ回路ＦＦ９０と同様に、Ｃエレメント回路を二重化した構造である。ま
た、フリップフロップ回路ＦＦ１０は、フリップフロップ回路ＦＦ９０において、ウィー
クキーパー回路を二重化する代わりに、ウィークキーパー回路を構成していた２つのイン
バータ回路を、２つのＣエレメント回路の間にクロスカップルさせた構成である。これに
より、フリップフロップ回路ＦＦ１０は、フリップフロップ回路ＦＦ９０に比べてインバ
ータ回路の個数を少なくすることができるので、回路規模を縮小させることができる。
【００４８】
図２は、従来のフリップフロップ回路ＦＦ６０、ＦＦ８０、ＦＦ９０および本実施形態
に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０における、遅延回路の遅延時間に対するエラー率を
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示すグラフである。同図に示すように、本実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０
の遅延時間に対するエラー率は、フリップフロップ回路ＦＦ８０・ＦＦ９０におけるもの
とほぼ同一である。
【００４９】
図３は、従来のフリップフロップ回路ＦＦ６０、ＦＦ８０、ＦＦ９０および本実施形態
に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０の、回路面積に対するエラー率を示すグラフである
。同図から明らかなように、本実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０は、従来の
フリップフロップ回路ＦＦ６０、ＦＦ８０、ＦＦ９０と比較して、小さい回路面積で高い
エラー耐性を有していることが分かる。このように、本実施形態に係るフリップフロップ
回路ＦＦ１０は、従来のフリップフロップ回路と比較して、エラー耐性を低下させること
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なく、回路規模を縮小することができる。
【００５０】
また、本実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０は、トランジスタの製造ばらつ
きに対する遅延時間の変化が小さいという利点を有している。図４は、従来のフリップフ
ロップ回路ＦＦ７０・ＦＦ９０および本実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０に
おける、遅延時間のばらつきを示すグラフである。フリップフロップ回路ＦＦ７０・ＦＦ
９０の特性は、図１７に示すものと同一である。図４において、フリップフロップ回路Ｆ
Ｆ１０の遅延時間の分布は、±２％の範囲内であり、フリップフロップ回路ＦＦ７０・Ｆ
Ｆ９０に比べ、遅延時間の変化が小さいことが分かる。
【００５１】
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また、本実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０は、Ｃエレメント回路を構成す
るトランジスタのサイズを、従来のフリップフロップ回路ＦＦ７０・ＦＦ８０・ＦＦ９０
のＣエレメント回路を構成するトランジスタよりも小さくすることができるという利点が
ある。以下、図５を参照して説明する。
【００５２】
図５の（ａ）は、図１６に示す従来のフリップフロップ回路ＦＦ９０の一部の回路構成
を示す図であり、図５の（ｂ）は、本実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０の一
部の回路構成を示す図である。図５の（ａ）では、インバータ回路ＩＮＶ７２・ＩＮＶ７
３で構成されるウィークキーパー回路のデータを書き換える場合、インバータ回路ＩＮＶ
７３の出力がＣエレメント回路７１からの出力を妨げる。そのため、ウィークキーパー回
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路のデータ書き換えのために必要なＣエレメント回路７１の出力は、インバータ回路ＩＮ
Ｖ７２・ＩＮＶ７３の出力の約１０倍となる。
【００５３】
一方、図５の（ｂ）では、２つのＣエレメント回路ＣＥ１１・ＣＥ１２の出力によって
、インバータ回路ＩＮＶ１１・ＩＮＶ１２で構成されるデータ保持回路のデータ書き換え
を行う。そのため、インバータ回路ＩＮＶ１１・ＩＮＶ１２で構成されるデータ保持回路
のデータ書き換えのために必要なＣエレメント回路１１の出力は、インバータ回路ＩＮＶ
１１・ＩＮＶ１２の出力の約２倍程度でよい。このように、インバータ回路ＩＮＶ１１・
ＩＮＶ１２で構成されるデータ保持回路は、従来のフリップフロップ回路ＦＦ９０のウィ
ークキーパー回路に比べ、保持データの書き換えが容易である。
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【００５４】
したがって、本実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０のＣエレメント回路を構
成するトランジスタのサイズを、従来のフリップフロップ回路ＦＦ９０のＣエレメント回
路を構成するトランジスタに比べて小さくすることが可能となる。したがって、フリップ
フロップ回路ＦＦ１０は、従来のフリップフロップ回路に比べて、回路面積をさらに縮小
することが可能である。
【００５５】
また、本実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０は、動作電圧が極めて低い場合
でも、従来のフリップフロップ回路に比べ性能が低下しないという利点を有している。図
６は、図１３に示す従来のフリップフロップ回路ＦＦ７０および本実施形態に係るフリッ
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プフロップ回路ＦＦ１０の、動作電圧に対する遅延時間および出力を示す表である。フリ
ップフロップ回路ＦＦ１０・ＦＦ７０の回路面積はどちらも同一である。従来のフリップ
フロップ回路ＦＦ７０では、動作電圧が０．５Ｖの場合は、動作電圧が１．２Ｖの場合に
比べて、遅延時間が大きくなっている。これに対し、本実施形態に係るフリップフロップ
回路ＦＦ１０では、動作電圧が０．５Ｖの場合においても、動作電圧が１．２Ｖの場合に
比べて遅延時間があまり大きくならない。
【００５６】
このように、本実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０は、動作電圧が極めて低
い場合でも高い性能を維持することができるので、将来的に実用化が検討されているサブ
スレシホールド回路等の低電圧回路に好適である。
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【実施例１】
【００５７】
本発明に係るフリップフロップ回路が従来のフリップフロップ回路よりも高いエラー耐
性を有していることを証明するための実験を行った。
【００５８】
図７に示すように、本発明に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０が８個カスケード接続
されたシフトレジスタを構成する。初段のフリップフロップ回路ＦＦ１０には、２つのセ
レクタ回路ＳＥＬ１１・ＳＥＬ１２が接続されている。セレクタ回路ＳＥＬ１１の一方の
入力端子には入力信号ＳＩが入力され、セレクタ回路ＳＥＬ１２の一方の入力端子には反
転入力信号バーＳＩが入力される。また、セレクタ回路ＳＥＬ１１の他方の入力端子には
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、最終段のフリップフロップ回路ＦＦ１０の一方のデータ出力端子が接続され、セレクタ
回路ＳＥＬ１２の他方の入力端子には、最終段のフリップフロップ回路ＦＦ１０の他方の
データ出力端子が接続されている。また、セレクタ回路ＳＥＬ１１・ＳＥＬ１２には、セ
レクト信号として信号ＲＳが入力される。
【００５９】
これにより、８個のフリップフロップ回路ＦＦ１０で１つのローカルループユニットを
形成する。さらに、このローカルループユニットを複数カスケード接続して、これらのロ
ーカルループユニットに対して、241Ａｍが発生するα粒子を照射する。
【００６０】
α粒子を照射した状態で、セレクタ回路ＳＥＬ１１・ＳＥＬ１２がそれぞれ入力信号Ｓ
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Ｉおよび反転入力信号バーＳＩを選択するように、信号ＲＳを制御するとともに、図示し
ないクロックＣＬＫを各フリップフロップ回路ＦＦ１０に入力することにより、シフト動
作を開始させる。続いて、セレクタ回路ＳＥＬ１１・ＳＥＬ１２が最終段のフリップフロ
ップ回路ＦＦ１０の出力を選択するように、信号ＲＳを制御する。これにより、シフト動
作が繰り返される。所定時間経過後、シフト動作を停止させて、最終段のフリップフロッ
プ回路ＦＦ１０の出力ＳＯ・バーＳＯを検出する。
【００６１】
また、上記構成と比較するため、図１３の（ａ）に示す従来のフリップフロップ回路Ｆ
Ｆ７０を図７と同様に８個カスケード接続してローカルループユニットを構成し、241Ａ
ｍが発生するα粒子をカスケード接続された複数のローカルループユニットに照射した。
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【００６２】
実験では、１ＭＨｚ、１０ＭＨｚおよび１６０ＭＨｚの３種類のクロックＣＬＫでフリ
ップフロップ回路を動作させた。それぞれの周波数で５００分動作させながら、１０分ご
とに保持データを取り出して、エラーの検出を行った。その結果を図８に示す。
【００６３】
図８は、ローカルループ状態にし１００分間α線を照射した場合のクロック周波数と反
転したフリップフロップ数との関係を示すグラフである。同図において、黒棒が本発明に
係るフリップフロップ回路ＦＦ１０のエラー数を示しており、白棒が従来のフリップフロ
ップ回路ＦＦ７０のエラー数を示している。フリップフロップ回路ＦＦ７０では、クロッ
ク周波数が大きくなるほどエラー数が大きくなっている。これに対し、フリップフロップ

30

回路ＦＦ１０では、クロック周波数に関わらず殆どエラーが観察されなかった。特に、ク
ロック周波数が１６０ＭＨｚの場合は、フリップフロップ回路ＦＦ１０のエラー数は、フ
リップフロップ回路ＦＦ７０のエラー数の約１／１５０であり、クロック周波数が高いほ
どフリップフロップ回路ＦＦ１０のエラー耐性は従来構成よりも高くなることが分かる。
【００６４】
以上の実験により、本発明に係るフリップフロップ回路は、従来のフリップフロップ回
路よりも非常に高いエラー耐性を有していることが分かった。
【００６５】
図１８は、本発明に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０および従来のフリップフロップ
回路ＦＦ６０・ＦＦ７０・ＦＦ８０・ＦＦ９０の回路面積と遅延時間との関係を示すグラ

40

フである。同図から、本発明に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０が最も面積遅延積（Ａ
ＤＰ）が小さいことが分かる。
【実施例２】
【００６６】
さらに、本発明の発明者は、中性子線の照射実験も行った。本発明に係るフリップフロ
ップ回路ＦＦ１０が８個カスケード接続されたシフトレジスタ（図７）および従来のフリ
ップフロップ回路ＦＦ９０が８個カスケード接続されたシフトレジスタに対し中性子線を
照射し、所定時間におけるエラー数を測定した。その結果、回路の動作周波数が１００Ｍ
Ｈｚの場合、フリップフロップ回路ＦＦ１０で構成されるシフトレジスタにおけるエラー
数は、フリップフロップ回路ＦＦ９０で構成されるシフトレジスタにおけるエラー数の約
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３１％であった。また、回路の動作周波数が１０ＭＨｚの場合、フリップフロップ回路Ｆ
Ｆ１０で構成されるシフトレジスタにおけるエラー数は、フリップフロップ回路ＦＦ９０
で構成されるシフトレジスタにおけるエラー数の約４７％であった。さらに、回路の動作
周波数が１ＭＨｚの場合、フリップフロップ回路ＦＦ１０で構成されるシフトレジスタに
おけるエラー数は、フリップフロップ回路ＦＦ９０で構成されるシフトレジスタにおける
エラー数の約６％であった。
【００６７】
このように、本発明に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０は、従来のフリップフロップ
回路に比べ、中性子線に対するエラー耐性も高いことが分かった。
10

【実施例３】
【００６８】
続いて、フリップフロップ回路で発振器（Ｒｉｎｇ

Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ）を構成し

た場合の、発振周波数のばらつきを測定した。その結果を図１９に示す。
【００６９】
図１９の（ａ）は、本発明に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０で構成された発振器の
発振周波数のばらつきを示すグラフであり、図１９の（ｂ）は、従来のフリップフロップ
回路ＦＦ９０で構成された発振器の発振周波数のばらつきを示すグラフである。これらの
グラフから、本発明に係るフリップフロップ回路のほうが、発振周波数のばらつきが少な
い、すなわち遅延時間のばらつきが小さいことが分かる。
【００７０】

20

（エラー耐性をさらに強化するためのレイアウト構造）
続いて、エラー耐性をさらに強化するためのレイアウト構造について説明する。フリッ
プフロップ回路ＦＦ１０では、電位が同時に反転すると出力が反転するノードの組合せ（
以下、「センシティブノード」と称する）が存在する。センシティブノードの具体例を図
２０に示す。
【００７１】
本願発明の発明者は、図２０に示すフリップフロップ回路ＦＦ１０において、ノードｎ
１・ｎ２・ｎ３の組合せ、ｎ４・ｎ５・ｎ６の組合せ、ｎ７・ｎ８・ｎ９の組合せ、およ
び、ｎ１０・ｎ１１・ｎ１２の組合せがセンシティブノードであることを見出した。これ
らのノードは、以下のように定義される。

30

【００７２】
ノードｎ１は、ラッチ回路ＬＡＴ１１の反転出力端子バーＱとＣエレメント回路ＣＥ１
１の一方の入力端子との間を接続するノードである。ノードｎ２は、ラッチ回路ＬＡＴ１
２の反転出力端子バーＱとＣエレメント回路ＣＥ１１の他方の入力端子との間を接続する
ノードである。ノードｎ３は、Ｃエレメント回路ＣＥ１２の出力端子とインバータ回路Ｉ
ＮＶ１１の出力端子とインバータ回路ＩＮＶ１２の入力端子とラッチ回路ＬＡＴ１４のデ
ータ入力端子との間を接続するノードである。
【００７３】
ノードｎ４は、ラッチ回路ＬＡＴ１１の非反転出力端子ＱとＣエレメント回路ＣＥ１２
の一方の入力端子との間を接続するノードである。ノードｎ５は、ラッチ回路ＬＡＴ１２

40

の非反転出力端子ＱとＣエレメント回路ＣＥ１２の他方の入力端子との間を接続するノー
ドである。ノードｎ６は、Ｃエレメント回路ＣＥ１１の出力端子とインバータ回路ＩＮＶ
１１の入力端子とインバータ回路ＩＮＶ１２の出力端子とラッチ回路ＬＡＴ１３のデータ
入力端子との間を接続するノードである。
【００７４】
ノードｎ７は、ラッチ回路ＬＡＴ１３の反転出力端子バーＱとＣエレメント回路ＣＥ１
３の一方の入力端子との間を接続するノードである。ノードｎ８は、ラッチ回路ＬＡＴ１
４の反転出力端子バーＱとＣエレメント回路ＣＥ１３の他方の入力端子との間を接続する
ノードである。ノードｎ９は、Ｃエレメント回路ＣＥ１４の出力端子とインバータ回路Ｉ
ＮＶ１３の出力端子とインバータ回路ＩＮＶ１４の入力端子との間を接続するノードであ
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る。
【００７５】
ノードｎ１０は、ラッチ回路ＬＡＴ１３の非反転出力端子ＱとＣエレメント回路ＣＥ１
４の一方の入力端子との間を接続するノードである。ノードｎ１１は、ラッチ回路ＬＡＴ
１４の非反転出力端子ＱとＣエレメント回路ＣＥ１４の他方の入力端子との間を接続する
ノードである。ノードｎ１２は、Ｃエレメント回路ＣＥ１３の出力端子とインバータ回路
ＩＮＶ１３の入力端子とインバータ回路ＩＮＶ１４の出力端子との間を接続するノードで
ある。
【００７６】
ノードｎ１〜ｎ１２はそれぞれ、特許請求の範囲に記載の第１〜第１２のノードに相当

10

する。このように各ノードを定義した場合、ノードｎ１・ｎ２・ｎ３の組合せ、ノードｎ
４・ｎ５・ｎ６の組合せ、ノードｎ７・ｎ８・ｎ９の組合せ、およびノードｎ１０・ｎ１
１・ｎ１２の組合せが、それぞれセンシティブノードとなる。そのため、放射線により電
位が同時に反転しないためにはノードｎ１・ｎ２・ｎ３間、ノードｎ４・ｎ５・ｎ６間、
ノードｎ７・ｎ８・ｎ９間、およびノードｎ１０・ｎ１１・ｎ１２間のそれぞれの距離を
、できるだけ大きくすることが望ましい。
【００７７】
ここで、センシティブノード間の距離とソフトエラー発生率との関係について、図２１
を参照して説明する。
20

【００７８】
図２１の（ａ）において、横軸は、センシティブノード間の距離であり、縦軸は、ＳＥ
Ｕに対するＭＣＵの発生率である。図２１の（ｂ）は、図２１の（ａ）に示すグラフの横
軸の一部を拡大したものであり、センシティブノード間の距離が１．５〜３．５μｍにお
ける、ＳＥＵに対するＭＣＵの発生率を示している。
【００７９】
また、実線は、ＭＣＵのうち電化共有（Ｃｈａｒｇｅ

Ｓｈａｒｉｎｇ，ＣＳ）による

ＭＣＵのＳＥＵに対する発生率を示しており、破線は、ＭＣＵのうち連続衝突（Ｓｕｃｃ
ｅｓｓｉｖｅ

Ｈｉｔｓ，ＳＨ）によるＭＣＵのＳＥＵに対する発生率を示している。一

点鎖線は、ＣＳとＳＨとを合わせたＭＣＵのＳＥＵに対する発生率を示している。
【００８０】
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ＳＥＵに対するＭＣＵの発生率（以下、「エラー率」とする）は、冗長化されたフリッ
プフロップ回路が通常のフリップフロップ回路に対してどの程度ソフトエラーに耐性があ
るかを表している。図２１の（ａ）に示すように、センシティブノード間の距離を０．８
６μｍ以上とすれば、エラー率を１／１０（１０％）以下とすることができる。さらに、
図２１の（ｂ）に示すように、センシティブノード間の距離を１．７５μｍ以上とすれば
、エラー率を１／１００（１％）以下とすることができ、センシティブノード間の距離を
３．５０μｍ以上とすれば、エラー率を１／１０００（０．１％）以下とすることができ
る。
【００８１】
そのため、図２０に示すフリップフロップ回路ＦＦ１０においても、各素子のレイアウ

40

トを適切に設定することにより、センシティブノード間の距離を０．８６μｍ以上とする
ことが好ましい。さらに好ましくは、当該距離を１．７５μｍ以上、さらに好ましくは、
当該距離を３．５０μｍ以上とすることにより、さらにソフトエラー耐性を高めることが
できる。
【００８２】
〔実施形態２〕
本発明の第２の実施形態について図２２〜図２４に基づいて説明すれば以下のとおりで
ある。本実施形態では、第１の実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０の変形例、
および本発明に係るフリップフロップ回路を用いた半導体装置および電子機器について説
明する。
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【００８３】
（本実施形態に係るフリップフロップ回路の構成）
図２２は、本実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ２０の構成を示す図である。フ
リップフロップ回路ＦＦ２０は、第１の実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０に
おいて、Ｃエレメント回路ＣＥ１４を省略した構成である。
【００８４】
すなわち、フリップフロップ回路ＦＦ２０は、スレーブラッチ回路ＬＡＴ１３・ＬＡＴ
１４の出力側に接続される構成が、図１３〜図１６に示す従来のフリップフロップ回路に
おけるものと同一である。このフリップフロップ回路ＦＦ２０をカスケード接続してシフ
トレジスタを構成した場合、Ｃエレメント回路ＣＥ１３からＳＥＴパルスが生じても、Ｓ

10

ＥＴパルスが生じたフリップフロップ回路ＦＦ２０の後段に接続されたフリップフロップ
回路ＦＦ２０において、遅延回路ＤＥＬ１１が設けられていることにより、ＳＥＴパルス
が２つのマスタラッチ回路ＬＡＴ１１・ＬＡＴ１２に同時にラッチされることはない。そ
のため、フリップフロップ回路ＦＦ２０は、第１の実施形態に係るフリップフロップ回路
ＦＦ１０と同等のエラー耐性を有している。
【００８５】
なお、マスタラッチ回路ＬＡＴ１１・ＬＡＴ１２とスレーブラッチ回路ＬＡＴ１３・Ｌ
ＡＴ１４との間を従来構成と同一にした場合、マスタラッチ回路ＬＡＴ１１・ＬＡＴ１２
の出力側に接続されたＣエレメント回路は直接スレーブラッチ回路に接続されているため
、当該Ｃエレメント回路で生じたＳＥＴパルスは、スレーブラッチ回路ＬＡＴ１３・ＬＡ

20

Ｔ１４の両方に取込まれてしまう。
【００８６】
フリップフロップ回路ＦＦ２０では、スレーブラッチ回路ＬＡＴ１３・ＬＡＴ１４の反
転出力端子バーＱにＣエレメント回路ＣＥ１３が接続されていたが、Ｃエレメント回路を
スレーブラッチ回路ＬＡＴ１３・ＬＡＴ１４の非反転出力端子Ｑに接続させてもよい。そ
の構成を図２３に示す。
【００８７】
図２３は、本実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ３０の構成を示す図である。フ
リップフロップ回路ＦＦ３０は、第１の実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０に
おいて、Ｃエレメント回路ＣＥ１３を省略した構成である。フリップフロップ回路ＦＦ３
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０も、第１の実施形態に係るフリップフロップ回路ＦＦ１０と同等のエラー耐性を有して
いる。
【００８８】
また、フリップフロップ回路ＦＦ２０・ＦＦ３０は、フリップフロップ回路ＦＦ１０に
比べて回路を構成する素子の数が少ない。そのため、フリップフロップ回路ＦＦ２０・Ｆ
Ｆ３０は、小型化が必要な電子機器に好適である。
【００８９】
また、エラー耐性をさらに高めるために、フリップフロップ回路ＦＦ２０・ＦＦ３０に
おいても、センシティブノード間の距離をできるだけ大きくすることが望ましい。具体的
には、図２２に示すフリップフロップ回路ＦＦ２０では、ノードｎ１・ｎ２・ｎ３間、ノ

40

ードｎ４・ｎ５・ｎ６間、およびノードｎ７・ｎ８・ｎ９間のそれぞれの距離を、できる
だけ大きくすることが望ましい。また、図２３に示すフリップフロップ回路ＦＦ３０では
、ノードｎ１・ｎ２・ｎ３間、ノードｎ４・ｎ５・ｎ６間、およびノードｎ１０・ｎ１１
・ｎ１２間のそれぞれの距離を、できるだけ大きくすることが望ましい。
【００９０】
フリップフロップ回路ＦＦ２０・ＦＦ３０において、センシティブノード間の距離は、
０．８６μｍ以上であることが好ましい。さらに好ましくは、当該距離を１．７５μｍ以
上、さらに好ましくは、当該距離を３．５０μｍ以上とすることにより、さらにソフトエ
ラー耐性を高めることができる。
【００９１】
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（フリップフロップ回路を用いた電子機器の一例）
本発明は、あらゆる電子機器に適用可能であるが、その電子機器が液晶表示装置である
場合の例について説明する。
【００９２】
図２４は、本実施形態に係る液晶表示装置１の要部構成を示すブロック図である。液晶
表示装置１は、液晶パネル２、ゲートドライバ３、ソースドライバ４およびコントローラ
５を有している。ゲートドライバ３は、コントローラ５から入力される動作クロック等に
基づいて、液晶パネル２内のゲートラインを順次走査するための走査信号を出力する。ソ
ースドライバ４は、コントローラ５から入力された表示データを時分割して、時分割され
た表示データをＤ／Ａ変換することにより、表示対象画素の明るさに応じた階調表示用の
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データ信号を液晶パネル２に出力する。
【００９３】
ここで、ゲートドライバ３は、特許請求の範囲に記載の半導体装置に相当するものであ
り、複数のフリップフロップ回路がカスケード接続されたシフトレジスタで構成されてい
る。各フリップフロップ回路の出力端子は、次段のフリップフロップ回路および液晶パネ
ル２内のゲートラインに接続されている。
【００９４】
また、液晶表示装置１では、ゲートドライバ３を構成するフリップフロップ回路として
、上述したフリップフロップ回路ＦＦ１０を用いている。これにより、液晶表示装置１は
、ソフトエラーに起因する乱れが殆ど生じることのない高品質の画像を表示することがで
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きる。
【００９５】
〔付記事項〕
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【００９６】
本発明に係るフリップフロップ回路は、入力データを保持するフリップフロップ回路で
あって、前記入力データをラッチする第１および第２のマスタラッチ回路と、第１のマス
タラッチ回路の反転出力および第２のマスタラッチ回路の反転出力が入力される第１のＣ
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エレメント回路と、第１のマスタラッチ回路の非反転出力および第２のマスタラッチ回路
の非反転出力が入力される第２のＣエレメント回路と、第１のＣエレメント回路の出力を
ラッチする第１のスレーブラッチ回路と、第２のＣエレメント回路の出力をラッチする第
２のスレーブラッチ回路と、第１のスレーブラッチ回路の反転出力および第２のスレーブ
ラッチ回路の反転出力が入力される第３のＣエレメント回路と、相互接続された第１およ
び第２のインバータ回路と、相互接続された第３および第４のインバータ回路と、を備え
、第１のインバータ回路の入力端子と第２のインバータ回路の出力端子とは、第１のＣエ
レメント回路の出力端子と第１のスレーブラッチ回路のデータ入力端子との間の接続点に
接続され、第１のインバータ回路の出力端子と第２のインバータ回路の入力端子とは、第
２のＣエレメント回路の出力端子と第２のスレーブラッチ回路のデータ入力端子との間の
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接続点に接続され、第３のインバータ回路の入力端子と第４のインバータ回路の出力端子
とは、第３のＣエレメント回路の出力端子に接続されている、ことを特徴としている。
【００９７】
本発明に係るフリップフロップ回路は、入力データを保持するフリップフロップ回路で
あって、前記入力データをラッチする第１および第２のマスタラッチ回路と、第１のマス
タラッチ回路の反転出力および第２のマスタラッチ回路の反転出力が入力される第１のＣ
エレメント回路と、第１のマスタラッチ回路の非反転出力および第２のマスタラッチ回路
の非反転出力が入力される第２のＣエレメント回路と、第１のＣエレメント回路の出力を
ラッチする第１のスレーブラッチ回路と、第２のＣエレメント回路の出力をラッチする第
２のスレーブラッチ回路と、第１のスレーブラッチ回路の非反転出力および第２のスレー
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ブラッチ回路の非反転出力が入力される第４のＣエレメント回路と、相互接続された第１
および第２のインバータ回路と、相互接続された第３および第４のインバータ回路と、を
備え、第１のインバータ回路の入力端子と第２のインバータ回路の出力端子とは、第１の
Ｃエレメント回路の出力端子と第１のスレーブラッチ回路のデータ入力端子との間の接続
点に接続され、第１のインバータ回路の出力端子と第２のインバータ回路の入力端子とは
、第２のＣエレメント回路の出力端子と第２のスレーブラッチ回路のデータ入力端子との
間の接続点に接続され、第３のインバータ回路の出力端子と第４のインバータ回路の入力
端子とは、第４のＣエレメント回路の出力端子に接続されている、ことを特徴としている
。
【００９８】

10

上記の構成によれば、第１のＣエレメント回路は、第１のマスタラッチ回路の反転出力
と第２のマスタラッチ回路の反転出力とが異なる値の場合、直前のデータを保持する。ま
た、第２のＣエレメント回路は、第１のマスタラッチ回路の非反転出力と第２のマスタラ
ッチ回路の非反転出力とが異なる値の場合、直前のデータを保持する。このため、ソフト
エラーによって第１および第２のマスタラッチ回路のいずれかの出力が反転しても、第１
および第２のＣエレメント回路の出力は反転しない。すなわち、第１および第２のインバ
ータ回路は、第１のＣエレメント回路からの出力のウィークキーパー回路としての機能と
、第２のＣエレメント回路からの出力のウィークキーパー回路としての機能との両方を備
えている。したがって、第１および第２のＣエレメント回路のそれぞれにウィークキーパ
ー回路を設ける従来構成に比べ、回路面積を縮小することができる。
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【００９９】
また、ソフトエラーによって第１および第２のＣエレメント回路のいずれかの出力が反
転しても、反転した出力が第１および第２のスレーブラッチ回路にラッチされることを防
止することができる。
【０１００】
また、相互接続されたインバータ回路で構成されるデータ保持回路は、二重化されたＣ
エレメント回路のそれぞれに接続される従来のウィークキーパー回路に比べ、保持データ
の書き換えが容易である。そのため、第１および第２のＣエレメント回路を構成するトラ
ンジスタのサイズを、従来のフリップフロップ回路のＣエレメント回路を構成するトラン
ジスタに比べて小さくすることが可能となる。よって、本発明に係るフリップフロップ回
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路は、従来のフリップフロップ回路に比べて、回路面積をさらに小さくすることが可能で
ある。
【０１０１】
相互接続されたインバータ回路で構成されるデータ保持回路は、二重化されたＣエレメ
ント回路のそれぞれに接続される従来のウィークキーパー回路に比べ、保持データの書き
換えが容易である。そのため、ばらつきによってウィークキーパー回路を構成するトラン
ジスタのゲート長や閾値電圧が変化しても遅延時間に与える影響が小さい。
【０１０２】
また、保持データの書き換えが容易であるため、ウィークキーパー回路を構成するトラ
ンジスタのサイズを小さくする必要がない。そのため、ウィークキーパー回路を構成する
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トランジスタのゲート長や閾値電圧のばらつきが小さくなり、遅延時間のばらつきが改善
する。したがって、回路面積を大幅に縮小することができ、かつ、遅延時間のばらつきの
少ないフリップフロップ回路を実現することができる。
【０１０３】
本発明に係るフリップフロップ回路では、さらに遅延回路を備え、前記入力データは、
前記遅延回路を介して第２のマスタラッチ回路に入力されることが好ましい。
【０１０４】
上記の構成によれば、入力データをフリップフロップ回路に出力する組合せ回路等に高
エネルギー中性子が衝突することによりソフトエラーが発生しても、遅延回路によって、
第１および第２のマスタラッチ回路の両方がエラーパルスをラッチすることを防止するこ
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とができる。よって、フリップフロップ回路のエラー耐性をさらに高めることができる。
【０１０５】
本発明に係るフリップフロップ回路では、第１のマスタラッチ回路の反転出力端子と第
１のＣエレメント回路の一方の入力端子との間を接続するノードを第１のノード、第２の
マスタラッチ回路の反転出力端子と第１のＣエレメント回路の他方の入力端子との間を接
続するノードを第２のノード、第２のＣエレメント回路の出力端子と第１のインバータ回
路の出力端子と第２のインバータ回路の入力端子と第２のスレーブラッチ回路の入力端子
との間を接続するノードを第３のノード、第１のマスタラッチ回路の非反転出力端子と第
２のＣエレメント回路の一方の入力端子との間を接続するノードを第４のノード、第２の
マスタラッチ回路の非反転出力端子と第２のＣエレメント回路の他方の入力端子との間を

10

接続するノードを第５のノード、第１のＣエレメント回路の出力端子と第１のインバータ
回路の入力端子と第２のインバータ回路の出力端子と第１のスレーブラッチ回路の入力端
子との間を接続するノードを第６のノード、第１のスレーブラッチ回路の反転出力端子と
第３のＣエレメント回路の一方の入力端子との間を接続するノードを第７のノード、第２
のスレーブラッチ回路の反転出力端子と第３のＣエレメント回路の他方の入力端子との間
を接続するノードを第８のノード、第４のＣエレメント回路の出力端子と第３のインバー
タ回路の出力端子と第４のインバータ回路の入力端子との間を接続するノードを第９のノ
ード、第１のスレーブラッチ回路の非反転出力端子と第４のＣエレメント回路の一方の入
力端子との間を接続するノードを第１０のノード、第２のスレーブラッチ回路の非反転出
力端子と第４のＣエレメント回路の他方の入力端子との間を接続するノードを第１１のノ
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ード、第３のＣエレメント回路の出力端子と第３のインバータ回路の入力端子と第４のイ
ンバータ回路の出力端子との間を接続するノードを第１２のノードとして、第１〜第３の
各ノード間の距離、第４〜第６の各ノード間の距離、第７〜第９の各ノード間の距離、並
びに、第１０〜第１２の各ノード間の距離が、０．８６μｍ以上であることが好ましい。
【０１０６】
本発明に係るフリップフロップ回路では、第１のマスタラッチ回路の反転出力端子と第
１のＣエレメント回路の一方の入力端子との間を接続するノードを第１のノード、第２の
マスタラッチ回路の反転出力端子と第１のＣエレメント回路の他方の入力端子との間を接
続するノードを第２のノード、第２のＣエレメント回路の出力端子と第１のインバータ回
路の出力端子と第２のインバータ回路の入力端子と第２のスレーブラッチ回路の入力端子
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との間を接続するノードを第３のノード、第１のマスタラッチ回路の非反転出力端子と第
２のＣエレメント回路の一方の入力端子との間を接続するノードを第４のノード、第２の
マスタラッチ回路の非反転出力端子と第２のＣエレメント回路の他方の入力端子との間を
接続するノードを第５のノード、第１のＣエレメント回路の出力端子と第１のインバータ
回路の入力端子と第２のインバータ回路の出力端子と第１のスレーブラッチ回路の入力端
子との間を接続するノードを第６のノード、第１のスレーブラッチ回路の反転出力端子と
第３のＣエレメント回路の一方の入力端子との間を接続するノードを第７のノード、第２
のスレーブラッチ回路の反転出力端子と第３のＣエレメント回路の他方の入力端子との間
を接続するノードを第８のノード、第３のインバータ回路の出力端子と第４のインバータ
回路の入力端子との間を接続するノードを第９のノードとして、第１〜第３の各ノード間
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の距離、第４〜第６の各ノード間の距離、並びに、第７〜第９の各ノード間の距離が、０
．８６μｍ以上であることが好ましい。
【０１０７】
本発明に係るフリップフロップ回路では、第１のマスタラッチ回路の反転出力端子と第
１のＣエレメント回路の一方の入力端子との間を接続するノードを第１のノード、第２の
マスタラッチ回路の反転出力端子と第１のＣエレメント回路の他方の入力端子との間を接
続するノードを第２のノード、第２のＣエレメント回路の出力端子と第１のインバータ回
路の出力端子と第２のインバータ回路の入力端子と第２のスレーブラッチ回路の入力端子
との間を接続するノードを第３のノード、第１のマスタラッチ回路の非反転出力端子と第
２のＣエレメント回路の一方の入力端子との間を接続するノードを第４のノード、第２の
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マスタラッチ回路の非反転出力端子と第２のＣエレメント回路の他方の入力端子との間を
接続するノードを第５のノード、第１のＣエレメント回路の出力端子と第１のインバータ
回路の入力端子と第２のインバータ回路の出力端子と第１のスレーブラッチ回路の入力端
子との間を接続するノードを第６のノード、第１のスレーブラッチ回路の非反転出力端子
と第４のＣエレメント回路の一方の入力端子との間を接続するノードを第１０のノード、
第２のスレーブラッチ回路の非反転出力端子と第４のＣエレメント回路の他方の入力端子
との間を接続するノードを第１１のノード、第３のインバータ回路の入力端子と第４のイ
ンバータ回路の出力端子との間を接続するノードを第１２のノードとして、第１〜第３の
各ノード間の距離、第４〜第６の各ノード間の距離、並びに、第１０〜第１２の各ノード
間の距離が、０．８６μｍ以上であることが好ましい。

10

【０１０８】
上記の構成によれば、センシティブノード間の距離が大きいため、ソフトエラー耐性を
さらに強化することができる。
【０１０９】
本発明に係る半導体装置は、上記のいずれかのフリップフロップ回路を備えている。ま
た、本発明に係る電子機器は、上記の半導体装置を備えている。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
本発明は、特に低電圧で動作する集積回路に好適に利用することができる。また、本発
明に係るフリップフロップ回路およびそれを用いた半導体装置は、あらゆる電子機器に適
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用できる。特に、エラーレートを極めて低くする必要があるため現時点では冗長性を大き
く持たせた回路が使用されているスーパーコンピュータやサーバ用コンピュータといった
高度で大規模な電子機器に対して、本発明は好適である。さらに、将来的には、パーソナ
ルコンピュータ、表示装置、カメラ等の家庭用の電子機器や、携帯電話、スマートフォン
、ＰＤＡ、ノートパソコン、タブレット等の携帯用の電子機器も、確実に高性能化が進む
と考えられる。そのため、本発明は、特殊用途の電子機器だけでなく、一般用途の電子機
器においても、必須になると考えられる。
【符号の説明】
【０１１１】
１

液晶表示装置（電子機器）

３

ゲートドライバ（半導体装置）

ＦＦ１０

フリップフロップ回路

ＦＦ２０

フリップフロップ回路

ＦＦ３０

フリップフロップ回路

ＣＥ１１

Ｃエレメント回路（第１のＣエレメント回路）

ＣＥ１２

Ｃエレメント回路（第２のＣエレメント回路）

ＣＥ１３

Ｃエレメント回路（第３のＣエレメント回路）

ＣＥ１４

Ｃエレメント回路（第４のＣエレメント回路）

ＣＯＭＢ１１
ＤＥＬ１１
ＩＮ

組合せ回路
遅延回路
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入力データ

ＩＮＶ１１

インバータ回路（第１のインバータ回路）

ＩＮＶ１２

インバータ回路（第２のインバータ回路）

ＩＮＶ１３

インバータ回路（第３のインバータ回路）

ＩＮＶ１４

インバータ回路（第４のインバータ回路）

ＬＡＴ１１

マスタラッチ回路（第１のマスタラッチ回路）

ＬＡＴ１２

マスタラッチ回路（第２のマスタラッチ回路）

ＬＡＴ１３

スレーブラッチ回路（第１のスレーブラッチ回路）

ＬＡＴ１４

スレーブラッチ回路（第２のスレーブラッチ回路）

ｎ１
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ノード（第１のノード）
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ｎ２

ノード（第２のノード）

ｎ３

ノード（第３のノード）

ｎ４

ノード（第４のノード）

ｎ５

ノード（第５のノード）

ｎ６

ノード（第６のノード）

ｎ７

ノード（第７のノード）

ｎ８

ノード（第８のノード）

ｎ９

ノード（第９のノード）

ｎ１０

ノード（第１０のノード）

ｎ１１

ノード（第１１のノード）

ｎ１２

ノード（第１２のノード）
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