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2.5D および 3D-IC – 協業を通じたイノベーションで
2 乗の勢いの「シフトレフト」を実現
シノプシス

デザイン・グループR&D担当上級副社長

Dr. Michael Jackson

3D-ICテクノロジの現状と動向、そして今後の展望についてシノプシスのデザイン・グループR&D担当上級副社長のDr. Michael
Jacksonがご説明します。本稿は、GOMACTech 2015でのDr. Jacksonの講演内容をまとめたものです。

3D-IC実装の原型を最初に考案したのはWilliam Shockley氏でした。今から

eDRAM、eFLASHなどのAMSプロセス技術）といった要因により、必要なマス

50年以上前のことで、Gordon Moore氏の「ムーアの法則」はもちろん、ICさ

ク数がロジックCMOSの最大2倍に増えたためです。

えもまだ登場していませんでした。Shockley氏は回路の周波数を高めるため
にn型ウェハとp型ウェハを交互に重ねることを検討しました。これはまさ
に、今で言う「モノリシック3D-IC」です（図1）。

プロセッサの帯域幅の要求にオフチップ・メモリーでは応えることができず
（コンピューティング）、アナログとRFの需要が高まり（通信）、MEMSが出現
しました（センサー / アクチュエータ）。

ところが、
その後Robert Noyce氏の発明によるモノリシックICとムーアの法
則の登場により、
3D-IC実装が必要とされることは50年間ありませんでした。

この結果、業界全体で3D-IC実装への注目が再び高まり、デザインおよびデザ
イン・オートメーション・ツールに3D-IC実装の本格的な普及を阻むどのよう

現在3D-ICが必要とされているのは、単位面積当たりに集積できるトランジ

な障壁があるかが特定されてきました。

スタの数が問題になったためではありません。ムーアの法則は今も健在です。
それよりも、同一ウェハ、パッケージ、ボードにデジタル、アナログ、RF、メモ

そしてこの5年間で、3D-IC実装の障壁を取り除くための複数年にわたる大規

リー、センサー、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）など種類の異

模なR&Dプロジェクトが進行しました。

なる（ヘテロジニアス）デバイスを集積すること、消費電力をこれ以上増やす
ことなくパフォーマンス / スループットを向上させること（そもそも可能で

この結果、2D-IC実装から3D-IC実装への段階的な移行パスが考案され、その

あるならば）が求められているためです。

デモも成功を収めています。配線層のみのパッシブ・シリコン・インターポー
ザ（片面）の上にデジタル、AMS（アナログ・ミックスドシグナル）、メモリー・

3D-ICを実現するためには、これらの複雑なヘテロジニアス・システムの開発

ダイを並べ、これらのダイとシリコン・インターポーザはマイクロバンプで接

期間を劇的に「シフトレフト」する必要があります。よりシンプルな製造プロ

続します。こうすると、シリコン貫通電極（TSV）が必要なのはシリコン・イン

セス技術、実証済みの設計ツール、メソドロジ、フローを利用することで、

ターポーザのみで済みます。

3D-ICの「シリコン化」を加速および改善できます。
注目すべきは、シリコン・インターポーザ（たとえば65nmの4層メタル配線）
2005年頃の65nmノードあたりを境に、半導体製造プロセス技術はかつてな

を使用すると、TSVを使用してダイを積層した場合や、あるいはパッケージ間

いまでに複雑になりました。これは、パフォーマンス（ION）向上の鈍化、消費

接続やボード上で接続した場合に比べ1 ～ 2桁多い「コネクティビティ」が得

電力（特にIOFF）の爆発的増大、そしてヘテロジニアス統合（BCD、RF、

られるという点です。

39 → 円筒状のホール

ディープ・ピット
（ホール）

図1. 出典：米国特許#3,044,909『Semi-Conductive Wafer, and Method of Making the Same』1958（左）、
米国特許#3,343,256『Methods of Making Thru-Connections in Semiconductor Wafers』1964（右）
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メモリー・キューブ
2.5D-ICはシリコン・インターポーザのコストが余計にかかりますが、先端プ

量産製品数 0

シリコン・インターポーザ
製品数 2

フォーマンスが高いこと（ワット当たり100倍の帯域幅）、熱管理が容易なこ
チェーンがシンプルであることなど、多くの利点があります。

Memory-on-Logic
製品数 0

3Dスタック
製品数 0

のアプリケーションにとって現実的なプラットフォームであり、デジタル、

図3. 主な「>2D」
実装技術とその量産対応状況

AMS、RF、MEMS、光学など数多くの異種システムを円滑に集積できます。

も健在であり、現在のロジックICに集積されているトランジスタ数は、各テ
クノロジ・ノードで集積可能な理論上の上限には遠く及びません。事実、現在

Layout vs Schematic（LVS）、スタティックタイミング解析（STA）、テスト容

最大規模のロジックICでもテクノロジ・ノードの理論上の最大トランジスタ

易化設計（DFT）、SPICEシミュレーションなどのツールは、すでに3D-ICおよ

数の約40 ～ 50%しか集積していません。
最も大規模なロジックICといえば、GPU（例：NVIDIA®社GeForce® GTX™ 9

たとえば配線ツールに関しては、多層マンハッタン・ルータと単層45°対応

シリーズ、80億トランジスタ、TSMC ® N28、ダイサイズ600mm 2 ）とFPGA

ルータが開発されています。RC抽出、DRC、STA、SPICEシミュレーション・

（例：Xilinx社Virtex-7、70億トランジスタ、TSMC N28）ですが、当然、これら

ツールもマルチ・テクノロジ対応が完了しており、異なるプロセス技術で製造

のデバイスは今後歩留まりとコスト、パフォーマンスと消費電力の兼ね合い

された異種ダイを扱えるようになっています。

によってさらに大規模化が進みます。

での大規模化には役立っていません。
最後にもう1つ重要な点として、これまでは協業が欠如していたこと、そして
おそらく「駆動強度」も不足していたことが挙げられます。

力の数だけ種類があります。たとえばダイ・スタックとシリコン・インター
図2. 多層マンハッタン ルータと単層45°ルータ

ここで注目したいのは、マルチ・テクノロジへの対応はこれまでの常識を塗り

ポーザを組み合わせることで配線数とデバイス数を増やす方法が提案されて
います。いわゆる「5.5D-IC」実装です。または、基板を積層することで配線数
とデバイス数をさらに増やすモノリシック3D-ICも考案されています。
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この実装技術の潜在的可能性は今も無限に広がっており、エンジニアの想像
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「>2D」IC実装にはほとんど無限ともいえる種類がありますが、これらは今ま
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び2.5D-IC設計に対応できるように改良とアップグレードが完了しています。
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フィジカル・インプリメンテーション、RC抽出、Design Rule Check（DRC）/

Success Story

2.5D-IC実装は、フットプリントの極小化が要求されるものを除き、ほとんど

News Release

クティビティがはるかに多いこと（10 ～ 100倍）、消費電力当たりのパ

ニュースリリース

ロセスのダイに対するTSVやウェハ薄化が不要なこと、3D-ICに比べてコネ

と、組み立てとテストがシンプルであること、歩留まりが高いこと、サプライ

新年のご挨拶

この段階的な移行パスは「2.5D-IC実装」と呼ばれます。

替えるイノベーションであるということです。歴史的に、デザインおよびデザ

検証編

ツールもすでに改良されたものが提供されています。

Support Q&A

然メソドロジとフローは3D-IC実装の方式によって異なります。
現在のところ、技術的な障壁は見当たりません。デザイン・オートメーション・

フィジカル編

デザインおよびデザイン・オートメーション・ツールに関する要件、そして当

Support Q&A

んでした。

論理合成編

しかし、1つ重要な点を見落としています。

チ・モードに対応していましたが、テクノロジは1つしかサポートしていませ

Support Q&A

イン・オートメーション・ツールはマルチ・ライブラリ、マルチ・コーナー、マル

想像するのは無料ですが、ソフトウェア開発にはコストがかかります。たとえ
ばコード規模が1億行程度なら、コード1行当たりのコストは約10 ～ 20ドル

では、現在の製品化の状況はどうでしょうか。メモリー・スタック（メモリー・

です。

キューブ）は量産目前まで達していますが、製品としてはまだ存在しません。
Memory-on-Logic（Wide I/O）は、DDR3 / 4 / 5が驚異的な進歩を遂げた

実際の製品化の裏付けがないニーズは、決して満たされることはありません。

ため、まだ未来の技術という位置づけです。3Dスタックも量産品は存在し
ません。

このように3D-IC実装は（すでに動き出したと仮定して）まだ離陸の準備段階
にありますが、その一方でワイヤ・ボンディングを用いたSiPはかつてない次

シリコン・インターポーザを採用したロジックICも、この5年間で量産された

元に進化しています（図４ P14掲載）。

製品はXilinx 社のVirtex -7（28nmで70億個のトランジスタ）とVirtex
®

®

UltraScale™（20nmで200億個のトランジスタ）の2つしかありません。これ

東芝-SanDisk®連合は2014年に128GBのメモリー・カードを発表しました。

らは確かに大きな偉業ですが、それに続く製品は出ていません（図3）。

これは16層に重ねたNANDフラッシュ・ダイとコントローラ・ダイ、シリコ
ン・ブリッジ・ダイを16 + 2スタック・ダイ構造としたものです。コントロー

これはどうしたことでしょうか。一部に異論はあるものの、ムーアの法則は今

ラ・ダイとシリコン・ブリッジ・ダイは、メモリー・ダイ・スタックの上部に横並
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前ページより続く

図4. 東芝-SanDisk連合の128GB SDINCE4メモリー カード パッケージの電子顕微鏡による断面図（出典：TechInsights、2014）

びに配置されています。これら18個のダイを厚さ1mmのTFBGA（Thin

しかしこれらを実現するにはコストの壁を取り除く必要があります。

Fine-pitched Ball Grid Array）パッケージに封止しています。個々のダイの
10の累乗

厚さは50μm未満です。ダイ同士、および基板との接続にはシリアル・ワイヤ・
ボンディングを使用しています。メモリー・ダイは4層で1つのグループを形
成し、各ダイのボンディング・パッドをパッケージの一辺に揃えています。
しかし今後はボードおよびパッケージ・レベルの実装では対応しきれず、いず

ICコスト 約460億
約160ドル ドル市場

コンピュータ

1億台

ICコスト
100ドル

500億
ドル市場

約3億台

携帯電話

10億台

ICコスト
10ドル

500億
ドル市場

約20億台

れ2.5Dおよび3D-IC実装が必要になってきます。
14nmテクノロジの場合、単純計算で300mmウェハ1枚につき約1.1兆個の

2015年
（予測）

ICコスト
約25ドル

約510億
ドル市場

モノ

トランジスタが存在します。すると、世界中で毎秒8兆個以上のトランジスタ

図6. 出典：VLSI Research社、D. Hutchison氏、2015

が製造されていることになります。

コンピュータは、搭載されるICのコストが1960年代の10億ドルから現在は
10nm世代では、1つのダイに約1000億個のトランジスタを集積できると予

数百ドルまで下落したことにより、年間出荷台数が1億台規模へと成長して

想されます。2020年までには1つのダイに集積されるトランジスタ数は1兆

います。携帯電話は、ICコストが1980年代の1000ドルから現在は数十ドル

個に達し、2030年までには「1」nmで10兆個のトランジスタが集積されるで

まで下落し、年間出荷台数は10億台規模へ達しています。

しょう。
IoTの「モノ」が年間100億台の出荷台数に届くためには、ICコストを約1ドル
しかし、今最も重要なのはIoT（Internet of Things）です。コンピュータ（数億

まで引き下げる必要があります。

台）と携帯電話（数十億台）の後、現在は「モノ」
（数千億 ～ 数兆台）のインター
10の累乗

ネット接続の時代が訪れようとしています。
2015年時点では、世界全体で250億台のモノがインターネットに接続されて

コンピュータ

1億台

ICコスト
100ドル

500億
ドル市場

携帯電話

10億台

ICコスト
10ドル

500億
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モノ

100億台

ICコスト
1ドル

ICコスト
500億
約500億台
約1ドル
ドル市場

おり、これは地球上の人口1人当たり4台に相当します。2020年には500億台
のモノがインターネットに接続され、500億TBのデータ（主にセンサーから
の動画データ）が生み出されると予想されます。インターネットに接続される
モノの数は今後5年ごとに倍増すると予想されています。
IoTの可能性は実に大きく、自動車や家、都市などあらゆるものがよりスマー

約500億
ドル市場

図7. 出典：VLSI Research社、D. Hutchison氏、2015

トになり、最終的にはネットワークに接続されるようになります。農業、酪農、
水産にも革命がもたらされます。センサーを使用して細菌数、湿度、温度の監

2020年
（予測）

これを実現するには、実装技術が非常に重要になってきます。

視、害虫の検出、放牧牛の位置追跡などにセンサーを活用し、遠隔地からデー
タをリアルタイムに送信するといった応用も考えられます。

IoTで必要とされる消費電力 / パフォーマンス / 機能を現実的かつ妥当なコ
ストで実現するには1 ～ 2桁の改善が必要で、それには2.5Dおよび3D-ICが
基本的な役割を果たすでしょう。
パフォーマンスとスループットに最も大きな影響を与えるのはI/Oの数と速
度です。消費電力と面積もI/Oの影響を強く受けます。双方向スループットを
数TBのレンジに高めるには、数百Wの消費電力と数百mm 2のチップ面積が
必要です。
今後のシステムは、デジタル演算、アナログ・インターフェイス、各種MEMSセ
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図5. 放牧管理（画像提供：MOOnitor Cows社、A. Gat氏、2015/5）

ンサー、RF通信などによるヘテロジニアスな構成が主流となってきます。こ

新年のご挨拶

MEMS
MEMS

はパッケージに封止されたチップが設計者の元に返送されました。MPC79と
その後のMOSISでは、チップの設計データはARPANET（現在のインターネッ

図8に示したのはSTMicroelectronics社のiNEMO-M1です。このシステムは2

ト）を利用して電子的に送信されました。

つのMEMSダイ（茶）、1つのコントローラ・ダイ（赤）、1つのRFダイ（薄ピンク）
を0.5”x 0.5”のマイクロボードに実装しており、これを開発ボードの中央に

1980年代はじめ、Dr. Conway氏はXerox社からDARPA（米国防高等研究計
画局）へ移り、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）と自律システ
ム・テクノロジの研究プログラムである国防総省戦略的コンピューティング・

くら小型とはいえ、今後登場するIoTアプリケーションで求められるパ

イニシャティブの中心的アーキテクトとして活躍しました。

フォーマンス、消費電力、面積の要求を満たすことはほぼ不可能です。
ARPANETとMOSISはどちらもDARPAの着想によるもので、最初の資金提供
進化の方向としては、当然マイクロボードをシリコン・インターポーザで置き

もDARPAが行いました。

換え、最終的には3D-ICとしてダイを積層し、ダイ同士およびパッケージとの
現在、ARPANETはインターネットとなり、MOSISはこれまでに数百もの大学
や研究センター向けに50,000を超えるチップ・デザインを製造しています。
今から35年前、IC設計に「Mead & Conway革命」が起こりました。これによ

シリコン・ファウンドリはマルチチップ・プロジェクトの理念を継承・拡張し、

り設計と製造を切り離すことが可能となり、設計メソドロジと設計ツールを

現在では「taxis」、
「shuttles」、
「trains」といった名称で全国の大学や研究機関

用いて複雑さに対処するという考え方が導入されました。この結果、計算機科

に対してチップ製造のサービスを提供しています。

学、電気工学、デバイス物理など分野の異なる多くの専門家が共同で同じ問題
に取り組む業界エコシステムが形成されました。

おそらく、今こそ次世代実装技術の成果を手に入れるために再び投資を行う

に必要なすべての要素を「シフトレフト」して揃え、3D-ICを本格的に立ち上

際の製品をターゲットにした要件を持つことになります。

げていくには、真の協業が必要です。結論として、3D-IC実装技術には製造と
設計の両面で次世代デバイスの実現と普及を2乗の勢いで「シフトレフト」す

1979年秋、Dr. Lynn Conway氏を中心とするXerox ® 社パロアルト研究所
（PARC）のチームは完全なフローのライブ・デモを実施しました。世界中の大

る可能性があり、真の協業こそが障害を取り除いて3D-ICの立ち上げを加速
する力を秘めています。

学の124名の設計者が82件のチップ設計データをCIF2.0形式で送信し、
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こうして特定した段階的な移行パスは、明確なマイルストーンを設定した実

Support Q&A

ソースと時間を劇的に「シフトレフト」する可能性を秘めています。そのため
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3D-IC実装技術は、次世代デバイスおよび統合システムの実現に必要なリ

Support Q&A

ていくべきであるということです。

論理合成編

く上で、
EDAソリューションの幅を広げる余地がまだたくさん残っています。

の関係者にとって実行可能な3D-ICへの移行パスを真の協業を通じて特定し

Support Q&A

好機だと思われます。2.5Dおよび3D-IC実装の導入と立ち上げを加速してい
ここで提案したいのは、今一度「Mead & Conway革命」の例にならい、すべて
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接続にTSVを使用することになります。
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装着しています。開発ボードの大きさは1.4”x 1.4”です。次の進化は、明らか
にこのシステム全体をシリコン化することにあります。マイクロボードはい
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Hewlett Packard社から寄贈された装置でウェハが製造され、1980年1月に

ますます難しくなります。
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れらのシステムをSoCとして実装するのは、特に先端テクノロジ・ノードでは
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図8. 出典：iNEMO-M1、STMicroelectronics社、
2012
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