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いく成果が得られています。DPTは、
当社の20nmシリコン・プロセスのパフォー

シノプシスとサムスン社は次世代 20nm プロセス・ノードで直面する課題に対処するため、
それぞれのテクノロジ・ロードマップを共有してテクノロジ開発に当たりました。両社のこの協業についてご紹介します。
最先端のプロセス・テクノロジには多くの利点があるため、業界は常に新し

パターンを2 つのマスクに分解することによりパターン同士の間隔を広げ、

いプロセス世代への投資を続けています。サムスン社によると、現在最先端

隣接するパターン同士の影響を抑える技術です。

の 28nm テクノロジから次世代の 20nmプロセスに移行すると35% の性能

Dr. Kuang-Kuo Lin, Ph.D

図1. ダブル・パターニング・テクノロジ（DPT）
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マスク分解

サムスン社は、歪シリコン・エンジニアリングにローパワー・テクノロジで
も高いパフォーマンスを達成できるゲート・ラスト方式を採用しました。こ

現してくれる新しいプロセス・テクノロジは非常に魅力的です。

のほか、MOL（Middle-of-Line）ローカル・インターコネクトや積極的なリ

イヤのパターンを2 つのマスクに分解する作業を言います。こうして作成し

ソグラフィ RET（解像度向上技術）などの最先端技術も採用し、新しいノー

たマスクはパターン密度が抑えられるため、従来のリソグラフィ技術をその

ドで優れたデザイン向上が得られるように最適化を施しています。

まま利用できます。しかし面積、タイミング、TAT（Turn Around Time）に

しかしプロセス・テクノロジの移行がもたらすこの大きな恩恵を手に入れる

悪影響を与えずに2 つのマスクに分解可能なレイヤを生成する必要があるた

事実です。
「当社はシノプシス社と緊密に協力して当社の 20nm テクノロジ

サムスン社とシノプシスには、これまでも先端プロセス・テクノロジ向け

に対応したインフラストラクチャ・ソリューションの立ち上げを進めてきま

のソリューション開発で協業した実績があります。最近では、両社はサム

した。シノプシス社のテクノロジを利用したことで、当社初の20nmテスト・

スン社のhigh-kメタル・ゲート（HKMG）20nmプロセス・テクノロジを使っ

め、フィジカル設計への負担は大きくなります。
フィジカル設計の段階でレイアウトを生成する際は、特定の分解方法に依存

チップのインプリメントとバリデーションは非常に短期間で完了しました。

た初のテスト・チップのテープアウトにも成功しました。この時に設計チー

せず、どのような形にでも分解できるレイアウトであることが求められま

このテスト・チップのテープアウトが成功したことは、当社の 20nmプロセ

ムが使用したのは、論理合成ツール Design Compiler、配置配線ツール IC

す。では、フィジカル設計の段階でこのような条件を満たすには、どのよう

ス・テクノロジの本番稼働に向けた1つの大きな通過点と言えます。当社は

Compiler、インデザイン・フィジカル検証ツール IC Validator、RC 抽出サ

にすればよいでしょうか。

今後も直面すると思われる20nmの課題克服に向けて、シノプシス社との

インオフ・ツールStarRC、STA（スタティックタイミング解析）サインオフ・

パートナーシップを継続し、将来のデザインの成功を確かなものにしたいと

ツール PrimeTime を含むシノプシスの Galaxy デザイン・プラットフォー

考えています」
（サムスン セミンコンダクター社 ファウンドリ・ノースア

ムでした。

トを correct-by-construction 方式で実現します。このソリューションで中

これについては、現在多くのソリューションが提案されています。シノプシ
スが採用している方法は、配置配線の段階でいくつかの手法を組み合わせ
て、ツール実行時間、デザイン収束、面積の最適なバランスを達成していま

このテスト・チップの開発を通じ、シノプシスは革新的なソリューションに

す。ダブル・パターニングは、配置配線から抽出まで設計フロー全体に影響

さらなる改良を加え、新しい20nm テクノロジで直面するさまざまな課題の

を与えるため、DPT を考慮に入れた包括的な配置配線ソリューションが必要

克服を果たしました。これには、以下の課題が含まれます。

とされます。より複雑な20nmデザインルールの適用に加え、ダブル・パター
ニングに関係したデザインルールに対応するための処理時間を最小限に抑

▶ 複雑な 20nm ルールを含む高度な配線

るため、入念に組み合わせたいくつかの手法を自動生成したデザインルール

▶ DRC（Design Rule Checking）

に適用し、最終的な配線結果にDPT 違反が含まれる可能性を最小限に抑える
ようにしています。たとえば戦略上重要なポイントに関しては、配線の段階

今回、シノプシスは数千もの複雑なデザインルールや製造可能な配線パター

で局所的にDPT 違反の解析と修正を実行します。図2は、配置配線ツールで

ン を 完 全 に 遵 守し つ つ、高い 配 線 ス ル ープット を 達 成 できるようにIC

チェックし修正されるDPT 違反の例を示したものです。

CompilerとIC Validator を 改 良 し ま し た。今 後 の20nm開 発 で は、IC
CompilerとIC Validatorによるダブル・パターニングへの対応強化が継続

短期間でデザイン収束を達成するためには、この配置配線ツールにインデザ

的な成功の鍵となるため、この分野の取り組みに引き続き注力していきます。

イン検証フローを組み合わせ、配置配線環境でサインオフ品質の分解チェッ

成功の鍵を握るダブル・パターニング・テクノロジ
これまでのプロセス・テクノロジは何世代にもわたり、光リソグラフィ技術

ツール・ベンダが設計工程の早期段階でこれまで以上に緊密に協力すること

を使ってチップ上にパターンを転写していました。ところが 90nmピッチあ

が鍵となります。いかに最先端のテクノロジ・プロセス・ノードと言えども、そ

たりからフォトレジスト・パターンの解像度が不足するようになり、最新の

GeometryとIC Validatorが組み込まれています。このソリューションは、

れが実用化された時点でツール、IP、メソドロジなどのインフラストラクチャ

プロセス世代で必要とされる高密度なロジック・パターンは、最先端のフォ

DPTに対応した配置配線、サインオフ品質のDPT解析、DPT自動修正の機能

が利用できるようになっていなければ設計チームにメリットはありません。

トリソグラフィ装置でさえも正確な解像が不可能になっています。

を提供します。
「DPTに関してシノプシス社と協業したところ、非常に満足の

20nmプロセス・テクノロジで直面する課題は、32/28nmプロセスでの課

こうした高度な液浸リソグラフィ・システムを延命させる技術となるのが、

題とはまったく異なります。これは、20nm テクノロジではサブ 90nmピッ

ダブル・パターニング・テクノロジ（DPT）です。DPTは2つのマスクを使っ

チのリソグラフィ・パターニングの問題が支配的となるためです。193nm

て配線を交互に転写し、これまでよりもはるかに高いパターン密度を実現し

の液浸リソグラフィを20nmプロセス世代まで延命するには、こうしたリソ

ます（図1）
。

グラフィの影響を十分に考慮したデザインルールが必要です。また、20nm
世代ではこれまでの IC 製造で使われていたシングル・パターニング・リソ
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20nmに対応したシノプシスのソリューション

20nmプロセスにおける設計と製造の課題を克服するには、ファウンドリと

20nmに対応したシノプシスのソリューションには、IC Compiler Advanced

奇数

偶数

ウトを製造工程に渡す前の段階でデザインのターゲット・レイヤが分解可能
であることを検証できます。

まとめ
シノプシスは、IC Compiler Advanced Geometry、インデザイン・フロー、
IC Validator を使ってDPTに適合したデザインを最短期間で実現できるよ
うに支援しています。このソリューションは次の 3 つの柱で構成されます。
▶ DPTに対応したIC Compiler Advanced Geometryによる配置配線。
面積やツール実行時間に悪影響を及ぼさない最適なソリューションと
して開発
▶ IC Validator を使ったサインオフ品質の DPT 解析。インデザイン・フ
ローを通じてIC Compiler Advanced Geometry 環境から利用可能
▶ 配置配線環境におけるサインオフ品質チェックで見つかったコーナー
ケースのDPT違反の自動修正。フィジカル検証とインプリメンテーショ
ンの間で発生するイタレーションのコストを削減
20nm世代で直面する設計と製造の課題を解決するには、ファウンドリ・パー
トナーとの緊密な協業が必要です。シノプシスとサムスン社の協業はこれ
まで大きな成果を上げており、両社のお客さまがこの最先端プロセス・ノー
ドの恩恵を最大限に享受していただくための強力なテクノロジ・ロードマッ
プの基盤となっています。

偶数

このように光リソグラフィの根本的な限界を克服してくれるDPT ですが、そ

グラフィが理論上の限界を迎え、最小寸法の解像が不可能になってきます。

の一方でいくつかの課題もあり、これを設計工程のどこかの段階で解決しな

この限界を打ち破るため、サムスン社などのファウンドリが採用しているの

ければなりません。DPT を採用するためには、デザイン・インプリメンテー

がダブル・パターニング・テクノロジ（DPT）です。これは、従来のように

ションとフィジカル検証の工程の中にあるいくつかの重要なタスクに対し

レイヤとマスクのパターンを1:1 で対応させるのではなく、1 つのレイヤの

て、新しいアプローチが必要となります。

検証編

ないルールを適用します。またDPT ソリューションをより完全なものにす

ン・フィジカル検証もDPT への対応が強化されており、IC 設計者はレイア
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えることも重要です。可能性のあるルールを慎重に評価し、最も悪影響の少

▶ フィジカル検証

心的役割を果たしているのが、DPTドリブン方式に改良された IC Compiler
の配置エンジンとZroute テクノロジです。また、IC Validator のインデザイ

フィジカル編

▶ 新しいデバイス構造のモデリング

クを実行し、違反が残っていれば修正するようにします。

20nm デザインに向けた協業

要事項を系統立てて明確にする画期的な新技術が搭載されており、レイアウ
ト競合の発生する可能性を排除し、製造工程で確実に分解が可能なレイアウ
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新しく登場した IC Compiler Advanced Geometryには、一般に（四色問題
のような）色分け問題と言われる手法でダブル・パターニング化のための必
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能が追加されています。
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Synopsys' technology
enabled us to quickly implement
and validate our ﬁrst 20nm test
chip. The successful tapeout of
this test chip marked a signiﬁcant
milestone towards design
readiness for our 20nm process
technology.

DRC/DPT ルール、20nm 寄生モデリングなど、20nmプロセスに対応した機

Design Compiler 講座

メリカ副社長 Ana Hunter 氏）

IC Compiler Advanced Geometry（ICC AG）は IC Compiler の上位エディ
ションで、IC Compiler のすべての機能に加え、DPT 対応の配置配線、20nm
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ためには、製造と設計の面で大きな課題を克服しなければならないのもまた

マスク分解とは、レイヤとマスクを1:1で対応させるのではなく、1つのレ
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向上と55% の集積度向上が実現し、アクティブ・パワーを50% 削減できる
といいます。設計チームにとって、このように性能向上と消費電力削減を実

オートモーティブ
ソリューション特集

DPT is key to unlocking
the performance, density and
low-power potential of our
20nm silicon processes to the
beneﬁt of our mutual
customers.

News Release

ツールとテクノロジを結集し、
20nmギガ・スケールSoCを実現

ドリ・デザイン・イネーブルメント担当ディレクタ Kuang-Kuo Lin 博士）

ニュースリリース

マンス、密度、省電力性といったメリットを両社のお客さまに最大限引き出して
いただく上で鍵となる技術です」
（サムスン セミンコンダクター社 ファウン

セル配置に起因するDPT 違反を回避

DPT 違反を回避する配線
図2. DPTに対応した配置配線
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を提供します。
「DPTに関してシノプシス社と協業したところ、非常に満足の

20nmプロセス・テクノロジで直面する課題は、32/28nmプロセスでの課

こうした高度な液浸リソグラフィ・システムを延命させる技術となるのが、

題とはまったく異なります。これは、20nm テクノロジではサブ 90nmピッ

ダブル・パターニング・テクノロジ（DPT）です。DPTは2つのマスクを使っ

チのリソグラフィ・パターニングの問題が支配的となるためです。193nm

て配線を交互に転写し、これまでよりもはるかに高いパターン密度を実現し

の液浸リソグラフィを20nmプロセス世代まで延命するには、こうしたリソ

ます（図1）
。

グラフィの影響を十分に考慮したデザインルールが必要です。また、20nm
世代ではこれまでの IC 製造で使われていたシングル・パターニング・リソ
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20nmに対応したシノプシスのソリューション

20nmプロセスにおける設計と製造の課題を克服するには、ファウンドリと

20nmに対応したシノプシスのソリューションには、IC Compiler Advanced

奇数

偶数

ウトを製造工程に渡す前の段階でデザインのターゲット・レイヤが分解可能
であることを検証できます。

まとめ
シノプシスは、IC Compiler Advanced Geometry、インデザイン・フロー、
IC Validator を使ってDPTに適合したデザインを最短期間で実現できるよ
うに支援しています。このソリューションは次の 3 つの柱で構成されます。
▶ DPTに対応したIC Compiler Advanced Geometryによる配置配線。
面積やツール実行時間に悪影響を及ぼさない最適なソリューションと
して開発
▶ IC Validator を使ったサインオフ品質の DPT 解析。インデザイン・フ
ローを通じてIC Compiler Advanced Geometry 環境から利用可能
▶ 配置配線環境におけるサインオフ品質チェックで見つかったコーナー
ケースのDPT違反の自動修正。フィジカル検証とインプリメンテーショ
ンの間で発生するイタレーションのコストを削減
20nm世代で直面する設計と製造の課題を解決するには、ファウンドリ・パー
トナーとの緊密な協業が必要です。シノプシスとサムスン社の協業はこれ
まで大きな成果を上げており、両社のお客さまがこの最先端プロセス・ノー
ドの恩恵を最大限に享受していただくための強力なテクノロジ・ロードマッ
プの基盤となっています。

偶数

このように光リソグラフィの根本的な限界を克服してくれるDPT ですが、そ

グラフィが理論上の限界を迎え、最小寸法の解像が不可能になってきます。

の一方でいくつかの課題もあり、これを設計工程のどこかの段階で解決しな

この限界を打ち破るため、サムスン社などのファウンドリが採用しているの

ければなりません。DPT を採用するためには、デザイン・インプリメンテー

がダブル・パターニング・テクノロジ（DPT）です。これは、従来のように

ションとフィジカル検証の工程の中にあるいくつかの重要なタスクに対し

レイヤとマスクのパターンを1:1 で対応させるのではなく、1 つのレイヤの

て、新しいアプローチが必要となります。

検証編

ないルールを適用します。またDPT ソリューションをより完全なものにす

ン・フィジカル検証もDPT への対応が強化されており、IC 設計者はレイア

Support Q&A

えることも重要です。可能性のあるルールを慎重に評価し、最も悪影響の少

▶ フィジカル検証

心的役割を果たしているのが、DPTドリブン方式に改良された IC Compiler
の配置エンジンとZroute テクノロジです。また、IC Validator のインデザイ

フィジカル編

▶ 新しいデバイス構造のモデリング

クを実行し、違反が残っていれば修正するようにします。

20nm デザインに向けた協業

要事項を系統立てて明確にする画期的な新技術が搭載されており、レイアウ
ト競合の発生する可能性を排除し、製造工程で確実に分解が可能なレイアウ

Support Q&A

Vice President of Foundry North
America at Samsung Semiconductor

新しく登場した IC Compiler Advanced Geometryには、一般に（四色問題
のような）色分け問題と言われる手法でダブル・パターニング化のための必

論理合成編

Ana Hunter

能が追加されています。

Support Q&A

Synopsys' technology
enabled us to quickly implement
and validate our ﬁrst 20nm test
chip. The successful tapeout of
this test chip marked a signiﬁcant
milestone towards design
readiness for our 20nm process
technology.

DRC/DPT ルール、20nm 寄生モデリングなど、20nmプロセスに対応した機

Design Compiler 講座

メリカ副社長 Ana Hunter 氏）

IC Compiler Advanced Geometry（ICC AG）は IC Compiler の上位エディ
ションで、IC Compiler のすべての機能に加え、DPT 対応の配置配線、20nm

最新技術情報

ためには、製造と設計の面で大きな課題を克服しなければならないのもまた

マスク分解とは、レイヤとマスクを1:1で対応させるのではなく、1つのレ

Technology Update

向上と55% の集積度向上が実現し、アクティブ・パワーを50% 削減できる
といいます。設計チームにとって、このように性能向上と消費電力削減を実

オートモーティブ
ソリューション特集

DPT is key to unlocking
the performance, density and
low-power potential of our
20nm silicon processes to the
beneﬁt of our mutual
customers.

News Release

ツールとテクノロジを結集し、
20nmギガ・スケールSoCを実現

ドリ・デザイン・イネーブルメント担当ディレクタ Kuang-Kuo Lin 博士）

ニュースリリース

マンス、密度、省電力性といったメリットを両社のお客さまに最大限引き出して
いただく上で鍵となる技術です」
（サムスン セミンコンダクター社 ファウン

セル配置に起因するDPT 違反を回避

DPT 違反を回避する配線
図2. DPTに対応した配置配線
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