Technology Update

プリメンテーション / 検証技術を活用することで、ロードマップおよびパー

アプリケーション向けに TSI テクノロジを最適化していく予定です。

一足飛びの革新ではなく段階的な進化で3Dを目指す：
2.5D、3D、5.5D-ICとその後

ションも重要になります。また、当初はプロセス・テクノロジの開発用と位
置づけられていた TCAD も、3D 構造の導入によって生じる熱 / 電気 / 機械

たとえばフィジカル・インプリメンテーションでは、シリコン・インターポー
ザのインターコネクトをきわめて効率よく配線できることが実証されている

IC を越えて

クラス最高の Manhattan ルータと、45 度配線に対応した新しい RDL ルータ
を組み合わせています。もう 1 つの例として、SPICE シミュレーションでは

今後は、3D-ICインテグレーションを利用して多軸加速度計、コンパス、ジャ

モデリング言語とシミュレーション・エンジンの両方の機能を拡張し、異な

イロスコープ、マイク、圧力センサなどの MEMS（Micro-Electro-Mechanical

るモデルと動作条件を使用して異なるモジュールを協調シミュレーションで

System）と IC を混載するなど、さらに複雑なインテグレーションも可能に

きるようにしています（図１ / 図２）。

なります。現在のスマートフォンやタブレットでは、同じ PCB 上でアプリ

最も大きな動機となっていると言えます。

ケーション・プロセッサの周囲に MEMS を実装することが一般的になりつ

3 つ目は、トランジスタに関してはムーアの法則が「いまだ健在」であるにし

最終的には 3D-IC へと進化し、種類の異なる複数のダイで MEMS の機能を

つあります。今後はこのような実装が 2.5D-IC インテグレーションを経て

で、STMicroelectronics 社の Carlo Cognetti 氏が「Much More than Moore」

ても、トランジスタ 100 万個当たりの I / O ピン数は減少を続けており、先端

と題した基調講演を行い、
「モア・ザン・ムーア」
（異質なシステムを1つのパッ

テクノロジ・ノードのインテグレーション能力を最大限に生かしきることが

ケージに 3D-IC として完全にインテグレーションすること）は、長年続いてき

できなくなっているという問題です。たとえば、あるテクノロジ・ノードで

（Xilinx 社は 32 / 28nm 世代で 2D-IC から 2.5D-IC インテグレーションへ

るよりもはるかに高度な成果が得られるだろうとのビジョンを示しました。

移行したため、32 / 28nm 世代のデータは記載なし）。結局、ムーアの法則
がまったく適用されない I / O ピンは、今では非常に希少なリソースとなって

当時、3D-IC インテグレーションへのロードマップはまだ明確になっておら

います。シリコン・インターポーザを利用した2.5Dおよび5.5Dインテグレー

ず、サプライチェーンのあらゆる階層の R&D エンジニアがさまざまな選択

ションでは、2D-IC および 3D-IC に比べ少なくとも 1 桁多くの I / O リソース

肢を議論していた頃で、3D-IC は「未来の技術」と考えられていました。そ

を利用できます。

の後業界は非常に大きな進歩を遂げ、今では 3D-IC インテグレーションは未

これまでの技術動向とこれから
数年前からシノプシスはパートナー企業と緊密に連携し、技術 / 市場動向に
注目してきました。その結果、2D-IC から 3D-IC インテグレーションへの段

集積回路（IC）は Fairchild Semiconductor® 社および Intel® 社の共同設立

階的な移行は可能であり、事実、着実に前進しているという結論に達しました。

も高い適合性があります。これらの革新的なテクノロジを加速していく上で
EDA ツールの果たすべき役割は大きく、ソリューションの幅をまだまだ広げ
図 1a. シリコン・インターポーザの配線
（詳細）

図 1b. RDL ルータを使用したダイ間配線
（マイクロバンプ同士の配線）

ていく必要があります。

まとめ

シノプシスは、新しい 2.5D-IC および 3D-IC テクノロジが利用可能にな
り次第導入しようと考えているエンジニアリング・チームと協業を行っ

半導体デバイスのさらなる集積化には限界説もありますが、悲観することは

て い ま す。たとえば、TSV を利用したシリコン・インターポーザ（TSI：

ありません。3D-IC を本格的に立ち上げていく上で解決すべき課題が 1 つ

Through-Silicon Interposer）技術を用いたヘテロジニアス 3D-IC システム

残っているとすれば、それはエコシステムのパートナー全員が積極的に協業

の設計を加速するため、シノプシスはシンガポールの A*STAR Institute of

し、既存の構造のデバッグと改善の負担を分かち合いながら何度もテストを

Microelectronics（IME）と協業に関する合意を締結し、TSI Consortium に

繰り返し、新しい構造が開発されるまで一時的な回避策を受け入れることし

も参加しました。今後、IME とシノプシスは共同で設計および製造フローの

か見当たりません。最初から完璧な技術などありえないという認識に立ち、

デモンストレーションを行うほか、性能と省コスト性の両立が求められる

協業が必ず実を結ぶと信じて取り組むことが求められます。

には

者である Robert Noyce 氏によって 1959 年に発明されました。当時の IC に

興 味 深 い こ と に、EE Times が 発 表 し た「2012 年 の 注 目 技 術」

集積可能なトランジスタはわずか数個程度で、エンジニアたちはただちに集

3D-IC が 取 り 上 げ ら れ て い ま し た が、
「2013 年 の 注 目 技 術」[※6] に は

積度を高める技術の検討を開始しました。3D-IC およびシリコン貫通ビア

2.5D-IC が取り上げられています。

[※5]

コン・フォトニクスは、2.5D-IC と 3D-IC のいずれのインテグレーションに

同 じ く Fairchild Semiconductor 社 お よ び Intel 社 の 共 同 設 立 者 で あ る

当初、2D-IC から 3D-IC への暫定的な「つなぎ役」と目されていたシリコン・

Gordon Moore 氏が提唱したムーアの法則のおかげでごく最近まで出番の

インターポーザですが、2D-IC の問題の多くを解決すると同時に、革新的な

ない状態が続いていました。ムーアの法則とは、単位面積当たりに集積され

3D-IC に特有の「新しい」問題が生じない点も評価されています。これは、

るトランジスタの数はテクノロジ・ノードが 1 世代進むにつれて倍増し、単

シリコン・インターポーザは（パッケージ基板および TSV に比べ）インター

位面積当たりのコストは「1 エーカー当たり 10 億ドル程度」
（Moore 氏）で

コネクトのピッチが非常に小さいのが理由です。今後、少なくとも TSV の

変わらず、消費電力は同じかそれ以下で性能が向上するという経験則です。

ピッチがグローバル配線ピッチ（ITRS ロードマップの用語で「Mz」）に近づ

しかし今、3D-IC インテグレーションは 3 つの問題を解決するソリューショ

き、水平配線と垂直配線のコストの差がもう少し縮まり、TSV のアスペクト

ンとして注目されています。

比が現在の 10:1 から大幅に改善され、薄化ウェハの扱いが容易になるまで

オートモーティブ
ソリューション特集

（TSV）技術に関する初の米国特許は実は 50 年以上前に登場していますが、

い、装置メーカー、シリコン・ファウンドリ、OSAT、EDAベンダ各社が「モア・

プリケーションにおいてムーアの法則を妥当なコストで置き換えるものと考

ザン 2D-IC」インテグレーションの技術が完全に実用段階に入ったことを実

えられます。特に、デジタル・ブロックとアナログ・ブロックでは微細化の

証しています。2013 年には 2.5D-IC 製品に関する発表がさらに続くと予想

ペースが異なるため、単純な CMOS プロセス・テクノロジのみで製造される

されますが、これは「モア・ザン 2D-IC」インテグレーションが持つ大きな

デバイス以外では「モア・ザン 2D-IC」が有力な選択肢となります。

可能性に対する自信の高まりの現れといえます。3D-IC にも前進は見られま
すが、まだ本格的な立ち上げの機は熟していません。たとえばモバイル・ア

2 つ目は、テクノロジ・ノードが進むにつれ、バンド幅の限界により 1 つの

プリケーション向けに Wide I / O（WIO）メモリーとアプリケーション・プ

ダイに効果的に集積できるコアの数が制限されるようになり、達成可能な性

ロセッサを積層した 3D-IC は非常に有望な成果を上げていますが、従来の

能に事実上の限界が見えてきたという問題です。たとえば Oracle® 社の T3

DDRメモリーが大幅に改善されたことにより、伝統的な2D-ICインテグレー

では、バンド幅 2.4Tbps の SerDes I / O が占めるチップ面積は約 60mm2、

ションのままで必要なバンド幅を確保できるようになったため、実用化は先

消費電力は約 30W に達しており、これはダイ・サイズの 15%、全体の消費

延ばしされています。

電力の 22% に当たります [※2]。仮に、28nm ファウンドリ・プロセスで製
造した最先端の 28Gbps SerDes I / O を用いて 20Tbps のバンド幅をインプ
リメントしようとすると約 200mm2 のチップ面積が必要で、消費電力は
200Wを超えてしまいます

。おそらく、消費電力を抑えて性能を向上させ、

[※3]

より広いバンド幅を確保したいというのが「モア・ザン 2D-IC」へと向かう
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図 2. マルチ・テクノロジの電気シミュレーション
※1 出典 International Business Strategies 社（2012）
「The Economic Impact of Technology Choices」

設計フローの対応は完了
シノプシスの R&D 投資および最近行ったいくつかの発表は、いずれも次の
2 つの結論が根拠となっています。すなわち、
（1）シノプシスの既存のイン

検証編

クノロジを使用しています。2.5D-IC に関するエコシステムも準備体制が整

で決まるのであり、
「モア・ザン 2D-IC」インテグレーションはほとんどのア

Support Q&A

こ れ ら は い ず れ も TSMC 社 の CoWos™（Chip on Wafer on Substrate）テ

ころ、未来は「技術的に何が可能か」ではなく「どれだけのコストでできるか」

フィジカル編

に世界で初めてヘテロジニアス・ロジックを集積することにも成功しました。

のダイを比べると、前者の方がコストは約 70% 高くなります [※1]。結局のと

Support Q&A

アス・ロジックを集積し、今年に入ってからはシリコン・インターポーザ上

ロセス・テクノロジで high-k メタルゲート技術を用いて製造した同じ面積

論理合成編

Xilinx 社は 2010 年に世界で初めてシリコン・インターポーザ上にホモジニ

ニング技術を用いて製造した 100mm2 のダイと、28nm ファウンドリ・プ

Support Q&A

は、シリコン・インターポーザが基盤的役割を担い続けるでしょう。
1 つは、単位面積当たりのコストが一定ではなくなっているという問題です。
20nmファウンドリ・プロセス・テクノロジでFinFETおよびダブル・パター

最新技術情報

組み合わせることにより、単なるテクノロジ・ノードの進歩によって実現す

ザン・ムーア」システムへの移行を促す起爆剤としても期待されているシリ
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は、180nm 世代から 45/40nm 世代までの間に 1/30 に減少しています [※4]

テムの性能を今後もスケーラブルに向上させると同時に、新世代の「モア・

Success Story

の最大規模の FPGA におけるロジック・セル 1000 個当たりの I / O ピンの数

ションと補完的な関係にあり、
「モア・ザン・ムーア」と「モア・ムーア」を

効率よく共有できるようになると考えられます。また、
「モア・ムーア」シス

お客様活用事例

た有名な「モア・ムーア」によって支配されるシリコンレベルのインテグレー

今、3D が必要とされる理由

ルおよびラピッド・プロトタイピングが理想的で、熱 / 電気 / 機械シミュレー

技術的な障壁は見つかっておらず、強化された EDA ツールがすでに提供さ

新着情報
最新技術情報ソリューション特集

（カリフォルニア州バーリンゲーム）で行った招待講演の内容をまとめたものです。

来の技術ではなく、
「未来を実現するための技術」と位置づけられています。

とえば 3D-IC のようにヘテロジニアスな性格の強いシステムにはバーチャ

3D-IC デザインへの対応が完了している、という点です。これまでのところ

Special Announcement
Technology Updateオートモーティブ

ンス（スイス、ローザンヌ）および「3D Architectures for Semiconductor Integration and Packaging 2012」カンファレンス

®

ンをさまざまな面で拡張し、3D-IC をサポートしていく必要があります。た

（Design-for-Test）、SPICE シミュレーションの各ツールは 2.5D-IC および

効果のモデリングに極めて強力なテクノロジとなります。

本稿は、シノプシスの 3D-IC ストラテジ担当シニア・マーケティング・ディレクタ、Steve Smith が「Design for 3D 2012」カンファレ

2004年カルフォルニア州ナパで開催された「KGD Packaging & Test Workshop」

今後は、インプリメンテーションや検証以外にも従来の EDA ソリューショ

れています。

シノプシス 3D-IC ストラテジ担当シニア・マーケティング・ディレクタ Steve Smith

はじめに

イ ン プ リ メ ン テ ー シ ョ ン、RC 抽 出、DRC（Design Rule Check）/ LVS
（Layout Versus Schematic）、STA（Static Timing Analysis）、DFT

News Release

トナー企業の新しい要求の出現への段階的な対処が可能、
（2）フィジカル・

ニュースリリース

最新技術情報

※2 出典 Jinuk L. Lin, 他 Oracle 社（2011）
「A 40nm 16-Core 128-Thread SPARC SoC Processor」
『IEEE Journal of Solid State Circuits』
※3 出典 Ricki Dee Williams, 他 Oracle 社（2011）
「Server Memory Roadmap」
『JEDEC Server Memory Forum 2011』
※4 出典 Shankar Lakka, Xilinx 社（2012）
「Xilinx SSI Technology, Concept to Silicon Development Overview」
『Hot Chips 2012』
※5 出典 Peter Clarke（2011）
「EE Times' 20 hot technologies for 2012」；http://www.eetimes.com/General/PrintView/4231126
※6 出典 EE Times（2013）
「EE Times' Top 15 Hot Technologies for 2013」；http://www.eetimes.com/General/PrintView/4403845
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Microelectronics（IME）と協業に関する合意を締結し、TSI Consortium に

繰り返し、新しい構造が開発されるまで一時的な回避策を受け入れることし

も参加しました。今後、IME とシノプシスは共同で設計および製造フローの

か見当たりません。最初から完璧な技術などありえないという認識に立ち、

デモンストレーションを行うほか、性能と省コスト性の両立が求められる

協業が必ず実を結ぶと信じて取り組むことが求められます。

には

者である Robert Noyce 氏によって 1959 年に発明されました。当時の IC に

興 味 深 い こ と に、EE Times が 発 表 し た「2012 年 の 注 目 技 術」

集積可能なトランジスタはわずか数個程度で、エンジニアたちはただちに集

3D-IC が 取 り 上 げ ら れ て い ま し た が、
「2013 年 の 注 目 技 術」[※6] に は

積度を高める技術の検討を開始しました。3D-IC およびシリコン貫通ビア

2.5D-IC が取り上げられています。

[※5]

コン・フォトニクスは、2.5D-IC と 3D-IC のいずれのインテグレーションに

同 じ く Fairchild Semiconductor 社 お よ び Intel 社 の 共 同 設 立 者 で あ る

当初、2D-IC から 3D-IC への暫定的な「つなぎ役」と目されていたシリコン・

Gordon Moore 氏が提唱したムーアの法則のおかげでごく最近まで出番の

インターポーザですが、2D-IC の問題の多くを解決すると同時に、革新的な

ない状態が続いていました。ムーアの法則とは、単位面積当たりに集積され

3D-IC に特有の「新しい」問題が生じない点も評価されています。これは、

るトランジスタの数はテクノロジ・ノードが 1 世代進むにつれて倍増し、単

シリコン・インターポーザは（パッケージ基板および TSV に比べ）インター

位面積当たりのコストは「1 エーカー当たり 10 億ドル程度」
（Moore 氏）で

コネクトのピッチが非常に小さいのが理由です。今後、少なくとも TSV の

変わらず、消費電力は同じかそれ以下で性能が向上するという経験則です。

ピッチがグローバル配線ピッチ（ITRS ロードマップの用語で「Mz」）に近づ

しかし今、3D-IC インテグレーションは 3 つの問題を解決するソリューショ

き、水平配線と垂直配線のコストの差がもう少し縮まり、TSV のアスペクト

ンとして注目されています。

比が現在の 10:1 から大幅に改善され、薄化ウェハの扱いが容易になるまで

オートモーティブ
ソリューション特集

（TSV）技術に関する初の米国特許は実は 50 年以上前に登場していますが、

い、装置メーカー、シリコン・ファウンドリ、OSAT、EDAベンダ各社が「モア・

プリケーションにおいてムーアの法則を妥当なコストで置き換えるものと考

ザン 2D-IC」インテグレーションの技術が完全に実用段階に入ったことを実

えられます。特に、デジタル・ブロックとアナログ・ブロックでは微細化の

証しています。2013 年には 2.5D-IC 製品に関する発表がさらに続くと予想

ペースが異なるため、単純な CMOS プロセス・テクノロジのみで製造される

されますが、これは「モア・ザン 2D-IC」インテグレーションが持つ大きな

デバイス以外では「モア・ザン 2D-IC」が有力な選択肢となります。

可能性に対する自信の高まりの現れといえます。3D-IC にも前進は見られま
すが、まだ本格的な立ち上げの機は熟していません。たとえばモバイル・ア

2 つ目は、テクノロジ・ノードが進むにつれ、バンド幅の限界により 1 つの

プリケーション向けに Wide I / O（WIO）メモリーとアプリケーション・プ

ダイに効果的に集積できるコアの数が制限されるようになり、達成可能な性

ロセッサを積層した 3D-IC は非常に有望な成果を上げていますが、従来の

能に事実上の限界が見えてきたという問題です。たとえば Oracle® 社の T3

DDRメモリーが大幅に改善されたことにより、伝統的な2D-ICインテグレー

では、バンド幅 2.4Tbps の SerDes I / O が占めるチップ面積は約 60mm2、

ションのままで必要なバンド幅を確保できるようになったため、実用化は先

消費電力は約 30W に達しており、これはダイ・サイズの 15%、全体の消費

延ばしされています。

電力の 22% に当たります [※2]。仮に、28nm ファウンドリ・プロセスで製
造した最先端の 28Gbps SerDes I / O を用いて 20Tbps のバンド幅をインプ
リメントしようとすると約 200mm2 のチップ面積が必要で、消費電力は
200Wを超えてしまいます

。おそらく、消費電力を抑えて性能を向上させ、

[※3]

より広いバンド幅を確保したいというのが「モア・ザン 2D-IC」へと向かう
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図 2. マルチ・テクノロジの電気シミュレーション
※1 出典 International Business Strategies 社（2012）
「The Economic Impact of Technology Choices」

設計フローの対応は完了
シノプシスの R&D 投資および最近行ったいくつかの発表は、いずれも次の
2 つの結論が根拠となっています。すなわち、
（1）シノプシスの既存のイン

検証編

クノロジを使用しています。2.5D-IC に関するエコシステムも準備体制が整

で決まるのであり、
「モア・ザン 2D-IC」インテグレーションはほとんどのア

Support Q&A

こ れ ら は い ず れ も TSMC 社 の CoWos™（Chip on Wafer on Substrate）テ

ころ、未来は「技術的に何が可能か」ではなく「どれだけのコストでできるか」

フィジカル編

に世界で初めてヘテロジニアス・ロジックを集積することにも成功しました。

のダイを比べると、前者の方がコストは約 70% 高くなります [※1]。結局のと

Support Q&A

アス・ロジックを集積し、今年に入ってからはシリコン・インターポーザ上

ロセス・テクノロジで high-k メタルゲート技術を用いて製造した同じ面積

論理合成編

Xilinx 社は 2010 年に世界で初めてシリコン・インターポーザ上にホモジニ

ニング技術を用いて製造した 100mm2 のダイと、28nm ファウンドリ・プ

Support Q&A

は、シリコン・インターポーザが基盤的役割を担い続けるでしょう。
1 つは、単位面積当たりのコストが一定ではなくなっているという問題です。
20nmファウンドリ・プロセス・テクノロジでFinFETおよびダブル・パター

最新技術情報

組み合わせることにより、単なるテクノロジ・ノードの進歩によって実現す

ザン・ムーア」システムへの移行を促す起爆剤としても期待されているシリ

Technology Update

は、180nm 世代から 45/40nm 世代までの間に 1/30 に減少しています [※4]

テムの性能を今後もスケーラブルに向上させると同時に、新世代の「モア・

Success Story

の最大規模の FPGA におけるロジック・セル 1000 個当たりの I / O ピンの数

ションと補完的な関係にあり、
「モア・ザン・ムーア」と「モア・ムーア」を

効率よく共有できるようになると考えられます。また、
「モア・ムーア」シス

お客様活用事例

た有名な「モア・ムーア」によって支配されるシリコンレベルのインテグレー

今、3D が必要とされる理由

ルおよびラピッド・プロトタイピングが理想的で、熱 / 電気 / 機械シミュレー

技術的な障壁は見つかっておらず、強化された EDA ツールがすでに提供さ

新着情報
最新技術情報ソリューション特集

（カリフォルニア州バーリンゲーム）で行った招待講演の内容をまとめたものです。

来の技術ではなく、
「未来を実現するための技術」と位置づけられています。

とえば 3D-IC のようにヘテロジニアスな性格の強いシステムにはバーチャ

3D-IC デザインへの対応が完了している、という点です。これまでのところ

Special Announcement
Technology Updateオートモーティブ

ンス（スイス、ローザンヌ）および「3D Architectures for Semiconductor Integration and Packaging 2012」カンファレンス

®

ンをさまざまな面で拡張し、3D-IC をサポートしていく必要があります。た

（Design-for-Test）、SPICE シミュレーションの各ツールは 2.5D-IC および

効果のモデリングに極めて強力なテクノロジとなります。

本稿は、シノプシスの 3D-IC ストラテジ担当シニア・マーケティング・ディレクタ、Steve Smith が「Design for 3D 2012」カンファレ

2004年カルフォルニア州ナパで開催された「KGD Packaging & Test Workshop」

今後は、インプリメンテーションや検証以外にも従来の EDA ソリューショ

れています。

シノプシス 3D-IC ストラテジ担当シニア・マーケティング・ディレクタ Steve Smith

はじめに

イ ン プ リ メ ン テ ー シ ョ ン、RC 抽 出、DRC（Design Rule Check）/ LVS
（Layout Versus Schematic）、STA（Static Timing Analysis）、DFT

News Release

トナー企業の新しい要求の出現への段階的な対処が可能、
（2）フィジカル・

ニュースリリース

最新技術情報

※2 出典 Jinuk L. Lin, 他 Oracle 社（2011）
「A 40nm 16-Core 128-Thread SPARC SoC Processor」
『IEEE Journal of Solid State Circuits』
※3 出典 Ricki Dee Williams, 他 Oracle 社（2011）
「Server Memory Roadmap」
『JEDEC Server Memory Forum 2011』
※4 出典 Shankar Lakka, Xilinx 社（2012）
「Xilinx SSI Technology, Concept to Silicon Development Overview」
『Hot Chips 2012』
※5 出典 Peter Clarke（2011）
「EE Times' 20 hot technologies for 2012」；http://www.eetimes.com/General/PrintView/4231126
※6 出典 EE Times（2013）
「EE Times' Top 15 Hot Technologies for 2013」；http://www.eetimes.com/General/PrintView/4403845
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