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フィジカル階層設計における問題と設計メソドロジ

デバイスのフィジカル設計では、合成とレイアウトに作業が集中し、タイミ
ング収束と消費電力解析に関して差し迫った問題が発生しない限り、チップ・
フィニッシング作業についてはあまり考慮されることがありません。このよ
うな習慣を続けるのは危険です。大規模な階層設計の場合、最上位レベルの
フィニッシング時に問題が見つかると、ブロックレベルでの設計フローの変
更が必要になり、一度ブロックをやり直すことになってスケジュールが遅延
するという大きなリスクがあります。また、ブロックに使用されるライブラ
リ・バージョン、設計フロー、ツール、および手順など広範囲にわたる一貫性
の問題もあります。特に、デザインの各部分を異なる設計チームのメンバー
が担当する場合、一貫性の問題は顕著になります。  

本稿では、フィニッシングとフィジカル・デザイン・サインオフの段階で発
生するいくつかの問題と設計メソドロジについて検討し、フォワード・プラ
ンニングと綿密なデータ管理によってどのようにリスクの一部を軽減できる
かを、シノプシスのプロフェッショナル・サービスの設計コンサルタントが、
大規模デザインの実装で経験した成功事例に基づいてご説明します。大規模
な階層設計の完全性と製造可能性に高い信頼性を与えることのできる、その
他の方法もご紹介します。

大規模な設計の場合、フィジカル設計プロセスを扱いやすいブロックに分割
すると作業がしやすくなります。個々のブロックは上位階層で結合し、さら
に大きな複合ブロック、つまり最上位階層として形成されます。図1をご参
照ください。デザインの物理的な分割はHDL記述に基づく論理階層とは異な
りますが、論理階層と物理階層は対応しており、通常は同じ境界に従ってい
ます。デザインを物理ブロックに分割するには、機能、データ・フロー、階層
設計メソドロジをよく理解する必要がありますが、それらについてはここで
は扱いません。設計フローが最終段階を迎え、テープアウトの準備のために
各ブロックが集められて、最終的なチップ・デザインに統合されるときに何
が起きるかについてご説明します。

 

見落としがちな階層設計の1つの側面は、データの一貫性です。データの一
貫性とは、すべての設計者およびツールが、必ず共通の一貫したソース・デー
タを使用するということです。通常の設計では、5～6種類の標準セル・ライ
ブラリ、2種類以上のパッド・ライブラリ、複数のベンダが提供する各種メモ
リー、さまざまなサードパーティのIPブロック、プロセッサ・コア、アナログ・
モジュールなどの独自に構築されることのある自社製マクロが使用されます
（図2を参照）。適切なデータ管理には、リリース・バージョンの管理、ツー
ル固有のデータベースを構築するためのスクリプト化されたフロー、更新結
果の慎重なチェックが含まれます。次のような危険性に注意が必要です。

　1.  さまざまなツールが、異なる観点でオリジナル・データを使用します。
　　  たとえば、IPブロックの物理レイアウトは、多くの場合GDSファイルと

　　  して提供されますが、配置/配線ツールに適したデータベース・フォー
　　  マットに変換する必要があります。配置/配線ツールは、テープアウト
　　  時にこのIPを含むチップ全体のGDSを書き込みますが、どうすれば変
　　  換処理中にデータが失われていないことを確認できるでしょうか

　2.  さまざまなツールが設計フローの各段階で異なるライブラリ・データ 
　　  を使用します。読み込まれるデータの場所は、スクリプトやコンフィ
　　  ギュレーション・ファイルに指定したり、デザイン・データベース内
　　  に格納したりする必要があります。使用するデータ・セットの一貫性
　　  を保つには、つまり、すべてのツールが正しいバージョンの IPデータ
　　  を参照し、格納またはキャッシュされた参照が新しいバージョンのイ
　　  ンストール時に強制的に更新されるようにするには、どうすればよい
　　  でしょうか

　3.  ハードコードされるROMプログラミングは、多くの場合、プロジェク
　　  トの終了間際に完成し、テープアウトの数日前に提供されます。スト
　　  リーム出力時にこの最新のデータを選択し、最新のコーディングを組
　　  み込むようにモデル（回路図 / ソース）ネットリストも更新されてい
　　  ることを、必ず確認する必要があります

適切な設計フローと設計メソドロジは、正しいデザインを作成するための基
礎であり、階層設計とマルチユーザー・プロジェクトの両方にとって重要です。
適切な設計メソドロジは、前述のすべての問題を最小限に抑えるだけでなく、
品質と完全性を向上させながら全体的なリスクを軽減するなど、多くのこと
に役立ちます。各種の設計メソドロジは、設計フローの中に統合されます。
つまり、信頼性の高い反復可能な決定論的方法で実行する必要のあるタスク
の順序を決めてスクリプト化することによって、フローに組み込まれます。  

シノプシスが提供するツールセットのリファレンス設計メソドロジは設計フ
ローの基盤になりますが、特定のファウンドリのテクノロジに特化していま
せんので、製造フローにはなりません。多くの設計会社が独自の製造フロー
の開発に投資していますが、最先端の製造フローを作成して維持するのでは
なく、人員を適切に設計作業に分配したいと考える設計会社の場合は、シノ
プシスのLynx Design System（図3を参照）に含まれる製造フローのような、
検証済みのカスタマイズ可能な製造フローをすぐに利用できます。
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どのツールを使用する場合も、信頼性が高く高品質で決定論的な結果を得る
には、実証済みの設計フローが不可欠です。

大規模な階層設計におけるフロー管理が難しいのは、コアとなるフローはブ
ロックに共通でも、要件やニュアンスは微妙に異なるからです。一般的な問
題を以下に示します。

　1.  同じスクリプトを基にカスタマイズしたスクリプト・バージョンをデザ
　　  インの異なるブロック（たとえば、フロアプランのスクリプト）に使用
　　  する場合、プロジェクト全体レベルの更新の際にはそれらのスクリプト
　　  をどう扱えばよいでしょうか。また、その場合、どうすれば正しいバー
　　  ジョンを各ブロックまたは各設計者に関連付けることができるでしょう
　　  か。このような場合、CVSやPerforceなどのバージョン管理システムが
　　  非常に役立ちます。これらを適切に使用すれば、ある設計者の更新に
　　  よって他の設計者の設計フローが中断するのを防ぐことができます

　2.  プロジェクト進行中に、新しいバージョンのツールやデータベース・ス
　　  キーマが利用可能になった場合は、ブロック間および設計者間で一貫性
　　  を保つ必要があります。あるブロックに特定のバージョンのツールを使
　　  用する必要がある場合、そのバージョンのツールを使用するようにブ
　　  ロックの設計フローを設定する必要があります。設計者の交代があった
　　  場合、元の設計者と異なるスタッフ・メンバーがブロックを選択して
　　  ECO（Engineering Change Order）操作などを実行することがあり
　　  ます。その場合、元の設計者と同じ設計環境で作業を行う必要があるこ
　　  とに注意してください。チーム・メンバー全員が、必ず同じバージョン
　　  のツールにアクセスし、同じ共通データを共有するために、モジュール・
　　  ファイル（または、モジュール・ファイルに相当するもの）を使用され
　　  ることを強くお奨めします

　3.  フィジカル・デザイン・サインオフ・ツールは、ルール・セットを使用して、
　　  デザインが製造可能であり機能的に正しいかどうかをチェックします。
　　  一部のサードパーティのIPブロックは、これらのサインオフ・チェック
　　  を満たすために固有のオプション・コンフィギュレーションを必要とし
　　  ます。そのため、これらのコンフィギュレーションを、階層を通じて波
　　  及させる必要があります。最終的なチップ全体の検証では、統一された
　　  共通のルール・セットとオプションを使用する必要があります。そのた
　　  め、このコンフィギュレーションをできるだけ早く特定し、すべてのブ
　　  ロックと最上位レベルの開発に適用する必要があります

階層ブロックのフィジカル・レイアウト要件は、一般的によく理解されてい
ます。ブロックの外側の周辺で配線することによって、隣接するブロック内
でスペーシング違反が生じるのを防ぎ、信号のクロストークが発生する危険
性を最小限に抑えることができます。ブロックレベルでダミー・フィルを

挿入することによって、タイミングへの影響を解決し、局所的なメタル配線
密度の問題に対処することができます。しかし以下のような、あまり表面化
しない危険も存在します。

　1.  スタンダードセルや、一部のマクロ・ブロックには、セル境界から外に
　　  出る構造（Nウェル領域など）が含まれることがあります。図4を参照
　　  してください。このセルを、ブロック境界と接して、またはブロック境
　　  界に非常に近接して配置すると、セルの構造が隣接するブロック内の構
　　  造または上位レベルの構造に対して違反する問題が発生するおそれがあ
　　  ります。この違反は、チップ全体のフィジカル検証が実行されるまで検
　　  出されません。違反が検出された時点では、ブロック設計をやり直して
　　  問題を解決する必要があるため、多大なコストがかかります。すべての
　　  構造がセル境界の内側に完全に収まるようにする必要があります

　2.  最上位レベルでのフィジカル検証は、ブロック境界をまたがって実行さ
　　  れます。また、一部のチェックは、データを集約してフラットな構造に
　　  してから行われます。たとえば、配線密度チェックは、チップの原点か
　　  ら開始して一定の間隔でチップ全体を移動するチェック・ウィンドウ内
　　  で行われます。ところが、このチェック・ウィンドウの原点が各ブロッ
　　  クの原点と一致する可能性が極めて低いため、新しい違反が生じること
　　  があります。問題によってはブロックの内部でしか修正できないことが
　　  あり、その結果、スケジュールが遅延します

　3.  メタル配線密度の高い電源構造の領域とその層のメタル配線密度の低
　　  い領域の間で、配線密度勾配違反が発生することがあります。ダミー・
　　  フィルが挿入されるのが設計フローの終盤であるため、多くの場合、こ
　　  の違反は開発の初期段階では無視される、あるいは検出されませんが、
　　  プロジェクト期間の終盤で修正すると、多大なコストがかかります

 

大規模な階層設計に固有のリスクを最小限に抑えることのできる手法につい
て、いくつかご説明します。  

ライブラリQAチェック

入力ライブラリの品質保証（QA）チェックは、さまざまなレベルで実行でき
ます。ただし、最低限のチェックには、レイアウト・ツール内の一般的なラ
イブラリ・チェック・コマンドの実行に加えて、データに対する完全なDRC
（Design Rule Check）/ LVS（Layout Versus Schematic）チェックの実行
を含める必要があります。DRC / LVSチェックは、提供されたGDSと、最終
的なテープアウトで使用されたものと同じストリーム出力オプションを使用
してIPライブラリ・データベースからストリーム出力されたGDSファイル
の両方に対して実行するのが理想的です。これらを実行すると、フォーマッ
ト変換時に（特に層マッピング処理などの変換によって）品質と整合性が損
なわれていないことがより確実に保証されます。
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図2. 通常の設計では標準セル、パッド、メモリー、その他の IPなど
複数のライブラリが使用される

図1. 大規模なデザインは小さい物理ブロックに分割され、
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図3. 最先端のカスタマイズ可能な検証済み設計フローである
シノプシスのLynx Design System

図4. セル境界内に構造が完全に収まらない標準的なスタンダードセル
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プシスのLynx Design System（図3を参照）に含まれる製造フローのような、
検証済みのカスタマイズ可能な製造フローをすぐに利用できます。
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どのツールを使用する場合も、信頼性が高く高品質で決定論的な結果を得る
には、実証済みの設計フローが不可欠です。

大規模な階層設計におけるフロー管理が難しいのは、コアとなるフローはブ
ロックに共通でも、要件やニュアンスは微妙に異なるからです。一般的な問
題を以下に示します。

　1.  同じスクリプトを基にカスタマイズしたスクリプト・バージョンをデザ
　　  インの異なるブロック（たとえば、フロアプランのスクリプト）に使用
　　  する場合、プロジェクト全体レベルの更新の際にはそれらのスクリプト
　　  をどう扱えばよいでしょうか。また、その場合、どうすれば正しいバー
　　  ジョンを各ブロックまたは各設計者に関連付けることができるでしょう
　　  か。このような場合、CVSやPerforceなどのバージョン管理システムが
　　  非常に役立ちます。これらを適切に使用すれば、ある設計者の更新に
　　  よって他の設計者の設計フローが中断するのを防ぐことができます

　2.  プロジェクト進行中に、新しいバージョンのツールやデータベース・ス
　　  キーマが利用可能になった場合は、ブロック間および設計者間で一貫性
　　  を保つ必要があります。あるブロックに特定のバージョンのツールを使
　　  用する必要がある場合、そのバージョンのツールを使用するようにブ
　　  ロックの設計フローを設定する必要があります。設計者の交代があった
　　  場合、元の設計者と異なるスタッフ・メンバーがブロックを選択して
　　  ECO（Engineering Change Order）操作などを実行することがあり
　　  ます。その場合、元の設計者と同じ設計環境で作業を行う必要があるこ
　　  とに注意してください。チーム・メンバー全員が、必ず同じバージョン
　　  のツールにアクセスし、同じ共通データを共有するために、モジュール・
　　  ファイル（または、モジュール・ファイルに相当するもの）を使用され
　　  ることを強くお奨めします

　3.  フィジカル・デザイン・サインオフ・ツールは、ルール・セットを使用して、
　　  デザインが製造可能であり機能的に正しいかどうかをチェックします。
　　  一部のサードパーティのIPブロックは、これらのサインオフ・チェック
　　  を満たすために固有のオプション・コンフィギュレーションを必要とし
　　  ます。そのため、これらのコンフィギュレーションを、階層を通じて波
　　  及させる必要があります。最終的なチップ全体の検証では、統一された
　　  共通のルール・セットとオプションを使用する必要があります。そのた
　　  め、このコンフィギュレーションをできるだけ早く特定し、すべてのブ
　　  ロックと最上位レベルの開発に適用する必要があります

階層ブロックのフィジカル・レイアウト要件は、一般的によく理解されてい
ます。ブロックの外側の周辺で配線することによって、隣接するブロック内
でスペーシング違反が生じるのを防ぎ、信号のクロストークが発生する危険
性を最小限に抑えることができます。ブロックレベルでダミー・フィルを

挿入することによって、タイミングへの影響を解決し、局所的なメタル配線
密度の問題に対処することができます。しかし以下のような、あまり表面化
しない危険も存在します。

　1.  スタンダードセルや、一部のマクロ・ブロックには、セル境界から外に
　　  出る構造（Nウェル領域など）が含まれることがあります。図4を参照
　　  してください。このセルを、ブロック境界と接して、またはブロック境
　　  界に非常に近接して配置すると、セルの構造が隣接するブロック内の構
　　  造または上位レベルの構造に対して違反する問題が発生するおそれがあ
　　  ります。この違反は、チップ全体のフィジカル検証が実行されるまで検
　　  出されません。違反が検出された時点では、ブロック設計をやり直して
　　  問題を解決する必要があるため、多大なコストがかかります。すべての
　　  構造がセル境界の内側に完全に収まるようにする必要があります

　2.  最上位レベルでのフィジカル検証は、ブロック境界をまたがって実行さ
　　  れます。また、一部のチェックは、データを集約してフラットな構造に
　　  してから行われます。たとえば、配線密度チェックは、チップの原点か
　　  ら開始して一定の間隔でチップ全体を移動するチェック・ウィンドウ内
　　  で行われます。ところが、このチェック・ウィンドウの原点が各ブロッ
　　  クの原点と一致する可能性が極めて低いため、新しい違反が生じること
　　  があります。問題によってはブロックの内部でしか修正できないことが
　　  あり、その結果、スケジュールが遅延します

　3.  メタル配線密度の高い電源構造の領域とその層のメタル配線密度の低
　　  い領域の間で、配線密度勾配違反が発生することがあります。ダミー・
　　  フィルが挿入されるのが設計フローの終盤であるため、多くの場合、こ
　　  の違反は開発の初期段階では無視される、あるいは検出されませんが、
　　  プロジェクト期間の終盤で修正すると、多大なコストがかかります

 

大規模な階層設計に固有のリスクを最小限に抑えることのできる手法につい
て、いくつかご説明します。  

ライブラリQAチェック

入力ライブラリの品質保証（QA）チェックは、さまざまなレベルで実行でき
ます。ただし、最低限のチェックには、レイアウト・ツール内の一般的なラ
イブラリ・チェック・コマンドの実行に加えて、データに対する完全なDRC
（Design Rule Check）/ LVS（Layout Versus Schematic）チェックの実行
を含める必要があります。DRC / LVSチェックは、提供されたGDSと、最終
的なテープアウトで使用されたものと同じストリーム出力オプションを使用
してIPライブラリ・データベースからストリーム出力されたGDSファイル
の両方に対して実行するのが理想的です。これらを実行すると、フォーマッ
ト変換時に（特に層マッピング処理などの変換によって）品質と整合性が損
なわれていないことがより確実に保証されます。

はじめに

フィジカル階層設計

データの一貫性

設計フローと設計メソドロジ

フィジカル・レイアウト

その他のレイアウト・データ整合性チェック

セル境界

図2. 通常の設計では標準セル、パッド、メモリー、その他の IPなど
複数のライブラリが使用される

図1. 大規模なデザインは小さい物理ブロックに分割され、
各ブロックは上位階層でマクロとして参照される

図3. 最先端のカスタマイズ可能な検証済み設計フローである
シノプシスのLynx Design System

図4. セル境界内に構造が完全に収まらない標準的なスタンダードセル

0.2μm

デザイン
データベース

デザイン
ネットリスト

スタンダード
セル

IP
ライブラリ

ソフト
マクロ

I/Oセル

メモリー

ハード
マクロ

Lynx Design System

テクノロジ
プラグイン

プロセス・ノード
コンフィグレーション

ライブラリ
品質保証(QA)

最適化された
IP設計フロー

Runtime
Manager

Management
Cockpit

製造フロー

最上位
サブ・フロー

合成

合成 フィニッシュ

フィニッシュソフト・マクロ
サブ・フロー

S
upport Q

&
A

検
証
編

S
upport Q

&
A

フ
ィ
ジ
カ
ル
編

S
upport Q

&
A

論
理
合
成
編

新
年
の
ご
挨
拶

W
hat's N

ew
in D

esignW
are IP?

S
uccess S

tory
お
客
様
活
用
事
例

Technology U
pdate

最
新
技
術
情
報

※dp:デザイン・プランニング / pnr:配置/配線

pnr

pnr

dp

dp



Technology Update
フィジカル階層設計における問題と設計メソドロジ

前ページより続く

1110

LVLチェック

LVL（Layout Versus Layout）チェックによって、層ごとに2つのGDSファ
イルを（XORまたはNOTで）比較できます（図5を参照）。このチェックは、
ストリーム出力されたGDS内のIPブロックを、元の（高品質な）GDSデータ
に対して検証する際、非常に役立ちます。これによってブロック内が破損し
ていないことを確認できるだけでなく、指定されたバージョンの IPが実際に
実装されていることも確認できます。

正しいROMコードが使用されているかどうかの確認は、重要なテープアウ
ト・チェック項目です。そのため、ROMが関係している場合、LVLチェック
は非常に有効です。LVSチェックは、レイアウトを回路図に対してチェック
します。ストリーム出力時に不正なROMのレイアウトを参照するエラーが
発生した場合、LVSでも不正なROMの回路図が使用され、違反が警告されな
くなる可能性があります。そのため、LVSチェックに頼ることはできません。

ツールによっては、レイアウト整合性管理システムも提供されています。こ
のシステムは、次の原理に基づきます。既知の正しいIPレイアウトのチェッ
クサム・データベースが作成され、以降のデザイン・データベースが、物理
検証の一部としてこのデータベースに対して検証されます。この効果は、
LVLを実行する場合と非常によく似ていますが、高品質な参照がチェックサ
ム・データベースに変わり、詳細なレポートが可能になります。

LVLまたはレイアウト整合性管理システムを使用して、すべての IPブロック
またはサードパーティのブロックを、高品質な参照データに対して検証する
ことをお奨めします。

共通ライブラリ参照データ

複数のブロックで複数の設計者が作業している場合、共通する一連のリファ
レンスを使用してセル・ライブラリとIPライブラリにリンクし、異なる視点
からの同じIPへの参照が一貫していることが重要です。各IPには複数のデー
タ・ファイル（タイミング・モデル、ネットリスト、レイアウト・データ、回
路図ビューなど）が関連付けられているため、同じベース・ロケーションか
らこれらのファイルにアクセスする必要があります。これらのリファレンス
をすべて共有された単一のコンフィギュレーション・ファイルに限定し、こ
のファイルを注意深く管理してチェックすることにより、ヒューマン・エラー
を最小限に抑えられます（図6を参照）。このファイル内で共通のパス変数を
使用することで、エラーのリスクをさらに低減できます。バージョン管理シ
ステムを使用して、プロジェクトの各開発段階で必要な局所的な差異を許容
しながら、このファイルをユーザー間で同期することが可能です。

階層デザイン・ブロックの場合、プロジェクトの要件、設計フロー、設計メソ
ドロジに応じて、同様の方法に従うことができます。IPブロックと同様に、
各ブロックの最新の正しいリリースへのポインタを管理することが重要にな
ります。

一部のデータベース・フォーマット（Milkywayなど）では、リファレンス・
ライブラリ・パスが内部に格納されています。そのため、上記の共通ファイ

ルを最新に保つことに頼るだけでは十分ではありません。テープアウト前に
追加チェックを実行し、すべてのブロックが正しいライブラリを参照してい
ること、および階層設計ブロックの参照も正しいことを確認する必要があり
ます。これを実現する1つの方法は、スクリプトの使用です。このスクリプ
トでは、データの階層を最上位から最下位まで再帰的にスキャンし、すべての
ライブラリとブロックの参照をチェックして、他の階層ブロックへのリンク
をたどります。その結果、すべての不一致に関するレポートが生成されます。  

チップ・フィニッシング – ダミー・フィル

ダミー・フィルをアレイ構造で挿入することは、ファイル・サイズの観点か
らは効率的です。ただし、これはECOに適しておらず、階層設計での下位階
層の表示やツールの使用に関して問題が発生する場合があります。すでに階
層化されたデザインに事実上階層を追加することになるため、得るところは
少なく、ダミー・ビア構造の要件を考慮すると、状況はさらに複雑になります。

ダミー・フィルは、階層の最下位にあるブロックに局所的にフィルを挿入し、
次の上位レベルで、最下位のブロック上に排他的領域を追加するというよう
に、ボトムアップで処理する必要があります。そうすることで、すでにタイ
ミングが収束したブロック上に、それ以上フィルは追加されません。  

開発中に、最上位レベルの統合で、その段階でフィルを含まない初期リリー
スのブロックが使用される場合があります。そのような場合、DRCチェック
を行う目的で、最上位レベルでそれらのブロック上にフィルを追加すること
が必要になる場合があります。最上位レベルでのフィルの追加は確かに効果
的ですが、このフィルのパターンは、ブロックに局所的にフィルを挿入する
場合とは異なります。そのため、微細なメタル配線密度違反を検出するには、
早い段階でフィルが挿入されたブロックを取得することが重要になります。
ブロックの場合、図7に示すように、ブロック境界の近くまでダミー・フィ
ルが挿入されず、ブロックの周囲に数ミクロンの幅の空白領域が存在するた
め、最上位レベルのフィルとは異なります。

 

まとめ

試験的テープアウト

試験的テープアウトによって、ダミーのテープアウトを実行し、ストリーム
出力、データの配布、およびファウンドリでのデータの受領に固有の問題を
検出できます。階層設計で試験的テープアウトを実行することは、フラット
設計と同様の効果がありますが、その目的に向かって進んだ結果、統合に伴
う問題が検出されて、本来の効果の他に間接的な効果が得られることがあり
ます。

フィジカル検証チェック

通常、フィジカル検証チェックの一部として、最低限、チップレベルでの
DRCとLVSチェックが実行されます。DRCでは、ファウンドリが提供したラ
ンセットに基づいて、デザインが製造可能であるかどうかが確認されます。
ただし、チップレベルでは、追加のランセットを使用してワイヤ・ボンディ
ングまたはフリップチップの接続要件を検証する必要があります。このラン
セットは、バンプ / ボンディング・パッド制約とスペーシング要件をチェッ
クしますが、それらの要件を最終的に承認する責任は製造後の工程部門にあ
るため、そこでも独自にチェックが行われます。

スケジュールの遅延を防ぐため、最終的なテープアウトを実施するまでに
DRCウェーバーのリストをドキュメント化し、ファウンドリで確認する必要
があります。

LVSは、一連の検証の最後のイベントであり、物理データベースの機能的な
正しさに高度な信頼性を与えます。フィジカル設計プロセスを通じて、プロ
セスの各段階で機能が変更されていないかどうかがフォーマル検証によって
チェックされます。それによって、RTLコードまでさかのぼってトレースす
ることが可能になります。LVSでは、このトレースの終点に対して物理デー
タベースがチェックされ、その結果、GDSにRTLが正しく実装されているこ
とが確認されます。ただし、LVSには次のような注意事項があります。

LVSが使用する回路ネットリストは、多くの場合、フォーマル検証で使用さ
れる回路ネットリストとは異なります。たとえば、LVSが使用する回路ネッ
トリストには、電源接続や物理データにのみ存在するセルが含まれます。そ
のため、それらのネットリストを同じセッションで、同じデータベースに対
し、同じタスクによって作成されることが重要になります。そうすることで、
それらのネットリストが基本的に同じネットリストを2つの異なる視点から
見たものであると確信することができます（図8を参照）。次に、このネット
リストをLVSで使用する方法、特に最上位ポートのマッチングおよび大文字
と小文字の区別にも注意する必要があります。特に理由がない限り、LVSは
大文字と小文字を区別するモードで実行され、レイアウトと回路図の間での
最上位ポートのクロスチェックも有効化されます。LVSは、フリップチップ
のバンプまたはワイヤ・ボンディングのボンディング・パッドに付けられた
レイアウト・テキスト・オブジェクトを使用して、パッド / バンプまでの接

図6. 共有された単一のコンフィギュレーション・ファイルを容易に管理してチェック可能

図7. ダミー・フィルはブロック境界に接近したりブロック境界をまたいだりしない

変更追跡記録

続をチェックできます。このテキストを省略した場合、未接続のボンディン
グ・パッドが検出されない可能性があります（未接続のボンディング・パッ
ドは、単に不要なフローティング・メタルとして示されます）。フローティン
グ状態の最上位レベルのテキストも、未接続の可能性が高いことを示します。

チップ全体の検証を行う前に、DRCとLVSの両方をブロックレベルで実行す
る必要がありますが、ブロックレベルの問題の一部がチップ全体の検証を実
行した場合にのみ現れることもあるということに注意してください。原則と
して、できるだけ早期に検証の実行を開始し、できるだけ早くチップ全体の
統合を開始します。

最近の（たとえば65nm以下の）テクノロジの場合、必要に応じて実施される
その他のチェックがあります。リソグラフィ・コンプライアンス・チェック
（LCC）では、歩留りに影響することが知られているメタル層のパターンが検
出されます。たとえば、光学近接効果補正（OPC）効果によって製造時に故障
や欠陥が生じやすくなります（図9を参照）。理論的には、レイアウト・ツー
ルが使用するルーター、およびレイアウト・ツールが従うルールは、LCCの
問題を防ぐことができるほど十分に保守的である必要があります。ただし、
それでも違反が発生する可能性があるため、LCCの問題を正しく理解する必
要があります。LCCの計算を実行するには多くの日数がかかります。そのた
め、テープアウトよりも前の時点でLCCを検討する必要があります。階層設
計の場合、ブロックレベルでLCCを実行することにより、信頼性を向上させ
ることができます。

クリティカル・エリア解析（CAA）チェックを実行して、製造プロセスでの粒
子欠陥の影響を受けやすいパターンを検出することもできます。CAAの解析
の多くが統計に基づくため、その検出結果は歩留り全体に影響を与えます。
このチェックの場合も、ブロックレベルで実行することによって早い段階で
リスク領域を特定できます。

ESD解析

ESD（静電気放電）保護は別のテーマですが、ここで少し触れておく必要があ
ります。デザインにIPブロックが存在する場合、統合時にESD保護の要件を
確認されることを強くお奨めします。多くの場合、特殊な電源接続要件が存
在し、さらに、ダイオード・クランプ・セルを追加し、I/Oパッドも追加して、
ESDの発生時に適切な放電経路を提供することが必要になります。これらを
看過すると、完成間近でフロアプランに重大な変更が生じ、それに関連して
スケジュールが遅延することになります。

本稿では、階層的チップのフィジカル設計における重要な部分にのみ触れま
した。ここで述べたことの多くは、優れた設計の事例を反映しただけですが、
これらの成功事例に従わない場合、コーナーケースを見逃すことなり、チッ
プ開発が失敗するおそれがあります。デザインのサインオフを担当している
場合、「このチップはどの程度信頼できるか」、「これらの結果はデザインが実
際に動作するということをどの程度証明しているか」、「他のどのチェックを
検討する必要があったか」というように、自分自身に常に問いかける必要が
あります。 

ヒューマン・エラーのリスクはあるものの、人手が介入することによって製
品差別化が実現できるのも事実です。チップの構築には常にリスクが伴いま
すが、適切な管理方法と確実な設計の成功事例に従うことによってリスクを
管理し、自信を持ってテープアウトに進むことができます。

図9. LCCは製造時に発生する可能性のある故障や欠陥を検出する

図5. LVLによって2つのデータベースを層ごとに比較できる

図8. ファンクショナル・ネットリストと物理ネットリストは
変更追跡記録の連続性を保つために同じタスクで作成される
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LVLチェック

LVL（Layout Versus Layout）チェックによって、層ごとに2つのGDSファ
イルを（XORまたはNOTで）比較できます（図5を参照）。このチェックは、
ストリーム出力されたGDS内のIPブロックを、元の（高品質な）GDSデータ
に対して検証する際、非常に役立ちます。これによってブロック内が破損し
ていないことを確認できるだけでなく、指定されたバージョンの IPが実際に
実装されていることも確認できます。

正しいROMコードが使用されているかどうかの確認は、重要なテープアウ
ト・チェック項目です。そのため、ROMが関係している場合、LVLチェック
は非常に有効です。LVSチェックは、レイアウトを回路図に対してチェック
します。ストリーム出力時に不正なROMのレイアウトを参照するエラーが
発生した場合、LVSでも不正なROMの回路図が使用され、違反が警告されな
くなる可能性があります。そのため、LVSチェックに頼ることはできません。

ツールによっては、レイアウト整合性管理システムも提供されています。こ
のシステムは、次の原理に基づきます。既知の正しいIPレイアウトのチェッ
クサム・データベースが作成され、以降のデザイン・データベースが、物理
検証の一部としてこのデータベースに対して検証されます。この効果は、
LVLを実行する場合と非常によく似ていますが、高品質な参照がチェックサ
ム・データベースに変わり、詳細なレポートが可能になります。

LVLまたはレイアウト整合性管理システムを使用して、すべての IPブロック
またはサードパーティのブロックを、高品質な参照データに対して検証する
ことをお奨めします。

共通ライブラリ参照データ

複数のブロックで複数の設計者が作業している場合、共通する一連のリファ
レンスを使用してセル・ライブラリとIPライブラリにリンクし、異なる視点
からの同じIPへの参照が一貫していることが重要です。各IPには複数のデー
タ・ファイル（タイミング・モデル、ネットリスト、レイアウト・データ、回
路図ビューなど）が関連付けられているため、同じベース・ロケーションか
らこれらのファイルにアクセスする必要があります。これらのリファレンス
をすべて共有された単一のコンフィギュレーション・ファイルに限定し、こ
のファイルを注意深く管理してチェックすることにより、ヒューマン・エラー
を最小限に抑えられます（図6を参照）。このファイル内で共通のパス変数を
使用することで、エラーのリスクをさらに低減できます。バージョン管理シ
ステムを使用して、プロジェクトの各開発段階で必要な局所的な差異を許容
しながら、このファイルをユーザー間で同期することが可能です。

階層デザイン・ブロックの場合、プロジェクトの要件、設計フロー、設計メソ
ドロジに応じて、同様の方法に従うことができます。IPブロックと同様に、
各ブロックの最新の正しいリリースへのポインタを管理することが重要にな
ります。

一部のデータベース・フォーマット（Milkywayなど）では、リファレンス・
ライブラリ・パスが内部に格納されています。そのため、上記の共通ファイ

ルを最新に保つことに頼るだけでは十分ではありません。テープアウト前に
追加チェックを実行し、すべてのブロックが正しいライブラリを参照してい
ること、および階層設計ブロックの参照も正しいことを確認する必要があり
ます。これを実現する1つの方法は、スクリプトの使用です。このスクリプ
トでは、データの階層を最上位から最下位まで再帰的にスキャンし、すべての
ライブラリとブロックの参照をチェックして、他の階層ブロックへのリンク
をたどります。その結果、すべての不一致に関するレポートが生成されます。  

チップ・フィニッシング – ダミー・フィル

ダミー・フィルをアレイ構造で挿入することは、ファイル・サイズの観点か
らは効率的です。ただし、これはECOに適しておらず、階層設計での下位階
層の表示やツールの使用に関して問題が発生する場合があります。すでに階
層化されたデザインに事実上階層を追加することになるため、得るところは
少なく、ダミー・ビア構造の要件を考慮すると、状況はさらに複雑になります。

ダミー・フィルは、階層の最下位にあるブロックに局所的にフィルを挿入し、
次の上位レベルで、最下位のブロック上に排他的領域を追加するというよう
に、ボトムアップで処理する必要があります。そうすることで、すでにタイ
ミングが収束したブロック上に、それ以上フィルは追加されません。  

開発中に、最上位レベルの統合で、その段階でフィルを含まない初期リリー
スのブロックが使用される場合があります。そのような場合、DRCチェック
を行う目的で、最上位レベルでそれらのブロック上にフィルを追加すること
が必要になる場合があります。最上位レベルでのフィルの追加は確かに効果
的ですが、このフィルのパターンは、ブロックに局所的にフィルを挿入する
場合とは異なります。そのため、微細なメタル配線密度違反を検出するには、
早い段階でフィルが挿入されたブロックを取得することが重要になります。
ブロックの場合、図7に示すように、ブロック境界の近くまでダミー・フィ
ルが挿入されず、ブロックの周囲に数ミクロンの幅の空白領域が存在するた
め、最上位レベルのフィルとは異なります。

 

まとめ

試験的テープアウト

試験的テープアウトによって、ダミーのテープアウトを実行し、ストリーム
出力、データの配布、およびファウンドリでのデータの受領に固有の問題を
検出できます。階層設計で試験的テープアウトを実行することは、フラット
設計と同様の効果がありますが、その目的に向かって進んだ結果、統合に伴
う問題が検出されて、本来の効果の他に間接的な効果が得られることがあり
ます。

フィジカル検証チェック

通常、フィジカル検証チェックの一部として、最低限、チップレベルでの
DRCとLVSチェックが実行されます。DRCでは、ファウンドリが提供したラ
ンセットに基づいて、デザインが製造可能であるかどうかが確認されます。
ただし、チップレベルでは、追加のランセットを使用してワイヤ・ボンディ
ングまたはフリップチップの接続要件を検証する必要があります。このラン
セットは、バンプ / ボンディング・パッド制約とスペーシング要件をチェッ
クしますが、それらの要件を最終的に承認する責任は製造後の工程部門にあ
るため、そこでも独自にチェックが行われます。

スケジュールの遅延を防ぐため、最終的なテープアウトを実施するまでに
DRCウェーバーのリストをドキュメント化し、ファウンドリで確認する必要
があります。

LVSは、一連の検証の最後のイベントであり、物理データベースの機能的な
正しさに高度な信頼性を与えます。フィジカル設計プロセスを通じて、プロ
セスの各段階で機能が変更されていないかどうかがフォーマル検証によって
チェックされます。それによって、RTLコードまでさかのぼってトレースす
ることが可能になります。LVSでは、このトレースの終点に対して物理デー
タベースがチェックされ、その結果、GDSにRTLが正しく実装されているこ
とが確認されます。ただし、LVSには次のような注意事項があります。

LVSが使用する回路ネットリストは、多くの場合、フォーマル検証で使用さ
れる回路ネットリストとは異なります。たとえば、LVSが使用する回路ネッ
トリストには、電源接続や物理データにのみ存在するセルが含まれます。そ
のため、それらのネットリストを同じセッションで、同じデータベースに対
し、同じタスクによって作成されることが重要になります。そうすることで、
それらのネットリストが基本的に同じネットリストを2つの異なる視点から
見たものであると確信することができます（図8を参照）。次に、このネット
リストをLVSで使用する方法、特に最上位ポートのマッチングおよび大文字
と小文字の区別にも注意する必要があります。特に理由がない限り、LVSは
大文字と小文字を区別するモードで実行され、レイアウトと回路図の間での
最上位ポートのクロスチェックも有効化されます。LVSは、フリップチップ
のバンプまたはワイヤ・ボンディングのボンディング・パッドに付けられた
レイアウト・テキスト・オブジェクトを使用して、パッド / バンプまでの接

図6. 共有された単一のコンフィギュレーション・ファイルを容易に管理してチェック可能

図7. ダミー・フィルはブロック境界に接近したりブロック境界をまたいだりしない
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続をチェックできます。このテキストを省略した場合、未接続のボンディン
グ・パッドが検出されない可能性があります（未接続のボンディング・パッ
ドは、単に不要なフローティング・メタルとして示されます）。フローティン
グ状態の最上位レベルのテキストも、未接続の可能性が高いことを示します。

チップ全体の検証を行う前に、DRCとLVSの両方をブロックレベルで実行す
る必要がありますが、ブロックレベルの問題の一部がチップ全体の検証を実
行した場合にのみ現れることもあるということに注意してください。原則と
して、できるだけ早期に検証の実行を開始し、できるだけ早くチップ全体の
統合を開始します。

最近の（たとえば65nm以下の）テクノロジの場合、必要に応じて実施される
その他のチェックがあります。リソグラフィ・コンプライアンス・チェック
（LCC）では、歩留りに影響することが知られているメタル層のパターンが検
出されます。たとえば、光学近接効果補正（OPC）効果によって製造時に故障
や欠陥が生じやすくなります（図9を参照）。理論的には、レイアウト・ツー
ルが使用するルーター、およびレイアウト・ツールが従うルールは、LCCの
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計の場合、ブロックレベルでLCCを実行することにより、信頼性を向上させ
ることができます。

クリティカル・エリア解析（CAA）チェックを実行して、製造プロセスでの粒
子欠陥の影響を受けやすいパターンを検出することもできます。CAAの解析
の多くが統計に基づくため、その検出結果は歩留り全体に影響を与えます。
このチェックの場合も、ブロックレベルで実行することによって早い段階で
リスク領域を特定できます。

ESD解析

ESD（静電気放電）保護は別のテーマですが、ここで少し触れておく必要があ
ります。デザインにIPブロックが存在する場合、統合時にESD保護の要件を
確認されることを強くお奨めします。多くの場合、特殊な電源接続要件が存
在し、さらに、ダイオード・クランプ・セルを追加し、I/Oパッドも追加して、
ESDの発生時に適切な放電経路を提供することが必要になります。これらを
看過すると、完成間近でフロアプランに重大な変更が生じ、それに関連して
スケジュールが遅延することになります。

本稿では、階層的チップのフィジカル設計における重要な部分にのみ触れま
した。ここで述べたことの多くは、優れた設計の事例を反映しただけですが、
これらの成功事例に従わない場合、コーナーケースを見逃すことなり、チッ
プ開発が失敗するおそれがあります。デザインのサインオフを担当している
場合、「このチップはどの程度信頼できるか」、「これらの結果はデザインが実
際に動作するということをどの程度証明しているか」、「他のどのチェックを
検討する必要があったか」というように、自分自身に常に問いかける必要が
あります。 

ヒューマン・エラーのリスクはあるものの、人手が介入することによって製
品差別化が実現できるのも事実です。チップの構築には常にリスクが伴いま
すが、適切な管理方法と確実な設計の成功事例に従うことによってリスクを
管理し、自信を持ってテープアウトに進むことができます。

図9. LCCは製造時に発生する可能性のある故障や欠陥を検出する
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