Customer Highlight

CMOS が市場の大部分を占める一方、アナログ・テクノロジのシェアは 1 割

る PCell（パラメータ化セル）があります。複合トランジスタ、複合ドライ

にも達しません。
「More than Moore（ムーアの法則の延長線上を越えた機

バなどの複合構造のレイアウト設計の時間を短縮するのに、PCell は欠かせ

能の多様化を求める）」の傾向により、アナログ設計の価値は着実に高まっ

ないものになっています。
アナログ部分が多く（big A）、かつ高度に複雑な IP を使用する場合は状況

・アナログ IP

が異なります。アナログ要素はデザインの中核であり、アプリケーション
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素でデザインの価値を差別化し価値を生み出す大きなチャンスです。
自動車を例に挙げてみましょう。ここに、バッテリに直接接続された IC デバ
イスがあるとします。バッテリの公称電圧は 13.8V ですが、このデバイスは

うな特殊ケースも想定している必要があります。このようなケースでは、内

（nm）

部電圧は 400 ミリ秒間 40V に上昇します。この最大電圧の間、EMC と ESD
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図 1. 多様なテクノロジの統合によりアナログ設計の価値が高まる

の影響があり、16kV の電圧スパイクが発生する可能性がありますが、そのよ
うな状況にも耐える必要があります。これらすべてのシナリオに対応するた
めに、IP や自動合成をどのように使用するべきかを想像するのは至難の業で
す。このような場合、設計者の経験が大きくものを言います。

同じ半導体製造市場にありながら、アナログ領域とデジタル領域の間には
もっと簡単な例で要点を説明すると、LED 照明用ドライバを設計する顧客

あります。このような格差を生み出している主な理由を挙げるとすれば、

は数多く存在し、顧客によって回路技術は全く違います。しかし目指す機

アナログの世界にはDesign Compilerがないから、ということになるでしょ

能はどれも同じなのです。これは興味深いことです。

う。Design Compiler は、これまでデジタル半導体ファウンドリ事業の成
功を支え、推進する役割を担ってきました。

拡大するプロセス間のギャップ

1980 年代後半のシノプシスによる Design Compiler 提供開始以来、IC テク

約10年前まで、最も一般的なアナログ・プロセス・ノードとデジタル・ノー

ノロジからの論理設計の分離が進み、デジタル IC 開発に革命がもたらされま

ドの間にはほぼ 3 世代の開きがありました。現在、このギャップはさらに広

した。これによって多くの技術者は、ターゲット・テクノロジとデバイス物

がり続けています。アナログ・ノードの微細化のスピードは、デジタル・ノー

理の深い知識がなくても設計に携わることができるようになりました。

ドのそれと比べると 1/2 以下という状況です。

アナログ技術者のスキルと経験に匹敵する自動化ツールは、まだ存在していな

スが稼働しています。顧客によっては、最新デザインに対してさえ 1μm プ

いのです。また、真のアナログ設計者となるには長い経験（約10年）が必要です。

ロセスを適用することがあります。

実装プロセスが自動化されていないということは、パラメータの変更がデ

特定のデザインに対するプロセスの選択は、技術的判断だけでは行われま

バイスの動作にどのような影響を与えるのか、プロセス・テクノロジを微

せん。デジタルの世界と同様に、アナログの場合も経済性を考慮する必要

調整すると性能にどのような変化が起きるのかを、アナログ設計者自身が

があります。

完全に理解しなければならないということです。統合デバイス・メーカー
（IDM）が現在の AMS 市場を支配しているのはこのためです。これらのメー

0.35μm と 0.18μm では、デバイスは 8 インチ・ウェハを用いて製造されま

カーは、デザインで勝つためには次世代デバイスのプロセスを制御し、開発

す。そのため、1 平方ミリメートルあたりのトランジスタ数が増加するとい

を主導していく必要があるという強い信念を持っています。

うスケールダウンのコスト・メリットがあります。ただし、0.18μm では
金属層の数が増えるため、ダイサイズが同じ場合 0.35μm よりもコスト高

IP の役割
それでは、Design Compiler を諦めたとして、IP を利用することでアナロ
グ・ファウンドリ事業の成功は保証されるのでしょうか？この問いに対し
ては、何とも言えません。

になります。

移行を阻む経済的側面
マスク・セット費用が数百万ドルに達し、設計プロジェクト全体の費用が
2,000 万ドルに及ぶような場合、利益を出すには大量生産が必要になります。
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アナログ IP を用いた設計は、アナログよりもデジタルの部分が多くを占める

アナログ・デザインにおいて小さいノードに移行するのを制限し、古いノー

デザインについては確立されつつあります。それは、たとえば PHY、標準

ドの耐用期間を伸ばす傾向があるのは、この経済的な問題が大きな要因となっ

I/O、ADCスタックなどに見ることができます。このため、デジタル設計チー

ています。アナログでは、大量生産に適さない多くの製品が存在するためで

ムは主流となっているデジタル設計手法に従って、大きなトラブルもなく標

す。少量生産の場合、顧客は非常に安価であるという経済的な理由から依然

準化されたアナログ・ブロックを組み込むことができます。アナログ IP が

として X-FAB の 1μm プロセスで新製品を開発することを選択しています。

・エ レ ク ト ロ マ イ グ レ ー シ ョ ン
のシミュレーション

アナログ設計の信頼性の最適化

図 2. X-FAB アナログ・ツール・チェーン

アナログ・プロセスとデジタル・プロセスの間のギャップが広がっている
ため、多くのシステムでは 2 チップ・ソリューションを採用しています。こ
のソリューションならば、ムーアの法則に従って 18 ～ 20 ヵ月ごとにデジ
タル部分を縮小する一方で、アナログ部分については数世代の間同じプロ

核とした「More than Moore」デザインの価値は高まっています。
0.18μm および 0.13μm プロセスに移行することにより、より多くのコン
テンツと機能を搭載することが可能になり、性能が向上し、不揮発性 RAM

セスを使い続けることができます。

や eFlash などの多くのメモリー技術を統合できるようになります。多様な

もちろん、アナログ・プロセスとデジタル・プロセスの間のギャップが広がっ

的にデバイスの価値を高めます。

ているとは言っても、アナログ・プロセス・テクノロジの開発は進められ
ています。私が 1987 年にキャリアを開始した当時、12V をサポートしなけ
ればならないのに 1μm 未満のプロセスを開発することに意味があるのかに
ついてよく議論したものでした。現在、X-FABは、0.35μmで700Vをサポー
ト し、0.18μm で 200V を サ ポ ー ト し て い ま す。今 は big A デ ザ イ ン で
20nm プロセスを採用するのは困難ですが、時間とともにチップ形状が小
型化するのを阻む根本的な問題はありません。

再設計の原因
X-FAB の製造工場に渡される顧客のデザインの数は年間 1,000 にのぼりま
す。当社のデータによれば、これらのデザインのうち約 1/3 は再設計（リス
ピン）が必要です。この数には派生したデザインが含まれていることを考

コンテンツを組み合わせることで、より複雑なデバイスが可能になり、最終

当社は、絶えずテクノロジを改善しコストを削減することでアプリケーショ
ンの範囲を広げてきました。今では、自動車市場において確かな地位を築
いています。実際、世界のすべての新車には、X-FAB 製 IC が平均で 10 個組
み込まれていると見ています。また、アジアでは市場が大きく成長してお
り、加速度計やジャイロ計器などのモバイル機器用センサ、MEMS マイクロ
フォン、LED 照明などのエネルギー効率の高い多様な製品を含め、家電製品
への注目が高まっています。

緊密な協力
市場でのビジネス･チャンスは増えていますが、AMS ファウンドリ事業がデジ
タルに追いつくには、自動化、標準化の課題を解決すること、そして高度な抽

慮すると、新規デザインの再設計の割合は 1/3 を超えると推測されます。

象レベルへの移行によって得られる生産性と引き換えに、ある程度の自由を手

再設計の経緯を調べてみると、2 つの現象が繰り返し起きていることがわか

ログの世界の複雑さを考えたとき、果たしてこれらを克服できるでしょうか？

りました。1 つ目は、仕様変更つまり ECO（Engineering Change Order）
です。顧客の顧客が機能や性能に関する決定を変更する場合、それを防ぐ

放さざるをえなくなるでしょう。これらは解決すべき大きな問題ですが、アナ

はっきりしているのは、デジタルとの差を縮めるには、X-FAB が引き続き顧

手立てはまずありません。

客およびパートナーと緊密に連携する必要があるということです。一昔前

チップの再設計のもう 1 つの理由は、EMC および ESD の問題にあります。

供すれば、顧客が作業を進めるのに十分だったかもしれません。今は、あら

アナログ・ツール・チェーン（図2）は、多くの検証ニーズに対応できますが、
EMC / ESD で起こりうるすべてのシナリオをシミュレートする優れた設計
自動化ソリューションや手法は存在しません。これは非常に難易度の高い
問題です。

市場の成長
アナログ・ミックスドシグナルの市場は成長を続けています。現在、デジタ
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に大きく特化しています。アナログ・チームにとって、これはアナログ要

- HV 用の擬似飽和効果
- RF 動作

のデバイスは、24V のトラック用バッテリを使用して自動車を始動できなけ

ロジック
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デバイス・モデル
・以下のモデリングを提供する、
すべてのアクティブおよび
パ ッ シ ブ・デ バ イ ス 用 の
BSIM3v3 ま た は EKV お よ び
Gummel-Poon モデル

・消 費 電 力、速 度、お よ び 面 積、
あるいはそれらの組み合わせ
に対して最適化された各種デ
ジタル I/O およびスタンダード
セル・ライブラリ

ていますが、アナログ・ミックスドシグナル（AMS）テクノロジはいまだに
デジタル・テクノロジの後塵を拝しています（図 1）。

回路図入力
・各 種 ア ク テ ィ ブ お よ び パ ッ シ
ブ・プリミティブ・デバイス

最新技術情報

効果を発揮する用途としては、パラメータを変更すれば自動的に生成でき
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シミュレーション

検証

Technology Update

現在、半導体製造の市場規模は約 400 億ドルに達していますが、デジタル

レイアウト

Success Story

限している要因は設計生産性という経済的側面にあることを、デジタル・ファウンドリ事業との違いを交えながらご説明いただきます。

レイアウト前
シミュレーション

回路図入力

お客様活用事例

仕様

ミックスドシグナル・ファウンドリである X-FAB 社の最高技術責任者 Jens Kosch 博士に、アナログ・ミックスドシグナル設計の市場を制

News Release

X-FAB 社 最高技術責任者 Jens Kosch 博士

ニュースリリース

アナログ設計エコシステム

高付加価値のアナログ設計に向けて

ならば、おそらくいくつかの PDK（Process Design Kit）とライブラリを提
ゆる領域で顧客およびパートナーと協力することのメリットをますます強
く感じています。たとえば、新しいプロセス・テクノロジ、プリミティブ、
トランジスタ、およびパラメータの提供を通じて、顧客の製品を改善する方
法をさらによく理解できるようになるでしょう。
同様に当社の EDA パートナーも、単に X-FAB にソフトウェアを提供してサ
ポートするだけでなく、顧客のデザインの問題を理解し、バリュー・チェー
ン全体で双方向の情報交換を行うよう努力する必要があります。

ル設計の大多数には何らかのアナログ要素が含まれており、アナログ要素を

詳細情報
• X-FAB 社ホームページ http://www.xfab.com

著者紹介
Jens Kosch 博士：2001 年より X-FAB グループで最高技術責任者および設計サポート・技術開発部長として勤務。ドイツ、イルメナウのイルメナウ工
業大学で電子部品を専攻し、電子工学の修士および博士号を取得。1995 ～ 1999 年の間 Thesys Gesellschaft für Mikroelektronik 社で設計センター長
を務めた後、X-FAB 社に設計サポート部長として入社。
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金属層の数が増えるため、ダイサイズが同じ場合 0.35μm よりもコスト高

IP の役割
それでは、Design Compiler を諦めたとして、IP を利用することでアナロ
グ・ファウンドリ事業の成功は保証されるのでしょうか？この問いに対し
ては、何とも言えません。

になります。

移行を阻む経済的側面
マスク・セット費用が数百万ドルに達し、設計プロジェクト全体の費用が
2,000 万ドルに及ぶような場合、利益を出すには大量生産が必要になります。
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アナログ IP を用いた設計は、アナログよりもデジタルの部分が多くを占める

アナログ・デザインにおいて小さいノードに移行するのを制限し、古いノー

デザインについては確立されつつあります。それは、たとえば PHY、標準

ドの耐用期間を伸ばす傾向があるのは、この経済的な問題が大きな要因となっ

I/O、ADCスタックなどに見ることができます。このため、デジタル設計チー

ています。アナログでは、大量生産に適さない多くの製品が存在するためで

ムは主流となっているデジタル設計手法に従って、大きなトラブルもなく標

す。少量生産の場合、顧客は非常に安価であるという経済的な理由から依然

準化されたアナログ・ブロックを組み込むことができます。アナログ IP が

として X-FAB の 1μm プロセスで新製品を開発することを選択しています。

・エ レ ク ト ロ マ イ グ レ ー シ ョ ン
のシミュレーション

アナログ設計の信頼性の最適化

図 2. X-FAB アナログ・ツール・チェーン

アナログ・プロセスとデジタル・プロセスの間のギャップが広がっている
ため、多くのシステムでは 2 チップ・ソリューションを採用しています。こ
のソリューションならば、ムーアの法則に従って 18 ～ 20 ヵ月ごとにデジ
タル部分を縮小する一方で、アナログ部分については数世代の間同じプロ

核とした「More than Moore」デザインの価値は高まっています。
0.18μm および 0.13μm プロセスに移行することにより、より多くのコン
テンツと機能を搭載することが可能になり、性能が向上し、不揮発性 RAM

セスを使い続けることができます。

や eFlash などの多くのメモリー技術を統合できるようになります。多様な

もちろん、アナログ・プロセスとデジタル・プロセスの間のギャップが広がっ

的にデバイスの価値を高めます。

ているとは言っても、アナログ・プロセス・テクノロジの開発は進められ
ています。私が 1987 年にキャリアを開始した当時、12V をサポートしなけ
ればならないのに 1μm 未満のプロセスを開発することに意味があるのかに
ついてよく議論したものでした。現在、X-FABは、0.35μmで700Vをサポー
ト し、0.18μm で 200V を サ ポ ー ト し て い ま す。今 は big A デ ザ イ ン で
20nm プロセスを採用するのは困難ですが、時間とともにチップ形状が小
型化するのを阻む根本的な問題はありません。

再設計の原因
X-FAB の製造工場に渡される顧客のデザインの数は年間 1,000 にのぼりま
す。当社のデータによれば、これらのデザインのうち約 1/3 は再設計（リス
ピン）が必要です。この数には派生したデザインが含まれていることを考

コンテンツを組み合わせることで、より複雑なデバイスが可能になり、最終

当社は、絶えずテクノロジを改善しコストを削減することでアプリケーショ
ンの範囲を広げてきました。今では、自動車市場において確かな地位を築
いています。実際、世界のすべての新車には、X-FAB 製 IC が平均で 10 個組
み込まれていると見ています。また、アジアでは市場が大きく成長してお
り、加速度計やジャイロ計器などのモバイル機器用センサ、MEMS マイクロ
フォン、LED 照明などのエネルギー効率の高い多様な製品を含め、家電製品
への注目が高まっています。

緊密な協力
市場でのビジネス･チャンスは増えていますが、AMS ファウンドリ事業がデジ
タルに追いつくには、自動化、標準化の課題を解決すること、そして高度な抽

慮すると、新規デザインの再設計の割合は 1/3 を超えると推測されます。

象レベルへの移行によって得られる生産性と引き換えに、ある程度の自由を手

再設計の経緯を調べてみると、2 つの現象が繰り返し起きていることがわか

ログの世界の複雑さを考えたとき、果たしてこれらを克服できるでしょうか？

りました。1 つ目は、仕様変更つまり ECO（Engineering Change Order）
です。顧客の顧客が機能や性能に関する決定を変更する場合、それを防ぐ

放さざるをえなくなるでしょう。これらは解決すべき大きな問題ですが、アナ

はっきりしているのは、デジタルとの差を縮めるには、X-FAB が引き続き顧

手立てはまずありません。

客およびパートナーと緊密に連携する必要があるということです。一昔前

チップの再設計のもう 1 つの理由は、EMC および ESD の問題にあります。

供すれば、顧客が作業を進めるのに十分だったかもしれません。今は、あら

アナログ・ツール・チェーン（図2）は、多くの検証ニーズに対応できますが、
EMC / ESD で起こりうるすべてのシナリオをシミュレートする優れた設計
自動化ソリューションや手法は存在しません。これは非常に難易度の高い
問題です。

市場の成長
アナログ・ミックスドシグナルの市場は成長を続けています。現在、デジタ

検証編

しかし、一部の顧客の従来のデザインに対応するため、今でも 2μm プロセ

・劣化モデル

Support Q&A

ようやく大半の新製品で 0.18μm ノードが使用されるようになりました。

の世界にはまだ見出すことができません。多くの企業が開発を試みましたが、

・ESD チェッカ

フィジカル編

残念ながら、デジタルにとってのDesign Compilerと同等のものを、アナログ

・LVS

Support Q&A

までは当社の顧客のアナログ設計で最も一般的でした。昨年末になって、

・DRC

論理合成編

2002 年に導入された X-FAB の 0.35μm プロセス・テクノロジは、約 1 年前

・寄生抽出

Support Q&A

実現が待たれる「アナログ合成」

・グローバル（プロセス）および
ローカル（マッチング）SPICE
パラメータ分布のモデリング
により、堅牢なデザインの実現
に集中できる

検証および特殊なチェック
・MOS トランジスタの安全動作
領域チェック

What's New
in DesignWare IP?

なぜこのような大きな違いがあるのでしょうか？その答えは、設計手法に

・回路設計のサイジング

アナログ設計の歩留まりの最適化
堅牢な回路設計

アナログ設計機能

仕様から逸脱することなく最大 18V で動作する必要があります。さらに、こ

このデバイスは、発電機とバッテリ間のケーブルが切断される負荷遮断のよ

・統計的コーナー・モデル

・NVM IP ブロック

ればなりません。その際に、28V に達した状態が数分間続くことがあります。

デジタル領域：
ムーアの法則に従う

-ノイズ（1/F、ノイズ指数、熱）

統計的モデル
・プロセス・コーナー・モデル

Customer Highlight
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に大きく特化しています。アナログ・チームにとって、これはアナログ要

- HV 用の擬似飽和効果
- RF 動作

のデバイスは、24V のトラック用バッテリを使用して自動車を始動できなけ

ロジック

90

デバイス・モデル
・以下のモデリングを提供する、
すべてのアクティブおよび
パ ッ シ ブ・デ バ イ ス 用 の
BSIM3v3 ま た は EKV お よ び
Gummel-Poon モデル

・消 費 電 力、速 度、お よ び 面 積、
あるいはそれらの組み合わせ
に対して最適化された各種デ
ジタル I/O およびスタンダード
セル・ライブラリ

ていますが、アナログ・ミックスドシグナル（AMS）テクノロジはいまだに
デジタル・テクノロジの後塵を拝しています（図 1）。

回路図入力
・各 種 ア ク テ ィ ブ お よ び パ ッ シ
ブ・プリミティブ・デバイス

最新技術情報

効果を発揮する用途としては、パラメータを変更すれば自動的に生成でき

レイアウト後
シミュレーション

検証

Technology Update

現在、半導体製造の市場規模は約 400 億ドルに達していますが、デジタル

レイアウト

Success Story

限している要因は設計生産性という経済的側面にあることを、デジタル・ファウンドリ事業との違いを交えながらご説明いただきます。

レイアウト前
シミュレーション

回路図入力

お客様活用事例

仕様

ミックスドシグナル・ファウンドリである X-FAB 社の最高技術責任者 Jens Kosch 博士に、アナログ・ミックスドシグナル設計の市場を制

News Release

X-FAB 社 最高技術責任者 Jens Kosch 博士

ニュースリリース

アナログ設計エコシステム

高付加価値のアナログ設計に向けて

ならば、おそらくいくつかの PDK（Process Design Kit）とライブラリを提
ゆる領域で顧客およびパートナーと協力することのメリットをますます強
く感じています。たとえば、新しいプロセス・テクノロジ、プリミティブ、
トランジスタ、およびパラメータの提供を通じて、顧客の製品を改善する方
法をさらによく理解できるようになるでしょう。
同様に当社の EDA パートナーも、単に X-FAB にソフトウェアを提供してサ
ポートするだけでなく、顧客のデザインの問題を理解し、バリュー・チェー
ン全体で双方向の情報交換を行うよう努力する必要があります。

ル設計の大多数には何らかのアナログ要素が含まれており、アナログ要素を

詳細情報
• X-FAB 社ホームページ http://www.xfab.com
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