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ツールのリーディング・プロバイダであること、ワールドワイドで多機能プリンタ向けチップの成功事例を豊富に持っていることでした
IC Compiler Ⅱは、すべてのプロセス・ノードで設計を10 倍高速化するとともに、最終品質（QoR）を向上する完全な
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概

配置配線システムです。IC Compiler Ⅱは、特に今日の市場の非常に厳しい納期要求に対応すべく開発され、フラットも

要

しくは階層のデザイン・プランニング、早期のデザイン検討とプロトタイピング、配置と最適化、クロックツリー合成、配
線、製造性準拠、ローパワーの課題に対処する最高水準のソリューションを提供します。

企業紹介

●

●

汎用 DSP は画像処理の性能要件を満たさない
汎用プロセッサ、固定ハードウェア、および汎用 DSP を組み合わせた SoC
開発では、消費電力要件を満たさない

シノプシスのソリューション
●

Processor Designer ― 特定用途向けプロセッサ（ASIP）設計・最適化ツール

利点

概要

効率的な C コンパイラの開発

これらの作業を手作業で期限内に完了することは不可能でした。京セラは、
これらを達成するには EDA ツールを活用した ASIP 設計手法が必要であると
判断し、シノプシスに協力を求めました。

4

社はソフトウェア開発ツール・チェーンの開発に煩わされること
なく、最適なアーキテクチャを開発するという目標の達成に専念す
ることができました

ゼ ロ か ら 構 築 さ れ、多 く の 新 た な 最 先 端 テ ク ノ ロ ジ を 搭 載 し た IC

IC Validator / StarRC

業界で高く評価される Zroute デジタル配線テクノロジをフィージビリ
ティ・チェック、配置、最適化のすべてのデザイン・フェーズに拡張し、
デザイン収束までの時間をさらに短縮

●

図 1. IC CompilerⅡは Galaxy デザイン・プラットフォームの一部

ユーザーの過去の投資を活かすため、IC Compiler 標準のインプット、ア
ウトプット、使い慣れたインターフェイス、プロセス固有のテクノロジ・
ファイルを踏襲

IC Compiler Ⅱは、階層設計をネイティブ・サポートした Netlist-to-GDS

10 倍の性能は、以下を可能にします。

●

に、同じパーティション・サイズを使うことができます。個々のブロッ

ンニング、ブロック設計、最終チップ・アセンブリに至るまで、すべてのフィ

ク設計の収束にかかる時間が大幅に減るため、開発スケジュールが短縮

ジカル設計プロセスを実行します。図 1 に、IC Compiler Ⅱフィジカル・
インプリメンテーション・システムとシノプシスのGalaxyデザイン・プラッ

製品スケジュールの加速 :
設計者は、イタレーションを短時間で終了し製品を早く市場へ出すため

Ⅱシステムで、早期のデザイン検討からプロトタイピング、デザイン・プラ

されます。
●

トフォームを示します。

製品の差別化 :
10 倍の処理能力により、クロック・スピード、バリエーション許容範囲
の向上、クロストーク削減など、設計をブラッシュアップするためのサイ
クルを同じ設計期間で、より多く回すことができます。

10 倍の威力
●

IC Compiler Ⅱはフィジカル・インプリメンテーションの流れを変える新
しいテクノロジとメリットをもたらし、10 倍のスループットを実現するこ
とで、製品開発プロセス全体を見直す機会を生み出します。図2はデザイン・

コスト効率 :
キャパシティが増せば、パーティションが少なくなります。IC Compiler
Ⅱを使えば、設計プロジェクトあたりのエンジニアリング生産性が数倍
向上するため、結果的に着手できる新規設計の数を増やしたり、複数設計
を並行して行うことが可能になります。

プランニングと最適化の処理時間スピードアップを示したものです。

デザイン・プランニング

配置＆最適化
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IC Compiler

かかる時間を激減
●
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メモリー使用量の削減

●

シミュレータ、アセンブラ、リンカ、デバッガなどのソフトウェア開発ツー
ルの開発

タム DSP の設計に必要なあらゆる機能を提供してくれたため、当

IC Compiler Ⅱ

Compiler Ⅱのデザイン・プランニングが、最適なフロアプランまでに

ランタイムの高速化︵倍︶

●

最適な DSP アーキテクチャを効率的に検討し決定すること

●

メモリー使用量の削減

●

シノプシス社の Processor Designer ツールが、当社のカス

IC Compiler Ⅱの新しいクロック・テクノロジがクロック合成を簡素化 /
自動化し、クロック生成を加速すると共にタイミング QoR を向上

ランタイムの高速化︵倍︶

京セラは、新しい次元の業務効率を実現する総合ドキュメント・ソリュー
ション開発への取り組みを開始しました。目指したのは、次世代多機能プリ
ンタの中核となる柔軟かつ高性能な SoC で、それは完全なプログラマビリ
ティと最適な消費電力と性能を兼ね備えている必要がありました。標準的な
DSP を用いた開発を検討したところ、それらの DSP ではこの設計目標を達
成できないことがすぐにわかり、特定用途向けプロセッサ（ASIP）の開発に
よって、自社固有の要件に合った DSP 機能を実現することを決めました。し
かしそれにより、開発プロジェクトのスケジュールは非常に厳しいものとな
り、ASIP 設計の遂行に必要な下記のようなタスクも浮上してきました。

「今回、当社の最適化された画像処理 DSP の設計に Processor Designer を
導入する大きな決め手と
なったのは、シノプシス社
が ASIP 開発ツールのリー
ディング・プロバイダであ
ること、ワールドワイドで
多機能プリンタ向けチップ
の成功事例を豊富に持って
いることでした」

●

検証編

汎用品を利用する場合と異なりロイヤルティの支払いが不要

QoR の限界に挑み、パワー、面積、性能の新しい標準を確立

Support Q&A

Processor Designer のコンパイラ生成フローを用いた数ヵ月以内での C
コンパイラ開発

京セラは、アーキテクチャの検討、ソフトウェア・ツールの開発、RTL デザ
イン生成、およびアプリケーション・ソフトウェアの実装など、高度にチュー
ンナップされた独自 DSP を 1 年以内で完了させました。

発想を転換するグローバル・アナリティカル最適化アプローチにより、

フィジカル編

●

単一のプロセッサ記述からのソフトウェア開発ツール自動生成により、
トップダウン設計フローを用いた効率的な DSP アーキテクチャ検討が可能

Processor Designer は、性能、消費電力、およびゲート数のトレードオフで
完全なバランスを決定し、京セラの画像プロセッサの性能目標を達成するの
に貢献しました。

●

Custom
Designer

Design Compiler

Support Q&A

●

SoC の開発期間と開発コストが全体的に低減

完全なバランスの決定

理可能

論理合成編

●

あらゆる DSP 設計における重要なタスクは、C コンパイラの開発です。京セ
ラは、Processor Designer の C コンパイラ生成機能を用いて、C コンパイラ
を 3 ヵ月以内で開発できました。

ゼロから構築した多機能・多性能な構造を核とする IC Compiler Ⅱは、
データへのほぼ瞬時のアクセスを実現し、5 億インスタンス超の設計を処

Support Q&A

●

そして、設計の初期段階でソフトウェア開発環境を確立し、生成された ISS
を使用してソフトウェア開発を非常に早く開始することができました。ソフ
トウェア開発を早期に開始できたことで、ハードウェアとソフトウェアのバ
グを設計の初期段階で見つけることができ、設計の終盤になって ASIC の作
り直しを迫られる事態を防ぐことができました。

●

What's New
in DesignWare IP?

●

固定ハードウェアはプログラムできないため柔軟性がなく、機能を変更し
たりバグを解決するときに、ASIC を作り直す必要がある

Galaxy Implementation Platform

Customer Highlight

多機能プリンタの機種ごとに画像処理アルゴリズム、性能要件、および機
能が変わるため、従来はそれぞれの機種に特化した固定ハードウェア
（ASIC）が必要

●

シミュレータが早期に使用可能になったことで、開発中の独自 DSP のアーキ
テクチャを複数検討し、アーキテクチャの違いによるデザインへの影響を測定
することができました。選択したアーキテクチャは単一のソースとして入力
仕様にすばやく取り込まれるため、それに基づいてシミュレータとソフトウェ
ア・ツール・チェーンが自動的に更新されます。そのため、京セラは最適なアー
キテクチャを開発するという目標の達成に専念することができました。

高速化を目的に再開発された IC Compiler Ⅱは、フィジカル設計を 10 倍
高速化

HSPICE

課題

Processor Designer は、ASIP の設計と検証にかかる期間を短縮し、トップ
ダウン設計フローを可能にします。命令セット・シミュレータ（ISS）、ソフ
トウェア・ツール（アセンブラ、リンカ、デバッガ、および C コンパイラ）、
RTL 実装モデルなどの各要素は、単一の入力仕様（プロセッサ仕様記述）を
もとに自動的に生成されます。

●

PrimeTime

京セラの製品は、独自の長寿命の画像処理部品で知られており、信頼性が高
く 消 耗 が 少 な い た め、製 品 の 使 用 可 能 期 間 を 通 し て 見 た 総 所 有 コ ス ト
（TCO）を低減します。京セラドキュメントソリューションズの製品ライン
はハードウェアにとどまりません。一連の完全な業務用アプリケーションと
コンサルティング・サービスにより、顧客企業はハードウェアへの投資効果
を最大限に引き出し、最良の文書作成 / 管理業務を構築・維持できます。

画像プロセッサは、独自アルゴリズムの開発から性能と消費電力の最適化に
至るまで、あらゆる側面でカスタマイズされます。京セラは、既存の DSP で
は必要な性能と電力効率を満たすことができず、固定ハードウェアでは必要
な柔軟性を確保できないということを把握していました。そのため、ASIP
の開発が理想的なソリューションになりました。

TetraMAX

京セラドキュメントソリューションズは、カラーおよびモノクロ印刷の多機
能プリンタ、大判印刷機器などのドキュメント画像処理ソリューションとド
キュメント管理システムの大手メーカーです。京セラドキュメントソリュー
ションズ株式会社は、京セラ株式会社の中核企業であり、最先端のセラミッ
ク製品およびその関連製品（通信機器、半導体パッケージ、電子部品など）を
開発 / 製造する世界的リーディング・カンパニーです。

ASIP 設計に必要な柔軟な設計ツール

デザイン
メモリー

ランタイム

図 2. お客様のデザインで実証された IC Compiler Ⅱの処理能力向上

メモリー
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IC Compiler Ⅱ

フィジカル設計の新時代へ ─ 処理能力10倍向上の威力

前ページより続く

ると、よりよく理解できます。

ンの削減に効果を発揮しましたが、現在はその力を失いつつあります。

置可能なインスタンス、千単位のハードマクロ、百単位のクロック、パワー・
ドメイン、バス、百単位のモードとコーナーを処理しなければなりません。
IC Compiler Ⅱは、次世代の配置配線システムへの進化を象徴するもので、
全く新しいツール基本構造上に、設計最適化のための新しいグローバル・

●

結果品質

●

開発期間（TAT）

●

使いやすさ

●

設計コスト

●

コスト要因から見た結果品質を向上します。
●

設計コスト

ネイティブな階層的 DFA：

IC Compiler Ⅱでは、様々なテクニックでタイミング、パワー、面積、配線

IC Compiler Ⅱの論理、物理、階層的なデータモデルにより、階層的なデー

容易性、歩留まりの目標を達成することができます。これは設計コストの

タフロー解析（DFA）を IC Compiler Ⅱのレイアウト・ウィンドウ内でネイ

削減と設計結果予測性の向上につながります。
●

●

タイミング結果は PrimeTime と相関性が高く、IC Compiler Ⅱの新しい
データモデルとインフラストラクチャにより、寄生抽出とタイミングの精
度がさらに高度になり、またデザインフローを通したモノトニックなデザ

ネイティブの MIB 処理：

グや UPF 制約などのデザイン入力のために使います。IC Compiler Ⅱの

イン収束が可能になります。チェッカは、ライブラリ、モデル、タイミン
インフラストラクチャにチェック機能があることは、ランタイムのチェッ
クを最小限にし、結果的に全体のスループットを向上します。

再形成、ピン / フィードスルーのリフローからタイミング・バジェット
に至るまでの MIB をより迅速かつ簡単に実行できます。

●

IC Compiler Ⅱは、アナログ・ミックスドシグナル（AMS）設計のための
プロセス・ノードのデザインをサポートします。また、主流ノード・ベー
スの、製品差別化を図る高度な設計作業にも IC Compiler Ⅱのテクノロ
ジは対応します。
●

データのコンテキストを階層的に保有します。すなわちIC Compiler Ⅱの

・新しいルールのサポート：Zroute デジタル配線テクノロジは、新世代
ノードで必要となる最新の設計ルールへの完全準拠を早期に確実にし
ます。IC Compiler Ⅱが初期の設計ルール・プロトタイプや、最終的

め、最大の効率でピンポイント精度を保った最適化を実行することができる
のです。

を既成概念を超えた高レベルに引き上げます。
●

新しい CCD：

図 3. IC Compiler Ⅱによるネイティブ・データフロー解析

IC Compiler Ⅱの新しいコンカレント・クロック・データ（CCD）最適化機

使いやすさ

能は、タイミング、面積、パワー（クロック・セルのためのダイナミック・

IC Compiler Ⅱは、最高の結果を容易に実現する直感的なコマンドを備え、

パワー、データセルのためのリーク・パワーを含む）など、複数の主要最適
化メトリクスに対応します。複数の要素を目標に据えたコンカレントなク
ロックとデータの最適化、これにマルチスレッディング、新しい抽象化手法、
グローバルな視野が加わり、考えうる限り最高の結果品質を提供します。

検証編

要件を満たすサインオフ・ソリューションを提供します。

IC Compiler Ⅱのデータモデルはネイティブに階層的であり、すべての物理

この新しいアプローチは、より高速な設計を可能にするとともに、結果品質

Support Q&A

ファウンドリでダブル・パターニングまたはマルチ・パターニングの

階層的 TIO：

にわたって上下自在に、任意のレベルに、最適化を適用することができるた

フィジカル編

IC Compiler Ⅱと IC Validator は連携して、すべての新世代ノードの

Support Q&A

ンをシリコンに正確に焼き付けるため、最低 2 つのマスクが必要です。

が優れたパワー削減の結果を生み出します。

論理合成編

・ダブル・パターニング：20nm 以下のデザインでは、デザイン・パター

SVT セルでなく LVT セルを使うなど）。このように、より精細なセル選択

Support Q&A

ドの設計作業をサポートします。

毎に、高速かつ有効なパワーの選択を行うことができます（たとえば、

基盤とし、配置配線システム進化の歴史に新たなステージを提案します。

最先端ノードのサポート：
IC Compiler Ⅱは 20nm、14 / 16nm および、さらに微細な最先端ノー

IC Compiler Ⅱのデータモデルは効率的で、クラスベースではなくセル

トランスペアレント・インターフェイス最適化（TIO）機能により、全階層

主流ノードのサポート：
最高レベルの配線編集と、シェイプベース配線をもち、主流となっている

パワー最適化：

IC Compiler Ⅱは、グローバル解析の上に構築された新しい最適化構造を

相関性とチェッカ：

解析を行うときの IC Compiler Ⅱの GUIの例を示します。

ニックな結果を得やすくします。

グローバル・アナリティカル最適化
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ティで実現します。

ボトルネックを未然に解消することで、その後の局所的最適化でモノト

●

新しいデザイン収束テクノロジが、異なった指標間の不要なイタレーショ

張し、階層を越えた編集とオブジェクト・スナップを実行できます。

最適化アプローチは、大局的なスコープでしか最適化できない局所的な

力を実現する柱となっているのです。

方に対し、より高速に結果を提供します。

実現します。ユーザー・コントロールによって、セルと階層の可視性を拡

を考慮し、多数の複雑なモードとコーナーを高度に処理する機能を持つ

チと新しい抽象化の手法の組み合わせです。グローバル設計を先にする

IC Compiler Ⅱのこうした新しいインフラストラクチャが、10 倍の処理能

を考慮したトレードオフ計算機能が、幅広いゴール、的を絞ったゴールの両

トランスペアレントな階層編集は、
「目に見えるものを編集する」モデルを

イティブ機能として搭載されています。ネイティブ・サポートにより、

グローバル・ファースト：

トランスペアレントな階層編集：

IC Compiler Ⅱはネイティブでマルチコーナー、マルチモード（MCMM）

最適化を向上するもう 1 つの要素は、グローバル設計を先にするアプロー

新しいインクリメンタル・タイマーと抽出機能がすべてのシステム部品の

ティック（発見的）手法を並行で用い、継続的に最適化を続けます。多要素

●

スケーラブルな MCMM：

What's New
in DesignWare IP?

●

スクリプトの最初から作業をやり直す必要がなくなりました。

マルチ・インスタンス・ブロック（MIB）処理は、IC Compiler Ⅱではネ

トニックな工程を可能にします。

ラリ・スケーリングのテクノロジにより、ライブラリ作成も容易になります。

レベル・ベースの解析アルゴリズムは、フィジカル合成の間にヒューリス

●

ロジを用いることです。これがデザイン収束に向けた一貫性のあるモノ

用して処理速度を上げることができます。10 倍の処理速度をもたらすライブ

用して優れたサインオフとの相関を簡単に実現します。

Zroute グローバル配線テクノロジ：
合成、配線、最適化のすべてのフェーズで Zroute グローバル配線テクノ

論理、フィジカル、および階層デザイン・ビューを効率的に連携します。マル

の直前から作業を再開できます。Enwrap テクノロジにより、デザイン・

分割する革新的な最適化テクノロジにより、マルチスレッドの効果が向

ことができます。図3に、初期のデザイン検討で、ネイティブのデータフロー

ある段階で、デザインの実現可能性についての見通しを提供します。

フラットと階層デザインの両方をサポートし、このインフラストラクチャは

条件が迅速に特定され、また状態スナップショットを利用して、その例外

ド化されています。大規模、複雑なデザインを複数のスレッドに巧みに

デザイン検討とプロトタイプ、また最終的なフロアプランを迅速に完了する

他のデザイン構造が即時に生成され、未知の部分や未完成のデータが多く

を備えた、全く新しいデザイン・インフラストラクチャを特長としています。

入することを可能にします。ユーザーが任意に選択した箇所で、例外の

視覚化され、またどのレベルからも直接操作することができるため、初期の

きます。フィージビリティ・チェック・プロセスの早期に、ポートやその

最適化を向上する重要な要素の 1 つは、プレースメント、クロックツリー

プト実行の間に、メタレベルのスナップショットや精細なレポートを挿

ティブに実行できます。データフローは階層内上下自在に任意のレベルで

おり、デザイン・フェーズ毎の入力の質によりユーザーがコントロールで

●

Enwrap テクノロジは、既存のフロー・スクリプトの周りに構成される高
次元のスクリプト機能です。Enwrap スクリプト機能は、フロー・スクリ

Customer Highlight

IC Compiler Ⅱは設計データ・ミスマッチを推測するエンジンを備えて

将来の設計に備えた比類なきスケーラビリティのためにゼロから開発された

タイミング解析にほぼ瞬時にアクセスしつつ、実績あるアルゴリズムを活

データ・ミスマッチのサポート：

Enwrap テクノロジ：

IC Compiler Ⅱは最適なスケーラビリティのため全体的にマルチスレッ

ため、
「常にオン」になった MCMM のフル解析が類を見ないスケーラビリ

ワー、シグナルインテグリティ、配線容易性、製造容易性といったすべての

●

●

マルチスレッディング：

上しています。

IC Compiler Ⅱの中にある革新的なテクノロジが、タイミング、面積、パ

新しいツール基本構造

チコアにネイティブ対応しているため、手持ちのハードウェアを最大限に活

を容易にするために、サブ・フローをユーザーに案内します。

でタイマー機能を飛躍的に高速化します。

結果品質

アナリティカル最適化テクノロジを搭載しています。

IC Compiler Ⅱは、コンパクト・データモデル、シングルタイマー・エンジン

よる高速化の一例として、タイミング・データの持ち方が挙げられます。

タ構造を持っています。このデータ構造が、設計の全フェーズの最適化

●

今後10 年のデザインは 10 倍の生産性を必要とします。すなわち、億単位の配

スク・アシスタントは、推奨するベスト・プラクティスを示したり、習得

最新技術情報

IC Compiler Ⅱの能力は、フィジカル設計に関する標準的な基準で評価す

テップの結果は十分で、繰り返し作業による最適化がさほどデザイン収束

洗練された設計が可能になりました。このアプローチは、長いイタレーショ

共に系統的に表示されます。また IC Compiler Ⅱの GUI の一部であるタ

設計のスピードを飛躍的に向上させます。改善されたモデリング手法に

込みに基づく高速な外挿ルックアップ・モデルを使ったタイミング・デー

フィジカル設計の指標

アセンブリという単純な独立したステップで成り立っていました。各ス

ジカル設計のフローもローカル最適化エンジンを中心に再構築され、より

され、適合する一連のコマンド結果と関連するコマンド・ダイアログが

キストに忠実です。これらは小型、高速、完全に階層的なモデルであり、

IC Compiler Ⅱは、セル・ライブラリのタイミング・データの初期取り
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ピットを提供します。コマンド検索では、コマンドのベストマッチが示

をまとめて行う）で作成され、モデルの内容は作成されたフローのコンテ

Technology Update

ムを根本的に見直す必要が出てきました。

コマンド検索はコマンドを検索し、スクリプトを作成するためのコック

合理化が施されています。モデルと抽象化は、オンザフライ（複数の処理

Success Story

再設定を不要にします。

コマンド検索とタスク・アシスタント :

お客様活用事例

ンスペアレントな最適化が、作業の繰り返しやタイミング・バジェットの

●

新しいデータモデルに基づいて、モデルと抽象化作成の手法に、再開発と

News Release

近年、製品開発のイノベーションがますます加速される中、配置配線システ

ブロック間もしくはブロックとトップ間のインターフェイス・パスのトラ

モデルと抽象化：

ニュースリリース

今後10年の設計を可能に

●

使いやすさをさらにレベルアップします。
●

新しい GUI：
IC Compiler Ⅱの新しい GUI は、より速く、使いやすく、品質を高くとい

な製造デザインルールへのサポートをいち早く確実に提供していける
よう、シノプシスはファウンドリ各社と協業しています。
・FinFET のサポート：IC Compiler Ⅱはフィジカル設計の全段階で
FinFET の使用をフルサポートします。FinFET では、ダイナミック・パ
ワーとリーク・パワーのパフォーマンスが負荷時に大きく変動する可
能性があるため、FinFET 設計用の新しいパワー最適化メトリクスが用
意されています。注意して全体的なパワーの目標のバランスを取る必
要があります。

う3つの目標に応えます。大きくなったメインのデザイン・ウィンドウは、

ンをフロー全体にわたって削減します。従来分かれていた配線前 / 配線後

開発期間

の最適化が今や完全に統合され、フロアプランから最終的な SI（Signal

IC Compiler Ⅱは 10 倍の処理能力を提供し、デザイン完成までの最短パス

パネルを備えています。この GUI はすべてのツール機能をサポートし、取

Integrity）タイミング収束までに至る合理化されたフローを提供します。

を可能にします。

り消し / やり直しや、スナップショットからの再開を無制限に行えます。

ユーザーの観測性、制御性、生産性を最大限に引き出すツールバーと操作
IC Compiler Ⅱは、最も包括的なフィジカル設計ソリューションです。機能の全容と出入力フォーマット、
また特定テクノロジについての詳細情報は担当営業までお問い合わせください。
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フィジカル設計の新時代へ ─ 処理能力10倍向上の威力

前ページより続く

ると、よりよく理解できます。

ンの削減に効果を発揮しましたが、現在はその力を失いつつあります。

置可能なインスタンス、千単位のハードマクロ、百単位のクロック、パワー・
ドメイン、バス、百単位のモードとコーナーを処理しなければなりません。
IC Compiler Ⅱは、次世代の配置配線システムへの進化を象徴するもので、
全く新しいツール基本構造上に、設計最適化のための新しいグローバル・

●

結果品質

●

開発期間（TAT）

●

使いやすさ

●

設計コスト

●

コスト要因から見た結果品質を向上します。
●

設計コスト
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タフロー解析（DFA）を IC Compiler Ⅱのレイアウト・ウィンドウ内でネイ

削減と設計結果予測性の向上につながります。
●

●

タイミング結果は PrimeTime と相関性が高く、IC Compiler Ⅱの新しい
データモデルとインフラストラクチャにより、寄生抽出とタイミングの精
度がさらに高度になり、またデザインフローを通したモノトニックなデザ

ネイティブの MIB 処理：

グや UPF 制約などのデザイン入力のために使います。IC Compiler Ⅱの

イン収束が可能になります。チェッカは、ライブラリ、モデル、タイミン
インフラストラクチャにチェック機能があることは、ランタイムのチェッ
クを最小限にし、結果的に全体のスループットを向上します。
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に至るまでの MIB をより迅速かつ簡単に実行できます。
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プロセス・ノードのデザインをサポートします。また、主流ノード・ベー
スの、製品差別化を図る高度な設計作業にも IC Compiler Ⅱのテクノロ
ジは対応します。
●

データのコンテキストを階層的に保有します。すなわちIC Compiler Ⅱの

・新しいルールのサポート：Zroute デジタル配線テクノロジは、新世代
ノードで必要となる最新の設計ルールへの完全準拠を早期に確実にし
ます。IC Compiler Ⅱが初期の設計ルール・プロトタイプや、最終的

め、最大の効率でピンポイント精度を保った最適化を実行することができる
のです。

を既成概念を超えた高レベルに引き上げます。
●

新しい CCD：

図 3. IC Compiler Ⅱによるネイティブ・データフロー解析

IC Compiler Ⅱの新しいコンカレント・クロック・データ（CCD）最適化機

使いやすさ

能は、タイミング、面積、パワー（クロック・セルのためのダイナミック・

IC Compiler Ⅱは、最高の結果を容易に実現する直感的なコマンドを備え、

パワー、データセルのためのリーク・パワーを含む）など、複数の主要最適
化メトリクスに対応します。複数の要素を目標に据えたコンカレントなク
ロックとデータの最適化、これにマルチスレッディング、新しい抽象化手法、
グローバルな視野が加わり、考えうる限り最高の結果品質を提供します。

検証編

要件を満たすサインオフ・ソリューションを提供します。

IC Compiler Ⅱのデータモデルはネイティブに階層的であり、すべての物理

この新しいアプローチは、より高速な設計を可能にするとともに、結果品質

Support Q&A

ファウンドリでダブル・パターニングまたはマルチ・パターニングの

階層的 TIO：

にわたって上下自在に、任意のレベルに、最適化を適用することができるた

フィジカル編

IC Compiler Ⅱと IC Validator は連携して、すべての新世代ノードの

Support Q&A

ンをシリコンに正確に焼き付けるため、最低 2 つのマスクが必要です。

が優れたパワー削減の結果を生み出します。

論理合成編

・ダブル・パターニング：20nm 以下のデザインでは、デザイン・パター

SVT セルでなく LVT セルを使うなど）。このように、より精細なセル選択

Support Q&A

ドの設計作業をサポートします。

毎に、高速かつ有効なパワーの選択を行うことができます（たとえば、

基盤とし、配置配線システム進化の歴史に新たなステージを提案します。

最先端ノードのサポート：
IC Compiler Ⅱは 20nm、14 / 16nm および、さらに微細な最先端ノー

IC Compiler Ⅱのデータモデルは効率的で、クラスベースではなくセル

トランスペアレント・インターフェイス最適化（TIO）機能により、全階層

主流ノードのサポート：
最高レベルの配線編集と、シェイプベース配線をもち、主流となっている

パワー最適化：

IC Compiler Ⅱは、グローバル解析の上に構築された新しい最適化構造を

相関性とチェッカ：

解析を行うときの IC Compiler Ⅱの GUIの例を示します。

ニックな結果を得やすくします。

グローバル・アナリティカル最適化
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設計のスピードを飛躍的に向上させます。改善されたモデリング手法に

込みに基づく高速な外挿ルックアップ・モデルを使ったタイミング・デー

フィジカル設計の指標

アセンブリという単純な独立したステップで成り立っていました。各ス

ジカル設計のフローもローカル最適化エンジンを中心に再構築され、より

され、適合する一連のコマンド結果と関連するコマンド・ダイアログが

キストに忠実です。これらは小型、高速、完全に階層的なモデルであり、

IC Compiler Ⅱは、セル・ライブラリのタイミング・データの初期取り

従来フィジカル設計のフローは、配置、クロッキング、配線、最終チップ・

に障害を与えることはありませんでした。要求が高度化してくると、フィ

ピットを提供します。コマンド検索では、コマンドのベストマッチが示

をまとめて行う）で作成され、モデルの内容は作成されたフローのコンテ

Technology Update

ムを根本的に見直す必要が出てきました。

コマンド検索はコマンドを検索し、スクリプトを作成するためのコック

合理化が施されています。モデルと抽象化は、オンザフライ（複数の処理

Success Story

再設定を不要にします。

コマンド検索とタスク・アシスタント :

お客様活用事例

ンスペアレントな最適化が、作業の繰り返しやタイミング・バジェットの

●

新しいデータモデルに基づいて、モデルと抽象化作成の手法に、再開発と

News Release

近年、製品開発のイノベーションがますます加速される中、配置配線システ

ブロック間もしくはブロックとトップ間のインターフェイス・パスのトラ

モデルと抽象化：

ニュースリリース

今後10年の設計を可能に

●

使いやすさをさらにレベルアップします。
●

新しい GUI：
IC Compiler Ⅱの新しい GUI は、より速く、使いやすく、品質を高くとい

な製造デザインルールへのサポートをいち早く確実に提供していける
よう、シノプシスはファウンドリ各社と協業しています。
・FinFET のサポート：IC Compiler Ⅱはフィジカル設計の全段階で
FinFET の使用をフルサポートします。FinFET では、ダイナミック・パ
ワーとリーク・パワーのパフォーマンスが負荷時に大きく変動する可
能性があるため、FinFET 設計用の新しいパワー最適化メトリクスが用
意されています。注意して全体的なパワーの目標のバランスを取る必
要があります。

う3つの目標に応えます。大きくなったメインのデザイン・ウィンドウは、

ンをフロー全体にわたって削減します。従来分かれていた配線前 / 配線後

開発期間

の最適化が今や完全に統合され、フロアプランから最終的な SI（Signal

IC Compiler Ⅱは 10 倍の処理能力を提供し、デザイン完成までの最短パス

パネルを備えています。この GUI はすべてのツール機能をサポートし、取

Integrity）タイミング収束までに至る合理化されたフローを提供します。

を可能にします。

り消し / やり直しや、スナップショットからの再開を無制限に行えます。

ユーザーの観測性、制御性、生産性を最大限に引き出すツールバーと操作
IC Compiler Ⅱは、最も包括的なフィジカル設計ソリューションです。機能の全容と出入力フォーマット、
また特定テクノロジについての詳細情報は担当営業までお問い合わせください。
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