What's New in DesignWare IP?
車載アプリケーション向けNVM IP設計の要点
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量産車載市場向け半導体製品は過酷な環境での使用に耐える必要がありますが、同時に過剰設計を避けることも重要になります。特に
Grade 0 の車載アプリケーション向け不揮発性メモリー（NVM）はエンジンルーム内の非常に厳しい環境で使用されるため、非常に高い品
質と信頼性の条件を満たすこと、なおかつ IC の最小化によりコストとサイズを抑えていくことが必要とされます。本稿では、この最適なバ
ランスの取り方についてご説明します。また、重大なテスト・モードの識別、および従来の NVM IP デザインに比べテスト時間を1/3 に圧
縮するテストフローの開発についてもご説明します。

車載アプリケーションにおける書き換え可能なNVMの必要性

車載市場を想定した NVM IP の設計

車載市場の発展に伴い、スマートな IC に対するニーズが質量共に急速に高

NVM の信頼性を高める作業は IP の設計段階から始まります。ここで、IP ベ

まっています。そしてスマート IC の利用が増えるにしたがって、不揮発性メ

ンダがプロセス技術と製品要件を明確に理解しておけば、消費電力と面積の

モリー、それも特に書き換え可能な NVM に対するニーズも高まっています。

制約の範囲内で IC の信頼性目標を満たした製品を設計することができます。

書き換え可能 NVM IP の用途は、コードの格納にとどまりません。センサ、
パワー・マネジメント、ワイヤレス接続などのアプリケーションでもキャリ

たとえば、IC の電源をオフにした状態で NVM アレイがどれだけの期間にわ

ブレーション、コンフィギュレーション、ログ・データの記録、ユーザー・プ

たって情報を保持できるかを表すデータ・リテンションという仕様項目があ

ロファイルの設定、セキュリティ情報の格納といった用途に NVM を使用しま

ります。浮遊ゲートを用いたメモリー技術では、浮遊ゲートに蓄えられてい

す。さらに、書き換え可能 NVM は品質の向上にも役立ちます。実際に IC を

る電荷の量によってしきい値電圧が上下することを利用して1ビットの情報

車両に搭載する前には、何度もテストを行い仕様の絞り込みを繰り返しま

を格納します。情報を保持するということはこの電荷を保持することであ

す。このテスト・サイクルでデータの変更が発生します。しかし用途によっ

り、そのためにはゲートに高い電荷保持性が要求されます。図 2 は、酸化膜

ては必ずしも高価な組込みフラッシュが必要となるわけでなく、その場合は

で囲まれた浮遊ゲートを示したものです。プロセス固有の電荷保持性（固有

別のテクノロジを検討する必要があります。

リテンション）は、これら酸化膜の厚さと属性によって決まります。電子は
最も抵抗値の低い経路を通って流出するため、ゲートを取り囲む層はすべて

車載アプリケーションの例として、センサについて見てみます。現在の自動

この流出経路となる可能性があります。使用するプロセス技術に関するノウ

車には、ABS（アンチロック・ブレーキ・システム）用のホール・センサ、イ

ハウが NVM 開発者にあれば、設計またはプロセスの微調整によって早期段

ンテーク・マニホールド用の圧力センサなど多くのセンサが使われており、

階で潜在的な弱点に対処できます。

これらセンサの多くが自動車の基幹的な機能を担っています。製造ばらつき

エッチ・ストップ層（ESL）

のあるセンサの誤差を最小限に抑えるにはキャリブレーションが必要であ
が使われます。図 1に示すように、シリコン製造プロセス、電子部品の組み
立て、車両の製造など、センサのライフサイクル全体を通して構成データを

ゲート

変更、格納する必要があります。自動車が生産ラインから離れた後も、仕様
パラメータにドリフトが生じてセンサを再度キャリブレーションするために
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キャリブレーション・データの書き換えが必要となることがあります。自動
車やトラックは使用年数が長いため、車載分野ではこのようなドリフトが当
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り、キャリブレーションに必要なデータを格納するために高信頼性の NVM
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然のように発生します。

図 2. 浮遊ゲート周囲の層が NVM IP の信頼性に影響
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図 1. センサのライフサイクル全体で求められる書き換え可能 NVM
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に取り入れるのも1つの方法です。同様に、すべての行に固有のパターンを

• 誤り訂正符号（ECC）機能の統合。1ワードごとにパリティ・ビットを追加
して 1ビットのエラーを検出および訂正します
• 差動ビットセル・アーキテクチャの採用（図 3）。このアーキテクチャは、
1ビット当たり2 つの浮遊ゲートを使 用しており、ビットセル・レベ ルで
100% の冗長性を確保します。この方式では、両方の浮遊ゲートがそれぞ
れ独立して十分な電荷を失うか獲得しないとビットセルのステートが反転
しないため、非常に高い信頼性が得られます。ビット数が少ない場合は
ECC よりも差動ビットセルを使用した方が面積を抑えることができます
• 差動ビットセルと ECC の併用。外来エラー・ビットの発生率が高いプロ
セスでは、差動ビットセルと ECC を組み合わせる必要があります

書き込んでアドレスの一意性を検証しなくても、アドレス・デコーディングを
明確に理解していれば、いくつかのアドレスに対して選択的にテストを実行
するだけで同等のテスト・カバレッジを達成できます。また、テスト条件と
テスト限界値の設定を工夫して温度の影響をエミュレートできるようにすれ
ば、さまざまな温度でのテストを省略することができます。

コストとサイズの制約を満たす
車載市場のような量産型のビジネスでは費用対効果の高いソリューションが
要求されます。また、自動車に搭載される NVM の多くはハンドルやミラー
といった狭い空間に収める必要があるため、メモリーが占有できる面積も限
られ、トレードオフに制約が生じます。しかし車載アプリケーションではサ
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レイ全体への書き込みを1 回の動作で実行できるようにバルク動作を設計

IP の全体的な信頼性を改善できます。

Technology Update

くことが求められます。たとえば、1行ずつ順番に書き込むのではなく、ア

下のアーキテクチャ手法を1つ以上インプリメントすることで、IP ベンダは

検証特集

なテスト・モードを導入し、焦点を絞ったテスト・ストラテジを推進してい

（最も故障の可能性が高い）ビットへの対処に注力する必要があります。以

スタティック / フォーマル

テスト・コストを削減するには、IP プロバイダはテスト時間を短縮する特別

載市場で求められる「欠陥ゼロ」の信頼性目標を達成するには、最も脆弱な

News Release

このようなアプローチなら網羅性を確保できますが、コストもかかります。

イの信頼性は最も脆弱なビットの性能によって決まります。したがって、車

ニュースリリース

ただし、プロセスの固有リテンションがどれだけ良好であっても、NVM アレ

イズとコストの削減と引き換えに品質や信頼性を犠牲にすることはできませ
ん。こうした難しい舵取りが要求されるIP設計では、製品定義から製品設計、

i0

メータを考慮する必要があります。

i1
差動ビットセル
SA

するため、ビットセル・アーキテクチャをインプリメントする際には、書き込
みサイクル 数（書き換え耐性）と動作温 度（すなわち Grade 0 / 1 / 2 / 3）
の面から製品要件を考慮する必要があります。消去（書き込み）動作中はビッ

• テストフロー：テストでは、重大な故障モードおよびこれらを最短時間で
発見できる方法を理解する必要があります

最終的な信頼性をテストで確認
このように NVM の信頼性を高める作業は設計およびアーキテクチャの段階

ります。ビットセルに高電圧が印加されると脆弱なビットが増えてしまう危

から始まりますが、その最終仕上げとなるのがシリコン・テストによるバリ

険性があるほか、NVM アレイ全体でも書き込み済みデータが変化してしまう

デーションです。自動車業界の要求を満たすには、量産に入る前に以下のよ

などの影響があるため、設計者による対策が必要です。一般に、必要な書き

うな徹底したテスト・メソドロジが必要です。

込みサイクル数が1Kサイクル程度と少ない製品では、以下のことが可能です。
• 高速な書き込み時間
• 高い動作温度（150℃以上）
• シンプルな消去（書き込み）アルゴリズム

ことで、この最適なバランスをとることが可能になります。

テスト時間を最短化する車載向け量産テストフロー
この世に完璧なプロセスなど存在せず、どうしても欠陥は発生してしまいま
す。このため、網羅的で効率のよい量産テストフローを用意して、欠陥のあ
るデバイスを最終顧客への出荷前に選別除去できるようにする必要がありま
す。書き換え可能 NVM はすべてのビットを検査できるため、出荷後の IC が
期待通りに動作するという高い確証が得られ、このことが車載市場では大き
な優位性となります。
量産テスト・ストラテジの網羅性を高めるには、次のような複数のテスト・
シーケンスを実行するようにします。
1)
2)
3)
4)

ウェハ・レベルの機能テスト – 欠陥のあるデバイスを選別除去する
高温加速試験 – 電荷を保持できない脆弱なビットを選別除去する
パッケージ・レベルの機能テスト – さまざまな温度で IC の機能を検証する
バーンイン – 初期不良デバイスを選別除去する

検証編

ます。プロセスと NVM アーキテクチャの両方に関する過去の経験を活かす
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リケーションのニーズを満たすようなアーキテクチャを選択する必要があり

3) 信頼性予測：拡張信頼性テストでは単にストレスを大きくするだけでな
く、統計データに基づいてモデルを作成し、長期的な故障発生率を予測
します

フィジカル編

NVM IP を設計する際は、サイズ、コスト、品質、信頼性などの面で最終アプ

Support Q&A

設計する際は初期段階からこれら両方について考慮する必要があります。

2) クオリフィケーション：信頼性仕様に特化したストレス・テストを実施
します。クオリフィケーション・テストフローは、潜在的な故障モードを
十分に理解した上で、業界標準規格の要件を満たすように設計します
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らも最終製品の信頼性に影響します。このため、車載市場向け NVM IP を
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NVM IP のデザイン・アーキテクチャ選択およびプロセス固有の属性はどち

1) キャラクタライズ：プロセス・スプリットを考慮し、予想される製造ば
らつきを再 現した環 境で製品性能と仕様に対するマージンのバリデー
ションを行います。たとえば、最も要求の厳しい 車 載 製 品（動 作 温 度
150℃までに対応した Grade 0）の場合、マージンを上乗せして 165℃ま
たは 175℃でテストします
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トセルに高い電圧が印加されるため、ビットセルに損傷を与える可能性があ

IP Accelerated

書き換え耐性は消去（書き込み）アルゴリズムの速度と複雑さに大きく影響

• 製品設計：プロセスに対する理解を活かしながら、経験とシミュレーショ
ンに基づいてアーキテクチャを選択することにより、厳しいテスト限界値
でも高い歩留まりが得られ、なおかつサイズとコストの増大を招くことの
ない最適なマージンを確保することができます。場合によっては、デザイ
ン最適化のために反復アプローチが必要になることもあります

イニシャティブ特集

図 3. 差動ビットセルのアーキテクチャ

• 製品定義：過剰設計を避けるため、仕様はなるべく実際の用途に即したも
のとなるように定義します

Partner Highlight

テストフローに至るまで、開発プロセスのすべての工程でこれらすべてのパラ

IP サプライヤ自身が IC を開発する場合は、IP サプライヤとしてのシリコン・
データを使用して IC 設計における信頼性テスト・データを補強または置き
換えることができるため、作業の負担を軽減してプロジェクト全体のコスト
を削減できます。
NVM IP に関するシノプシスのテスト・メソドロジの詳細は、ホワイトペー
パー『高信頼性の MTP NVM 開発：設計からテストまで』
https://www.synopsys.com/dw/doc.php/wp/from_design_to
_test_high_reliability_mtp_nvm_wp.pdf をご参照ください。

DesignWare MTP NVM IP
シノプシスは、最大 150℃までの動作温度に対応した Grade 0 の車載アプリ
ケーション向け IP の開発と量産リリースを含め、書き換え可能 NVM IP の開
発に関して10 年以上の経験があります。この経験を活かしてシノプシスが
開発した車載グレード IP は、最終製品の品質と信頼性に影響を与えることな
く面積を75% 削減し、テスト時間を1/3 に抑えることに成功しています。
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