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まえがき

半導体製造技術の急速な進歩により，LSI（Large Scale

Integrated circuit）の大規模化が進み，複数の LSI を

ボード上に載せて構成していたシステムをシステムオン

チップとして一つの LSI で実現することができるように

なった。システムオンチップの中に取り込まれる機能マク

ロはマイクロコンピュータ（マイコン）コア，マイコン周

辺インタフェース回路から最新のパーソナルコンピュータ

（パソコン）周辺用通信インタフェース制御回路までさま

ざまである。これらのコアとユーザー固有の回路を組み合

わせ ASIC（Application Specific IC）化したシステム IC

は，新たな高付加価値製品として注目されている。

一方，最終製品の寿命が短くなるにつれ LSI の開発期

間短縮が強く求められ，自動化による設計の合理化が必須

（ひっす）である。また搭載するコア回路をシステム IC

の開発ごとにすべて新規設計することは困難であり，これ

までに設計・評価を完了した回路ブロックの再利用が必要

である。

富士電機ではこれまでに，自動設計技術，自動検証技術，

各種シミュレーション技術などの開発を行ってきた。そし

てこれらの技術開発により，システム ICを短期間で開発

できる設計環境の構築を進めてきた。本稿では富士電機の

システム ICの開発における設計技術とその適用例につい

て概要を紹介する。

システム ICの設計技術

本章では，システム ICの各設計段階における設計手法

およびそれに対応する富士電機のCAD（Computer Aided

Design）技術について紹介する。

図１にシステム IC の開発フローを示す。図１に示した

開発フローの各設計段階を支援するためのさまざまな

CAD技術が開発されている。表１に各設計段階における

富士電機のCAD技術を示す。

２.１ 機能設計

LSI が大規模化するにつれて，設計の最上位段階である

機能レベルでの論理設計を正確に早く行うことが重要であ

る。機能レベル設計では，まず機能記述言語（HDL ：

Hardware Description Language）を使用して LSI の各ブ

ロックの機能・動作を記述する。HDLによる設計には次

の利点がある。

大規模・複雑化した ICを効率的に開発できる。

図１に示すように，デバイスのパラメータに関連しな

いため，異なるプロセスで設計された過去の設計データ，

あるいは富士電機のデバイスパラメータを意識せずに社

外で設計したデータを使用できる。

過去の設計データをもとに仕様変更を容易にできる。

２.２ セルライブラリ設計

富士電機では論理回路の設計自動化をスタンダードセル
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図１　システム IC開発フロー
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をベースにしたセルベース方式を用いて進めている。一つ

の論理ゲートに対し，論理合成，論理シミュレーション，

自動配置配線のそれぞれに必要な特性データを作成しセル

ライブラリとして登録している。各ライブラリはデバイス

のパラメータに依存したタイミングとジオメトリーの情報

を持っている。

２.３ 論理回路設計

機能設計レベルから論理ゲートで構成した論理回路を設

計する段階である。HDLは論理合成ツールにより前節で

説明したセルライブラリに登録されている論理ゲートを用

いた論理回路に変換される。この工程では設計であらかじ

め定めたタイミング仕様を満たすようにゲート回路に変換

される。一般的にタイミング仕様を厳しくするとゲート数

が増加し面積が大きくなるため，タイミングと面積のト

レードオフの関係を調整して合成を行う必要がある。内部

クロックが違いタイミング仕様の異なる機能ブロックから

構成されるシステム ICの設計ではブロックごとに適切な

条件の設定を行っている。

合成されたゲート回路に対して，論理シミュレーション

を行い，正常な論理動作の確認とタイミング検証を行う。

HDLを用いたトップダウン設計と論理合成によるゲート

回路の自動生成により，大規模な論理回路の設計期間が大

幅に短縮された。

２.４ マスクレイアウト設計

マスクレイアウト設計段階では，LSI 製造用マスクデー

タの作成を行う。セルベース設計では各セルの配置や各セ

ル間の配線を自動配置配線システムを用いて行うことが可

能で，設計期間の短縮に貢献している。微細加工が進みト

ランジスタ自体の遅延時間が短くなるにつれ，各セルを結

ぶ配線とシリコン基板の間の容量に対する充放電時間が相

対的に大きくなってきている。このため，配置配線後の各

配線容量による遅延時間を算出し，論理シミュレーション

にこの値を付加して再度タイミング検証を行っている。ま

た，事前検証として実際の配置配線を行う前に仮配線モデ

ルを使用して遅延時間を予想し，その値を用いてタイミン

グの違反がないかを調べている。

２.５ マスクレイアウト検証

マスクデータに誤りがないかを調べるマスクレイアウト

検証では DRC（Design Rule Check）と LVS（Layout

Versus Schematic）を行う。DRCではレイアウトしたマ

スクデータの寸法に関する検証を行い，LVS では回路図

との一致に関する検証を行う。

これらの検証で参照される規則は，LSI の各製造プロセ

スに依存するが，富士電機で保有しているすべての LSI

製造プロセスに対しこのようなマスクレイアウト検証を行

うことが可能である。

適用例

本章では，システムICの設計事例としてUSB（Universal

Serial Bus）ハブコントローラについて紹介する。この IC

は機能マクロとしてUSB規格に準拠したUSBハブコアと

マイコンとのシリアル通信インタフェースの I2C（Inter-

Integrated Circuit）コアを搭載している。論理回路の設

計においてコア回路を社外から導入し開発期間の短縮を

図った。

３.１ USBハブコントローラの概要

USB はパソコンとキーボード，プリンタ，スキャナな

どの周辺機器を接続する標準インタフェースとして今後広

く普及すると予想されている。この USBハブコントロー

ラはバスの分岐・中継を行うハブ機能として動作し，パソ

コンと 4台までの周辺機器を接続することができる。さら

にハブを搭載するモニタなどの機器とパソコンが通信でき

るようシリアルポートとして I2C インタフェース回路を内

蔵している。この USBハブコントローラの概略仕様は次

のとおりである。

USBハブ機能（USB規格 Chapter 11，Rev1.1 準拠）

4ポートダウンポート，1ポートダウンポート

USB通信速度： 12Mビット/秒，1.5Mビット/秒

ポートごとの過電流検出入力，電流制限信号出力

USB複合デバイス機能（２エンドポイント：コント

ロール，割込み）

I2C バスインタフェース内蔵

３.２ 内部回路

図２に USBハブコントローラの内部ブロック図を示す。

USBハブコアはUSB信号の符号・複合化，エラーチェッ
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表１　システムICの設計段階と富士電機のCAD技術 

機能設計 

ディジタル 
回路 

ディジタル 
回路 

機能シミュレーション技術 

HDL作成容易化技術 

HDL解析技術 

機能シミュレーション技術 

論理合成技術 

論理シミュレーション技術 

回路シミュレーション技術 

AHDLアナログ合成技術 
回路設計 

設計段階 CAD技術 
富士電機の 
取組み 

◯ 

開発中 

◯ 

開発中 

◯ 

開発中 

◯ 
（配線容量　 
　　のみ可） 

◯ 

◯ 

アナログ 
回路 

◯ 

◯ 

◯ 

自動配置配線技術（論理セル用） 

自動配置配線技術（アナログ用） 

バックアノテーション技術 

DRC 

LVS 

セルベース設計用ライブラリ作成技術 

アナログ 
回路 ◯ 

開発中 

マスク 
レイアウト 
設計 

レイアウト 
検証 

セルライブ 
ラリ設計 

＊ AHDL：Analog HDL

＊ 
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クを行う専用シリアルインタフェース回路，ルートポート

からダウンポートあるいはその逆の向きのデータ転送を制

御するリピータ，トランシーバを制御するポート制御回路，

パソコンからの命令を受けたりハブの内部情報を保存して

いるハブ制御・ステータスレジスタから構成されている。

パソコンと外部マイコンは I2C インタフェースを介して

通信を行う。埋込デバイス機能制御・ステータスレジスタ

の構成を工夫し，マイコンから USB接続のオンオフ切換

を行ったり，USBハブや電源の情報を読めるようにした。

さらに，遅延時間や出力波形，電位特性について USB

規格に準拠した USBトランシーバ回路とこのトランシー

バに 3.3 V の電源電圧を供給するレギュレータなどのアナ

ログ回路を搭載する。

３.３ 設計事例

設計事例として，IP（Intellectual Property）コアの導

入や自動化設計の適用など具体的に説明を行う。

３.３.１ 機能設計

今回の設計は，これまで設計経験がない複雑で新しい通

信規格の論理設計が必要であったため，社外から IP コア

を導入することにより開発の加速推進を行うこととした。

導入の手順は次のとおりである。

IP コアの開発を請け負うコアベンダは，これまでの

開発実績や設計仕様のカスタマイズ要求に対応できるか

などの点を重視して選定した。

コアベンダの所有するUSBハブコアとI2Cインタフェー

スコアをもとに構成と仕様を詰め，電源制御用インタ

フェース，内部レジスタ構成については富士電機からの

提案をカスタマイズ項目として盛り込んだ。

コアベンダは HDLで機能設計を行い，その機能検証

を双方で機能シミュレーションを用いて判定した。USB

規格，I2C 規格，電源インタフェース，埋込デバイス機

能制御・ステータスレジスタなどの仕様をカバーする約

60種類のシミュレーションパターンを用いて仕様どおり

の機能設計がされたと判断した。

機能シミュレーションと同時に実機評価による動作検

証をFPGA（Field Programmable Gate Array）を利用

して行った。USBの環境のなかで設計したUSBハブ機

能が問題なく動作することを確認した。

３.３.２ 論理回路設計

USBハブコントローラに必要な内部クロック 48MHz 動

作を保証するため，0.6μmルールのセルライブラリを適

用した。論理合成の結果，約 2万ゲート規模の論理ゲート

回路を得た。論理合成・論理シミュレーションともにタイ

ミング的な問題がないことを確認した。

３.３.３ マスクレイアウト設計

論理ゲート回路を自動配置配線した結果，約 3mm□の

レイアウトデータが得られた。配置配線後の各配線長から

容量値を算出し，論理シミュレーションにフィードバック

をかけて問題がないことを確認した。このコア部の周辺に

マニュアルでレイアウトしたトランシーバ回路，レギュレー

タ回路などを配置した。図３にチップレイアウト図を示す。

３.３.４ レイアウト検証

本 ICはレギュレータ機能などアナログ回路を搭載する

ため通常のMOSデバイス以外にバンドギャップレファレ

ンス用のバイポーラ素子をはじめ，抵抗，容量などが含ま

れている。レイアウトデータからこれらの素子すべてを認

識し抽出を行い，寸法に関する検証と回路図との照合を行

い問題がないことを確認した。

あとがき

富士電機のシステム IC設計技術について述べた。今後

は，さらに大規模・複雑なシステム ICを短い設計期間で

効率的に開発できる技術を構築していく所存である。
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図３　チップレイアウト図
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図２　USBハブコントローラのブロック図
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