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まえがき

電子機器に搭載される LSI は，プロセス技術の進展と

回路設計技術の進展に支えられ，高集積化，高機能化が進

んでいる。一方，電子機器の製品サイクルは短くなり，LSI

の設計から市場投入までの期間の短縮が強く望まれている。

このような LSI の開発において，CAD技術を用いた設計

は不可欠となっている。

富士電機では，ディジタル LSI の開発環境に加え，当

社の志向する電源 ICをはじめとするCMOS（Complemen-

tary MOS）アナログ IC を高品質，短納期で開発するた

めの設計技術，検証技術，および自動化システムを開発し

ている。

本稿では，CMOSアナログ IC製品を開発するための設

計環境，設計技術の概要を紹介する。

アナログ IC設計フロー

本章では，アナログ ICの設計フローの概要を述べる。

図１に，設計フローを示す。

回路設計

開発仕様に基づいて行われる回路設計は，回路図入力シ

ステムを用いて行われる。回路図入力システムには，後で

述べる CMOSアナログマクロセルとして登録された回路

ブロック，新規に回路ブロックを設計するため基板電位を

考慮した3端子拡散抵抗や高耐圧MOSトランジスタ，ディ

ジタル・アナログ混在回路にも対応可能な論理ゲートなど

がシンボルとして登録されている。

回路検証

回路検証は，設計された回路に対して仕様で決められた

各種動作条件を満足とすることをコーナーシミュレーショ

ンなどのアナログシミュレーションや，ディジタル・アナ

ログ混在シミュレーションによって行われる。

マスクレイアウト設計

回路図に基づいて，ホトマスクを作成するためのマスク

レイアウト設計が行われる。ここでは，従来から行われて

いる人手による設計と，アナログ ICに適した自動配線を

行える環境が構築されている。

マスクレイアウト検証

マスクレイアウトデータに対して，寸法に関して規則ど

おりに設計されていることの検証（DRC：Design Rule

Check），回路図どおりに設計が行われていることの検証

（LVS：Layout versus Schematic）などが行われる。
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図１　アナログ IC設計フローの概要
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バックアノテーション

マスクレイアウトデータから素子間の配線などによって

形成される寄生素子を抽出し，これらを反映した回路シミュ

レーションを実施することにより，寄生素子による回路ブ

ロック間相互の影響や回路ブロック内の特性変動の検証が

行われる。

アナログ IC設計技術

本章では，前章で述べた設計フローの各設計段階におい

て，特にアナログ ICの設計，検証を支援するために開発

された設計環境，設計技術について概要を述べる。

３.１ CMOSアナログマクロセル

CMOSアナログマクロセルは，電源 ICなどのアナログ

IC 製品を開発するために必要な基本回路ブロック（13回

路，21ブロック）が登録されている。表１に CMOSアナ

ログマクロセルとして登録されている回路ブロックを示す。

これらの回路ブロックは，多くの製品に使用され実績のあ

るものであり，これらを使用した設計により，各種回路仕

様への対応と短期間での製品開発を可能としている。

富士電機の CMOSアナログマクロセルは，当社のアナ

ログ IC 用標準プロセスである 1μmルール 2層金属配線

CMOSプロセスに基づいて設計されている。

これらのセルは，設計フローの各段階で利用できるよう

に設計されており，次のデータで構成されている。図２に

セルデータシートの一例を示す。

回路図入力用シンボル

トランジスタレベルで記述した回路図データ

IC 全体を効率よくシミュレーションするために回路

特性を動作記述したビヘイビアモデル

自動マスクレイアウトでも使用可能なマスクレイアウ

トデータ（セル高さ：180μm，380μm）

３.２ 回路シミュレーション技術

３.２.１ コーナーシミュレーション

高品質化が要求されるアナログ ICの回路シミュレーショ

ンでは，設計された回路においてウェーハプロセスのゆら

ぎによる素子特性のばらつきや，IC が使用される周囲温

度を考慮した回路動作の検証が必須（ひっす）である。

富士電機では，MOSトランジスタのコーナーモデルと

受動素子のばらつき，使用周囲温度のすべての組合せを考

慮した回路シミュレーションを自動的に実行することが可

能な，図３に示すコーナーシミュレーション用インタフェー

スを開発し，設計での品質の作り込みを実現している。

３.２.２ フルチップシミュレーション

IC 全体回路の動作検証における課題は，回路規模の増

大によるシミュレーション時間の長大化に対する問題と，

回路解析の収束性の問題を解決することである。

富士電機では，ライブラリに登録された基本回路ブロッ

クはもとより，新規に設計された回路ブロックを容易にビ

ヘイビアモデルに変換し，IC全体回路の動作を回路シミュ
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表１　CMOSアナログマクロセル一覧 

セル数 回路名 

基 準 電 圧 源 回 路 

定 電 流 源 回 路 

発　　振　　回　　路 

演 算 増 幅 器 回 路 

コ ンパレータ回路 

ソフトスタート回路 

タイマ・ラッチ回路 

ト リ ミ ン グ 回 路 

過 熱 保 護 回 路 

低電圧誤動作防止回路 

内部回路用電源回路 

出力ドライバ電源回路 

オ ンオフ制御回路 

　　　（合計） 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

5 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

21

図２　セルデータシートの例

図３　コーナーシミュレーション用インタフェース

プロセスコードの設定 シミュレーション
温度の設定

受動素子の
ばらつきの設定

コーナーモデル（p
チャネルトランジス
タと，nチャネルト
ランジスタの特性限
界の組み合わせ）の
設定

トランジスタのコーナーモデルの
選択，受動素子ばらつきの設定，
シミュレーション温度の設定を行
うことで，すべての組合せ条件の
シミュレーションを自動的に実行
可能
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レーション（フルチップシミュレーション）により検証す

ることができるシステムが構築されている。

３.３ 自動配線技術

IC の設計において，多くの設計時間を費やすのがマス

クレイアウト設計である。このマスクレイアウト設計期間

を短縮する方法として，セルを用いた自動配置配線技術が

ある。

富士電機では，先に述べた CMOSアナログマクロセル

を用い，人手により新規に設計されたマスクレイアウトを

含めて自動配線を行うことをアナログ分野における自動配

置配線技術の第一段階として着手した。主にディジタル分

野において適用されてきた自動配置配線技術を，アナログ

分野においても適用可能となるように，配線幅，インピー

ダンスや電流密度を考慮した自動配線が可能となる技術を

確立した。図４は，自動配線技術を使用して設計したマス

クレイアウトであり，マスクレイアウト設計時間を約 1/4

に短縮することが可能である。

３.４ バックアノテーション技術

バックアノテーションは，マスクレイアウトからトラン

ジスタなどの回路を構成する素子，および配線などに起因

する寄生素子（抵抗や容量）を抽出し，シミュレーション

を行う技術である。これにより，通常の回路シミュレーショ

ンでは知ることのできない寄生素子による影響を解析する

ことができる。

富士電機は，CMOSアナログ ICにより低消費電力化を

志向しており，寄生素子を考慮した設計検証が今後ますま

す重要となってくる。一方，寄生素子は無限に存在するた

め，シミュレーションの実行時間，収束性，再現性などを

考慮した寄生素子抽出の最適化技術を確立した。この技術

開発の過程で，既存機種を用いて検証したバックアノテー

ション結果を図５に示す。バックアノテーション結果は，

実測波形をほぼ再現できている。

IC 全体にバックアノテーション技術を適用する場合は，

前述の寄生素子抽出の最適化を行っても，時には約十数万

素子となる。そこで，マスクレイアウト全体のネットリス

トから寄生素子の影響を受けそうな特定ブロックのみのネッ

トリストを再構築するプログラム，および寄生素子の影響

が無視できる回路ブロックをビヘイビアモデルに変換する

プログラムを開発している。これにより，シミュレーショ

ン時間の短縮が可能で，解析の収束性が良好な，効率的な

システムを構築している。

さらに，このバックアノテーション技術を，今後ますま

す需要が高まると予測されるディジタル・アナログ混在

ICへの適用も進めている。図６は10ビットA-D変換器の

出力波形であり，バックアノテーション結果は実測結果に

近い動作を示している。
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図４　自動配線技術適用例
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図６　バックアノテーション適用例（2）
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（a）回路シミュレーション結果 

（b）バックアノテーション結果 

（c）実測結果 

図５　バックアノテーション適用例（1）
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あとがき

以上，富士電機の電源 ICをはじめとするCMOSアナロ

グ ICの設計技術の概要を述べた。

今後，電子機器に搭載される LSI に対する，高集積化，

高機能化，および設計期間の短縮の要求は，より一層促進

されるものと考えられる。

富士電機では，今後，当社の特色ある回路技術，プロセ

ス技術を生かしたCMOSアナログマクロセルの充実，ディ

ジタル・アナログ混在回路設計技術や設計自動化システム

の高度化，およびアナログ HDL（Hardware Description

Language）による設計技術の開発を行う計画である。そ

して，パワーとインテリジェンスが融合した品質の高いア

ナログ ICの開発，さらなる開発期間の短縮に取り組んで

いく所存である。
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