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8Mを超えるLSIを含むチップセットという非常に高速かつ

大規模なものになっています。

スーパーコンピュータを実現するには，このようなLSI

とパッケージを効率的に，かつミスの無い設計をする必要

がありますので，設計を支援するCAD技術が非常に重要と

なります。本文では，大規模，高速，高信頼性のLSIとパ

ッケージ設計を支えるCAD技術を紹介します。

2．論理設計技術

論理設計の特徴は，論理回路の高速化と設計の効率化を

同時に達成する論理回路の自動生成技術である論理合成と，

設計された論理回路が正しく動作することを確認する論理

等価性検証技術にあります。以下にそれらを説明します。

2.1 論理合成

論理設計は，ハードウェア記述言語（Hardware

Description Language : HDL）であるVerilog HDLを使用

し，大部分は論理合成により論理回路を自動生成します。

たとえば，通常は手設計で回路設計される高速動作が特徴

のドミノ論理に関しても，論理合成を利用した自動生成を

行い，回路の高速化と設計の効率化を同時に達成していま

す。また，一部の回路に関しては，過去のSXシリーズの

設計資産を流用するために，過去のテクノロジからのテク

ノロジ変換フローを開発することで，再設計作業を最小に

して効率化を図っています。

2.2 論理等価性検証

論理合成やテクノロジ変換後の回路が，元のハードウェ

ア記述で書かれた論理から変更されることは通常はありま

せん。しかし，テスト回路挿入や後述する階層設計で接続

が異常になっていないこと等を保証するために，すべての

論理回路が，元のハードウェア記述に対して論理的に等価

であることを，形式的手法を用いて完全に検証しています。

通常LSIは，順序回路素子としてはフリップフロップが
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要　旨

本稿ではSX-8の設計に利用した設計手法とCAD技術の

特徴について説明します。

SX-8では，大規模，高速，信頼性の高いLSIとパッケー

ジ開発が必要でしたが，これらは高度なCAD技術により実

現可能となりました。

CAD技術の特徴は，LSI設計に関しては，論理等価性検

証を全回路に適用した論理設計技術，大規模高速回路を階

層的に設計するレイアウト設計技術，LSIの信頼性を高め

る電源ノイズ解析技術，そしてディレイテストを取り入れ

たテスト技術にあります。パッケージ設計に関しては，高

速配線の品質を高める設計，検証技術に特徴があります。

This paper describes the design methodology and

CAD Technology for the supercomputer SX-8 series.

In the SX-8 series, large-scale, high-speed, and high-reli-

able LSI and package designs are required. These are

achieved by an advanced CAD technology.

The CAD technology has such features as logic design

methodology with complete logic equivalence checking,

hierarchical layout design flow for large high-speed LSIs,

supply power noise analysis for reliable operation, test

design methodology including a delay test, and high den-

sity package CAD technology for high-speed wiring.

1．まえがき

スーパーコンピュータSX-8は，90nmのCMOS LSIテクノ

ロジを採用した高速，大規模，高信頼性のLSIと，これら

のLSIを高密度で実装するパッケージから構成されます。

特にLSIは，0.5ナノ秒のサイクルタイムで動作するベクト

ルプロセッサを含むCPUチップと，最大インスタンス数が

〈SX-8のハードウェア〉
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もれないため，遅延時間や回路量の見積もりとレイアウト

後の実際の遅延時間，回路量に差が生じることにより設計

の後戻りが発生する場合もありました。本設計においては

論理合成とタイミングドリブン配置処理を一体化した処理

である物理合成も適用することにより，論理設計レベルと

レイアウトレベルでの一致性を向上し，設計の後戻りを削

減しました。

また高速なクロックサイクルタイムのLSIを設計するた

め，低スキュークロック分配方式と，パス遅延改善のため

の各種手法を開発し適用しました。まず，クロック分配手

法においては，グローバルクロックを低抵抗のクロック専

用配線層で実現し，グローバルクロック下のローカルクロ

ックについては，等遅延クロックツリーによる自動分配を

行っています。ローカルクロック分配では，クロックパス

遅延時間を抑制し，ゲートサイジングとダミー負荷追加に

よる遅延時間調整を行いクロックスキューを削減しました。

そして，グローバルクロックでもダミー負荷追加による負

荷調整を行ってクロックスキューを削減しています。

パス遅延改善の手法においては，従来のタイミングドリ

ブン配線や自動リピータ挿入，ゲートリサイズに加え，プ

ロセスばらつきやクロストーク遅延変動を考慮した高精度

遅延解析結果をフィードバックして自動タイミング最適化

を行っています。

3.2 シグナルインテグリティ対応技術

LSIプロセスの微細化に伴い，クロストークノイズの影

響やプロセスばらつきによる遅延変動の割合が従来にも増

して高くなっています。

クロストークノイズ検証では，信号の動作タイミングと

変化方向を考慮し，隣接配線容量などを用いてクロストー

クノイズ量を計算しています。今回は，隣接して並行する

使用されますが，フリップフロップをペアのラッチに変換

し，かつ回路中のラッチの位置を最適化することで，回路

のさらなる高速化を図れることが一般に知られており，高

速なマイクロプロセッサではこの技術が利用されています。

SX-8でも高速化のためにこの技術を採用していますが，こ

のような回路変換を行った場合の論理等価性検証は困難で

あり，従来は実現されていませんでした。今回の設計にお

いては，このような回路であっても論理等価性を完全に検

証できる設計技術を確立し，論理等価性に関してはLSI中

のすべての論理回路で完全に確認を行い，検証漏れを完全

に排除しました。

3．レイアウト設計技術

SX-8向けの大規模で高性能なLSIを設計するには，タイ

ミング設計はもちろん，シグナルインテグリティ問題に対

応した設計が従来にも増して重要になっています。以下に

今回の設計で用いたレイアウト設計技術と，シグナルイン

テグリティ対応技術について説明します。

3.1 レイアウト設計

大規模なLSIのレイアウト設計においては，階層レイア

ウト手法によりレイアウト単位を分割し，並列的に作業を

行うことで，設計期間を短縮することができます。本設計

ではトップダウン方式による階層レイアウトを実施してい

ます。上位階層（トップ）のレイアウト設計において，下

位階層（マクロ）レイアウト領域の上層への通過配線，マ

クロ領域内へのリピータセル配置を行い，それらを下位階

層に落とし込んで下位階層のレイアウトに反映させること

により，階層レイアウトの分割損による収容性の悪化を抑

えて分割設計が可能となり設計効率を向上することができ

ます。

LSIの品種によってはマクロの数は数十，マクロの総ピ

ン数は数万にも及ぶものがあるため，フロアプランの収束

性（配線性，タイミング）が課題となりました。そこで，

自動フロアプランナに対し，マクロの配置位置に応じ配線

性を考慮してマクロピンの配置位置を最適化する機能を新

たに開発して適用しました。これにより，フロアプランレ

ベルでの配線性と，各階層マクロ間の遅延見積もり精度が

向上しました。また，自動フロアプラン時の遅延見積もり

結果から，各階層マクロの遅延制約を自動で作成する，タ

イミングバジェッタを新規開発することにより，フロアプ

ランレベルの遅延見積もり結果を各階層マクロの回路設計

である論理合成，もしくは後述する物理合成処理に適切に

反映させることが可能となりタイミング収束性も高めてい

ます。上記の自動フロアプラナの処理を図1に示します。

前述のとおりLSIの論理設計において，HDLで記述され

た機能をクロックサイクルで動作する論理回路（ネットリ

スト）に自動合成する論理合成が用いられています。しか

し，論理合成処理はレイアウト前に行っており，プロセス

微細化の影響（配線遅延時間の比率増加）を精度良く見積

図1 自動フロアプラナの処理
Fig.1 Automatic floorplaner.
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べての階層を統合した故障検出率でほぼ100％のテストパ

ターンを作成しました。

一方でLSIテスト時に消費する電力もテスタを使用する

ため削減しました。具体的には，チップ直下のテスト制御

回路に，階層ごとにシステムクロックを止められる機能に

加え，スキャンパス経路ごとに別タイミングで印加できる

スキャンクロック分配を行ってテスト時の消費電力を低減

しています。

以上のようなテストを制御するテスト制御回路の概要を

図2に示します。

5.2 ディレイテスト技術

設計プロセスが微細，高速になるにつれて，高抵抗ビア，

駆動のばらつき，クロストークなどを要因とするタイミン

グ故障の割合が多くなり，従来のスタック故障モデルでは，

後工程に不良を流出させる恐れがありました。そこで，ス

キャンパスを利用して遷移ディレイ故障とパスディレイ故

障をテストするディレイテストパターンをATPGで生成し

ました。このスキャンパスを使ったディレイテストでは，

ノーマルクロックの印加を実速度で行いますが，LSIテス

タからのクロック印加では実現できないため，PLL（Phase

Locked Loop）にディレイテスト用のクロック切り出し機

能を盛り込み，テスタから入力した低速のクロックをPLL

で逓倍して実速度にしたクロックでディレイテストを実施

しました。

6．パッケージ設計技術

SX-8ではCPUとメモリを同一のプリント基板上に集約

して実装しています。このためLSIを高密度に実装する技

術や大規模なプリント基板を設計する技術，高速な信号配

線に対する伝送線路検証技術などが重要になります。

6.1 大規模高密度実装技術

多ピンのLSIを1つの基板上に高密度に実装するため，

LSIから信号配線を引き出す時に混雑が発生します。そこ

で，LSI‐LSIパッケージ‐プリント基板という階層間の配

線接続が最適に設計できるツールを開発することにより高

配線が長くなるものに対してはリピータ挿入や配線形状の

変更を自動で行い，クロストークエラーを事前に抑止する

ほか，高精度なクロストーク解析の結果，エラーとなった

配線については自動によるリペアを行っています。

アンテナ検証では，プラズマエッチングによるトランジ

スタ性能劣化の問題をトランジスタのゲート入力からの配

線パターン長（アンテナ長）でチェックし，クロストーク

同様，エラーとなった配線についてはリピータ挿入や配線

形状変更などによる自動リペアを行っています。

4．電源ノイズ解析技術

半導体プロセスの微細化，電源電圧の低下に伴い，回路

動作による電源変動がノイズとして回路の誤動作・遅延変

動に影響を及ぼしてきます。電源変動は大きく分けてLSI

内部，LSIを搭載するパッケージからなります。したがっ

て，LSI内部の電源変動を解析するためには，これらLSI外

部の状態も含め解析を行います。

LSIの電源解析モデルでは，電源配線のLRC回路のモデ

ル，電源変動・ノイズ源となるフリップフロップやハード

マクロの電流波形モデルを準備しました。特に回路規模の

大きなハードマクロについては，電流波形モデル作成の自

動化を行い作成期間の短縮を図りました。そして，LSI内

部の電流波形の伝播は，各ゲートのタイミングを考慮した

ダイナミックなものとなっています。LSIの電源配線モデ

ル，パッケージのモデルは，シミュレーション時間短縮と

解析精度のバランスを重視しながら簡略化を行いました。

LSI単体での電源ノイズモデルを作成後，パッケージモ

デルを含め，電磁界解析シミュレータを用いダイナミック

な電源ノイズの解析を行いました。ダイナミックに解析す

ることにより，従来解析が難しかったピークノイズなどが

解析でき，電源ノイズの影響を詳細に解析できるようにな

りました。そして，解析結果より，電源変動の大きな部分

にはデカップリング容量の追加を行うなどの設計上の対策

を施し，LSIの信頼性を向上させています。

5．テスト設計技術

大規模，高速のLSI設計においては，LSIテスト以降に

不良を流出させないことが重要であり，そのために適用し

たテスト設計技術を説明します。

5.1 スキャンパス設計技術

回路規模増大に伴い，すべてのチップに対しトップダウ

ン階層レイアウトに対応したスキャンパス設計を行いまし

た。今回のLSIは規模が大きく，スキャンパス長は数十万

ビットとなっており，従来の手法のままではテスタのパタ

ーンメモリをオーバーしかねない状況でした。そこで，テ

スタのスキャンパターンメモリの省メモリ化の対策として，

階層ごとにスキャンパスを複数経路で接続し，その小さい

単位でATPG（Automatic Test Pattern Generator）を階層

分実行し，LSIテスタのメモリをオーバーすることなく，す

図2 テスト制御回路
Fig.2 Test control circuit.
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密度実装を可能としています。

また，高多層プリント基板に高速信号を配線するため配

線長の制約だけでなく，貫通スルーホールに生じる容量成

分も厳しく制限する必要があります。この不要な容量成分

を削除して配線するツールを開発することにより，優れた

伝送路特性を有する配線を実現しています。

6.2 伝送線路検証技術

高速信号の配線はディファレンシャルペアにより配線さ

れています。ペアとなる2つの信号配線に対しては配線長，

配線間隔，配線層，ビア数など，様々な制約が設定されて

おり，これらを満足する配線設計が可能となるように配線

設計ツールを改良しています。また，各種制約については

配線設計後に配線形状を検証することにより配線品質を確

保しています。

クロストークノイズ検証においては，信号の高速化によ

り従来以上に精度の向上が求められるようになってきまし

た。そのため従来からのクロストークノイズ計算アルゴリ

ズムを大幅に見直すことにより高精度と高速処理を両立し

ました。また，ディファレンシャルペアによる配線では従

来のシングル配線には無かったクロストークノイズの相殺

効果や倍増の影響などが発生します。これらの影響も加味

できるツールを開発することにより，より精度の高い検証

結果が得られます。

7．むすび

以上，SX-8の設計技術とCAD技術の特徴について紹介

しました。

今後も，スーパーコンピュータの高性能化が求められて

いますので，高性能で，かつ高い信頼性を持ったLSI，パ

ッケージを効率的に設計する技術はますます重要になりま

す。そこで，今後もより優れたCAD技術を開発して，スー

パーコンピュータの高性能化と高信頼化に貢献し，またそ

の開発を効率化していく所存です。

＊ Verilog は，Cadence Design Systems, Inc.の登録商標です。
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