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ディジタル設計支援
──大学生がチップ設計・動作検証可能な環境の構築と提供──
Smart Design Environment for Digital Chips : Construction and Deployment of Design Environment in Which
Students Can Tapeout Their Chip Designs

小林和淑

集積回路を設計するには，そのプロセスの設計ルールのみならず，様々なツールの使い方に精通しなければならない．
VDEC 発足当初からディジタル設計の自動化を目指し，Makefile を活用した設計フローの構築を行ってきた．このフ
ローにより，0.18 µm から 28 nm までの各種のプロセスで初心者（学生）が簡単に LSI の設計を行うことができる．本
稿では，このフローの詳細と検証・測定環境の構築を概説する．
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1．は じ め に

VDEC（東京大学大規模集積システム設計教育研究セ
ンター）が設立されてはや 15 年以上が経過した．筆者
は VDEC 設立される以前の大学院在籍時代から，EDA
（Electrical Design Automation）ツールを使い，フラン
スのCMP（Chip Multi-Project）を通じて集積回路の設
計を行っていた．VDEC 設立後は，日本の大学で EDA
を使ったことのある数少ないユーザの一人として，メー
リングリスト（ML）での質問に，VDEC の池田誠教授
とともに答えてきた．
VDEC 設立当初にようやくスタンダードセルを用い

た自動配置配線によるディジタルチップの設計が一般的
となってきた．筆者らの研究グループでは，スタンダー
ドセル（スタセル）ライブラリを一から設計していた(1)

こともあり，スタセルを用いた自動設計環境を構築して
いた．その設計環境を基に，研究室配属学生に簡単に使
えるようにマニュアルを整備し，Makefile により，
RTL（Register Transfer Level）やネットリストがあれ
ばほぼ自動的にチップが設計できる．
この設計環境を全国の VDEC ユーザに広めるべく，

2007 年度から CAD 講習会，2015 年からリフレッシュ
教育として講習会を開催してきた．当初，ROHM 社の
0.18 µm プロセスから始め，ASPLA 社，e-shuttle 社，
ルネサス社の 65 nm，ST Microelectornics 社の 28 nm
とサポート範囲を広げている．
PDK（Process Design Kit）があれば，チップ設計が
できると考えているファウンドリがほとんどである．
PDK は設計の規則（Rule）が書いてあるだけで，設計
の方法（How to）は記載されていない．公開している
設計フローは，ディジタルチップの設計例とそのフロー
が含まれている．
本稿では，集積回路の設計フローの変遷を俯瞰すると

ともに，設計環境の概要，Perl Module を用いたシミュ
レーションとテストツール，FPGA（Field Program-
mable Gate Array）を使った検証環境を説明する．

2．VDECの試作プロセスとEDAツール

本章では，VDEC の試作プロセスと EDAツールの歴
史を述べる．冒頭の VDEC の概要の内容と重複する部
分もあるが御容赦頂きたい．
VDEC 設立当初に提供されたのは，1.2 µm，0.5 µm
プロセスである．まだ CMP（Chemical Mechanical Pol-
ish）が導入される前で，2，3 層の配線であり，スタセ
ルを詰めて並べるダブルバック配置ができなかった．こ
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の当時利用できた自動 P & R（Place & Route）ツール
は，Cadence 社のものであった．現在では当たり前の
ように使われている Synopsys 社の Design Compiler
（DC）も当時はなかった．その後，CMP が導入された
ROHM 社の 0.18 µm プロセスが 2005 年から提供され
た．その頃には DC と自動 P & R ツールの Astro が利
用可能となり，RTL からチップを設計できる環境が
整った．当初は，同じディレクトリに複数の設計を混在
させて設計を行っていたが，指導学生との環境の同期な
どで問題が生じた．

3．学生でも設計できるフローの構築

複数の学生が同じ設計環境を共有し，簡単にチップ設
計を行うために，次の概念を考え付いた．

･ 共通で持っておけばよいデータと，設計者各位が
持っていなければならないデータを分離する．
･ Makefile により，make でほとんどマニュアルな
しに設計できるようにする．

この概念を基に，2007 年頃に最初の設計フローを構
築し，VDECユーザに公開した．

3.1 設計フローの概要
設計フローは，①共通データ，②ユーザデータに分か
れている．共通データは各研究グループ単位で一つ有し
ていればよい．設計に必要なライブラリデータ，DRC
（Design Rule Check），LVS（Layout Versus Sche-
matic）などのルールなどが含まれており，論理合成，
自動 P & R（Place and Route，配置配線），検証などの
各設計段階ごとのディレクトリにデータが格納されてい
る．ユーザデータも同じような構造である．
設計フローには下記のデータが含まれている．

･ 論理合成：RTLからネットリストを作成．
･ 自動 P & R：ネットリストからレイアウトマク
ロ，チップを作成．
･ シミュレーション：RTL から P & R 後の寄生成
分付きの回路レベルまでのシミュレーションによる
検証．
･ レイアウト検証：DRC（レイアウトが図形的に
設計制約を満たしているか），LVS（レイアウトか
ら抽出されたネットリストが P & R 後のネットリ
ストと等しいか）等の検証．
･ 等価検証：P & R前後のネットリストが論理的に
等価かどうかを検証．
･ レイアウト設計：スタセル設計や，DRC エラー
を修正．

本設計フローを使用すれば，RTL やネットリストか
ら半自動で LSI を設計することが可能である．実際に
多数のチップが VDEC を通じてテープアウトされてい
る．図 1に例としてフローに組み込んでいるチップを示
す．設計済みの三つのマクロ（単位となる回路ブロック
を P & R したもの）に加えて，新たにもう一つマクロ
を組み込むことで設計フロー全体を理解できるように工
夫している．

4．シミュレーションから測定まで

LSI を設計するには，シミュレーションによる検証が
必須である．チップが完成した際には，測定を行いその
結果をまとめて発表，論文化することも必須である．通
常のASIC（Application Specific Integrated Circuit）ベ
ンダでは，TEG（Test Element Group，いわゆるテス
トチップ）を除き，良品選別のみを行えばよい．大学の
チップは単なる良品選別ではなく，測定結果から様々な
データを取る必要がある．テスト専門家はいないため，
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図 1 設計例のチップレイアウト



測定も学生や教員が担当しなければならない．
このような条件でも，簡単に検証とテストを実施でき

る環境の構築も行った．

4.1 Simulation & Test Package for Perl（ST）
チップ設計を始めた当初は，Cadence 社が提供して

いたテストベンチ記述からシミュレーション用のベクト
ルを自動生成するツールを用いて検証を行っていた．こ
のツールのサポートが切れたため，Perl を用いた同様
のツールを自作し，ST（Simulation & Test Package for
Perl）として公開した(2), (3)．ST は Perl の Package と
して提供し，下記のとおり簡単に利用することができ
る．使用法の詳細は文献(4)にて公開しているドキュメ
ントを御覧頂きたい．

#!/usr/bin/perl
use ST ;

ST で記述したテストベンチは，入力ベクトルだけで
なく期待値も記述することができる．回路・レジスタ転
送（RT : Register Transfer）・論理レベルの各シミュ
レーションで期待値比較を行う．期待値比較はシミュ
レータの機能や論理レベル記述言語の持つ比較機能を用
いており，シミュレーションを走らせるだけでよい．
チップ完成後の測定でも，テスタ用のテストベンチが
必要である．論理シミュレーション後の波形データをテ
ストベンチに変換する方法が一般的である．しかしこれ
では時間の掛かるシミュレーションを回す必要がある．
ST はテスタ用のテストベンチを直接出力できる．
VDEC 発足時に導入された HP 社の 83000，93000，本

学で所有している Hilevel 社の Griffin，MMS（三菱電
機マイコン機器ソフトウエア）社の MU300EM をサ
ポートしている．図 2 に ST を使った検証フローを示
す．

4.2 FPGAを用いた LSI テスト環境
LSI テスタは数千万円から数億円と非常に高額であ
る．ロジックアナライザ，任意波形発生器，電源を組み
合わせれば比較的安価にテスト環境を構築できるが制御
が非常に面倒である．MMS 社の協力で，FPGA を用い
た簡易 LSI テスタ MU300EM を作成した(5)．価格も
100 万円程度と科研費などの研究費で購入可能である．
ST を使えばMU300EM用のテストベンチを生成するこ
とも可能である．テストベンチはテキスト形式のため，
ST を使わずに作成することも可能である．可搬性もあ
るため，展示会や学会などのデモにも利用できる．大学
高専関係者であれば，VDEC にて年に 2 回開催してい
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図 2 STを使った LSI の検証フロー

図 3 FPGAボードを使った LSI の動作検証



るリフレッシュ教育にて，ST と本 FPGAボードを使っ
た LSI の検証フローの講習会に参加することができる．
図 3 に FPGA ボードを示す．PC とは USB ケーブルで
接続し，GUI にて LSI の動作を確認することができる．

5．最 後 に

本稿では，VDEC 発足前から現時点までの集積回路
設計と測定法についてまとめた．RTL やネットリスト
からのディジタル設計をターゲットとしているが，アナ
ログ設計されたマクロも組み込んだ AD 混載チップも
設計可能である．
微細化，CMP，銅配線プロセスの導入に伴い，密度

ルール，アンテナルール，最大配線幅など新しい設計
ルールが増加している．更なる微細化によるダブルパ
ターニングはレイアウト制約が非常に複雑である．
28 nm 以降の FinFET などのトランジスタ単価の非常
に高いプロセスが VDEC で導入されるのはまだまだ先
のことであるが，本設計フローでも対応したい．ルネサ
スエレクトロニクス社の 65 nm SOTB（Silicon On Thin
BOX）プロセスにおいてはこの設計フローを企業向け
シャトルサービス用にも公開している．ファブレス化が
急激に進んでいるが，LSI 設計のノウハウを持つ企業は
少ない．本設計フローを用いることで企業のASIC 開発
の一助となることも期待している．
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