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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路を設計する集積回路の最適化設計装置であって、
　回路の動作点解析を行なって動作領域判定データを求め、前記動作領域判定データに含
まれる節点電圧を回路トポロジー情報を用いてトランジスタのドレイン・ソース間電圧Ｖ
ｄｓ及びゲート・ソース間電圧Ｖｇｓに変換し、該トランジスタのドレイン・ソース間電
圧Ｖｄｓ及びゲート・ソース間電圧Ｖｇｓと前記動作領域判定データに含まれるトランジ
スタのドレイン・ソース間電流Ｉｄｓと閾値電圧を使って、動作領域が線形領域か飽和領
域かを判定する動作領域判定手段と、
　回路の直流解析叉は過渡特性解析を行なって動作領域解析データを求め、前記動作領域
解析データに含まれる節点電圧を回路トポロジー情報を用いてトランジスタのドレイン・
ソース間電圧Ｖｄｓ及びゲート・ソース間電圧Ｖｇｓに変換し、該トランジスタのドレイ
ン・ソース間電圧Ｖｄｓ及びゲート・ソース間電圧Ｖｇｓと前記動作領域解析データに含
まれるトランジスタのドレイン・ソース間電流Ｉｄｓを使って線形特性と飽和特性を出力
する動作領域解析手段と、
　ゲート幅Ｗ及びゲート長Ｌを含む回路パラメータを複数の所定の正負の値に変化させた
時の、回路の出力特性の変化を出力するスイープ感度解析手段と
を備えたことを特徴とする集積回路の最適化設計装置。
【請求項２】
　製造プロセスの変更や半導体の物理的仕様の変更にともない、第１の回路に対して同一
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の機能を有する第２の回路を設計する集積回路の最適化設計装置であって、
　回路の動作点解析を行なって動作領域判定データを求め、前記動作領域判定データに含
まれる節点電圧を回路トポロジー情報を用いてトランジスタのドレイン・ソース間電圧Ｖ
ｄｓ及びゲート・ソース間電圧Ｖｇｓに変換し、該トランジスタのドレイン・ソース間電
圧Ｖｄｓ及びゲート・ソース間電圧Ｖｇｓと前記動作領域判定データに含まれるトランジ
スタのドレイン・ソース間電流Ｉｄｓと閾値電圧を使って、動作領域が線形領域か飽和領
域かを判定する動作領域判定手段と、
　回路の直流解析叉は過渡特性解析を行なって動作領域解析データを求め、前記動作領域
解析データに含まれる節点電圧を回路トポロジー情報を用いてトランジスタのドレイン・
ソース間電圧Ｖｄｓ及びゲート・ソース間電圧Ｖｇｓに変換し、該トランジスタのドレイ
ン・ソース間電圧Ｖｄｓ及びゲート・ソース間電圧Ｖｇｓと前記動作領域解析データに含
まれるトランジスタのドレイン・ソース間電流Ｉｄｓを使って線形特性と飽和特性を出力
する動作領域解析手段と、
　前記第１の回路を構成するトランジスタに対応する前記第２の回路のトランジスタにつ
いて、回路シミュレータを用い、トランジスタ単位で最適化を行う素子最適化手段と
を備えたことを特徴とする集積回路の最適化設計装置。
【請求項３】
　製造プロセスの変更や半導体の物理的仕様の変更にともない、第１の回路に対して同一
の機能を有する第２の回路を設計する集積回路の最適化設計装置であって、
　回路の動作点解析を行なって動作領域判定データを求め、前記動作領域判定データに含
まれる節点電圧を回路トポロジー情報を用いてトランジスタのドレイン・ソース間電圧Ｖ
ｄｓ及びゲート・ソース間電圧Ｖｇｓに変換し、該トランジスタのドレイン・ソース間電
圧Ｖｄｓ及びゲート・ソース間電圧Ｖｇｓと前記動作領域判定データに含まれるトランジ
スタのドレイン・ソース間電流Ｉｄｓと閾値電圧を使って、動作領域が線形領域か飽和領
域かを判定する動作領域判定手段と、
　ゲート幅Ｗ及びゲート長Ｌを含む回路パラメータを複数の所定の正負の値に変化させた
時の、回路の出力特性の変化を出力するスイープ感度解析手段と
　前記第２の回路を構成する任意のトランジスタを指定し、指定した当該トランジスタに
ついて、回路シミュレータを用いて最適化を行うことで前記第２の回路の最適化を行う全
体最適化手段と
を備えたことを特徴とする集積回路の最適化設計装置。
【請求項４】
　製造プロセスの変更や半導体の物理的仕様の変更にともない、第１の回路に対して同一
の機能を有する第２の回路を設計する集積回路の最適化設計装置であって、
　回路の動作点解析を行なって動作領域判定データを求め、前記動作領域判定データに含
まれる節点電圧を回路トポロジー情報を用いてトランジスタのドレイン・ソース間電圧Ｖ
ｄｓ及びゲート・ソース間電圧Ｖｇｓに変換し、該トランジスタのドレイン・ソース間電
圧Ｖｄｓ及びゲート・ソース間電圧Ｖｇｓと前記動作領域判定データに含まれるトランジ
スタのドレイン・ソース間電流Ｉｄｓと閾値電圧を使って、動作領域が線形領域か飽和領
域かを判定する動作領域判定手段と、
　回路の直流解析叉は過渡特性解析を行なって動作領域解析データを求め、前記動作領域
解析データに含まれる節点電圧を回路トポロジー情報を用いてトランジスタのドレイン・
ソース間電圧Ｖｄｓ及びゲート・ソース間電圧Ｖｇｓに変換し、該トランジスタのドレイ
ン・ソース間電圧Ｖｄｓ及びゲート・ソース間電圧Ｖｇｓと前記動作領域解析データに含
まれるトランジスタのドレイン・ソース間電流Ｉｄｓを使って線形特性と飽和特性を出力
する動作領域解析手段と、
　前記第１の回路を構成するトランジスタに対応する前記第２の回路のトランジスタにつ
いて、回路シミュレータを用い、トランジスタ単位で最適化を行う素子最適化手段と、
　ゲート幅Ｗ及びゲート長Ｌを含む回路パラメータを複数の所定の正負の値に変化させた
時の、回路の出力特性の変化を出力するスイープ感度解析手段と
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　前記第２の回路を構成する任意のトランジスタを指定し、指定した当該トランジスタに
ついて、回路シミュレータを用いて最適化を行うことで前記第２の回路の最適化を行う全
体最適化手段と、
を備えたことを特徴とする集積回路の最適化設計装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、製造プロセスの変更や半導体の物理的仕様の変更等にともない、第１の回路に
対して同一の機能及び性能を有する第２の回路を設計する集積回路の最適化設計装置、集
積回路の最適化設計方法、及び集積回路の最適化設計方法を行うためのプログラムを記録
した記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来技術として特許文献１の回路動作の最適化は、回路動作をシミュレーションし、目標
値との差分情報を元に回路パラメータ（ゲート幅、ゲート長）の最適化を行なっている。
また特許文献２及び特許文献３の回路動作の最適化は、半導体回路のＭＯＳトランジスタ
の動作点特性に基づいて回路パラメータ（ゲート幅、ゲート長）の最適化を行なっている
。
また特許文献４及び特許文献５は、回路パラメータ（ゲート幅、ゲート長）を等価変換規
則に基づいて変換している。
【０００３】
【特許文献１】
特開平０８－１２３８５０号公報
【特許文献２】
特開平１０－１１２５０６号公報
【特許文献３】
特開平１１－　８５８２２号公報
【特許文献４】
特開２０００－２９９２７号公報
【特許文献５】
特許第３３１５３９１号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来の技術は、回路パラメータ（ゲート幅、ゲート長）の最適化において、差分、トラン
ジスタ領域、等価変換規則という手段で回路パラメータの最適化を行っている。これらは
いずれも回路の中の単体のトランジスタの回路パラメータ（ゲート幅、ゲート長）を最適
化するものであるが、単体のトランジスタを最適化しただけでは回路の特性を最適化する
ことはできないという問題点があった。
一方、最適化アルゴリズムを改良することにより回路全体の最適化を行なうことも考えら
れるが、単体のトランジスタの回路パラメータ（ゲート幅、ゲート長）を最適化しない場
合には、最適化に時間を要したり、設計者の意図した解が得られないという問題点があっ
た。特に、回路図上でパラメータを全て変数化する作業に時間を要する、プロセス変更の
場合にはトランジスタ特性の違いから過去に変数化した部分以外にも調整する箇所が発生
する、元の集積回路のトポロジーの変更はできない、最適化のためのシミュレーションに
膨大な時間が掛り実用的でないにもかかわらず良い結果が得られない、適切な回路パラメ
ータの解に到達しない、最適化の実行の途中で処理を中断した場合に途中結果を残さない
ので再度最適化を実行する場合には最初から実行しなければならない、最適化における目
標性能の種類に制限がある、設定すべきパラメータが多く使い勝手が悪い、最適化が全て
自動で行なわれるため設計者の意図が途中で介在できない、回路モデル毎に最適化の手順
と工程が決められるために不要な最適化処理も多い、回路毎に最適化の手順と工程が保存
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できない、等の問題点があった。
【０００５】
本発明は、トランジスタ単体間での最適化と回路全体としての最適化を組み合わせること
で、又はこれらの最適化を行うにあたっては動作領域の判定や、動作領域の解析、ＳＷＥ
ＥＰ感度解析などを適宜組み合わせることで、最適化精度が高く、設計者の意図する解に
短時間で到達可能な方法、装置、プログラムを提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
請求項１記載の本発明の集積回路の最適化設計装置は、回路を設計する集積回路の最適化
設計装置であって、回路の動作点解析を行ない、その結果得られる回路の節点電圧とトラ
ンジスタ電流Ｉｄｓを取り出し、取り出された節点電圧を回路トポロジー情報を用いてト
ランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに変換し、トランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖ
ｇｓ、トランジスタ電流Ｉｄｓと閾値電圧を使って動作領域（線形領域、飽和領域）を判
定する動作領域判定手段と、回路のＤＣ解析叉はＴＲＡＮ解析を行ない、その結果得られ
る回路の節点電圧とトランジスタ電流Ｉｄｓを取り出し、取り出された節点電圧を回路ト
ポロジー情報を用いてトランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに変換し、トランジスタ
の節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓとトランジスタ電流Ｉｄｓを使って線形特性（Ｉｄｓ－Ｖｇ
ｓ特性）と飽和特性（Ｉｄｓ－Ｖｄｓ特性）を表示する動作領域解析手段と、回路パラメ
ータ（ゲート幅Ｗ、ゲート長Ｌ）を±α（％）変化させた時の、回路の出力特性の変化を
表示するＳＷＥＥＰ感度解析手段とを備えたことを特徴とする。
請求項２記載の本発明の集積回路の最適化設計装置は、製造プロセスの変更や半導体の物
理的仕様の変更等にともない、第１の回路に対して同一の機能を有する第２の回路を設計
する集積回路の最適化設計装置であって、回路の動作点解析を行ない、その結果得られる
回路の節点電圧とトランジスタ電流Ｉｄｓを取り出し、取り出された節点電圧を回路トポ
ロジー情報を用いてトランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに変換し、トランジスタの
節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓ、トランジスタ電流Ｉｄｓと閾値電圧を使って動作領域（線形
領域、飽和領域）を判定する動作領域判定手段と、回路のＤＣ解析叉はＴＲＡＮ解析を行
ない、その結果得られる回路の節点電圧とトランジスタ電流Ｉｄｓを取り出し、取り出さ
れた節点電圧を回路トポロジー情報を用いてトランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに
変換し、トランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓとトランジスタ電流Ｉｄｓを使って線
形特性（Ｉｄｓ－Ｖｇｓ特性）と飽和特性（Ｉｄｓ－Ｖｄｓ特性）を表示する動作領域解
析手段と、前記第１の回路を構成するトランジスタに対応する前記第２の回路のトランジ
スタについて、回路シミュレータを用い、トランジスタ単位で最適化を行うＬＯＣＡＬ最
適化手段とを備えたことを特徴とする。
請求項３記載の本発明の集積回路の最適化設計装置は、製造プロセスの変更や半導体の物
理的仕様の変更等にともない、第１の回路に対して同一の機能を有する第２の回路を設計
する集積回路の最適化設計装置であって、回路の動作点解析を行ない、その結果得られる
回路の節点電圧とトランジスタ電流Ｉｄｓを取り出し、取り出された節点電圧を回路トポ
ロジー情報を用いてトランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに変換し、トランジスタの
節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓ、トランジスタ電流Ｉｄｓと閾値電圧を使って動作領域（線形
領域、飽和領域）を判定する動作領域判定手段と、回路パラメータ（ゲート幅Ｗ、ゲート
長Ｌ）を±α（％）変化させた時の、回路の出力特性の変化を表示するＳＷＥＥＰ感度解
析手段と、前記第２の回路を構成する任意のトランジスタを指定し、指定した当該トラン
ジスタについて、回路シミュレータを用いて最適化を行うことで前記第２の回路の最適化
を行うＧＬＯＢＡＬ最適化手段とを備えたことを特徴とする。
請求項４記載の本発明の集積回路の最適化設計装置は、製造プロセスの変更や半導体の物
理的仕様の変更等にともない、第１の回路に対して同一の機能を有する第２の回路を設計
する集積回路の最適化設計装置であって、回路の動作点解析を行ない、その結果得られる
回路の節点電圧とトランジスタ電流Ｉｄｓを取り出し、取り出された節点電圧を回路トポ
ロジー情報を用いてトランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに変換し、トランジスタの
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節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓ、トランジスタ電流Ｉｄｓと閾値電圧を使って動作領域（線形
領域、飽和領域）を判定する動作領域判定手段と、回路のＤＣ解析叉はＴＲＡＮ解析を行
ない、その結果得られる回路の節点電圧とトランジスタ電流Ｉｄｓを取り出し、取り出さ
れた節点電圧を回路トポロジー情報を用いてトランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに
変換し、トランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓとトランジスタ電流Ｉｄｓを使って線
形特性（Ｉｄｓ－Ｖｇｓ特性）と飽和特性（Ｉｄｓ－Ｖｄｓ特性）を表示する動作領域解
析手段と、前記第１の回路を構成するトランジスタに対応する前記第２の回路のトランジ
スタについて、回路シミュレータを用い、トランジスタ単位で最適化を行うＬＯＣＡＬ最
適化手段と、回路パラメータ（ゲート幅Ｗ、ゲート長Ｌ）を±α（％）変化させた時の、
回路の出力特性の変化を表示するＳＷＥＥＰ感度解析手段と、前記第２の回路を構成する
任意のトランジスタを指定し、指定した当該トランジスタについて、回路シミュレータを
用いて最適化を行うことで前記第２の回路の最適化を行うＧＬＯＢＡＬ最適化手段とを備
えたことを特徴とする。
請求項５記載の本発明の集積回路の最適化設計装置は、製造プロセスの変更や半導体の物
理的仕様の変更等にともない、第１の回路に対して同一の機能を有する第２の回路を設計
する集積回路の最適化設計方法であって、前記第１の回路を構成するトランジスタに対応
する前記第２の回路のトランジスタについて、回路シミュレータを用い、トランジスタ単
位で最適化を行うＬＯＣＡＬ最適化ステップと、前記ＬＯＣＡＬ最適化ステップの結果、
前記第２の回路が目標とするスペック範囲外の場合には、前記第２の回路を構成する任意
のトランジスタを指定し、指定した当該トランジスタについて、回路シミュレータを用い
て最適化を行うことで前記第２の回路の最適化を行うＧＬＯＢＡＬ最適化ステップとを備
えたことを特徴とする。
請求項６記載の本発明は、請求項５に記載の集積回路の最適化設計方法において、前記Ｌ
ＯＣＡＬ最適化ステップでは、前記第２の回路のトランジスタ毎に回路パラメータ（ゲー
ト幅Ｗ、ゲート長Ｌ）を、Ｗ値可変Ｌ値固定、Ｗ値固定Ｌ値可変、Ｗ／Ｌ比固定Ｗ値可変
、及びＷ／Ｌ比固定Ｌ値可変のいずれかの方法で最適化を行うことを特徴とする。
請求項７記載の本発明は、請求項５に記載の集積回路の最適化設計方法において、前記Ｇ
ＬＯＢＡＬ最適化ステップでは、前記第２の回路が最適化目標値範囲内に入るように、前
記第２の回路の任意のトランジスタについて回路パラメータ（ゲート幅Ｗ、ゲート長Ｌ）
を、Ｗ値可変Ｌ値固定、Ｗ値固定Ｌ値可変、Ｗ／Ｌ比固定Ｗ値可変、及びＷ／Ｌ比固定Ｌ
値可変のいずれかの方法でトランジスタ群の最適化を行うことを特徴とする。
請求項８記載の本発明は、請求項５に記載の集積回路の最適化設計方法において、前記Ｇ
ＬＯＢＡＬ最適化ステップに先だって、前記第１の回路に用いているトランジスタと当該
トランジスタに対応する前記第２の回路のトランジスタとについて、回路パラメータ（ゲ
ート幅Ｗ、ゲート長Ｌ）を±α（％）変化させた時の、回路の出力特性の変化を表示する
ＳＷＥＥＰ感度解析ステップを備えたことを特徴とする。
請求項９記載の本発明は、請求項５に記載の集積回路の最適化設計方法において、前記第
１の回路に用いているトランジスタと当該トランジスタに対応する前記第２の回路のトラ
ンジスタとについて、回路のＤＣ解析叉はＴＲＡＮ解析を行ない、その結果得られる回路
の節点電圧とトランジスタ電流Ｉｄｓを取り出し、取り出された節点電圧を回路トポロジ
ー情報を用いてトランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに変換し、トランジスタの節点
間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓとトランジスタ電流Ｉｄｓを使って線形特性（Ｉｄｓ－Ｖｇｓ特性
）と飽和特性（Ｉｄｓ－Ｖｄｓ特性）を表示する動作領域解析ステップを備えたことを特
徴とする。
請求項１０記載の本発明のプログラムは、製造プロセスの変更や半導体の物理的仕様の変
更等にともない、第１の回路に対して同一の機能を有する第２の回路を設計する集積回路
の最適化設計方法を行うためのプログラムであって、前記第１の回路を構成するトランジ
スタに対応する前記第２の回路のトランジスタについて、回路シミュレータを用い、トラ
ンジスタ単位で最適化を行うＬＯＣＡＬ最適化手段と、前記第２の回路を構成する任意の
トランジスタを指定し、指定した当該トランジスタについて、回路シミュレータを用いて
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最適化を行うことで前記第２の回路の最適化を行うＧＬＯＢＡＬ最適化手段とを備えたこ
とを特徴とする。
請求項１１記載の本発明は、請求項１０に記載のプログラムにおいて、前記ＬＯＣＡＬ最
適化手段では、トランジスタ毎に回路パラメータ（ゲート幅Ｗ、ゲート長Ｌ）を、Ｗ値可
変Ｌ値固定、Ｗ値固定Ｌ値可変、Ｗ／Ｌ比固定Ｗ値可変、及びＷ／Ｌ比固定Ｌ値可変のい
ずれかの方法で最適化を行うことを特徴とする。
請求項１２記載の本発明は、請求項１０に記載のプログラムにおいて、前記ＧＬＯＢＡＬ
最適化プログラムでは、前記第２の回路が最適化目標値範囲内に入るように、前記第２の
回路の任意のトランジスタについて回路パラメータ（ゲート幅Ｗ、ゲート長Ｌ）を、Ｗ値
可変Ｌ値固定、Ｗ値固定Ｌ値可変、Ｗ／Ｌ比固定Ｗ値可変、及びＷ／Ｌ比固定Ｌ値可変の
いずれかの方法でトランジスタ群の最適化を行うことを特徴とする。
請求項１３記載の本発明は、請求項１０に記載のプログラムにおいて、前記第１の回路に
用いているトランジスタと当該トランジスタに対応する前記第２の回路のトランジスタと
について、回路パラメータ（ゲート幅Ｗ、ゲート長Ｌ）を±α（％）変化させた時の、回
路の出力特性の変化を表示するＳＷＥＥＰ感度解析手段を備えたことを特徴とする。
請求項１４記載の本発明は、請求項１０に記載のプログラムにおいて、前記第１の回路に
用いているトランジスタと当該トランジスタに対応する前記第２の回路のトランジスタと
について、回路のＤＣ解析叉はＴＲＡＮ解析を行ない、その結果得られる回路の節点電圧
とトランジスタ電流Ｉｄｓを取り出し、取り出された節点電圧を回路トポロジー情報を用
いてトランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに変換し、トランジスタの節点間電圧Ｖｄ
ｓ、Ｖｇｓとトランジスタ電流Ｉｄｓを使って線形特性（Ｉｄｓ－Ｖｇｓ特性）と飽和特
性（Ｉｄｓ－Ｖｄｓ特性）を演算する手段を備えたことを特徴とする。
請求項１５記載の本発明の記録媒体は、集積回路の最適化設計装置に用いる動作領域判定
プログラムを記憶した記録媒体であって、回路の動作点解析を行ない、その結果得られる
回路の節点電圧とトランジスタ電流Ｉｄｓを取り出し、取り出された節点電圧を回路トポ
ロジー情報を用いてトランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに変換し、トランジスタの
節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓ、トランジスタ電流Ｉｄｓと閾値電圧を使って動作領域（線形
領域、飽和領域）を判定する動作領域判定プログラムを記憶したことを特徴とする。
請求項１６記載の本発明の記録媒体は、集積回路の最適化設計装置に用いる動作領域解析
プログラムを記憶した記録媒体であって、回路のＤＣ解析叉はＴＲＡＮ解析を行ない、そ
の結果得られる回路の節点電圧とトランジスタ電流Ｉｄｓを取り出し、取り出された節点
電圧を回路トポロジー情報を用いてトランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに変換し、
トランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓとトランジスタ電流Ｉｄｓを使って線形特性（
Ｉｄｓ－Ｖｇｓ特性）と飽和特性（Ｉｄｓ－Ｖｄｓ特性）を表示する動作領域解析プログ
ラムを記憶したことを特徴とする。
請求項１７記載の本発明の記録媒体は、集積回路の最適化設計装置に用いるＳＷＥＥＰ感
度解析プログラムを記憶した記録媒体であって、回路パラメータ（ゲート幅Ｗ、ゲート長
Ｌ）を±α（％）変化させた時の、回路の出力特性の変化を表示するＳＷＥＥＰ感度解析
プログラムを記憶したことを特徴とする。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明の第１の実施の形態による集積回路の最適化設計装置は、動作領域（線形領域、飽
和領域）を判定する動作領域判定手段と、線形特性（Ｉｄｓ－Ｖｇｓ特性）と飽和特性（
Ｉｄｓ－Ｖｄｓ特性）を表示する動作領域解析手段と、回路の出力特性の変化を表示する
ＳＷＥＥＰ感度解析手段とを備えたものであり、これらの回路分析を行えることで、例え
ばＬＯＣＡＬ最適化やＧＬＯＢＡＬ最適化を容易に行うことができるとともに、一般的な
回路設計においても特別なノウハウを持たなくても回路設計を行うことができる。
本発明の第２の実施の形態による集積回路の最適化設計装置は、動作領域（線形領域、飽
和領域）を判定する動作領域判定手段と、線形特性（Ｉｄｓ－Ｖｇｓ特性）と飽和特性（
Ｉｄｓ－Ｖｄｓ特性）を表示する動作領域解析手段と、トランジスタ単位で最適化を行う
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ＬＯＣＡＬ最適化手段とを備えたものであり、動作領域の判定と解析を事前に行うことで
、ＬＯＣＡＬ最適化を容易に行うことができる。
本発明の第３の実施の形態による集積回路の最適化設計装置は、動作領域（線形領域、飽
和領域）を判定する動作領域判定手段と、回路の出力特性の変化を表示するＳＷＥＥＰ感
度解析手段と、第２の回路の最適化を行うＧＬＯＢＡＬ最適化手段とを備えたものであり
、動作領域の判定と感度解析を事前に行うことで、ＧＬＯＢＡＬ最適化を容易に行うこと
ができる。
本発明の第４の実施の形態による集積回路の最適化設計装置は、動作領域（線形領域、飽
和領域）を判定する動作領域判定手段と、線形特性（Ｉｄｓ－Ｖｇｓ特性）と飽和特性（
Ｉｄｓ－Ｖｄｓ特性）を表示する動作領域解析手段と、トランジスタ単位で最適化を行う
ＬＯＣＡＬ最適化手段と、回路の出力特性の変化を表示するＳＷＥＥＰ感度解析手段と、
第２の回路の最適化を行うＧＬＯＢＡＬ最適化手段とを備えたものであり、動作領域の判
定と解析を事前に行うことで、ＬＯＣＡＬ最適化を容易に行え、更に感度解析を事前に行
うことで、ＧＬＯＢＡＬ最適化を容易に行うことができる。
本発明の第５の実施の形態による集積回路の最適化設計方法は、トランジスタ単位で最適
化を行うＬＯＣＡＬ最適化ステップと、第２の回路の最適化を行うＧＬＯＢＡＬ最適化ス
テップとを備えたものであり、ＬＯＣＡＬ最適化を行った後に、ＧＬＯＢＡＬ最適化を行
うことで、最適化を短時間で容易に行うことができる。
本発明の第６の実施の形態は、第５の実施の形態による集積回路の最適化設計方法におい
て、ＬＯＣＡＬ最適化ステップでは、第２の回路のトランジスタ毎に回路パラメータ（ゲ
ート幅Ｗ、ゲート長Ｌ）を、Ｗ値可変Ｌ値固定、Ｗ値固定Ｌ値可変、Ｗ／Ｌ比固定Ｗ値可
変、及びＷ／Ｌ比固定Ｌ値可変のいずれかの方法で最適化を行うものであり、ＬＯＣＡＬ
最適化を容易に行うことができる。
本発明の第７の実施の形態は、第５の実施の形態による集積回路の最適化設計方法におい
て、ＧＬＯＢＡＬ最適化ステップでは、第２の回路が最適化目標値範囲内に入るように、
第２の回路の任意のトランジスタについて回路パラメータ（ゲート幅Ｗ、ゲート長Ｌ）を
、Ｗ値可変Ｌ値固定、Ｗ値固定Ｌ値可変、Ｗ／Ｌ比固定Ｗ値可変、及びＷ／Ｌ比固定Ｌ値
可変のいずれかの方法でトランジスタ群の最適化を行うものであり、ＧＬＯＢＡＬ最適化
を容易に行うことができる。
本発明の第８の実施の形態は、第５の実施の形態による集積回路の最適化設計方法におい
て、ＧＬＯＢＡＬ最適化ステップに先だって、第１の回路に用いているトランジスタと当
該トランジスタに対応する第２の回路のトランジスタとについて、回路の出力特性の変化
を表示するＳＷＥＥＰ感度解析ステップを備えたものであり、特にＧＬＯＢＡＬ最適化を
容易に行うことができる。
本発明の第９の実施の形態は、第５の実施の形態による集積回路の最適化設計方法におい
て、第１の回路に用いているトランジスタと当該トランジスタに対応する第２の回路のト
ランジスタとについて、線形特性（Ｉｄｓ－Ｖｇｓ特性）と飽和特性（Ｉｄｓ－Ｖｄｓ特
性）を表示する動作領域解析ステップを備えたものであり、最適化を容易に行うことがで
きる。
本発明の第１０の実施の形態による集積回路の最適化設計方法を行うためのプログラムは
、トランジスタ単位で最適化を行うＬＯＣＡＬ最適化手段と、第２の回路の最適化を行う
ＧＬＯＢＡＬ最適化手段とを備えたものであり、ＬＯＣＡＬ最適化とＧＬＯＢＡＬ最適化
を行うことができる。
本発明の第１１の実施の形態は、第１０の実施の形態による集積回路の最適化設計方法を
行うためのプログラムにおいて、ＬＯＣＡＬ最適化手段では、トランジスタ毎に回路パラ
メータ（ゲート幅Ｗ、ゲート長Ｌ）を、Ｗ値可変Ｌ値固定、Ｗ値固定Ｌ値可変、Ｗ／Ｌ比
固定Ｗ値可変、及びＷ／Ｌ比固定Ｌ値可変のいずれかの方法で最適化を行うものであり、
ＬＯＣＡＬ最適化を容易に行うことができる。
本発明の第１２の実施の形態は、第１０の実施の形態による集積回路の最適化設計方法を
行うためのプログラムにおいて、ＧＬＯＢＡＬ最適化手段では、第２の回路が最適化目標
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値範囲内に入るように、第２の回路の任意のトランジスタについて回路パラメータ（ゲー
ト幅Ｗ、ゲート長Ｌ）を、Ｗ値可変Ｌ値固定、Ｗ値固定Ｌ値可変、Ｗ／Ｌ比固定Ｗ値可変
、及びＷ／Ｌ比固定Ｌ値可変のいずれかの方法でトランジスタ群の最適化を行うものであ
り、ＧＬＯＢＡＬ最適化を容易に行うことができる。
本発明の第１３の実施の形態は、第１０の実施の形態による集積回路の最適化設計方法を
行うためのプログラムにおいて、第１の回路に用いているトランジスタと当該トランジス
タに対応する第２の回路のトランジスタとについて、回路パラメータ（ゲート幅Ｗ、ゲー
ト長Ｌ）を±α（％）変化させた時の、回路の出力特性の変化を表示するＳＷＥＥＰ感度
解析手段を備えたものであり、最適化を容易に行うことができる。
本発明の第１４の実施の形態は、第１０の実施の形態による集積回路の最適化設計方法を
行うためのプログラムにおいて、線形特性（Ｉｄｓ－Ｖｇｓ特性）と飽和特性（Ｉｄｓ－
Ｖｄｓ特性）を演算する手段を備えたものであり、最適化を容易に行うことができる。
本発明の第１５の実施の形態による集積回路の最適化設計方法を行うためのプログラムを
記録した記録媒体は、回路の動作点解析を行ない、その結果得られる回路の節点電圧とト
ランジスタ電流Ｉｄｓを取り出し、取り出された節点電圧を回路トポロジー情報を用いて
トランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに変換し、トランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、
Ｖｇｓ、トランジスタ電流Ｉｄｓと閾値電圧を使って動作領域（線形領域、飽和領域）を
判定する動作領域判定プログラムを備えたものであり、動作領域の判定を行うことができ
るため、最適化を容易に行うことができる。
本発明の第１６の実施の形態による集積回路の最適化設計方法を行うためのプログラムを
記録した記録媒体は、回路のＤＣ解析叉はＴＲＡＮ解析を行ない、その結果得られる回路
の節点電圧とトランジスタ電流Ｉｄｓを取り出し、取り出された節点電圧を回路トポロジ
ー情報を用いてトランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに変換し、トランジスタの節点
間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓとトランジスタ電流Ｉｄｓを使って線形特性（Ｉｄｓ－Ｖｇｓ特性
）と飽和特性（Ｉｄｓ－Ｖｄｓ特性）を表示する動作領域解析プログラムを備えたもので
あり、動作領域の解析を行うことができるため、最適化を容易に行うことができる。
本発明の第１７の実施の形態による集積回路の最適化設計方法を行うためのプログラムを
記録した記録媒体は、回路パラメータ（ゲート幅Ｗ、ゲート長Ｌ）を±α（％）変化させ
た時の、回路の出力特性の変化を表示するＳＷＥＥＰ感度解析プログラムを備えたもので
あり、感度解析を事前に行うことができるため、最適化を容易に行うことができる。
【０００８】
【実施例】
　本発明の一実施例による集積回路の最適化設計装置について、図面を参照して説明する
。以下の説明で使用する用語については、ＴＲＡＮ解析は回路の過渡特性の解析、
ＤＣ解析は回路の直流動作点の解析、ＳＷＥＥＰ感度解析は回路の出力特性のパラメータ
感度の解析、ＬＯＣＡＬ最適化は素子単位での最適化、ＧＬＯＢＡＬ最適化は回路全体で
の最適化、を夫々意味する。
　図１は、本実施例による集積回路の最適化設計装置の全体構成を示すブロック図である
。
　本実施例による集積回路の最適化設計装置は、製造プロセスの変更や半導体の物理的仕
様の変更等にともない、旧回路である初期回路（第１の回路）に対して同一の機能を有す
る新回路である最適化回路（第２の回路）を設計する集積回路の最適化設計装置であり、
最適化設計プログラムである最適化シミュレーションオプティマイザ１とデータ記憶手段
とを備えている。
　データ記憶手段としては、初期回路接続ファイル２１と、ルールファイル２２と、旧モ
デル（第１の回路）パラメータファイル２３と、新モデル（第２の回路）パラメータファ
イル２４と、最適化回路（第２の回路）接続ファイル２５と、データベース２６とより構
成されている。
　初期回路（第１の回路）接続ファイル２１は、旧回路図データベース２７から取り出さ
れた回路接続データが記録されたファイルであり、回路の節点名や使用している素子名な



(9) JP 4202120 B2 2008.12.24

10

20

30

40

50

どのデータが記録されている。
　ルールファイル２２は、半導体プロセスに依存する素子のパラメータが記録されている
。例えば、ＭＯＳＦＥＴ素子の場合には、「素子の種類」「旧モデル名」「新モデル名」
「ＶＴＨ」「ＬＷ調整」「誤差」「Ｗに関する最小値及び最大値」「Ｌに関する最小値及
び最大値」「Ｖｂｓ値」「Ｖｇｓに関する最小値及び最大値」「Ｖｄｓに関する最小値及
び最大値」が記録されている。また抵抗素子や容量素子の場合には、「素子の種類」「最
小値」「最大値」が記録されている。
　「素子の種類」では、ＭＯＳＦＥＴ素子は“Ｍ”、抵抗素子は“Ｒ”、容量素子は“Ｃ
”を記述している。「旧モデル名」では、初期ＳＰＩＣＥネットリストで使用されている
ＭＯＳＦＥＴのモデル名を記述する。「新モデル名」では、最適化ＳＰＩＣＥネットリス
トで使用予定のＭＯＳＦＥＴのモデル名を記述する。
「ＶＴＨ」では、ＭＯＳ　ＴｒのＶＢＳ＝０の時の閾値電圧を記述する。「ＬＷ調整」に
おいて、「ＶＷ＿ＦＬ」はＬ値を固定してＷ値で最適化、「ＶＷ＿ＦＡ」はＷ／Ｌ比を固
定してＷ値で最適化、「ＶＬ＿ＦＷ」はＷ値を固定してＬ値で最適化、「ＶＬ＿ＦＡ」は
Ｗ／Ｌ比を固定してＬ値で最適化することを意味している。「誤差」では、ＬＯＣＡＬ最
適化で使用する各モデル毎の旧プロセスと新プロセス間の誤差（％）を記述する。「Ｗ」
はＷ値であり最小値と最大値を記述する。「Ｌ」はＬ値であり最小値と最大値を記述する
。「Ｖｂｓ」はＶｂｓのキーワードを示し、最適化したいＶｂｓの解析電圧値を記述する
。「Ｖｇｓ」はＶｇｓのキーワードを示し、Ｖｇｓ印加電圧のＮｃｈ　Ｔｒの最小値、Ｐ
ｃｈ　Ｔｒの最大値、Ｖｇｓ印加電圧のＮｃｈ　Ｔｒの最大値、Ｐｃｈ　Ｔｒの最小値を
記述する。「Ｖｄｓ」Ｖｄｓのキーワードを示し、Ｖｄｓ印加電圧のＮｃｈ　Ｔｒの最小
値、Ｐｃｈ　Ｔｒの最大値、Ｖｄｓ印加電圧のＮｃｈ　Ｔｒの最大値、Ｐｃｈ　Ｔｒの最
小値を記述する。
【０００９】
旧モデルパラメータファイル２３は、既に完成している集積回路である旧モデルで使用し
ている素子に関して、回路シミュレータで使用される電流－電圧（Ｉ－Ｖ）特性を表現す
る関数の係数をある一定のルールの元に羅列したパラメータ群が記録されている。新モデ
ルパラメータファイル２４は、これから設計しようとしている集積回路である新モデルで
使用予定の素子に関して、回路シミュレータ３で使用される電流－電圧（Ｉ－Ｖ）特性を
表現する関数の係数をある一定のルールの元に羅列したパラメータ群が記録されている。
最適化回路接続ファイル２５は、新モデルに関して、最適化処理を行った結果の最適化さ
れた回路接続データが記録されている。
データベース２６は、回路接続データベース２６Ａと、コントロール設定データベース２
６Ｂと、スペック設定データベース２６Ｃとより構成されている。
回路接続データベース２６Ａは、「定義節点名」「素子名」「旧モデル名」「新モデル名
」「ＶＴＨ」「ペア」「最適化領域」「誤差」「ＷＬ調整」「ＤＣ感度」「ＴＲＡＮ感度
」「ＡＣ感度」「ＧＬＯＢＡＬ最適化」「Ｗ」「Ｌ」「Ｖｂｓ」「Ｖｇｓ」「Ｖｄｓ」及
び「節点名」を記憶する。ここで「定義節点名」は旧回路接続ファイル名から取り出され
たサブサーキットの節点名、「素子名」は旧回路接続ファイル名から取り出されたトラン
ジスタ、抵抗、容量等の名前、「旧モデル名」は旧回路接続ファイル名から取り出された
トランジスタのモデル名、「新モデル名」は新回路接続ファイル名で使用されるトランジ
スタのモデル名、「ＶＴＨ」は自動領域判定で使用される閾値電圧（飽和領域と線形領域
の判定に使用）、「ペア」はトランジスタのペア性を示すペア名称、「最適化領域」はＬ
ＯＣＡＬ最適で行なわれる最適化領域（飽和領域と線形領域）、「誤差」はＬＯＣＡＬ最
適時に設定する誤差値である。「ＷＬ調整」はＷ値（可変）でＬ値（固定）若しくはＷ／
Ｌ比（固定）又はＬ値（可変）でＷ値（固定）若しくはＷ／Ｌ比（固定）の選択内容であ
り、「ＤＣ感度」、「ＴＲＡＮ感度」「ＡＣ感度」は感度出力と感度値（%）の指定内容
である。「ＧＬＯＢＡＬ最適化」は指定の欄（最適化の対象として指定する欄）とともに
ＧＬＯＢＡＬ最適化の対象スペック名がカンマで羅列され、「Ｗ」と「Ｌ」は最適化の行
なわれるトランジスタパラメータで、最小値、最大値、刻み、初期値、ＬＯＣＡＬ、及び
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ＧＬＯＢＡＬを入力可能となっている。「Ｖｂｓ」「Ｖｇｓ」及び「Ｖｄｓ」はＬＯＣＡ
Ｌ最適で使用する共通の値で、個別の変更も可能で、最小値、最大値を指定可能となって
いる。「節点名」は動作領域解析の結果を取り出し、表示する場合に使用する節点名であ
り、回路トポロジー情報が記憶されている。
コントロール設定データベース２６Ｂは、回路シミュレータの実行に必要なコントロール
データを記憶している。例えば図１１に示すように、ＤＣ電源電圧、ＤＣ解析条件、ＤＣ
出力変数、ＴＲＡＮ電源電圧、ＴＲＡＮ解析条件、ＴＲＡＮ出力変数、ＡＣ電源電圧、Ａ
Ｃ解析条件、ＡＣ出力変数、及び温度解析条件を記憶している。
スペック設定データベース２６Ｃは、回路シミュレータの実行に必要なスペックデータを
記憶している。例えば図１２に示すように、スペック名とともに、実行順序、解析条件、
誤差(%)、出力変数（スペック特性）、及び温度条件が回路のスペックとして記憶され、
それぞれの入力に対する、出力、目標値、最小値、重み、結果、及びコメントが記憶され
ている。
【００１０】
最適化シミュレーションオプティマイザ１は、実行プログラム１０とその他の処理手段と
を備えている。
実行プログラム１０は、動作領域判定手段１１、動作領域解析手段１２、ＳＷＥＥＰ感度
解析手段１３、ＬＯＣＡＬ最適化手段１４、及びＧＬＯＢＡＬ最適化手段１５とを備えて
いる。
最適化シミュレーションオプティマイザ１は、その他の処理手段として、初期回路接続フ
ァイル２１から回路接続データを抽出する初期回路接続データ展開手段２、ルールファイ
ル２２からルールデータを抽出するルールデータ展開手段３、コントロール設定データベ
ース２６Ｂから実行プログラム１０に必要なコントロールデータを抽出する処理データ抽
出手段４、スペック設定データベース２６Ｃから実行プログラム１０に必要なスペックデ
ータを抽出する処理データ抽出手段５、回路接続データベース２６Ａから実行プログラム
１０に必要な回路接続データを抽出する処理データ抽出手段６、動作領域判定手段１１、
ＬＯＣＡＬ最適化手段１４、及びＧＬＯＢＡＬ最適化手段１５からの判定、最適化データ
を回路接続データベース２６Ａに格納する判定／最適化データ格納手段７、回路接続デー
タベース２６Ａから抽出した新モデルの回路に関する最適化データを最適化回路接続ファ
イル２５に格納する最適化回路接続データ格納手段８とを備えている。また、最適化シミ
ュレーションオプティマイザ１は、動作領域解析手段１２で解析した動作領域の解析結果
を格納し表示する手段１６、ＳＷＥＥＰ感度解析手段１３で解析した感度解析結果を格納
し表示する手段１７とを備えている。
【００１１】
本実施例による最適化シミュレーションオプティマイザ１は、初期回路接続ファイル２１
、ルールファイル２２、旧モデルパラメータファイル２３、新モデルパラメータファイル
２４を入力し、データベース２６とのデータ入出力を繰り返しながら集積回路の最適化を
行う。例えば動作領域判定手段１１で判定された動作領域のデータは、回路接続データベ
ース２６Ａに格納された後に、動作領域解析手段１２、ＳＷＥＥＰ感度解析手段１３、Ｌ
ＯＣＡＬ最適化手段１４、又はＧＬＯＢＡＬ最適化手段１５に用いられる。また、ＬＯＣ
ＡＬ最適化手段１４で最適化されたデータは、回路接続データベース２６Ａに格納された
後に、ＧＬＯＢＡＬ最適化手段１５に用いられる。このようにして最適化が行われた最適
化結果は最適化回路接続ファイル２５に出力される。
なお、図１において、ＳＷＥＥＰ感度解析手段１３での感度解析結果は表示出力するもの
として示したが、この感度解析結果のデータを回路接続データベース２６Ａに格納するこ
ともできる。このように、ＳＷＥＥＰ感度解析手段１３での感度解析結果を回路接続デー
タベース２６Ａに格納することによって、ＧＬＯＢＡＬ最適化手段１５の実行を行う際の
、最適化の対象とするトランジスタを自動的に特定することができる。
【００１２】
図２は、図１に示す実行プログラム１０が有する機能の処理手順を示すフローチャートで
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ある。本実施例による最適化設計装置は、集積回路の最適化設計を行うにあたって、旧モ
デルの集積回路を分析するＡｎａｌｙｚｅｒ処理、新モデルの集積回路を構成する個々の
トランジスタについて、対応する旧モデルの集積回路のトランジスタと同一機能となるよ
うに最適化を行うＬＯＣＡＬ最適化処理、新モデルの集積回路が旧モデルの集積回路と同
一機能となるように最適化を行うＧＬＯＢＡＬ最適化処理、ＬＯＣＡＬ最適化処理とＧＬ
ＯＢＡＬ最適化処理を取り入れた最適化処理を実行することができる。
Ａｎａｌｙｚｅｒ処理では、動作領域判定処理、動作領域解析処理、及びＳＷＥＥＰ感度
解析処理により旧モデルの回路の分析処理を行う。なお、この分析処理にあたっては、動
作領域判定処理と動作領域解析処理とを選択的に利用することもできる。
ＬＯＣＡＬ最適化処理では、動作領域判定処理、動作領域解析処理、及びＬＯＣＡＬ最適
化処理により新モデルを構成する個々のトランジスタの最適化が可能となる。なお、この
最適化処理にあたっては、動作領域判定処理と動作領域解析処理とを選択的に利用するこ
ともできる。
ＧＬＯＢＡＬ最適化処理では、動作領域判定処理、ＳＷＥＥＰ感度解析処理、及びＧＬＯ
ＢＡＬ最適化処理により新モデルの集積回路の最適化が可能となる。この最適化処理にあ
たっては、動作領域判定処理とＳＷＥＥＰ感度解析処理とを選択的に利用することもでき
る。
最適化処理では、動作領域判定処理、動作領域解析処理、ＬＯＣＡＬ最適化処理、ＳＷＥ
ＥＰ感度解析処理、及びＧＬＯＢＡＬ最適化処理により回路の最適化が精度良く、高速に
処理できるようになる。
以上は動作領域判定手段１４、動作領域解析手段１５、ＳＷＥＥＰ感度解析手段１６、Ｌ
ＯＣＡＬ最適化手段１７とＧＬＯＢＡＬ最適化手段１８の組合せの例であるが、その他の
組合せも可能となる。
【００１３】
次に、全自動最適化処理の一実施例について図３を用いて説明する。
まず、動作領域判定処理（Ｓ１）、動作領域解析処理（Ｓ２）、及びＬＯＣＡＬ最適化処
理（Ｓ３）により新モデルを構成する個々のトランジスタの最適化を行う。
Ｓ３にて個々のトランジスタの最適化を行った後に、ＤＣ電圧が一致しているか否かの判
断を行う（Ｓ４）
Ｓ４にてＤＣ電圧が一致しない場合には、ＳＷＥＥＰ感度解析（Ｓ５）を行い、回路パラ
メータを変化させた時の、回路の出力特性の変化を出力する。そしてこの出力結果から、
最適化に必要な出力変数が、予め記憶させている規定値以上の誤差を示す素子に対して、
回路シミュレータを用いてＧＬＯＢＡＬ最適化を行う（Ｓ６）。
Ｓ４にてＤＣ電圧が一致する場合、又はＳ６にてＧＬＯＢＡＬ最適化を行った後に、消費
電流が一致するか否かを判断する（Ｓ７）。
Ｓ７にて消費電流が一致しない場合には、電流調整用素子を調整するか否かを判断し（Ｓ
８）、この電流調整用素子を調整する場合にはそのままＧＬＯＢＡＬ最適化を行い（Ｓ１
０）、この電流調整用素子を調整しない場合には、ゲート幅Ｗの大きな素子を調整（Ｓ９
）した後にＧＬＯＢＡＬ最適化を行う（Ｓ１０）。Ｓ７にて消費電流が一致する場合、又
はＳ１０にてＧＬＯＢＡＬ最適化を行った後に、ＡＣ特性が一致するか否かを判断する（
Ｓ１１）。
Ｓ１１にてＡＣ特性が一致しない場合には、ＳＷＥＥＰ感度解析を行って、利得、位相特
性から、利得、遮断周波数、位相余裕について感度の強い素子を抽出する（Ｓ１２）。そ
して抽出した素子について回路シミュレータを用いて最適化を行うことでＧＬＯＢＡＬ最
適化を行う（Ｓ１３）
Ｓ１１にてＡＣ特性が一致する場合、又はＳ１３にてＧＬＯＢＡＬ最適化を行った後に、
ＴＲＡＮ特性が一致するか否かを判断する（Ｓ１４）。
Ｓ１４にてＴＲＡＮ特性が一致しない場合には、出力段領域の素子をルールベース検索に
て抽出し（Ｓ１５）、抽出した素子について回路シミュレータを用いて最適化を行うこと
でＧＬＯＢＡＬ最適化を行う（Ｓ１６）
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Ｓ１４にてＴＲＡＮが一致する場合、又はＳ１６にてＧＬＯＢＡＬ最適化を行うことで全
自動最適化処理を終了する。
【００１４】
図４は、図１に示す実行プログラム１０が有する機能の処理手順を示すフローチャートで
ある。
動作領域判定手段１１では、まず回路接続データベース２６Ａとコントロール設定データ
ベース２６Ｂと旧モデルパラメータファイル２３から、動作領域の判定に必要なデータを
抽出して動作領域判定データを作成する。作成した動作領域判定データは一旦格納され、
この動作領域判定データをもとに、回路シミュレータを用いて旧モデルの集積回路につい
て動作点解析を行なう。この動作点解析によって得られた動作領域判定結果は一旦格納さ
れる。そして格納された動作領域判定結果のデータから旧モデルの集積回路の節点電圧と
トランジスタ電流Ｉｄｓとの取り出し処理を行う。この処理によって取り出されたトラン
ジスタ電流Ｉｄｓは一旦格納される。取り出された節点電圧は、回路トポロジー情報を用
いてトランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに変換処理し、このトランジスタの節点間
電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓを一旦格納する。そして、トランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓ
と、トランジスタ電流Ｉｄｓと、閾値電圧を使って、動作領域が線形領域か飽和領域かを
自動判定する。判定された動作領域に関するデータは、回路接続データベース２６Ａに格
納される。
【００１５】
図５は、図１に示す実行プログラム１０が有する動作領域解析手段１２の処理手順を示す
フローチャートである。
まず、旧モデルの集積回路の動作領域解析処理について説明する。
動作領域解析手段１２では、まず回路接続データベース２６Ａとコントロール設定データ
ベース２６Ｂと旧モデルパラメータファイル２３から、動作領域の解析に必要なデータを
抽出して旧動作領域解析データを作成する。作成した旧動作領域解析データは一旦格納さ
れ、この旧動作領域解析データをもとに、回路シミュレータを用いて旧モデルの集積回路
について回路のＤＣ解析叉はＴＲＡＮ解析を行なう。なお、回路のＤＣ解析とＴＲＡＮ解
析を共に行ってもよい。この動作領域解析によって得られた動作領域解析結果は一旦格納
される。そして格納された動作領域解析結果のデータから旧モデルの集積回路の節点電圧
とトランジスタ電流Ｉｄｓとの取り出し処理を行う。この処理によって取り出されたトラ
ンジスタ電流Ｉｄｓは一旦格納される。取り出された節点電圧は、回路トポロジー情報を
用いてトランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに変換処理し、このトランジスタの節点
間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓを一旦格納する。そして、トランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇ
ｓとトランジスタ電流Ｉｄｓを使って、線形特性（Ｉｄｓ－Ｖｇｓ特性）と飽和特性（Ｉ
ｄｓ－Ｖｄｓ特性）を解析し出力処理する。
次に、新モデルの集積回路の動作領域解析処理について説明する。Ａｎａｌｙｚｅｒ処理
では旧モデルの集積回路の動作領域解析処理で終わるが、ＬＯＣＡＬ最適化処理とＧＬＯ
ＢＡＬ最適化処理の場合は、さらに、新モデルの集積回路の動作領域解析処理を行う。
動作領域解析手段１２では、まず回路接続データベース２６Ａとコントロール設定データ
ベース２６Ｂと新モデルパラメータファイル２４から、動作領域の解析に必要なデータを
抽出して新動作領域解析データを作成する。作成した新動作領域解析データは一旦格納さ
れ、この新動作領域解析データをもとに、回路シミュレータを用いて新モデルの集積回路
について回路のＤＣ解析叉はＴＲＡＮ解析を行なう。なお、回路のＤＣ解析とＴＲＡＮ解
析を共に行ってもよい。この新動作領域解析によって得られた動作領域解析結果は一旦格
納される。そして格納された動作領域解析結果のデータから新モデルの集積回路の節点電
圧とトランジスタ電流Ｉｄｓとの取り出し処理を行う。この処理によって取り出されたト
ランジスタ電流Ｉｄｓは一旦格納される。取り出された節点電圧は、回路トポロジー情報
を用いてトランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓに変換処理し、このトランジスタの節
点間電圧Ｖｄｓ、Ｖｇｓを一旦格納する。そして、トランジスタの節点間電圧Ｖｄｓ、Ｖ
ｇｓとトランジスタ電流Ｉｄｓを使って、線形特性（Ｉｄｓ－Ｖｇｓ特性）と飽和特性（



(13) JP 4202120 B2 2008.12.24

10

20

30

40

50

Ｉｄｓ－Ｖｄｓ特性）を解析し出力処理する。
解析された旧モデルと新モデルの集積回路の動作領域に関するデータは、格納されると共
に対比して重ね合わせて表示される。
以上説明した動作領域解析処理は、それぞれＬＯＣＡＬ最適化処理、ＧＬＯＢＡＬ最適化
処理の前後で実行することが可能であるが、主にＬＯＣＡＬ最適化処理でのトランジスタ
の動作領域を判定するために使用される。もちろん、動作領域解析処理をＧＬＯＢＡＬ最
適化処理のために使用することも可能である。
【００１６】
図６は、図１に示す実行プログラム１０が有するＳＷＥＥＰ感度解析手段１３の処理手順
を示すフローチャートである。
まず、旧モデルの集積回路のＳＷＥＥＰ感度解析処理について説明する。
ＳＷＥＥＰ感度解析手段１３では、まず回路接続データベース２６Ａとコントロール設定
データベース２６Ｂと旧モデルパラメータファイル２３から旧ＳＷＥＥＰ感度の解析に必
要なデータを抽出して旧ＳＷＥＥＰ感度解析データを作成する。作成した旧ＳＷＥＥＰ感
度解析データは一旦格納され、この旧ＳＷＥＥＰ感度解析データをもとに、回路シミュレ
ータを用いて旧モデルの集積回路についてトランジスタのＳＷＥＥＰ感度解析を行なう。
このＳＷＥＥＰ感度解析では、回路パラメータ（ゲート幅、ゲート長）を±α（％）変化
させた時の出力特性の変化を解析する。このＳＷＥＥＰ感度解析によって得られたＳＷＥ
ＥＰ感度解析結果は一旦格納される。
次に、新モデルの集積回路のＳＷＥＥＰ感度解析処理について説明する。Ａｎａｌｙｚｅ
ｒ処理では旧モデルの集積回路のＳＷＥＥＰ感度解析処理で終わるが、ＬＯＣＡＬ最適化
処理とＧＬＯＢＡＬ最適化処理の場合は、さらに、新モデルの集積回路のＳＷＥＥＰ感度
解析処理を行う。
ＳＷＥＥＰ感度解析手段１３では、まず回路接続データベース２６Ａとコントロール設定
データベース２６Ｂと新モデルパラメータファイル２４から新ＳＷＥＥＰ感度の解析に必
要なデータを抽出して新ＳＷＥＥＰ感度解析データを作成する。作成した新ＳＷＥＥＰ感
度解析データは一旦格納され、この新ＳＷＥＥＰ感度解析データをもとに、回路シミュレ
ータを用いて新モデルの集積回路についてトランジスタのＳＷＥＥＰ感度解析を行なう。
このＳＷＥＥＰ感度解析では、回路パラメータ（ゲート幅、ゲート長）を±α（％）変化
させた時の出力特性の変化を解析する。このＳＷＥＥＰ感度解析によって得られたＳＷＥ
ＥＰ感度解析結果は一旦格納される。
解析された旧モデルと新モデルの集積回路のＳＷＥＥＰ感度領域に関するデータは、格納
されると共に対比して重ね合わせて表示される。
以上説明したＳＷＥＥＰ感度解析処理は、それぞれＬＯＣＡＬ最適化処理、ＧＬＯＢＡＬ
最適化処理の前後で実行することが可能であるが、主にＧＬＯＢＡＬ最適化処理でのトラ
ンジスタのＳＷＥＥＰ感度を解析するために使用される。もちろん、ＳＷＥＥＰ感度解析
処理をＬＯＣＡＬ最適化処理のために使用することも可能である。
【００１７】
図７は、図１に示す実行プログラム１０が有するＬＯＣＡＬ最適化手段１４の処理手順を
示すフローチャートである。
ＬＯＣＡＬ最適化手段１４では、まず回路接続データベース２６Ａとコントロール設定デ
ータベース２６Ｂと旧モデルパラメータファイル２３から旧モデルの集積回路に用いてい
るトランジスタの解析に必要なデータを抽出して旧モデルの解析データを作成する。作成
した旧解析データは一旦格納され、この旧解析データをもとに、回路シミュレータを用い
て旧モデルの集積回路についてトランジスタの旧Ｉ－Ｖ特性を発生させ、そのデータを一
旦格納する。
最適化データの作成処理では、回路接続データベース２６Ａとコントロール設定データベ
ース２６Ｂと新モデルパラメータファイル２４から新モデルの集積回路に用いるトランジ
スタの解析に必要なデータを抽出し、格納した旧Ｉ－Ｖ特性とともに、Ｌｅｖｅｎｂｅｒ
ｇ－Ｍａｒｑｕａｄｔ法を用いた回路シミュレータを実行するための最適化データを作成
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する。回路シミュレータでは、この最適化データを使ってＬｅｖｅｎｂｅｒｇ－Ｍａｒｑ
ｕａｄｔ法を用いた最適化を行う。より具体的には、新モデルのトランジスタについて、
トランジスタ毎に回路パラメータ（ゲート幅Ｗ、ゲート長Ｌ）を、Ｗ値可変Ｌ値固定、Ｗ
値固定Ｌ値可変、Ｗ／Ｌ比固定Ｗ値可変、及びＷ／Ｌ比固定Ｌ値可変のいずれかの方法で
、旧モデルの対応するトランジスタと特性が等しくなるように最適化を行う。この最適化
処理によって最適化結果を発生させ、この最適化結果の取り出し処理を行い、回路接続デ
ータベース２６Ａに格納する。
【００１８】
図８は、図１に示す実行プログラム１０が有するＧＬＯＣＡＬ最適化手段１５の処理手順
を示すフローチャートである。
ＧＬＯＣＡＬ最適化手段１５では、まず回路接続データベース２６Ａとコントロール設定
データベース２６Ｂとスペック設定データベース２６Ｃと旧モデルパラメータファイル２
３から旧モデルの集積回路の解析に必要なデータを抽出して旧モデルの解析データを作成
する。作成した旧解析データは一旦格納され、この旧解析データをもとに、回路シミュレ
ータシミュレータを用いて旧モデルの集積回路についてスペック特性を発生させ、そのデ
ータを一旦格納する。
最適化データの作成処理では、回路接続データベース２６Ａとコントロール設定データベ
ース２６Ｂとスペック設定データベース２６Ｃと新モデルパラメータファイル２４から新
モデルの集積回路の解析に必要なデータを抽出し、格納したスペック特性とともに、Ｌｅ
ｖｅｎｂｅｒｇ－Ｍａｒｑｕａｄｔ法を用いた回路シミュレータを実行するための最適化
データを作成する。ここで、最適化の対象とするトランジスタの情報は、スペック設定デ
ータベース２６Ｃから取り込まれる。回路シミュレータでは、この最適化データを使って
Ｌｅｖｅｎｂｅｒｇ－Ｍａｒｑｕａｄｔ法を用いた最適化を行う。より具体的には、新モ
デルの任意のトランジスタについて、トランジスタ毎に回路パラメータ（ゲート幅Ｗ、ゲ
ート長Ｌ）を、Ｗ値可変Ｌ値固定、Ｗ値固定Ｌ値可変、Ｗ／Ｌ比固定Ｗ値可変、及びＷ／
Ｌ比固定Ｌ値可変のいずれかの方法で、新モデルのスペックが旧モデルのスペックと特性
が等しくなるように最適化を行う。この最適化処理によって最適化結果を発生させ、この
最適化結果の取り出し処理を行い、回路接続データベース２６Ａに格納する。
【００１９】
図９は、本実施例で用いる回路シミュレータ中の非線形最適化法のフロー図を示し、Ｌｅ
ｖｅｎｂｅｒｇ－Ｍａｒｑｕａｄｔ法を示している。この方法は非線形最適化法の中では
優れた方法であるが、本実施例ではＬｅｖｅｎｂｅｒｇ－Ｍａｒｑｕａｄｔ法には特にこ
だわらない。
なお、Ｌｅｖｅｎｂｅｒｇ－Ｍａｒｑｕａｄｔ法による関係式を式１に、このＬｅｖｅｎ
ｂｅｒｇ－Ｍａｒｑｕａｄｔ法で使用される最適化目的関数の一例を式２に示す。
【００２０】
【式１】
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【００２１】
【式２】

【００２２】
図１０は、本実施例の最適化方法を使用した装置の一例を示すメニュー画面である。
メニュー画面４０は、複数の入力欄を備えており、入力欄４１には初期回路接続ファイル
名を、入力欄４２にはルールファイル名を、入力欄４３には最適化を行う新回路接続ファ
イル名を、入力欄４４には旧モデルパラメータファイル名を、入力欄４５には旧モデルパ
ラメータファイルのライブラリ名を、入力欄４６には新モデルパラメータファイル名を、
入力欄４７には新モデルパラメータファイルのライブラリ名を入力する。
メニュー画面４０は、上記入力欄に入力した所定のファイルを読み込むためのチェックボ
タンを供えている。旧回路読み込みボタン４８は、入力欄４１、４２に対応し、初期回路
接続ファイルやルールファイルを読み込むためのチェックボタンである。新回路読み込み
ボタン４９は、入力欄４３に対応し、新回路接続ファイルを読み込むためのチェックボタ
ンである。
自動領域判定ボタン５０では、初期回路に用いられているトランジスタの動作領域の判定
指示を行う。この動作領域の判定にあたっては、トランジスタの動作領域が全体か、飽和
領域か、扇形領域かをあらかじめ指示することができるフィッティング領域選択欄５１を
備えている。
また、ジョブシート情報表示欄５２には、回路接続ボタン５３とコントロール設定ボタン
５４とスペック設定ボタン５５とを備えている。ここで回路接続ボタン５３は、回路接続
データベースの表示を指示するボタンで、初期回路接続ファイル、ルールファイルから読
み込まれたデータの格納領域を表示することができる。コントロール設定ボタン５４は、
コントロール設定データベースの表示を指示するボタンで、回路シミュレーション用解析
条件の格納領域を表示することができる。スペック設定ボタン５５は、スペック設定デー
タベースの表示を指示するボタンで、ＧＬＯＢＡＬ最適化処理に用いるスペックの格納領
域を表示することができる。これらのボタンの指示によって表示されたデータ内容につい
ては、変更したい項目があれば修正も可能になっている。
実行選択欄５６では、解析処理か最適化処理かの実行を選択する。解析欄５７は、解析処
理モード（Ａｎａｌｙｚｅｒ、ＬＯＣＡＬ、ＧＬＯＢＡＬ）の選択欄５８、解析結果の表
示ボタン５９、解析結果を閉じるボタン６０、ＤＣ感度、ＴＲＡＮ感度、ＡＣ感度、ＤＣ
動作、ＴＲＡＮ動作の選択チェック欄６１を備えている。実行チェック欄６２は最適化処
理のチェックで、このチェック欄にチェックされたタグ６３の内容が実行され、複数のジ
ョブを連続して処理することができる。最適化欄６４では最適化処理モード（ＬＯＣＡＬ
、ＧＬＯＢＡＬ）の選択をプルダウン式の入力欄から選択し、結果表示ボタン６５で最適
化結果を表示し、閉じるボタン６６で最適化結果を閉じる。実行ボタン６７では、解析処
理叉は最適化処理のどちらか一方を実行できる。グラフ選択ボタン６８では解析処理叉は
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最適化処理で作成されたグラフ群から所定のグラフを選択することができ、中断ボタン６
９では解析処理叉は最適化処理の中断を可能とし、終了ボタン７０ではプログラムの終了
を行い、環境設定ボタン７１では、複数のマシン環境等で処理させるための環境設定がで
きる。
【００２３】
特に、回路上の素子パラメータの変数化をプログラム内で自動で行なうため従来技術で全
自動化のために全て変数化する作業は不必要になる、ＳＰＩＣＥフォーマットのネットリ
ストを入力することにより回路変更や素子値変更が回路図データベースと切り離されるた
め変更が容易である、プロセス変更では、各トランジスタ素子の特性をＬＯＣＡＬ最適化
した後でＳＷＥＥＰ感度解析で修正箇所を絞り込んで集積回路をＧＬＯＢＡＬ最適化する
ためスペック調整の変更箇所が少なく実行時間が短い、動作領域解析、ＳＷＥＥＰ感度解
析により、スペック調整するポイントをその都度設計者が指定できるために精度の高い最
適化が行なえ適切な解に到達できるさらに無駄なシミュレーションが無いため実行時間も
短い、Ｌｅｖｅｎｂｅｒｇ－Ｍａｒｑｕａｄｔ法を用いた最適化シミュレータを使用する
ことにより実行時間が短く精度が高い、回路モデル毎に最適化の手順や工程があらかじめ
定義できかつその都度変更が可能であるため設計者の意図が介入できる、最適化の実行過
程が表形式のデータで保存できる、目標仕様に対する最適化と感度解析に計測機能を全て
使用できるために最適化における目標性能の種類に制限がない、初期値、省略値、対象動
作領域を自動で設定するため設計者が入力するパラメータは少なく使い勝手が良い、ペア
性を考慮して調整ができるため、カレントミラー回路の動作が保証されるという点で異な
っている。
【００２４】
【発明の効果】
本発明は、上記のように各素子毎に動作領域解析を行なう手段と、各素子毎にＬＯＣＡＬ
最適化を行なうという手段と、ＬＯＣＡＬ最適化の結果を初期値として素子感度の大きな
パラメータを調べるためにＳＷＥＥＰ感度解析を行なう手段と、ＬＯＣＡＬ最適化の結果
を初期値としてＳＷＥＥＰ感度解析で調べたパラメータを指定してＧＬＯＢＡＬ最適化を
行なうという手段を設けることで、最適化精度が高く、設計者が意図する適切な解に到達
し、最適化処理時間も短くなるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施例による集積回路の最適化設計装置の全体構成を示すブロック図
【図２】　図１に示す実行プログラム１０が有する機能の処理手順を示すフローチャート
【図３】　本実施例による全自動最適化処理手順を示すフローチャート
【図４】　図１に示す実行プログラム１０が有する機能の処理手順を示すフローチャート
【図５】　図１に示す実行プログラム１０が有する動作領域解析手段１２の処理手順を示
すフローチャート
【図６】　図１に示す実行プログラム１０が有するＳＷＥＥＰ感度解析手段１３の処理手
順を示すフローチャート
【図７】　図１に示す実行プログラム１０が有するＬＯＣＡＬ最適化手段１４の処理手順
を示すフローチャート
【図８】　図１に示す実行プログラム１０が有するＧＬＯＣＡＬ最適化手段１５の処理手
順を示すフローチャート
【図９】　本実施例で用いる回路シミュレータ中の非線形最適化法のフロー図
【図１０】　本実施例の最適化方法を使用した装置の一例を示すメニュー画面
【図１１】　本実施例のコントロール設定データベースを示す構成図
【図１２】　本実施例のスペック設定データベースを示す構成図
【符号の説明】
１　最適化シミュレーションオプティマイザ
２　初期回路接続データ展開手段
３　ルールデータを抽出するルールデータ展開手段
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４　処理データ抽出手段
５　処理データ抽出手段
６　処理データ抽出手段
７　判定／最適化データ格納手段
８　最適化回路接続データ格納手段
１０　実行プログラム
１１　動作領域判定手段
１２　動作領域解析手段
１３　ＳＷＥＥＰ感度解析手段
１４　ＬＯＣＡＬ最適化手段
１５　ＧＬＯＢＡＬ最適化手段
２１　初期回路接続ファイル
２２　ルールファイル
２３　旧モデルパラメータファイル
２４　新モデルパラメータファイル
２５　最適化回路接続ファイル
２６　データベース
２６Ａ　回路接続データベース
２６Ｂ　コントロール設定データベース
２６Ｃ　スペック設定データベース
２７　旧回路図データベース

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】
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