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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の回路素子とそれらを接続する複数の配線とを有する半導体集積回路装置において
、
　第１の配線層に形成され、水平又は垂直に延び、第１の最小配線幅を有する直交配線と
、
　前記第１の配線層と異なる第２の配線層に形成され、前記直交配線に対して斜め方向に
延び、前記第１の最小配線幅と同等の第２の最小配線幅を有する斜め配線と、
　前記直交配線と前記斜め配線とが重なる点に形成され、前記直交配線と前記斜め配線と
を接続し、前記第１または第２の最小配線幅以下のサイズを有するビアとを有し、
　前記斜め配線又は直交配線のいずれか一方が、前記ビアが形成される位置に、配線幅が
前記第１または第２の最小配線幅より拡大する拡大配線幅領域を有し、前記拡大配線幅領
域は当該拡大配線幅の方向を対角線とする第１の矩形形状を形成していることを特徴とす
る半導体集積回路装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記ビアは、前記第１の配線層と第２の配線層との間において１辺の長さが前記第１ま
たは第２の最小配線幅より短い第２の矩形形状を有し、当該第２の矩形形状が前記斜め配
線または直交配線のいずれか一方の配線と同じ方向を有し、いずれか他方の配線が前記第
１の矩形形状をもつ前記拡大配線幅領域を有することを特徴とする半導体集積装置。
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【請求項３】
　複数の回路素子とそれらを接続する複数の配線とを有する半導体集積回路の配線レイア
ウト方法において、
　第１の配線層に形成され、水平又は垂直に延び、第１の最小配線幅を有する直交配線デ
ータを発生する工程と、
　前記第１の配線層と異なる第２の配線層に形成され、前記直交配線に対して斜め方向に
延び、前記第１の最小配線幅と同等の第２の最小配線幅を有する斜め配線データを発生す
る工程と、
　前記直交配線と前記斜め配線とが重なる位置に、前記第１または第２の最小配線幅以下
のサイズを有するビアと、前記第１の配線層に形成され一辺の長さが前記第１の最小配線
幅であり前記直交配線と同じ方向の矩形形状の第１のビア座布団導電層と、前記第２の配
線層に形成され対角線の長さが前記第２の最小配線幅より大きく前記直交配線と同じ方向
の矩形形状の第２のビア座布団導電層とからなるビア形状データを発生する工程とを有す
ることを特徴とする半導体装置の配線レイアウト方法。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記ビアは、前記第１の配線層と第２の配線層との間において１辺の長さが前記第１の
最小配線幅より短い第１の矩形形状を有し、
　前記第１及び第２のビア座布団導電層が、前記第１の矩形形状より大きな第２の矩形形
状を有し、当該第２の矩形形状が前記直交配線と同じ方向を有し、
　前記斜め配線が前記第２のビア座布団導電層によってその配線幅が前記第２の最小配線
幅より拡大する拡大配線幅領域を有することを特徴とする半導体装置の配線レイアウト方
法。
【請求項５】
　複数の回路素子とそれらを接続する複数の配線とを有する半導体集積回路装置において
、
　ピッチＰを有し水平又は垂直方向に延びる基準格子上に形成され、前記ピッチＰ以上の
間隔で配置され、第１の配線層に形成された直交配線と、
　前記第１の配線層と異なる第２の配線層に形成され、前記直交配線に対して４５°又は
１３５°傾いた斜め配線とを有し、
　前記斜め配線は、前記基準格子の格子点上に形成される第１の斜め配線と、前記基準格
子に対してＰ／２ずれた１／２格子と前記基準格子とが交差する１／２格子点上に形成さ
れる第２の斜め配線とを有し、更に、当該第１及び第２の斜め配線が、前記ピッチＰに対
して（１．５／√２）×Ｐ以上の間隔で配置され、
　前記直交配線と前記第１及び第２の斜め配線とは前記第１及び第２の配線層間に形成さ
れたビアを介して接続されていることを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記斜め配線の最小線幅は、前記直交配線の最小線幅と同じであることを特徴とする半
導体集積回路装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　所定の直交配線と所定の斜め配線との交差位置に対して桂馬飛びの位置で、前記所定の
直交配線に隣接する直交配線と前記所定の斜め配線に隣接する斜め配線とが交差し、前記
直交配線または斜め配線のいずれか一方が前記ビアが形成される位置に配線幅が前記最小
線幅より拡大する拡大配線幅領域を有することを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項８】
　複数の回路素子とそれらを接続する複数の配線とを有する半導体集積回路の配線レイア
ウト方法において、
　第１の配線層に、ピッチＰを有し水平又は垂直方向に延びる基準格子上に、前記ピッチ
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Ｐ以上の間隔で直交配線データを生成する工程と、
　前記直交配線に対して４５°又は１３５°傾いた斜め配線データであって、前記基準格
子の格子点上に形成される第１の斜め配線データと、前記基準格子に対してＰ／２ずれた
１／２格子と前記基準格子とが交差する１／２格子点上に形成される第２の斜め配線デー
タとを、前記第１の配線層と異なる第２の配線層に生成する工程とを有し、
　前記第１及び第２の斜め配線が、前記ピッチＰに対して（１．５／√２）×Ｐ以上の間
隔で配置され、
　前記直交配線データは、第１の最小線幅を有し、前記第１及び第２の斜め配線データは
、前記第１の最小線幅と同等の第２の最小線幅を有し、
　更に、前記直交配線と前記第１及び第２の斜め配線とが重なる位置に、前記第１または
第２の最小線幅以下のサイズを有するビアと、前記第１の配線層に形成され前記ビアより
大きい第１のビア座布団導電層と、前記第２の配線層に形成され前記ビアより大きい第２
のビア座布団導電層とからなるビア形状データを発生する工程を有し、
　前記第１または第２のビア座布団導電層が前記直交配線または斜め配線の最小配線幅よ
り大きいことを特徴とする半導体集積回路の配線レイアウト方法。
【請求項９】
　請求項８において、
　所定の直交配線と所定の斜め配線との交差位置に対して桂馬飛びの位置で、前記所定の
直交配線に隣接する直交配線と前記所定の斜め配線に隣接する斜め配線とが交差すること
を特徴とする半導体集積回路の配線レイアウト方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、斜め方向配線を有する半導体集積回路装置及びそのレイアウト方向に関し、特
に、斜め方向配線の幅を狭くすることができ、それにより斜め方向配線の密度を高くする
ことができる半導体集積回路装置及びそのレイアウト方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体集積回路装置（ＬＳＩ）は、半導体基板に形成された複数の回路素子間を基板上の
多層配線層内の配線で接続して大規模な回路を構成する。この多層配線層内の配線は膨大
な数に及ぶため、通常、マニュアルによるレイアウトではなく、コンピュータプログラム
による自動レイアウトツールにより自動レイアウトされる。この自動レイアウトツールに
よる設計では、垂直方向及び水平方向に延びる配線を組み合わせて、回路素子間の接続配
線を形成する。
【０００３】
この自動レイアウト方法は、グリッドアーキテクチャーとプリファードディレクションと
をベースとする。グリッドアーキテクチャーでは、水平方向と垂直方向に一定のピッチで
定義された基準格子（スタンダードグリッド）に沿って水平方向及び垂直方向の配線を形
成する。そのため、配線は全て基準格子上に配置され、格子ピッチの整数倍の間隔で配置
されて、よって、データ処理や配線検索などのアルゴリズムを単純化することができる。
一方、プリファードディレクションでは、第１の配線層は垂直方向のみの配線を形成し、
その上層または下層の第２の配線層は水平方向のみの配線を形成するアーキテクチャーで
あり、各配線層内の配線方向を限定的にすることにより、自動レイアウトのアルゴリズム
を単純化することができる。
【０００４】
上記のレイアウト・アーキテクチャでは、配線が必ず格子上に位置し、且つ異なる層の配
線を接続する接続点が格子点上に位置することになり、自動レイアウトのアルゴリズムを
単純化できるメリットを有する。
【０００５】
しかしながら、このアーキテクチャーは水平方向と垂直方向の配線の組合せのみで回路素
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子間を接続するので、配線長が長くなりがちであり配線構造に起因する遅延時間が大きく
なり、信号のタイミングの制約が厳しいクリティカルパスの形成が困難になる場合がある
。そこで、近年において、基準格子に対して４５°または１３５°傾いた斜め配線を許可
するアーキテクチャーが提案されている。例えば、特許文献１、２などである。
【０００６】
斜め配線の形成を許可することにより、配線長を短くすることが可能になり、クリティカ
ルパスの形成のフレキシビリティを増大することができ、自動レイアウトにおけるレイア
ウト能力を大幅に向上させることができる。
【０００７】
特許文献１によれば、水平方向と垂直方向の基準配線格子に加えて、その配線格子のピッ
チＰに対して、√２Ｐのピッチを有する斜め配線格子を設け、斜め配線格子上に斜め配線
を形成することが提案されている。この方法によれば、基準配線格子の格子点と斜め配線
格子の格子点とが一致するので、異なる配線層間の接続を行うビアの位置をその格子点上
にのみ限定することができ、自動レイアウトのアルゴリズムを単純化することができる。
【０００８】
また、特許文献２によれば、上記と同様の斜め配線格子を採用し、水平または垂直配線と
斜め配線とが重なり合う接続点において、水平または垂直配線の配線幅を有する第１の導
電層と、斜め配線の配線幅を有する第２の導電層と、第１の及び第２の導電層間のビアと
を有する接続パターンを設定することが提案されている。つまり、水平または垂直配線幅
Ｗに対して、斜め配線幅を√２Ｗにし、それに伴って、ビア形状は水平または垂直配線側
は幅Ｗにし、斜め配線側は幅√２Ｗにすることが提案されている。
【０００９】
図１は、上記特許文献１で提案されている斜め配線の一例を示す図である。図中、一点鎖
線が基準格子と斜め格子とに対応し、基準格子上に垂直方向の配線１０が形成され、斜め
格子上に斜め配線１２が形成される。また、基準格子のピッチＰに対して斜め格子のピッ
チを√２Ｐにすることで、両格子の格子点が一致し、その一致した格子点にビア１４が形
成される。
【００１０】
図２は、グリッドレスアーキテクチャーを示す図である。このアーキテクチャーでは、斜
め配線用の格子のピッチも基準格子のピッチＰと等しくして、斜め配線の密度を高くする
ことができるものの、両格子の格子点が全く一致しないので、自動レイアウトのアルゴリ
ズムが複雑になり、現実的ではなく好ましくない。
【００１１】
【特許文献１】
特開２０００－８２７４３号公報
【００１２】
【特許文献２】
特開２００１－１４２９３１号公報
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
図１に示したとおり、上記の特許文献１，２のアーキテクチャーでは、斜め配線の配線幅
が水平及び垂直配線の幅Ｗの√２倍もあり、更に、斜め配線のピッチが基準配線格子のピ
ッチＰの√２倍もあり、斜め配線の配線密度が低くなるという問題を有する。つまり、水
平及び垂直配線の配線幅Ｗは回路設計上の最小線幅に設定され、それに伴って、基準配線
格子のピッチＰも回路設計上の最小ピッチに設定されているにもかかわらず、斜め配線に
ついては、その最小線幅及び最小ピッチに対応することができず、配線密度において無駄
が多くなっている。
【００１４】
図３は、上記特許文献２に示された接続点の構造を示す図である。図３（Ａ）には、下層
に形成された垂直配線１０と上層に形成された斜め配線１２とが交差する位置にビア形状
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１４が形成されている。このビア形状の構造を分解すると、図３（Ｂ）の下層配線１０と
、図３（Ｃ）の上層配線１２と、図３（Ｄ）のビア形状１４とになる。更に、ビア形状１
４は、下層のビア座布団導電層１４Ａと、上層のビア座布団導電層１４Ｂと、それらを接
続するビア１４Ｃとで構成される。
【００１５】
上記特許文献２によれば、下層のビア座布団導電層１４Ａは下層配線１０と同じ配線幅Ｗ
の正方形に、上層のビア座布団導電層１４Ｂは上層配線１２と同じ配線幅√２Ｗの正方形
に形成され、それにより、ビア１４Ｃの幅Ｖの両側に位置合わせマージンが確保されてい
る。
【００１６】
このように、上記特許文献２によるアーキテクチャーでは、斜め配線の配線幅が大きくな
り、それに伴って配線密度を高くすることができず、高集積化の実現が困難になる。
【００１７】
そこで、本発明の目的は、斜め配線においても水平・垂直配線と同様の最小線幅で最小ピ
ッチを採用することができる配線アーキテクチャーを提供することにある。
【００１８】
更に、本発明の目的は、斜め配線の配線密度を向上させた半導体集積回路装置とそのレイ
アウト方法を提供することにある。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明の第１の側面は、
複数の回路素子とそれらを接続する複数の配線とを有する半導体集積回路装置において、
第１の配線層に形成され、水平又は垂直に延び、第１の最小配線幅を有する直交配線と、
前記第１の配線層と異なる第２の配線層に形成され、前記直交配線に対して斜め方向に延
び、前記第１の最小配線幅と同等の第２の最小配線幅を有する斜め配線と、
前記直交配線と前記斜め配線とが重なる点に形成され、前記直交配線と前記斜め配線とを
接続し、前記第１または第２の配線幅以下のサイズを有するビアとを有し、
前記斜め配線又は直交配線のいずれか一方が、前記ビアが形成される位置に、配線幅が前
記第１または第２の最小配線幅より拡大する拡大配線幅領域を有することを特徴とする。
【００２０】
上記の第１の側面によれば、斜め配線の配線幅を水平又は垂直に延びる直交配線の配線幅
と同等にして斜め配線の配線密度を高くすることができ、更に、直交配線と斜め配線とを
接続するビアの位置では斜め配線（又は直交配線）に拡大配線幅領域が設けられているの
で、ビアと斜め配線との接続マージンが十分確保され、適切な接続用のビア形状を提供す
ることができる。
【００２１】
上記の目的を達成するために、本発明の第２の側面は、
複数の回路素子とそれらを接続する複数の配線とを有する半導体集積回路装置において、
ピッチＰを有し水平又は垂直方向に延びる基準格子上に形成され、前記ピッチＰ以上の間
隔で配置された直交配線と、
前記直交配線に対して４５°又は１３５°傾いた斜め配線とを有し、
前記斜め配線は、前記基準格子の格子点上に形成される第１の斜め配線と、前記基準格子
に対してＰ／２ずれた１／２格子と前記基準格子とが交差する１／２格子点上に形成され
る第２の斜め配線とを有し、更に、当該第１及び第２の斜め配線が、前記ピッチＰに対し
て（１．５／√２）×Ｐ以上の間隔で配置されていることを特徴とする。
【００２２】
上記第２の側面によれば、斜め配線の最小間隔を１．５／√２Ｐ≒1.06Pと、直交配線の
最小間隔Ｐと同程度にすることができ、斜め配線の配線密度を高くすることができる。更
に、斜め配線が基準格子の格子点上と、基準格子と１／２格子（ハーフグリッド）とが交
差する１／２格子点上とに形成されるので、異なる配線層の斜め配線と直交配線とを接続
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するビアの位置を、基準格子の格子点と１／２格子点とに限定することができ、自動レイ
アウトのアルゴリズムを簡単化することができる。
【００２３】
上記第２の側面において、好ましい実施例では、前記斜め配線の最小線幅は、前記直交配
線の最小線幅とほぼ同じであることを特徴とする。この実施例では、斜め配線が、直交配
線とほぼ同じ最小配線幅で且つほぼ同じ最小配線ピッチであるので、斜め配線の配線密度
を直交配線の配線密度と同程度に高くすることができる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態例を説明する。しかしながら、本発明の保護範
囲は、以下の実施の形態例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明
とその均等物にまで及ぶものである。
【００２５】
図４は、第１の実施の形態における配線構造を示す図である。図４（Ａ）には、垂直方向
に延びる直交配線１０と、それに対して４５°または１３５°傾いた斜め配線１２と、そ
の交差点に設けられたビア形状（Via figure）１４とが示されている。本実施の形態では
、水平又は垂直方向に延びる直交配線１０の最小配線幅Ｗに対して、斜め配線１２の最小
配線幅もそれと同等のＷである。また、異なる配線層にそれぞれ形成された直交配線１０
と斜め配線１２とが交差する位置に設けられるビア形状１４は、直交配線１０の最小配線
幅Ｗ以下のサイズである。
【００２６】
図４（Ｂ）は斜め配線１２を示し、図４（Ｃ）は直交配線１０を示し、図１４（Ｄ）はビ
ア形状１４を示す。ビア形状１４は、図４（Ｄ）の分解図に示されるように、配線幅Ｗよ
りも小さいサイズＶのビア１４Ｃと、そのビア１４Ｃと接続される下層側のビア座布団導
電層１４Ａ及び上層側のビア座布団導電層１４Ｂとで構成される。ビア１４Ｃが矩形、望
ましくは正方形の形状をなし、両ビア座布団導電層１４Ａ，１４Ｂはそれと相似形でより
大きなサイズの矩形をなす。配線幅Ｗに対してビア１４Ｃの矩形の一辺の長さがＶ（＜Ｗ
）に設定され、ビア１４ＣのサイズＶにその周囲の位置合わせマージンＸを加えた長さＶ
＋２Ｘが、直交配線１０の配線幅Ｗと等しく（Ｖ＋２Ｘ＝Ｗ）なるように設計されている
。そして、ビア座布団導電層１４Ａ，１４Ｂは、一辺がＶ＋２Ｘに設定されている。図４
の例では、下層のビア座布団導電層１４Ａが、直交配線１０と同じ方向になるように配置
され、その結果、上層のビア座布団導電層１４Ｂの方向は、斜め配線１２とは４５°傾い
ている。
【００２７】
なお、ビア形状１４とは、自動レイアウト上の仮想的な形状であり、半導体集積回路装置
においては、ビア座布団導電層１４Ａ、１４Ｂは、それぞれ直交配線１０と斜め配線１２
と合体して実際の配線として形成される。即ち、自動レイアウト上では、下層の導電層内
に直交配線１０のデータが形成され、上層の導電層内に斜め配線１２のデータが形成され
、そして、ビア形状１４のデータが、直交配線１０と斜め配線１２との交差点に追加され
る。ビア形状１４のデータは、ビア座布団導電層１４Ａ，１４Ｂのデータとビア１４Ｃの
データとからなる。従って、ビア形状１４のデータが追加されると、下層のビア座布団導
電層１４Ａは下層の直交配線１０と合体し（図４（Ｃ）参照）、上層のビア座布団導電層
１４Ｂは上層の斜め配線１２と合体する（図４（Ｂ）参照）。
【００２８】
ビア形状１４が前述のサイズに設定されているため、ビア座布団導電層１４Ａ，Ｂと同じ
方向の直交配線１０の形状は、最小配線幅Ｗを維持した形状となる。それに対して、ビア
座布団導電層と４５°傾いている斜め配線１２の形状は、直交配線１０と重なる位置にお
いて、ビア座布団導電層１４Ｂによりその配線幅Ｗが一部拡大する拡大配線幅領域１２Ｅ
Ｘが形成される。この拡大配線幅領域１２ＥＸは、配線幅Ｗに対して√２Ｗの拡大幅を有
する。従って、斜め配線１２の最小配線幅Ｗを直交配線１０の最小配線幅Ｗと同等にして
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、直交配線１０の配線幅Ｗに適合するビア１４Ｃを設けても、斜め配線１２とビア１４Ｃ
との間に適切な位置合わせマージンＸを確保したビア座布団導電層１４Ｂを設けることが
できる。つまり、図３で示したように、斜め配線の配線幅を√２Ｗと太くする必要はなく
、よって、斜め配線の配線ピッチも狭くすることができ、斜め配線の配線密度を上げるこ
とができる。
【００２９】
図５は、更に第１の実施の形態におけるビア形状を示す図である。図５（Ａ）は、図４（
Ａ）と同様に下層の直交配線１０と上層の斜め配線１２との交差位置にビア形状１４が設
けられている。図５（Ｂ）はその拡大図であり、図５（Ｃ）はビア形状１４の水平方向の
断面図である。この断面図に示されるとおり、ビア形状１４は、直交配線１０と同じ下層
に位置するビア座布団導電層１４Ａと、斜め配線１２と同じ上層に位置するビア座布団導
電層１４Ｂと、それらを接続するビア１４Ｃから構成される。そして、正方形などの矩形
で１辺の長さがＶのビア１４Ｃに対して、ビア座布団導電層１４Ａ，Ｂは、ビア１４Ｃの
両側にマージンＸを加えたＶ＋２Ｘを１辺の長さとする。このビア座布団導電層の長さＶ
＋２Ｘは、配線幅Ｗと等しくなるように設計されている。
【００３０】
図５の例では、ビア形状１４の方向が直交配線１０の方向と一致し、それに伴い、図５（
Ｄ）に示されるとおり斜め配線１２にビア座布団導電層１４Ｂが追加されて、斜め配線１
２には、配線幅が一部拡大する拡大配線幅領域１２ＥＸが形成される。
【００３１】
図６は、更に第１の実施の形態における別のビア形状を示す図である。この例では、ビア
形状１４の方向が斜め配線１２の方向と一致する。それに伴って、ビア座布団導電層１４
Ａが追加されることに伴い、直交配線１０に、配線幅が一部拡大する拡大配線幅領域１０
ＥＸが形成される。従って、斜め配線１２にはビア座布団導電層１４Ｂが追加されても拡
大配線幅領域は形成されない。それ以外は、図５の例と同じである。
【００３２】
このように、直交配線と斜め配線とを共に最小線幅Ｗまたはそれと同等の幅にし、ビア形
状１４のビアサイズＶは、最小配線幅Ｗ以下に、好ましくはマージンＸだけ最小線幅Ｗよ
り小さくし、ビア形状１４が直交配線又は斜め配線の一方の配線の配線幅内に納まるよう
にする。但し、他方の配線には部分的に配線幅が拡大する拡大配線幅領域を形成して、他
方の配線の配線幅よりもビア形状の斜め方向（対角線方向）のサイズが大きくなることに
伴う不都合を解決している。このように、ビアが形成される位置のみ部分的に拡大配線幅
領域を設けて斜め配線を最小線幅Ｗにすることで、斜め配線の最小ピッチを狭くすること
ができ、斜め配線の配線密度を高くすることができる。
【００３３】
図７は、第１の実施の形態における配線レイアウトのフローチャート図である。論理設計
により生成されたネットリストのデータが配線レイアウトツールをインストールしたコン
ピュータに与えられ、配線レイアウトツールの自動配線プログラムが、ネットリストに含
まれる回路素子間の接続配線のレイアウトを行う（S1）。この配線レイアウト工程では、
例えば、第１の配線層上にX方向配線データを生成し、必要に応じて斜め配線データも生
成し、また、第１の配線層と異なる第２の配線層上にY方向配線データを生成し、必要に
応じて斜め配線データも生成する（S10）。この状態では、配線レイアウトツールは、そ
れぞれの配線データを生成する。そして、第１及び第２の配線層間で必要な接続位置を検
出し（S11）、その接続位置に図５で説明したビア形状データを追加する（S12）。ビア形
状は、前述の通りX方向又はY方向の直交配線側のビア座布団導電層と、斜め配線側のビア
座布団導電層と、それらを接続するビアとからなる。また、異なる配線層に生成された斜
め配線どうしを接続する場合も、同様のビア形状が追加される。このビア形状の追加に伴
い、斜め配線の一部に前述の配線幅拡大領域が生成される。
【００３４】
自動レイアウト工程S1により回路素子間を接続する配線データが生成された後、その生成
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された配線に付随する抵抗成分Rと容量成分Cとが抽出される（S2）。抵抗成分Rは主に配
線の太さと長さに依存し、容量成分Cは主に配線と上下左右を含む周囲の導電層との寄生
容量に依存する。RC抽出工程S２により配線の抵抗成分Rと容量成分Cとが求められた後、
各配線のデレイ時間が計算され（S3）、配線レイアウトされたＬＳＩのタイミング検証が
行われる（S4）。このタイミング検証工程では、あるゲートの出力信号がその出力端子に
接続された配線の遅延時間を経由して、次段のゲートの入力端子に供給された時に、適切
な動作が可能か否かなどをチェックする。タイミング検証工程S4を行うためには、各配線
のデレイ時間を抽出しておく必要がある。
【００３５】
タイミング検証工程Ｓ４で正常に動作することが確認されなければ、再度配線レイアウト
工程Ｓ１からやり直しされる。一方、正常に動作することが確認されれば、レイアウト工
程は終了する。
【００３６】
上記のビア形状を利用することで、斜め配線の最小配線幅を直交配線の最小配線幅と同等
にしても、それらを接続するビアを適切な接続状態にすることができる。そして、斜め配
線を直交配線と同等の最小配線幅にすることにより、斜め配線の配線密度も直交配線の配
線密度と同等にすることができる。つまり、斜め配線の最小間隔を直交配線の最小間隔と
同程度にすることができる。
【００３７】
図８は、第２の実施の形態における斜め配線のレイアウト・アーキテクチャを説明する図
である。図８には、直交配線が配置される水平方向（Ｘ方向）と垂直方向（Ｙ方向）に延
びる基準格子２０（図中実線）と、その基準格子２０に対してそのピッチＰの半分ピッチ
Ｐ／２ずれた１／２格子２２（図中波線）とが示されている。本実施の形態では、斜め配
線は直交配線に対して４５°または１３５°の角度で傾いている。更に、斜め配線は、基
準格子２０の格子点２１（図中黒丸）上に配置される第１の斜め配線１２Ａと、基準格子
２０（実線の格子）と１／２格子２２（波線の格子）とが交差する１／２格子点２３（図
中白丸）上に配置される第２の斜め配線１２Ｂとを有する。そして、斜め配線１２Ａ，１
２Ｂ間の最小間隔が、ピッチＰに対して（１．５／√２）×Ｐに設定されている。つまり
、斜め配線間の間隔は、（１．５／√２）×Ｐ以上になる。
【００３８】
図８中には、全ての斜め配線が最小間隔で配置されているので、第１の斜め配線１２Ａと
第２の斜め配線１２Ｂとが交互に配置される。第１の斜め配線１２Ａは、基準格子２０の
格子点２１上に配置されるので、第１の斜め配線が連続して配置される場合は、その間隔
は√２Ｐになり、同様に、第２の斜め配線１２Ｂは、１／２格子点２３上に配置されるの
で、第２の斜め配線が連続して配置される場合は、その間隔も√２Ｐになる。しかし、第
１の斜め配線１２Ａと第２の斜め配線１２Ｂとが交互に配置されれば、その間隔は（１．
５／√２）×Ｐ＝１．０６Ｐとなり、この間隔は、直交配線の最小間隔Ｐとほぼ等しい長
さになる。しかも、直交配線と斜め配線とが交差する位置は、格子点２１または１／２格
子点２３のみであるので、ビア形状が生成される可能性のある位置が一致し、レイアウト
アルゴリズムを簡単化することができる。つまり、図２のようなグリッドレスのアーキテ
クチャにはならない。
【００３９】
図８の斜め配線のレイアウト・アーキテクチャによれば、斜め配線１２を最小線幅（１．
５／√２）×Ｐで配置すると、直交配線との間に形成されるビア形状の配置位置は、次の
ような関係を持つ。まず、第１の斜め配線１２Ａは、基準格子の格子点２１の位置で直交
配線と交差するので、その格子点２１の位置にビア形状が配置される。更に、第１の斜め
配線に隣接する第２の斜め配線１２Ｂは、上記交差位置の格子点２１からＸ及びＹ方向に
１．５Ｐ隔てた位置で、同じ直交配線と交差する。つまり、黒丸の格子点２１とそれに水
平方向または垂直方向で隣接する白丸の１／２格子点２３とは、１．５Ｐの間隔を有する
。また、黒丸の格子点２１と、それに隣接する白丸の格子点２３とは、Ｘ及びＹ方向の桂
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馬飛び２５の位置に配置される。逆に言えば、第１の斜め配線１２Ａと直交配線とのビア
の位置と、第２の斜め配線１２Ｂと直交配線とのビアの位置とは、水平、垂直方向では１
．５Ｐ隔てて配置され、斜め方向では桂馬飛び２５の位置に配置される。桂馬飛びの位置
とは、ＸまたはＹ方向に距離Ｐ移動し、更にそれと直交する方向に距離Ｐ／２移動した位
置である。
【００４０】
図８に示した斜め配線のレイアウト・アーキテクチャにすることで、斜め配線の最小間隔
を直交配線の最小間隔Ｐとほぼ同じ間隔（１．０６Ｐ）にすることができ、斜め配線の配
線密度を直交配線と同程度に高めることができ、しかも、ビア形状の位置を格子点２１と
１／２格子点２３の位置に限定することができる。
【００４１】
なお、直交配線は、基準格子２０上と共に、１／２格子２２上にも配置可能である。その
場合は、直交配線は、第１の斜め配線１２Ａとは１／２格子２２の格子点上で交差するの
でその位置にビア形状が配置される。また、その直交配線は、第２の斜め配線１２Ｂとは
１／２格子点２３上で交差する。
【００４２】
図８に示した斜め配線のレイアウト・アーキテクチャーに基づいて、図７の配線レイアウ
トツールがデザインされれば、自動配線レイアウト工程Ｓ１において、斜め配線が最小間
隔1.06Pでレイアウトされ、その配線密度が高くなる。
【００４３】
図９、図１０は、本実施の形態における斜め配線のレイアウト・アーキテクチャによる斜
め配線の配置を説明する図である。図９には、基準格子（一点鎖線）２０の垂直格子上に
配置された複数の直交配線１０が生成され、更に、上層の位置に斜め配線１２Ａが生成さ
れている。この斜め配線は、基準格子２０の格子点上に配置される第１の斜め配線に対応
し、従って、Ｙ方向の直交配線１０とは格子点上に配置されるビア形状１４を介して接続
される。
【００４４】
図１０には、基準格子（一点鎖線）２０と、その格子ピッチＰの半分であるＰ／２ずれた
水平方向の１／２格子（破線）２２が示されている。そして、図９に示した第１の斜め配
線１２Ａ（１）に隣接して、最小間隔で配置された別の斜め配線１２Ｂ（１）、１２Ｂ（
２）、１２Ａ（２）が配置されている。
【００４５】
第１の斜め配線１２Ａ（１）と最左端に配置されている直交配線１０とは、格子点上のビ
ア１４（１）で接続されている。そして、その下の第２の斜め配線１２Ｂ（１）と最左端
の直交配線１０とは、ビア１４（１）から１．５Ｐの距離隔てた位置に配置されるビア１
４（２）で接続可能である。つまり、隣接する第２の斜め配線１２Ｂ（１）は、最左端の
直交配線１０上であって、ビア１４（１）から１．５Ｐの距離離れた位置で交差するよう
に配置されれば良い。
【００４６】
また、第１の斜め配線１２Ａ（１）に対して垂直方向に隣接する第２の斜め配線１２Ｂ（
２）は、最左端の直交配線１０の右隣の直交配線と、ビア１４（１）から桂馬飛びの位置
のビア１４（３）で接続可能な位置に配置される。この第２の斜め配線１２Ｂ（２）に対
して垂直方向に隣接する第１の斜め配線１２Ａ（２）は、ビア１４（３）から桂馬飛びの
位置のビアで接続可能な位置に配置される。
【００４７】
図１０に示されるように、第１の斜め配線１２Ａを基準格子２０の格子点上に配置し、第
２の斜め配線１２Ｂを１／２格子点上に配置することで、斜め配線の最小間隔を直交配線
の最小間隔Ｐと同程度（１．０６Ｐ）にすることができ、斜め配線の配線密度を直交配線
の配線密度と同程度にすることができる。更に、ビア形状を生成することに伴って、斜め
配線１２には拡大配線幅領域が発生するが、上記のように隣接するビア形状の位置は桂馬
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飛びの関係になっているので、その拡大配線幅領域による最小配線幅への悪影響はほとん
どない。
【００４８】
図１１は、本実施の形態における斜め配線の配置例を示す図である。図１１の例は、図１
０と同様に、複数のＹ方向の直交配線１０（１）～１０（５）と複数の斜め配線１２Ａ（
１）（２）、１２Ｂ（１）（２）との関係を示す。斜め配線１２Ａ（１）と直交配線１０
（２）とのビア１４（１）を中心に見ると、隣接する斜め配線１２Ｂ（１）、１２Ｂ（２
）と直交配線１０（２）との交差位置は、ビア１４（２）、１４（４）のように、ビア１
４（１）から１．５Ｐの距離にある。また、隣接する斜め配線１２Ｂ（１）、１２Ｂ（２
）と隣接する直交配線１０（１）、１０（３）との交差位置は、ビア１４（３）、１４（
５）のように、ビア１４（１）から桂馬飛びの位置にある。
【００４９】
図１２は、本実施の形態における斜め配線の配置例を示す図である。この例では、右肩上
がりの斜め配線１２Ａ（１）、１２Ｂ（１）（２）が、複数のＹ方向の直交配線１０（１
）～１０（４）と交差している。この場合も、直交配線１０（２）と第１の斜め配線１２
Ａ（１）とは、格子点上のビア１４（１）で接続可能になっている。また、隣接する第２
の斜め配線１２Ｂ（１），（２）は、直交配線１０（２）とビア１４（１）から１．５Ｐ
の距離の位置１４（２）（４）で交差し、接続可能になる。更に、第２の斜め配線１２Ｂ
（１），（２）は、直交配線１０（１）、１０（３）と、ビア１４（１）から桂馬飛びの
位置１４（３）（５）で交差し、接続可能になる。このような交差位置に隣接する斜め配
線を配置することで、交差位置を格子点と１／２格子点上にすると共に、斜め配線の配線
間隔を狭くして配線密度を高くすることができる。
【００５０】
図１３、図１４は、本実施の形態における斜め配線の配置例を示す図である。この例では
、Ｘ方向の直交配線１０（１）～１０（４）と斜め配線とが交差する例である。いずれの
場合も、直交配線１０（２）と第１の斜め配線１２Ａ（１）との交差位置に対して、隣接
する第２の斜め配線１２Ｂ（１）、１２Ｂ（２）のビアの位置は、左右方向に１．５Ｐの
距離と、上下に桂馬飛びの位置である。これらの交差位置の関係は、図１１、図１２で説
明したのと同じである。
【００５１】
図１５は、本実施の形態における斜め配線を利用した配線レイアウト例を示す図である。
この例では、ゲートＧ１～Ｇ４の出力が、ゲートＧ１１～Ｇ１４の入力にそれぞれ接続さ
れ、そのための接続配線に斜め配線が利用されている。ゲートＧ１とＧ１１とは、Ｘ方向
の直交配線１０（１）と、ビア１４（１）と、第２の斜め配線１２Ｂ（１）と、ビア１４
（１１）と、直交配線１０（５）とからなる配線により接続され、同様に、ゲートＧ２と
Ｇ１２とは、直交配線１０（２）と、ビア１４（２）と、第１の斜め配線１２Ａ（１）と
、ビア１４（１２）と、直交配線１０（６）とからなる配線により接続され、ゲートＧ３
とＧ１３とは、直交配線１０（３）と、ビア１４（３）と、第２の斜め配線１２Ｂ（２）
と、ビア１４（１３）と、直交配線１０（７）とからなる配線により接続され、ゲートＧ
４とＧ１４とは、直交配線１０（４）と、ビア１４（４）と、第１の斜め配線１２Ａ（２
）と、ビア１４（１４）と、直交配線１０（８）とからなる配線により接続されている。
【００５２】
そして、近接する斜め配線とＸ方向の直交配線とのビアの位置は、図１５に示されるとお
り、桂馬飛びの位置に配置される（図中１４（１）～（４）及び１４（１１）～（１４）
）。
【００５３】
図１６は、本実施の形態における斜め配線を利用した配線レイアウト例を示す図である。
この例では、ゲートＧ５の出力が、ゲートＧ１１～Ｇ１４の入力にそれぞれ接続され、そ
のための接続配線に斜め配線が利用されている。つまり、ゲート５の出力は、直交配線１
０（５）から、ビア１４（２１）と、斜め配線１２Ｂ（１）、直交配線１０（５）を経由
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してゲートＧ１１の入力に接続されている。他のゲートＧ１２，Ｇ１３，Ｇ１４の入力に
対しても同様の配線で接続される。この例では、直交配線１０（５）と隣接する斜め配線
１２Ｂ（１）、１２Ａ（１），１２Ｂ（２），１２Ａ（２）とは、１．５Ｐ間隔のビア１
４（２１）～１３（２４）で接続される。
【００５４】
図１５、図１６の斜め配線は、配線間隔が１．０６Ｐと狭いので、その配線密度を高くす
ることができ、狭い領域の占有によりゲート間接続を可能にしている。斜め配線の間隔を
図１に示したように√２Ｐにすると、配線密度が低くなり、図１５，図１６に比較すると
ゲート間接続配線のためにより広い領域を必要とすることになることが、図１５、図１６
から理解できる。
【００５５】
図１７は、本実施の形態における斜め配線を利用した配線レイアウト例を示す図である。
この例では、下層側にＹ方向の直交配線１０（１）～１０（４）が設けられ、上層側に斜
め配線１２Ａ、１２Ｂ（１）～（４）が設けられている。上層の斜め配線は左肩上がりの
配線と右肩上がりの配線とが混在している。また、直交配線１０（１）は配線幅が広いが
、斜め配線とのビア形状の位置は、第１の斜め配線１２Ａとは基準格子２０の格子点上に
、第２の斜め配線１２Ｂ（１）とは１／２格子２２の１／２格子点上にそれぞれ配置され
る。また、第２の斜め配線１２Ｂ（３）と１２Ｂ（２）とは、最小間隔（１．０６Ｐ）の
２倍の距離を隔てて配置されている。更に、同じ直交配線１０（２）上で隣接する斜め配
線とのビアは、１．５Ｐの間隔を隔てて配置され、その直交配線１０（２）と直交する方
向の隣接するビアは、桂馬飛びの位置に配置される。
【００５６】
図１８は、本実施の形態における斜め配線を利用した配線レイアウト例を示す図である。
この例では、下層側に斜め配線１２Ａ（１）（２）と１２Ｂ（１）（２）とが設けられ、
上層側にＸ方向に延びる直交配線１０（１）～（４）と、Ｙ方向に延びる直交配線１０（
５）とが設けられている。この例では、同じ直交配線上で隣接する斜め配線とのビアは、
１．５Ｐの間隔を隔てて配置されている。更に、第２の斜め配線１２Ｂ（２）と接続され
る直交配線１０（５）は、１／２格子２２上に配置されている。このように、直交配線は
、基準格子２０上に配置されると共に、１／２格子２２上に配置されても良い。
【００５７】
図１９は、第２の実施の形態における斜め配線のレイアウトアーキテクチャの変形例を示
す図である。図８の例では、斜め配線１２Ａ，１２Ｂが１．５／√２・Ｐピッチで配置さ
れていたが、図１９では、１．５／√２・Ｐピッチで配置される斜め配線群と図１に示し
たように√２Ｐピッチで配置される斜め配線群とが混在している。つまり、第２の実施の
形態では、図１に示したような基準格子の格子点２１上に配置される斜め配線の存在を排
除するものではなく、基準格子の格子点上の斜め配線と、１／２格子の格子点上の斜め配
線とが混在し、更に、１．５／√２・Ｐピッチで配置される斜め配線と√２Ｐピッチで配
置される斜め配線とが混在しても良い。
【００５８】
以上、実施の形態例をまとめると以下の付記の通りである。
【００５９】
（付記１）複数の回路素子とそれらを接続する複数の配線とを有する半導体集積回路装置
において、
第１の配線層に形成され、水平又は垂直に延び、第１の最小配線幅を有する直交配線と、
前記第１の配線層と異なる第２の配線層に形成され、前記直交配線に対して斜め方向に延
び、前記第１の最小配線幅と同等の第２の最小配線幅を有する斜め配線と、
前記直交配線と前記斜め配線とが重なる点に形成され、前記直交配線と前記斜め配線とを
接続し、前記第１または第２の配線幅以下のサイズを有するビアとを有し、
前記斜め配線又は直交配線のいずれか一方が、前記ビアが形成される位置に、配線幅が前
記第１または第２の最小配線幅より拡大する拡大配線幅領域を有することを特徴とする半
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導体集積回路装置。
【００６０】
（付記２）付記１において、
前記ビアは、１辺の長さが前記第１または第２の最小配線幅より短い矩形形状を有し、当
該矩形が前記斜め配線または直交配線のいずれか一方の配線と同じ方向を有し、いずれか
他方の配線が前記拡大配線幅領域を有することを特徴とする半導体集積回路。
【００６１】
（付記３）複数の回路素子とそれらを接続する複数の配線とを有する半導体集積回路の配
線レイアウト方法において、
第１の配線層に形成され、水平又は垂直に延び、第１の最小配線幅を有する直交配線デー
タを発生する工程と、
前記第１の配線層と異なる第２の配線層に形成され、前記直交配線に対して斜め方向に延
び、前記第１の最小配線幅と同等の第２の最小配線幅を有する斜め配線データを発生する
工程と、
前記直交配線と前記斜め配線とが重なる点に、前記第１または第２の配線幅以下のサイズ
を有するビアと、前記第１の配線層に形成され前記ビアより大きい第１のビア座布団導電
層と、前記第２の配線層に形成され前記ビアより大きい第２のビア座布団導電層とからな
るビア形状データを発生する工程とを有し、
前記第１または第２のビア座布団導電層が前記直交配線または斜め配線の最小配線幅より
大きいことを特徴とする半導体装置の配線レイアウト方法。
【００６２】
（付記４）付記３において、
前記ビアは、１辺の長さが前記第１の最小配線幅より短い第１の矩形形状を有し、
前記第１及び第２のビア座布団導電層が、前記第１の矩形より大きな第２の矩形形状を有
し、当該第２の矩形が前記斜め配線または直交配線のいずれか一方の配線と同じ方向を有
し、いずれか他方の配線が前記第１または第２のビア座布団導電層によってその配線幅が
前記第１または第２の最小配線幅より拡大する拡大配線幅領域を有することを特徴とする
半導体装置のレイアウト方法。
【００６３】
（付記５）付記３において、
前記ビアは、１辺の長さが前記第１の最小配線幅より短い第１の矩形形状を有し、
前記第１及び第２のビア座布団導電層が、前記第１の矩形より大きな第２の矩形形状を有
し、当該第２の矩形が前記直交配線と同じ方向を有し、前記斜め配線が前記第２のビア座
布団導電層によってその配線幅が前記第２の最小配線幅より拡大する拡大配線幅領域を有
することを特徴とする半導体装置のレイアウト方法。
【００６４】
（付記６）複数の回路素子とそれらを接続する複数の配線とを有する半導体集積回路装置
において、
ピッチＰを有し水平又は垂直方向に延びる基準格子上に形成され、前記ピッチＰ以上の間
隔で配置された直交配線と、
前記直交配線に対して４５°又は１３５°傾いた斜め配線とを有し、
前記斜め配線は、前記基準格子の格子点上に形成される第１の斜め配線と、前記基準格子
に対してＰ／２ずれた１／２格子と前記基準格子とが交差する１／２格子点上に形成され
る第２の斜め配線とを有し、更に、当該第１及び第２の斜め配線が、前記ピッチＰに対し
て（１．５／√２）×Ｐ以上の間隔で配置されていることを特徴とする半導体集積回路装
置。
【００６５】
（付記７）付記６において、
前記直交配線は、前記基準格子上に加えて前記１／２格子上にも形成されることを特徴と
する半導体集積回路装置。
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【００６６】
（付記８）付記６において、
前記斜め配線の最小線幅は、前記直交配線の最小線幅とほぼ同じであることを特徴とする
半導体集積回路装置。
【００６７】
（付記９）付記６において、
前記直交配線上において、当該直交配線と前記第１及び第２の斜め配線とが交差する位置
が、最小で１．５Ｐピッチの間隔を有することを特徴とする半導体集積回路装置。
【００６８】
（付記１０）付記６において、
所定の直交配線と所定の斜め配線との交差位置に対して桂馬飛びの位置に、前記所定の直
交配線に隣接する直交配線と前記所定の斜め配線に隣接する斜め配線とが交差することを
特徴とする半導体集積回路装置。
【００６９】
（付記１１）複数の回路素子とそれらを接続する複数の配線とを有する半導体集積回路の
配線レイアウト方法において、
第１の配線層に、ピッチＰを有し水平又は垂直方向に延びる基準格子上に、前記ピッチＰ
以上の間隔で直交配線データを生成する工程と、
前記直交配線に対して４５°又は１３５°傾いた斜め配線データであって、前記基準格子
の格子点上に形成される第１の斜め配線データと、前記基準格子に対してＰ／２ずれた１
／２格子と前記基準格子とが交差する１／２格子点上に形成される第２の斜め配線データ
とを、前記第１の配線層と異なる第２の配線層に生成する工程とを有し、
前記第１及び第２の斜め配線が、前記ピッチＰに対して（１．５／√２）×Ｐ以上の間隔
で配置されることを特徴とする半導体集積回路の配線レイアウト方法。
【００７０】
（付記１２）付記１１において、
前記直交配線データを生成する工程は、前記基準格子上に加えて前記１／２格子上にも形
成される直交配線データを生成することを特徴とする半導体集積回路の配線レイアウト方
法。
【００７１】
（付記１３）付記１１において、
前記直交配線データは、第１の最小線幅を有し、前記斜め配線データは、前記第１の最小
線幅と同等の第２の最小線幅を有することを特徴とする半導体集積回路の配線レイアウト
方法。
【００７２】
（付記１４）付記１３において、
更に、前記直交配線と前記斜め配線とが重なる点に、前記第１または第２の配線幅以下の
サイズを有するビアと、前記第１の配線層に形成され前記ビアより大きい第１のビア座布
団導電層と、前記第２の配線層に形成され前記ビアより大きい第２のビア座布団導電層と
からなるビア形状データを発生する工程を有し、
前記第１または第２のビア座布団導電層が前記直交配線または斜め配線の最小配線幅より
大きいことを特徴とする半導体装置の配線レイアウト方法。
【００７３】
（付記１５）複数の回路素子とそれらを接続する複数の配線とを有する半導体集積回路の
配線レイアウト手順をコンピュータに実行させるレイアウトプログラムにおいて、前記配
線レイアウト手順は、
第１の配線層に形成され、水平又は垂直に延び、第１の最小配線幅を有する直交配線デー
タを発生する工程と、
前記第１の配線層と異なる第２の配線層に形成され、前記直交配線に対して斜め方向に延
び、前記第１の最小配線幅と同等の第２の最小配線幅を有する斜め配線データを発生する
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工程と、
前記直交配線と前記斜め配線とが重なる点に、前記第１または第２の配線幅以下のサイズ
を有するビアと、前記第１の配線層に形成され前記ビアより大きい第１のビア座布団導電
層と、前記第２の配線層に形成され前記ビアより大きい第２のビア座布団導電層とからな
るビア形状データを発生する工程とを有し、
前記第１または第２のビア座布団導電層が前記直交配線または斜め配線の最小配線幅より
大きいことを特徴とする半導体装置の配線レイアウトプログラム。
【００７４】
（付記１６）複数の回路素子とそれらを接続する複数の配線とを有する半導体集積回路の
配線レイアウト手順をコンピュータに実行させるレイアウトプログラムにおいて、前記配
線レイアウト手順は、
第１の配線層に、ピッチＰを有し水平又は垂直方向に延びる基準格子上に、前記ピッチＰ
以上の間隔で直交配線データを生成する工程と、
前記直交配線に対して４５°又は１３５°傾いた斜め配線データであって、前記基準格子
の格子点上に形成される第１の斜め配線データと、前記基準格子に対してＰ／２ずれた１
／２格子と前記基準格子とが交差する１／２格子点上に形成される第２の斜め配線データ
とを、前記第１の配線層と異なる第２の配線層に生成する工程とを有し、
前記第１及び第２の斜め配線が、前記ピッチＰに対して（１．５／√２）×Ｐ以上の間隔
で配置されることを特徴とする半導体集積回路の配線レイアウトプログラム。
【００７５】
【発明の効果】
以上、本発明によれば、十分なビア座布団導電層を有するビア形状を追加することにより
適切な接続マージンを確保することができ、斜め配線の配線幅を狭くすることができる。
また、ビアの位置の格子点や１／２格子点上に限定しつつ、斜め配線の最小間隔を直交配
線の最小間隔と同等にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】特許文献１で提案されている斜め配線の一例を示す図である。
【図２】グリッドレスアーキテクチャーを示す図である。
【図３】特許文献２に示された接続点の構造を示す図である。
【図４】第１の実施の形態における配線構造を示す図である。
【図５】更に第１の実施の形態におけるビア形状を示す図である。
【図６】更に第１の実施の形態における別のビア形状を示す図である。
【図７】第１の実施の形態における配線レイアウトのフローチャート図である。
【図８】本実施の形態における斜め配線のレイアウト・アーキテクチャを説明する図であ
る。
【図９】本実施の形態における斜め配線のレイアウト・アーキテクチャによる斜め配線の
配置を説明する図である。
【図１０】本実施の形態における斜め配線のレイアウト・アーキテクチャによる斜め配線
の配置を説明する図である。
【図１１】本実施の形態における斜め配線の配置例を示す図である。
【図１２】本実施の形態における斜め配線の配置例を示す図である。
【図１３】本実施の形態における斜め配線の配置例を示す図である。
【図１４】本実施の形態における斜め配線の配置例を示す図である。
【図１５】本実施の形態における斜め配線を利用した配線レイアウト例を示す図である。
【図１６】本実施の形態における斜め配線を利用した配線レイアウト例を示す図である。
【図１７】本実施の形態における斜め配線を利用した配線レイアウト例を示す図である。
【図１８】本実施の形態における斜め配線を利用した配線レイアウト例を示す図である。
【図１９】第２の実施の形態における斜め配線のレイアウトアーキテクチャの変形例を示
す図である。
【符号の説明】
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１０：直交配線、１２：斜め配線、１２Ａ：第１の斜め配線
１２Ｂ：第２の斜め配線、１４：ビア形状、２０：基準格子
２１：基準格子の格子点、２２：１／２格子、２３：１／２格子点
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