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プロジェクト概要 

   作成日 平成２０年９月１２日 

プログラム名 ＩＴイノベーションプログラム/エネルギーイノベーションプログラム 

プロジェクト名 次世代プロセスフレンドリー設計技術開発 プロジェクト番号 P06017 

担当推進部／担当者 電子・情報技術開発部 

０．事業の概要 

我が国半導体産業の国際競争力強化のためには、競争力のあるシステム LSI 製品

を短期間で開発し、低コストで市場に投入する必要があります。一方、半導体プロセス

の微細化に伴い、製造マージンの縮小や特性ばらつきの増大が避けられず、その結

果、所望の性能を得るまでに何回も設計・試作をやり直すことになるなど、製品開発にか

かる期間やコストが著しく高まります。これらの課題を解決するために、本プロジェクトで

は、製造段階での問題をモデル化し、設計段階で事前検証することで、開発期間を短

縮し、かつ低コストで半導体製品を実現することを目指した製造性考慮設計（DFM：

Design for Manufacturing）手法を開発します。 

本技術開発により、hp45nm（ロジックノード 32nm）技術領域における高性能システム

LSI の設計生産性を、本技術を用いない場合と比較して2倍にすることを目標とします。

Ⅰ．事業の位置付け・

必要性について 

世界のシステム LSI(ASIC＆ASSP)市場は 2007 年より本格展開が始まるロジックノード

65nm以降の世代については、高性能・大規模システムLSIがターゲットとなっています。

回路が指数関数的に複雑・大規模化するため、それを解決すべく設計生産性を大幅に

向上させる必要があります。また製造においては、市販設計ツールを使って設計しても

チップが期待通り動作しないことが明らかになっており、RTL からプロセスまでに生じる

あらゆる要因を統一的な技術でカバーされていなければなりません。このため国内の半

導体メーカの設計技術、プロセス技術の総力を結集して強力な設計メソドロジ技術の開

発、確立が必須であり、ひいては国内のあらゆる産業にとって重要な基盤となります。

JEITA 調査報告書「世界の主要電子機器からみた半導体市場の中長期展望」より推定

した２０１１年以降の世界、及び国内の半導体需要予測ではシステム LSI(マイコン、ロジ

ック分野)の販売額は１０兆円～２０兆円規模であり、これらは今後有望視される民生、コ

ンピュータ、通信、自動車などに幅広く使われます。このような大きなマーケットを支える

プロジェクトの実施効果は極めて大きいと考えられます。  

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 事業の目標 
本技術開発により、hp45nm 技術領域における高性能システム LSI の設計生産性

を、本技術を用いない場合と比較して 2 倍にする。 

 事業の計画内容 主な実施項目 H18fy H19fy H20fy H21fy H22fy  

  
ばらつき考慮の設計メ

ソドロジの開発 

 
     

  
歩留まり考慮の設計

技術開発 

 
     

  
リソグラフィー考慮の

設計技術開発 
  

 
   

 
統合的低消費電力設

計技術開発 
  

 
   

 

 
統計的設計技術の開

発 
   

 
  

 開発予算（助成額） 会計・勘定 H18fy H19fy H20fy H21fy H22fy 総計 

  一般会計 877,818 887,535 887,394  － 2,652,747

 （単位：千円） 特別会計（石特）       

  総予算額 877,818 887,535 887,394   2,652,747

 開発体制 経済産業省原課 商務情報政策局情報通信機器課  

  プロジェクトリーダー 下東勝博（開発責任者） 

  助成先 株式会社 半導体理工学研究センター 
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 情勢変化への対応 

平成 18 年度、19 年度の 2 年間においては、研究計画に影響を与える重要な情勢

の変化は認められなかった。従って、情勢変化に対応した特別な計画変更等は行

っておらず、当初計画どおりの研究開発を実施した。 

近年に、微細化に伴いトランジスタ特性に対するストレスの影響が、従来予想され

ていたよりも大きいことが明らかになってきた。ストレス起因のトランジスタ特性変動

を考慮した（チップレベルの）設計手法が新たな開発課題として早期に取り組む 

必要がある。本課題に対しては、平成20年度に加速的に研究開発を実施し、その

成果を3 年後に実用化予定の hp45nm（ロジックノード 32nm）世代対応 LSI設計手

法に反映する。 

Ⅲ．研究開発成果につい

て 

1. 事業全体の成果 

平成 18 年度 

① ロジックノード 65nm 基本設計メソドロジの確立 

② ロジックノード 65nm ばらつき考慮の設計メソドロジの確立 

平成１９年度 

ロジックノード 45nm（65nm を題材として）歩留まり考慮設計メソドロジの確立 

2. 研究開発項目ごとの成果 

2-1. 製造性考慮設計の基盤技術開発（研究開発項目①） 

･製造性考慮（製造欠陥対応、リソグラフィ対応、CMP 対応）最適化手法を導入し

た設計フローによる歩留まり向上技術を開発した。 

･RTL プロトタイピングの実用化により設計 TAT を大幅短縮した。 

・統計的タイミング解析のユーセージモデルの確立 

・RTL プロトタイピングによる設計 TAT 短縮の確認 

・製造性考慮（製造欠陥対応、リソグラフィ対応、CMP 対応）最適化基本フローの

確立 

2-2. 製造性考慮設計の標準化技術（研究開発項目②） 

DFM データベースのフォーマット等につき、米国標準化団体 Si2 へ提案をおこな

っている。また、日経 Tech-on に技術用語を統一し，技術の標準化を推進するた

めに DFM/SSTA 用語辞典をとりまとめて掲載させた。また、STARCAD-CEL ライ

ブラリ仕様書、開発・検証手順書の作成を行い、特に超低消費電力設計技術対

応のライブラリ開発手法の確立も行った。 

2-3. 新技術事象に対する製造性考慮設計技術開発（研究開発項目③） 

・低消費電力・統計的タイミング設計のサインオフ技術の実用化を行った。従来 5

コーナでのサインオフ検証が必要であったが統計的タイミング解析により 3 コーナ

に減少できることを示した。また低消費電力・統計的タイミング設計のサインオフ

技術を開発しチップ動作を設計段階で保証できることを確認した。低消費電力設

計においては、クロックゲーティング/パワーゲーティング、トランジスタゲート長最

適化などを組み込んだ設計フローによる低消費電力化（ダイナミックパワーで２

３％削減、スタティックパワーで５２％削減)技術を確立した。 

 投稿論文 査読付き： １件、その他： １４件 

 特許 

出願済： １件（うち国際出願０件）、 

登録： ０件、 

実施： ０件 

Ⅳ．実用化・事業化の

見通しについて 

半年ごとに開発物を半導体各社へ技術移転を行い実用化させている。 

平成 18 年度には合計 87 件をクライアント技術者への技術移管を行った。 
平成 19 年度には、クライアント各社への出張技術移転なども行い、合計 

718 件を引継いだ。 

引継ぎ技術はクライアント各社の実チップ開発に活用されている。 

 

Ⅴ．評価に関する事項 事前評価 なし 

 中間評価以降 20 年度 中間評価実施予定 

基本計画に関する事項 策定時期 平成 18 年 3 月 策定 

 変更履歴 なし 
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「次世代プロセスフレンドリー設計技術開発プロジェクト」 
全体の研究開発実施体制 

 

 
*株式会社 半導体理工学研究センターを STARC と略す 

 
我が国の主要半導体メーカーが設立した株式会社半導体理工学研究センター

（STARC）で実施することとし、各社の設計技術者を集結して研究開発を推進し

ている。最先端の設計技術開発を推進できる技術者を集結することで共通基盤的

な技術を効率的に開発することを目指すとともに、これらの技術者が、各社にお

ける本プロジェクト成果の普及、実用化を進めるうえで中心的な役割を担うこと

を期待している。 
また、微細化、低電圧化された素子環境でのばらつきと設計信頼性向上のため

の基礎的な回路的研究開発については、将来的に重要になる課題であり、この分

野で研究アクティビティの高い東京大学に研究委託を行い、大学の研究開発力を

活用した研究開発を進めている。 
助成先である STARC においては、開発責任者である社長のもと、開発第一部

が開発を推進している。また、STARC 開発第一部の支援組織である「先端コア

支援委員会」が、本開発について仕様要求や助言を行う等、参加企業各社の広範

なバックアップ体制も整備している。 
 

NEDO技術開発機構

助成（1/2補助）

【研究委託先】 東京大学 桜井貴康教授

【研究題目】 「微細化、低電圧化された素子環
境でのばらつきと設計信頼性向上
のための基礎的な回路研究開発」

株式会社 半導体理工学研究センター（STARC）

研究開発項目

① 製造性考慮設計の基盤技術開発

② 製造性考慮設計の標準化技術

③ 新技術事象に対する製造性考慮設計技術開発

 
 

図Ⅱ―２－１２ 実施体制 
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「次世代プロセスフレンドリー設計技術開発」（中間評価） 

評価概要（案） 

 

１．総 論 
１）総合評価 
半導体はエレクトロニクス製品だけではなく、自動車や医療、社会インフラの基

盤となる技術となっている。そのなかで、設計技術は、プロセスと車の両輪をなし

ている。EDA（Electronic Design Automation、電気設計支援ソフトウエア）の海

外ベンダーによる寡占化やファブレスメーカーの躍進を考えると、プロセス以上に

重要な技術となっている。この様な状況下で、日本を代表する 7 社の半導体メーカ

ーのシステム LSI の設計技術力を高めることを目標として、hp65nm（中間）、

hp45nm（最終）プロセスをターゲットとして、共通の設計技術を開発することで

複数企業全体として開発期間の短縮・開発コスト削減できることは意義のあること

である。また、開発成果・技術移転実績も申し分ない。 
 しかし、最先端プロセスにおける設計効率だけでなく、既存のプロセスにおける

設計生産性向上や IP(Intellectual Property、知的財産物)開発の効率化などについ

ても研究テーマとして盛り込めば、実用化したときの効果が更に大きいのではない

か。 
今後、成果の提供をうけたクライアントにおいては、本成果を用いたシステム LSI

の製品化を迅速に進めるとともに、日本の半導体製品の優位性をアピールし、更な

る国際競争力の強化につなげてほしい。また、国際半導体技術ロードマップ（ITRS）
で提示されている技術課題のみならず、革新的な技術開発をも期待する。 

 
２）今後に対する提言 
開発した設計メソドロジーの実用化・事業化に重心をシフトする段階であると考

える。開発成果の広報・普及をすべきである。実用化を考える上で設計効率化だけ

でなく売れる商品を開発することまでも考えに入れて、実際に成功しているチップ

の機能や価格などを参考とするために調査することを希望する。プロジェクトの資

金に関しては緊急性と必要性に応じて、加速資金投入も検討すべきと思われる。 
また、開発した技術の知的財産権を確保し、日本企業の技術がベンダーを通じて拡

散することを防止する方策を講ずべきである。ノウハウの確保と先端技術を維持す

る観点から、CAD ベンダーへ開発をすべて委託するのではなく、重要コア技術とな

る EDA プログラムの開発を希望する。 
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２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 

日本の半導体産業においてデバイス開発は最重要案件である。欧米の半導体メー

カーはもちろんのことアジアの半導体メーカーも設計力・製造技術力を高めている

ため、益々競争は激化している。このような状況下で、設計コストの削減と開発期

間短縮、歩留り改善に関わる問題等、国内半導体メーカーが共通に抱える課題を解

決することを目的とする本プロジェクトは NEDO の事業として妥当である。また、

解決すべき共通課題は膨大かつ持続的な検討を要する。このことから、各社単独で

取り組むのが困難な開発項目に対し、NEDO が産学連携を先導し、国内半導体産業

の国際競争力強化推進に資することは、公共性の観点からも妥当である。 
しかし、本事業は、システム LSI の競争力を向上させるために必要とされる共通

技術を開発するものとして重要性が高いが、一方日本の半導体会社の最も大きな弱

点である国際戦略、マーケティング、および製品戦略に関する弱さを改善するもの

ではない。 
メーカーの要求は一様でなく、開発体制、設計環境が異なるなかで、共通基盤で

ある課題が真に抽出されたかについては疑問が残る。また、開発の効率性・費用対

効果の観点から、MIRAI 等の関連プロジェクトで実施されている開発項目との関係

を整理することが必要である。 
 

２）研究開発マネジメントについて 
研究開発目標とスケジュールは国際半導体技術ロードマップ（ITRS）に基づいて

策定・立案されており、妥当である。また hp45nm で生産性目標を 2 倍に設定して

いることも妥当であり、最終目標も妥当である。また 7 社での共同開発体制をとり、

設計基盤技術、EDA 技術に関する取組みを行い、6 か月ごとに技術移転を行い、企

業での実用化を努力していることは評価できる。更には、MIRAI との連携を図るこ

とで、ストレス考慮設計の開発を行う等、機敏な対応をとっており評価できる。 
しかし、実用化を最優先にしているために、知的財産の確保や新技術開発への対

応が弱い。ロードマップ記載の革新技術で実用的に重要なものはないのかどうかを

検討し、必要であれば実施することが望まれる。 
最終目標の hp45nm プロセスでは、装置が大幅に改良され、装置にも DFM を取

り入れた開発が進んでいるであろう。プロセスと設計の界面についての研究に対し

て、装置メーカーからの研究開発状況を盛り込む、或いは意見を吸上げるべきでは

ないか。 
 
３）研究開発成果について 

hp65nm での設計生産性が目標の 2 倍を上回り 3.05 倍を達成、など他項目もほぼ

目標としている数値をクリアしている。また電力削減に関しても、新しい設計フロ
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ーの開発により、かなりの削減効果を図ったことで、中間目標を達したと判断でき

る。すでに多くの実製品に成果が適用されている事から本プロジェクトの成果が的

確でかつ短時間に事業会社へ伝達されていると考えられる。 
しかし、本プロジェクトではデジタル部分の設計生産性向上を目標としている。

アナログ製品はプロセスとのマッチングが重要で今回のプロセスフレンドリー設計

技術開発テーマにも適していると思われるので、今後はアナログそのものの設計生

産性向上を目標にすることが重要だと考える。また著名な国際会議での発表がない

ことから、開発した技術が世界レベルで優位に立っているとは言えない。日本の半

導体産業のプレゼンス向上は国際競争力強化にもつながると考えられるので、戦略

的な広報活動を期待したい。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
クライアント各社への技術移転は、半年毎に成果をリリースすることで、プロジ

ェクトの進行中に段階的に行われており、かつ最短期間での実用化に貢献している。

サブワーキンググループ活動を通して、開発項目と開発時期の調整をしており、実

用化に関する努力を行っていることは評価できる。すでに多くの製品が設計され、

実用化されており、成果の実用化に関しては高いレベルにあると考えられる。 
しかし、クライアント各社にすぐに役立つための技術開発であるがゆえに、関連

分野への大きな波及効果は期待できない。STARC 自身が開発仕様書を作成している

が、プログラム開発に直接携わっておらず、EDA ベンダーへの委託であるために人

材育成も十分な成果を上げているとは考えにくい。 
クライアント各社での新規製造プロセス立ち上げのタイミングとうまく合うよう

に技術移転が行われれば効率がよいが、それがずれると移転コストがかさむので、

緊密なスケジュール調整と技術移転の更なる効率化が重要となろう。 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8 

個別テーマに関する評価 

 

 

 成果に関する評価 今後に対する提言 

製 造 性 考

慮 設 計 の

基 盤 技 術

開発 

製造ばらつき・製造歩留りを考慮した LSI 設計手法の開発におい

て、統計的解析手法の有効活用による、設計 TAT 短縮、セル総面積

削減、消費電力削減等の多岐にわたる成果は評価できる。さらに設計

意図活用による検査時間削減等製造性考慮設計における多岐にわた

る成果も目標を満足するものである。マスク描画時間短縮や検査時間

短縮は検証がされており効果が確認されている。マスクコストは

hp65nm で 1 億円を超えておりコスト削減効果は大きいと言える。 
しかし、設計生産性向上を公平に計ることは容易ではないが、評価

尺度の妥当性に関しては議論の余地があろう。 

計画に従って着実に進めていけ

ばよい。半導体技術開発に対する本

技術開発成果の適用可能性の検討

をして、MIRAI 等の関連プロジェ

クトとの連携も必要に応じてする

ことが望まれる。また、リソグラフ

ィーフレンドリーな設計手法は、海

外でも ASML などが取り組んでい

るが、それらの競合技術と比べて優

れている点をもっとアピールすべ

きである。 
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 成果に関する評価 今後に対する提言 

製造性考慮

設計の標準

化技術開発 

設計生産性で 3.05 倍の向上を図り、STARCAD-CEL、インプリ

メンテーションフロー、ライブラリー仕様書、ライブラリー開発手

順書など、かなり多くのドキュメント類を完成させたことは評価で

きる。また、DFM データベースの整備、標準インタフェースデー

タベース構築により移植性のある EDA 環境構築をすすめ、総合的

な設計フロー開発を着実に推進していることも評価できる。 
しかし、半導体メーカー7 社体制に内在する限界のために、ライ

ブラリーの共通化はできず、ライブラリー開発の標準手順書作成に

留まっている。したがって、成果の利用と普及に関しては疑問が残

る。 
当該 EDA ツールをユーザーが使用する際に、新規機能等により、

ツール使用法習得のための時間コスト増大や設計時の考慮すべき

事象増加による作業コスト増大につながらないように、ユーザーフ

レンドリー性についても検討を加えていく必要がある。 

最終目標が hp45nm なので、

hp45nm の生産を行うクライアン

ト向けに、ライブラリーや開発フロ

ーを整備して、成果が直接役立つこ

とを考えた方が、効果があるのでは

ないか。また、製造装置メーカーの

技術進歩によって hp45nm 以降の

製造装置はかなり変わってくるこ

とが予想される。製造装置メーカー

の技術者の意見を取り入れながら

研究を進めて行くことが必要であ

る。 
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 成果に関する評価 今後に対する提言 

新技術事象

に対する製

造性考慮期

設計技術開

発 

統計的解析手法を有効に活用し、設計上のマージン改善等に着

実な成果をあげていることは評価できる。また、LOCV による設

計 TAT の短縮、低電力設計フローによる消費電力削減などは一

定の効果が確認されており、中間目標は達成されていると思われ

る。低消費電力化という課題に対し、ダイナミック電力削減、ス

タティック電力削減の両面からの取組みによりさらなる低電力

化に対して効果をあげている。 
しかし、低電力化設計メソドロジーは実現方法が多岐にわたる

ので、どのようなときにどのような技術を適用すべきか（技術の

適用効果）が開発前にわかるようなガイドラインの策定が望まれ

る。また、冗長化技術についてはどのように対応するか明確にす

べきである。 

今後の方向性はおおむね妥当であ

る。他の組織が革新技術を発表するな

どしたときには、本プロジェクトの予

定成果と比較照合し、優位性を確認し

つつ開発を進めることが必要である。

システム LSI の更なる低消費電力

化実現のために、現在の低電力化手法

だけでよいのかどうかという見極め

が重要であると考える。超低電力化に

向け、どのようなことが技術課題とな

り、ブレークスルー技術は何かという

課題抽出・検討が行われることを希望

する。冗長化技術などは研究機関に研

究委託を出すのも一つの方法である。
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

2.3

2.3

2.0

2.7

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化、事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

 

 

評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の位置付け・必要性について 2.7 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ

２．研究開発マネジメントについて 2.0 B A B B B C B
３．研究開発成果について 2.3 C A A A C B A
４．実用化、事業化の見通しについて 2.3 A B B A C A B
（注）Ａ=3，Ｂ=2，Ｃ=1，Ｄ=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
＜判定基準＞ 
(1) 事業の位置付け・必要性について (3) 研究開発成果について 
・非常に重要         →Ａ ・非常によい         →Ａ 
・重要            →Ｂ ・よい            →Ｂ 
・概ね妥当          →Ｃ ・概ね妥当          →Ｃ 
・妥当性がない、又は失われた →Ｄ ・妥当とはいえない      →Ｄ 
(2) 研究開発マネジメントについて  (4) 実用化、事業化の見通しについて 
・非常によい         →Ａ ・非常に明確         →Ａ 
・よい            →Ｂ ・明確            →Ｂ 
・概ね適切          →Ｃ ・概ね明確          →Ｃ 
・適切とはいえない      →Ｄ ・見通しが不明        →Ｄ 
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評点結果〔個別テーマ〕 

①製造性考慮設計の基盤技術開発 

2.8

0.0 1.0 2.0 3.0

１．研究開発成果　　　　　

 
②製造性考慮設計の標準化技術開発 

2.5

0.0 1.0 2.0 3.0

１．研究開発成果　　　　　

 
 
③新技術事象に対する製造性考慮設計技術開発

1.7

0.0 1.0 2.0 3.0

１．研究開発成果　　　　　
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個別テーマと評価項目 平均値 素点（注） 

①製造性考慮設計の基盤技術開発 
 １．研究開発成果について 2.8 A － A A B A A 
②製造性考慮設計の標準化技術開発 
 １．研究開発成果について 2.5 A － A A B B B 
③新技術事象に対する製造性考慮設計技術開発 
 １．研究開発成果について 1.7 C － B C C B A 
（注）Ａ=3，Ｂ=2，Ｃ=1，Ｄ=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
＜判定基準＞ 
(1) 研究開発成果について 
・非常によい         →Ａ 
・よい            →Ｂ 
・概ね妥当          →Ｃ 
・妥当とはいえない      →Ｄ 

 
 
 


