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　近年のVLSI，とくにSOC（System On Chip）の設計においては，タイミング設計が重
要な要素になってきている。本稿では，VLSI設計におけるタイミング設計をサポートす
るために開発された静的タイミング解析ツール“Gista”を紹介する。
　Gistaは，100万ゲート規模の回路で1,000万を超える信号伝播経路すべてのタイミング
値を短時間で求め，タイミングエラーの有無，およびその経路を設計者に知らせること
を目的として開発された。静的タイミング解析手法を採用し，大規模回路に対して網羅
的なチェックを可能にした。また，経路探索の高速化，および複雑なクロック回路に対
する最悪条件検出の自動化を実現した。Gistaはタイミング解析を容易にし，富士通で
設計した各種LSIに適用されている。
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Abstract

静的タイミング解析ツール：Gista

Timing is becoming very important in VLSI design, especially for System On Chip （SOC）
design.  This paper introduces the Gista static timing analysis tool, which supports the timing
design of VLSIs.
Gista has been developed to manage a large circuit of about one million gates.  It can quickly

calculate the timing values of more than 10 million signal propagation paths and notify the
designer of the presence or absence of timing errors and the paths which have timing errors.  It
uses the static timing analysis method to realize exhaustive checking of a large circuit.  It also
realizes high-speed path tracing and automatic detection of the worst condition for a complicated
clock tree.  Gista makes timing analysis easier and is used by Fujitsu to check various chips it
designs.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ま　え　が　き

　近年のVLSIの大規模化，高速化の進歩には目を見張る

ものがある。100万ゲートを超える規模の論理回路や，動

作周波数が数百MHzに達するLSIが次々と開発されてい

る。こうしたVLSIの設計作業の中で，チップ上のすべて

の回路が所望の速度で動作するようにするタイミング設

計が占める割合が次第に大きくなってきている。

　本稿では，タイミング設計を支援するツールとして，

静的タイミング解析ツールGistaを紹介する。Gistaは，社

内の通信・電子デバイス・情報処理それぞれの設計ノウ

ハウを生かして開発され，大規模かつ様々な回路への対

応と高速処理を特長としている。

　ここでは，タイミング解析の課題，タイミング解析の

一手法である静的タイミング解析の紹介，Gistaの特長，
(1)他システムとの連携を述べる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○タイミング解析の課題

　昨今のASIC開発では，テクノロジの能力を十分に利用

したより高速なチップの設計が行われるようになってき

た。とくに，0.35μm以下のプロセスにおいては，配線が

遅延に及ぼす影響が大きくなってきており，論理の工夫

だけではタイミング設計を満足することが難しくなって

きている。また，集積度の向上は，一つのチップ上に実

現される機能をより一層複雑にし，設計者がタイミング

設計で注意を払わなければならないか所を増大させてい

る。場合によっては，設計者が気づかないか所にタイミ

ングエラーが潜む場合もあり，製造されたチップが正し

く動作しない恐れさえある。

　従来のタイミング解析は，設計者の勘に頼って問題が

ありそうなか所に絞った解析を行うか，ツールの速度的

な問題からもっと小さな規模の回路を対象にして静的タ

イミング解析を実行するしかなかった。チップ内の信号

伝播経路が100万をはるかに超える現在，高精度・高速か

つ大規模回路に適用可能なタイミング解析ツールと連携

してタイミングを満足するように論理回路を自動修正す

るツールが望まれていた。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○静的タイミング解析

　Gistaは静的タイミング解析ツールである。タイミング

解析には動的と呼ばれる手法も存在する。例えば，遅延

時間を考慮したシミュレーションにより解析を行う手法

がこれに当たる。静的タイミング解析は動的な手法と比

べてどのような長所・短所があるのか以下に述べる。

●　テストベクタが不要

　タイミング解析は，フリップ・フロップ（以下，FF）な

どの順序回路素子間の遅延時間を計算することが基本で

ある。動的な手法では，あるFFから別のFFに信号が伝播

するまでの時間を，遅延時間を考慮したシミュレーショ

ンを用いて測定する。シミュレーションを行うために

は，測定したい経路に信号が適切に伝播するように論理

値の条件を設定する必要がある。この条件をテストベク

タと呼び，回路内のFF間の経路ごとにこのテストベクタ

を用意しなければならない。

　一方，静的な手法では同じFF間の経路の遅延時間を，

ゲート遅延とネット遅延の単純な足し算で求める。シ

ミュレーションを行う必要がないため，テストベクタが

不要である。このように，静的解析手法では設計者が経

路を意識してテストベクタを作成するという作業が不要

になる。

●　網羅的かつ高速

　上述したように，動的解析手法は設計者がテストベク

タを作成し，それに基づいてシミュレーションが行われ

る。昨今のVLSIでは，FFの組合せによる経路の数は100

万を超えており，すべての経路に対してテストベクタを

用意することは事実上不可能である。したがって，設計

者はタイミングが厳しいと思う経路に対してのみテスト

ベクタを作成することになる。

　一方，静的解析手法では単純な足し算のみで遅延時間

が求められるため，経路がどれほど大量にあろうともす

べての組合せを尽くし，かつ高速処理を行うことが可能

である。Gistaでは実際に約100万の経路を処理するのに

20分程度しか必要としない。また，すべての経路を網羅

しているため，設計者が予期していなかったタイミング

エラーも確実に検出することが可能である。

●　フォールスパスが発生

　フォールスパスの問題は静的解析手法の大きな欠点で

ある。フォールスパスとは，回路の接続はなされている

ものの，冗長な回路などが原因で論理的に信号が伝播し

ないような経路のことを指す。静的手法では，FF間の経

路をゲートとネットの接続のみにより求めるため，信号

が伝播するか否かは考慮されない。このため，設計者が

遅延を考慮する必要がない経路に対してもタイミングエ

ラーを通知してしまうことがある。静的解析手法では，

このフォールスパスをいかに取り除くかが課題となる。

　一方，動的解析手法ではフォールスパスは発生しな

い。これは，問題の経路に信号を伝播させるようなテス

トベクタが論理的に作成不可能だからである。
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Gistaの特長

　Gistaは上に述べたような静的タイミング解析の長所の

ほかに，以下に述べるような特長がある。

●　オープンインタフェース

　Gistaの入力は，ネットリストにVerilogHDL(注1)または

VHDL(注2)を用いる。また，遅延情報としては，Cadence

社が定め業界標準となったSDF（Standard Delay Format）

を用いる。いずれのファイル形式もCADベンダが広く採

用しているもので，他社製品と組み合わせてGistaを利用

することも可能である。

　また，SDFに記述される遅延情報は，論理設計段階な

らば仮配線情報に基づいて，物理設計完了後ならば実配

線情報に基づいて作成することができる。したがって，

Gistaは論理設計から物理設計完了後に至るまで広くタイ

ミング解析に用いることができる（図-１）。

●　高速な経路探索

　Gistaでは独自のアルゴリズムを用いて，FF間の経路探

索と遅延時間計算を同時に行っている。この経路探索で

は，FF間に複数の経路が存在する場合でも，そのすべて

の経路の遅延時間を求め，その中から最も大きい，ある

いは最も小さい遅延時間を持つ経路を探し出すことが可

能である。また，高速に処理するため，回路の接続順序

を考慮しながら同じ素子の遅延時間評価を複数回行わな

いような工夫がなされている。

　この経路探索を用いることにより，100万を超えるFF間

経路に対してもきわめて短時間で解析を行うことがで

き，設計期間の短縮に寄与している。

●　最長/最短経路探索と全経路探索

　Gistaの経路探索機能は，検索する手法を切り替えるこ

とができる（図-２）。

　通常は高速処理を実現するために最長，または最短経

路のみを探し出すようになっている。ところが，この手

法ではあるFF間の経路が設計者の要求するタイミング仕

様を満足していないことと，最長，または最短の経路が

どこかということしか分からない。実際に回路のタイミ

ング設計を完結するためには，FF間にある複数の経路の

中でどの経路がタイミングを満足していないのかを知る

必要がある。全経路探索はこのような場合に，最長，ま

たは最短以外の経路に対してもタイミング値を求めるこ

とができ，その結果に基づいて各経路がエラーしている

のか，どれくらいエラーなのかを知ることができる。

●　自動クロック経路認識

　回路規模が増大するにつれ，クロック回路自体も非常

に複雑なものになってきている。例えば，外部から与え

られるクロックが複数存在し，かつそれらの周波数が異
れん

なる，クロック回路自身が再収斂を起こしているなどで

ある。また，外部クロック入力端子から各FFまでのク

ロック信号の到達時間のズレも論理回路の動作に影響を

与えるため，タイミング解析では正確に考慮する必要が

ある。

　Gistaは，遅延時間を計算する対象となる経路の始点お

よび終点のFFに対して接続されているクロックの経路を

すべて検索する。PVTバリエーション（プロセス，電圧，

温度によるバラツキ）を考慮した最悪の条件でのクロック

系モデルを考えるため，両方のFFに供給されるクロック

が分岐するか所を検索する。外部入力からこの分岐点ま

ではバラツキの影響を受けないため，この分岐点から先

だけにバラツキの影響を与えている。また，クロック自
れん

身が再収斂している場合は，SetupまたはHoldのチェック

においてどのようなクロック経路の組合せがチェックに

対して最も大きな影響を与えるかを自動的に検出する

Verilog/�
VHDL

Library SDF

STIF

論理情報� または� 物理情報�

解析結果�

Gista

図-1　Gistaのシステム構成
Fig.1-System configuration of Gista.

終点�

始点�

終点�

始点�

：探索される経路�
：探索されない経路�

図-2　最長経路探索（左）と全経路探索（右）
Fig.2-Worst-route trace（left） & all-route trace（right）.

（注1）ハードウェア記述言語の一種。IEEE Std 1364により規格化され
ている。

（注2）VHSIC Hardware Description Languageの略語。ハードウェア記
述言語の一種。IEEE Std 1076により規格化されている。
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（図-３）。

　本機能により，設計者はGistaに対してクロックの簡単

な情報を入力するだけで，複雑なクロック系でもチェッ

クを行うことが可能になる。

●　会話型解析ツール

　タイミングエラーが発見されたとき，設計者はその経

路上のどこに問題があるのかを調査することになる。

Gistaは調査の作業効率を向上させるために，会話型解析

ツールを提供している。

　このツールでは，例えば問題が発生した経路の論理回

路を表示し，その回路の中で個々のゲートやネットがど

れくらいの遅延時間を持っているのか，といったことが

示される。これらは棒グラフなどの表現を組み合わせて

問題か所を浮き彫りにし，どこを改善すべきかを分かり

やすく表示している（図-４）。

●　フォールスパス除外機能

　静的タイミング解析の問題としてフォールスパス問題

を先に述べた。これに対して，Gistaでは二通りの方法で

対処している。

　一つは，経路探索の際に経由してはならないネットを

設計者に指示してもらう方法である。経路の始点・終点

のほかに中間点を複数指示できるようにし，経路をきめ

細かく指定できるようにしている。通常，経路探索は同

時に遅延時間計算を行い，最も長い（あるいは短い）経路

を検索するが，除外条件が指定されている場合には，条

件を満たさない経路の中から最も長い（あるいは短い）経

路を自動的に探索する。

　もう一つの方法は，論理状態を条件として指示する方

法である。Gistaはデータベース内に各ゲートの論理情報

を持っている。ここに，特定のネットの状態を論理的に

０または１に固定するような条件を与えることができ

る。与えられた論理値は論理シミュレーション手法を用

いて確定できる範囲に伝播される。この後で経路探索を

行うが，例えば上記処理によりANDゲートのある入力論

理値が０になっているような場合にはそのANDゲートを

通過する経路は無効となり，別の経路の中から最長また

は最短の経路が検出される。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○タイミング解析結果の利用

　Gistaの全経路探索機能を利用して，回路内のFF間の全

経路の遅延時間を知ることができる。この結果はSTIF
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図-3　クロック経路の選択
Fig.3-Clock route selection.

図-4　会話型解析ツール
Fig.4-GUI analysis tool.
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（Static Timing analysis Interface File）に出力され，以
　(注3)下に述べるTiming EC，　Path Delay Testに利用される

（図-５）｡

●　Timing EC

　富士通のLCADシステムで実現されているTiming EC機

能は，タイミングエラーを修正するためにゲートサイジ

ング，バッファ挿入といった論理変更を実行するもので

ある。物理設計完了後にGistaを用いてタイミング解析を

行い，全経路のタイミング値をSTIF経由で取り込み，エ

ラーを起こしているすべてのパスに対してエラーが解消

するように上述した論理変更を行う。論理が変更された

回路は，変更がなかった回路の物理設計を最大限保存す

るECレイアウトを行い，物理設計を完了させる。

　このような場合には，あるFF間の経路にタイミングエ

ラーがあるかないかを知らせるだけではなく，どの経路

にエラーが存在するかをすべて知らせる全経路探索でな

ければ効果がない。

●　Path Delay Test

　Path Delay Testは製造されたチップの実際の動作速度

を測定するテストである。STIFに記述された経路の中か

ら遅延時間が大きい経路をいくつか選択し，ATPG(注4)手

法を用いてその経路を活性化する。STIFから得られる遅

延時間をもとに，テスタ上でのクロックの印加間隔を調

整し，実際に受け側のFFが正しい値を取り込めることを

確認する。受け側のFFが正しい値を受け取れない場合

は，テスト対象のチップは製造上の問題によりタイミン

グエラーがあるとみなされ，不良品と判定される。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○む　　す　　び

　VLSIのプロセスが微細化を続け，0.35μm以下になり

集積度が50万ゲートを超えるようになり，静的タイミン

グ解析は不可欠なものになってきている。Gistaは1998年

初めから使用が開始され，0.35μm，0.25μmプロセスに

適用されてきた。ASICのプロセスが今後0.18μm以下に

なり，動作速度が速くなればなるほど，タイミング解析

の重要性はますます高くなり，Gistaが活躍する場が広

がっていく。

　Gistaは，大規模回路への対応として高速な経路探索プ

ログラム，データベースの工夫による省メモリを実現し

た。また，複雑なクロック系に対しても自動で最悪ケー

スを検出する工夫もなされており，タイミング設計の効

率を大幅に改善することができた。

　今後，テクノロジの進歩により回路の動作速度が向上

すると，解析精度の向上が課題となるであろう。また，

回路規模が増大し複雑度が増したときには，操作性と解

析容易性をより一層向上させることが必要である。操作

性の向上としては，タイミング制約設定の容易化，

フォールスパスの自動検出などを今後の課題としてい

る。また，解析容易性としては会話型ツールの連携を強

化し，問題か所の的確な検出と，より高性能なチップを

実現するための改善方法のアドバイスができるようにし

ていきたいと考えている。
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図-5　Gistaの出力を利用したケース
Fig.5-Utility of Gista analysis result.

（注3）Engineering Changeの略語であり，設計変更のこと。 （注4）Automatic Test Pattern Generationの略語。回路に故障が存在す
るか否かを調べるため，外部から与える信号パターンを自動的に
生成すること。


