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あらまし LSI の微細化技術の進展並びに高集積化・高速化に伴い，論理回路の故障診断は，(1) 故障原因を
調べてテストへフィードバックすることで LSI の品質を向上させること，(2) 製造プロセスの歩留りを決めるプ
ロセスの欠陥や設計の不具合を調べ，その対策を施すことで製造歩留りを向上させること，などの手段として近
年その重要性を増している．そこで，本論文では，論理回路の故障診断法について概説する．まず，故障診断法
の基本概念として，故障モデル及び故障診断法の基本的な方法である原因–結果分析法と結果–原因分析法を簡単
に説明する．次に，複雑な故障に対応する故障診断技術の発展の観点から，論理回路の故障診断法を「論理故障
ベース診断法」と「欠陥ベース診断法」に分類し，それらの概要を述べる．本論文では，単一縮退故障，多重縮
退故障，ブリッジ故障，オープン故障及び X 故障に対してこれまで開発されている論理故障ベース診断法をそれ
ぞれ概説する．また，ブリッジ故障，オープン故障及びセル内故障に対してこれまで開発されている欠陥ベース
診断法をそれぞれ概説する．
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1. ま え が き

要性を増している．故障原因となる物理欠陥としては，

近年，半導体製造プロセスの微細化や LSI の高集積

代表的である．

配線間の短絡や断線及びゲート酸化膜のリークなどが

化・高速化に伴い，故障原因の多様化が生じてきた．

故障診断に関する研究は古くから行われており，

故障診断は多様化した故障原因を絞り込むことにより，

1960 年代のテストに関連して，ディジタルシステム

テストへフィードバックして LSI の品質の向上を図る，

の故障診断の研究がある [1]．そして 1980 年ごろまで

また，製造プロセスの欠陥や設計の不具合への対策を

は，
「電源線あるいは接地線との短絡」を表す縮退故障

施すことで製造歩留りの向上を図る手段としてその重

モデルでの故障診断法が多く研究されてきた．
本論文では，これまで開発された故障診断の研究に
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明する．
故障診断法においては，実用的な処理時間で正確に

2. 故障診断の基本概念

故障箇所を指摘することが望まれている．正確な故障

2. 1 用語の定義

診断を行うためには，故障モデルが欠陥の故障動作を

準備として用語の定義を行う．

正確に反映することが望ましい．しかしながら，論理

定義（フェイル出力とパス出力）
：被検査回路にテスト

動作に加えて物理動作を導入するという詳細すぎるモ

パターンを印加した際，その外部出力及びスキャンフ

デルでは，故障診断の処理が複雑になり処理時間も増

リップフロップで得られる出力応答に基づいて，外部

大する．これまで，論理故障モデルとして，信号線と

出力及びスキャンフリップフロップは次のように分類

電源線あるいは接地線との短絡を表す縮退故障モデル

される．外部出力またはスキャンフリップフロップに

の故障診断法が古くから研究されてきた．また，故障

おいて，テストパターンに対する期待値と異なる論理

診断プログラムを実行する計算機の処理能力の観点か

値を観測したならば，その外部出力（スキャンフリッ

ら縮退故障が診断回路にただ一つ存在するものと仮定

プフロップ）をフェイル外部出力（フェイルスキャン

する単一縮退故障モデルが主流であった．

フリップフロップ）と呼ぶ．一方，外部出力またはス

しかしながら，近年の LSI の微細化技術の進展並び

キャンフリップフロップにおいて，テストパターンに

に高集積化・高速化に伴い，複雑な物理現象に基づく

対する期待値と同一の論理値を観測したならば，その

故障が増加し，単一縮退故障では表せない欠陥が生じ

外部出力（スキャンフリップフロップ）をパス外部出

ている．そこで，近年の計算機処理能力の著しい向上

力（パススキャンフリップフロップ）と呼ぶ．以後，簡

に伴って，信号線間の短絡に対する「ブリッジ故障」

単のため，フェイル外部出力及びフェイルスキャンフ

や信号線の断線に対する「オープン故障」などの故障

リップフロップをフェイル出力と書く．また，パス外

モデルを導入することが可能となり，多様化する故障

部出力及びパススキャンフリップフロップはパス出力

に対応してきた．更に，単一の故障では表せない故障

と書く．

を多重故障モデルとして拡張した．最近では，トラン

定義（フェイルテストパターンとパステストパター

ジスタ回路・レイアウト等の情報を利用して故障診断

ン）：被検査回路の外部出力及びスキャンフリップフ

を行っている．

ロップで得られる出力応答からテストパターンを次の

本論文では，複雑な故障に対応する故障診断技術の

ように分類する．テストパターンが印加された被検

発展の観点から，論理回路の故障診断法を「論理故障

査回路の外部出力及びスキャンフリップフロップにお

ベース診断法」と「欠陥ベース診断法」に分類し，そ

いて，少なくとも一つがフェイル出力ならば，そのテ

れらの概要を述べる．複雑な故障への対応として，単

ストパターンを被検査回路に対するフェイルテストパ

一縮退故障，多重縮退故障，ブリッジ故障，オープン

ターンと呼ぶ．一方，すべてがパス出力ならば，その

故障及び X 故障に対してこれまで開発されている論理

テストパターンを被検査回路に対するパステストパ

故障ベース診断法を概説する．また，実用的な見地か

ターンと呼ぶ．

ら欠陥ベース診断法についても述べる．ここでは，ブ

定義（故障箇所）
：故障が存在している信号線を故障箇

リッジ故障，オープン故障及びセル内故障に対してこ

所と呼ぶ．

れまで開発されている欠陥ベース診断法をそれぞれ概

定義（故障候補）
：故障診断によって指摘された故障箇

説する．

所を故障候補と呼ぶ．

本論文の構成は以下のとおりである，まず，2. で

2. 2 故障モデル

は，故障診断の基本概念について説明する．3. では，

本論文で対象とする故障モデルについて説明する．

これまで提案された故障診断法を「論理故障ベース診

縮退故障とは，すべてのテストパターンにおいて信

断法」と「欠陥ベース診断法」に分類し，それらの概

号線の論理値が 0 または 1 に固定される故障である．

要を述べる．4. では，論理故障ベース診断法において

ブリッジ故障とは，回路内の信号線の短絡に対する

提案されている故障診断法に関して述べる．5. では，

故障モデルである [2]．ブリッジ故障は，AND，OR ブ

欠陥ベース診断法について述べる．最後に，6. でまと

リッジ故障，及びドミナントブリッジ故障等がある．

めと今後の課題について述べる．

AND ブリッジ故障は，短絡した信号線の一方でも論
理値 0 であれば，両方の信号線の論理値が 0 になる故
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Table 1
f1
f2
f3

表 1 故障辞書の例
Example of a fault dictionary.
t1
P O1 , F F1

t2

F F3

t3
P O2
F F2

の影響を考慮したオープン故障モデルも提案されてい
図 1 ビザンチン問題
Fig. 1 Byzantine problem.

る [9], [11]〜[16]．
論理的な振舞いが予想困難な欠陥をモデル化するた
めに X 故障モデルが提案されている [17]．X 故障モデ

障である．また，OR ブリッジは，短絡した信号線の

ルでは，ゲート内部若しくは信号線の任意の欠陥に対

一方でも論理値 1 であれば，両方の信号線の論理値が

応する X 故障を一つもつものとする．ゲートの出力

1 になる故障である．AND (OR) ブリッジ故障をも

が次段の k 個のゲートに接続している場合，それらの

つ信号線の組では，フェイルテストパターンによって

ゲートの入力となる k 本の信号線に起こり得るすべて

信号線の組のどちらかの信号線の 0(1) 縮退故障を検

の故障を表すために各信号線に異なる X 故障を割り

出できる．ドミナントブリッジ故障では，ドライブ元

当てる．

信号線の値に支配されて，すべてのテストパターンで

2. 3 故障と外部出力応答の因果関係の分析

ドライブ先信号線がドライブ元信号線の値と同一の値

故障診断とは，故障回路の外部出力応答を説明でき

をとる．ドミナントブリッジ故障では，フェイルテス

る故障箇所とその振舞いを推定することである．故障

トパターンはドライブ先信号線の 0 または 1 縮退故障

を原因とし，その故障回路の外部出力応答を結果とす

を検出できる．また，故障の影響によってブリッジ故

るならば，それらの因果関係の分析法は，(1) 原因–結

障箇所に中間電位を生じる場合，故障箇所に接続する

果分析法と (2) 結果–原因分析法の二つが考えられる．

ゲートのしきい値電圧と中間電位の大小関係から，接

原因–結果分析法は，すべての故障の振舞いをあら

続するゲートの出力が論理値 0 または 1 に決定される

かじめ入出力応答表に作成する方法であり，故障辞書

ことをビザンチン将軍問題 [3]〜[5] と呼ぶ．ビザンチ

法とも呼ばれている [18]．したがって，故障モデルを

ン将軍問題の例を図 1 に示す．今，駆動電圧を 5 V，

仮定する必要があるが，一度，故障辞書を作成した後

NAND ゲートのしきい値電圧が 2.4 V であり，NOR

は，出力応答との一致をとることで候補故障数を削減

ゲートのしきい値電圧が 2.6 V とする．ブリッジ故障

することができる．

の信号線の電位が 2.5 V である場合，NAND ゲート

表 1 に故障辞書の例を示す．f1 , f2 , f3 を対象故障と

の入力では論理値 1 として解釈され，NOR ゲートで

し，t1 , t2 , t3 を印加するテストパターンとする．表中で

は論理値 0 として解釈されるような場合である．

は，各故障が存在した場合のフェイル出力を表してい

オープン故障は，信号線の断線をモデル化したもの

る．例えば故障 f1 は，t1 を印加したとき，P O1 , F F1

とゲート内のトランジスタが常に開放状態になる欠

に故障の影響が現れることを表している．もし，被検

陥をモデル化したものに分けられる [6]〜[16]．オープ

査回路に t1 , t2 , t3 を印加したとき，t2 のみにおいて

ン故障が生じた信号線においては，その箇所がフロー

F F3 で誤り値が観測されたとする．このときの故障診

ティング状態になり，その結果として中間電位をもつ．

断の候補故障は f3 となる．

オープン故障が生じた信号線を入力とするゲートのし

一方，結果–原因分析法はテストでの出力を分析し，

きい値電圧と中間電位の大小関係に従って縮退故障と

故障を観測する外部出力から入力側へ経路を後方追

してモデル化できる．オープン故障が生じた信号線が

跡することによって故障箇所を指摘する．故障候補を

複数のゲートの入力となる場合は，ブリッジ故障と同

絞った後，最もよく説明できる故障モデルと故障箇所

様のビザンチン将軍問題が生じる．ビザンチン将軍問

を指摘する手法である．故障辞書を作成しないので大

題が生じたオープン故障に対しては，単一縮退故障の

規模回路に適用可能な実用的な手法となる．

組合せ [6], [7] や多重縮退故障 [8], [10] とみなして故障

図 2 は，故障診断の概要を示している．基本的な

診断を行っている．最近の研究成果では，隣接信号線

故障診断では，被検査回路に対するフェイルテストパ
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ターンとそのフェイル出力に基づいて，故障候補を推

対して故障診断を行うために，どのような点に着目し

定する．

て故障診断法を拡張したかということで故障診断法

単一故障をもつ回路に対する理想的な故障候補数は

を分類する．一つは，物理欠陥による故障の影響を論

1 箇所である．ただし，被検査回路に存在する故障が

理値で表現する論理故障モデルを利用した「論理故障

等価故障をもつならば，複数箇所が指摘される．

ベース診断法」であり，もう一つは更にトランジスタ

多重故障をもつ回路に対しては，被検査回路に存在
するすべての故障を指摘することを目標とする故障診
断法がある．この故障診断法では，(1) 故障候補の数，

回路・レイアウト等の情報を利用した「欠陥ベース診
断法」である．

3. 1 論理故障ベース診断法の概要

(2) 故障候補の組合せ，及び (3) 故障候補に含まれて

単一縮退故障は，信号線と電源線や接地線との短絡

いる実在する故障の数を評価している．一方，被検査

には十分に対応するが，それら以外の物理欠陥による

回路に存在する少なくとも一つの故障を指摘すること

故障に適用するには問題が生じる．ここで，ある故障

を目標とする故障診断法もある．この故障診断法では，

回路に対して観測されたフェイルテストパターン及び

故障診断結果として得られた実際の故障の順位がより

パステストパターンと故障候補に対する単一縮退故

上位であることを評価している．

障シミュレーションの結果を比較する．比較の結果を

故障診断においては，実在する故障箇所を含まない
誤った故障候補のみを指摘した場合，その被検査回路
に対して故障を見逃したこととなる．

表 2 に示す．
単一縮退故障モデルのもとでは，観測結果からフェ
イルテストパターンと判定されたテストパターンを利
用した単一縮退故障シミュレーションによって検出可

3. 故障診断法の分類

能な単一縮退故障が故障候補となる．一方，次のよう

多様な物理欠陥により引き起こされる複雑な故障に

な矛盾が考えられる．
（矛盾 1） 観測結果がフェイルテストパターンである
が，そのテストパターンを利用した単一縮退故障シミュ
レーションによって故障候補の故障を検出できない．
（矛盾 2） 観測結果がパステストパターンであるが，そ
のテストパターンを利用した単一縮退故障シミュレー
ションによって故障候補の故障を検出できる．
これらの矛盾が生じる場合，単一縮退故障モデルに基
づく故障診断法においては実際に存在する故障の見逃
しが生じる．これらの矛盾の原因としては，次の問題
が考えられる．
（問題 1） 単一縮退故障においては，すべてのテスト
パターンにおいて故障値が 0 または 1 に固定するの

Fig. 2

図 2 故障診断の概要
Overview of fault diagnosis.

Table 2

で，テストパターンにおいて故障値が異なるような故

表 2 観測結果と単一縮退故障シミュレーション結果の対応
Relation between observed responses and single stuck-at fault simulation results.
テストパターン t を用いた単一縮退故障シミュレーションの結果
テストパターン t において故障候補を テストパターン t において故障候補を
検出できない
検出できる

被検査回路の出力応答

テストパターン t は
フェイルテスト
パターン
テストパターン t は
パステスト
パターン

矛盾：故障の見逃し
◦ 多重縮退故障マスク関係
◦ 単一縮退故障と異なる故障励起条件
（ブリッジ，オープン）

一致
検出できた故障を故障候補とする

一致

矛盾：故障の見逃し
◦ 単一縮退故障と異なる故障励起条件
（ブリッジ，オープン）
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障の振舞いに対応していない．
（問題 2） 多重縮退故障における故障のマスク関係に
対応していない．故障のマスク関係とは，単一縮退故

現するためには，複数の信号線の論理値を考慮するこ
とが必要である [9], [11]〜[16]．
そこで，論理故障ベース診断法だけでは故障箇所を

障モデルのもとで故障を検出できるテストパターンが，

絞りきれない故障に対応するために，欠陥ベース診断

多重縮退故障のもとではその故障を検出できなくなる

法が補完的な手法として研究されている．欠陥ベース

ことである．

診断法は確立された定義はないが，本論文では以下の

（問題 3） ブリッジ故障のように，二つ以上の信号線

いずれかの拡張が行われた手法として 5. で述べる．

が関係して励起する故障の振舞いに対応していない．

（拡張 1） トランジスタ回路・レイアウト等の情報を

そこで上記の問題 (1)〜(3) に対応して，多様な物理欠
陥による故障を診断するために，故障診断法は以下の
ように拡張されている．
（拡張 1）テストパターンごとに独立した故障診断法の
導入：単独の故障だけを検出するテストパターンを利

活用し，故障箇所を詳細化する．
（拡張 2） トランジスタ回路・レイアウト等の情報を
活用し，故障の励起条件を詳細化する．

4. 論理故障ベースの診断法

用して，テストパターンごとに単一縮退故障モデルに

4. 1 単一縮退故障に対する論理故障ベース診断法

基づいて多重縮退故障を診断する手法が提案されてい

単一縮退故障の代表的な診断法として，フェイル出

る [19]．
（拡張 2）故障シミュレーションの結果に基づく評価式
の導入：故障候補に対する故障シミュレーションの結

力から張る円錐回路を利用する方法，故障辞書法，及
び経路追跡法がある [18], [23]．
文献 [23] では，フェイル出力ごとに円錐回路を求め，

果が，観測されたフェイル出力とパス出力と一致して

それらの共通部分を求める手法を提案している．ここ

いる割合を評価する式を導入し，その評価式の結果に

で，円錐回路とは，ある外部出力との間に経路をもつ

基づいて故障診断を行う手法が提案されている [20]〜

信号線すべてからなる部分回路である．

[22]．
（拡張 3）複数の信号線による故障の振舞いを考慮し

故障辞書法では，被検査回路の出力応答と一致する
故障を辞書から検索するのみであるため，短時間で故

た論理故障モデルの導入：複数の信号線による故障の

障候補を絞り込むことができる [18]．しかしながら，

振舞いを考慮するために，2.2 で述べた多重縮退故障，

すべての出力応答を記録する完全故障辞書は大きな

ブリッジ故障，または，オープン故障に対する論理故

記憶容量を必要とするため，大規模な回路へ適用する

障モデルを導入し，それぞれの論理故障モデルに基づ

ための故障辞書を圧縮する様々な方法が提案されてい

いて故障診断を行う手法が提案されている．

る [24]〜[28]．

3. 2 欠陥ベース診断法の概要
論理故障ベース診断法では，複数の信号線による故

文献 [24] では，他の故障との分離に寄与しない出力
応答を二分木を用いて求め，これらを削除している．

障の振舞いを考慮した故障モデルの導入，テストパ

一方，文献 [25]〜[28] では，出力応答ではなく，テス

ターンごとに独立した故障診断法，あるいは故障シ

トパターンのフェイル情報のみを辞書の内容としてい

ミュレーションの結果に基く評価式の導入によって多

る．文献 [25] はフェイル出力の情報を，文献 [26], [27]

様な故障モデルに対応可能となった．しかしながら，

では故障回路の各テストの出力応答が基準となる値

故障診断におていは，以下の問題がある．
（問題 1） 論理故障ベース診断法は，信号線を故障候

（期待値など）と異なるか否かを辞書の内容としてい
る．また，文献 [28] ではフェイルテストパターンや，

補とする．論理故障ベース診断法の結果に基づいて

故障の検出回数を辞書の内容とする方法が提案されて

ハードウェア解析装置を利用する場合，レイアウト上

いる．

で長距離の信号線では欠陥位置の指摘が難しいため，
座標単位の指摘が望まれる．

経路追跡法による単一縮退故障の診断では，フェイ
ル出力から，誤りが伝搬している可能性のある経路を，

（問題 2） 論理的な等価信号線はそれ以上分解できな

期待値を基にして外部入力方向へ追跡していくことで

い．多数の信号線が等価信号線となるために故障候補

故障候補を指摘する [29], [30]．ゲートの出力から入力

数が増加することが報告されている [7]．

へ追跡を行う際は，
（1）制御値をもつ入力線がない場

（問題 3） オープン故障やセル内の故障の振舞いを表
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ある場合はその入力線を選択する．最終的な故障候補
は，複数のフェイル出力から追跡された信号線の集合
の積集合を求めることで得られる．再収れん経路が存
在する回路に対して文献 [29] の手法では，複数のゲー
トの入力に接続する信号線から再帰的な手順を用いて
テストパターンごとの故障候補を絞り込んでいる．一
方，文献 [30] の手法では，再収れん経路の影響を無視
して経路追跡を行うことで，診断時間の短縮を図って
いる．

Fig. 3

図 3 水平/垂直含意の例
Example of horizontal and vertical implication.

4. 2 多重縮退故障に対する論理故障ベース診断法
新しく製造された回路において歩留りの早期向上を

線を指摘している．水平含意とは，ゲート入力または

目指すために，被検査回路内に 2 個以上の縮退故障が

ゲート出力の論理値が一部既知であるとき，そのゲー

存在することを仮定した多重縮退故障に対する故障診

トの入出力関係から，残りのゲート出力またはゲート

断法 [19], [20], [22], [31]〜[45] が提案されている．

入力の論理値を定める操作である．一方，垂直含意で

多重縮退故障に対する故障診断においては，次に述
べるような問題を考慮しなければならない．

は，あるテストパターン t における外部入力線の論理
値を用いて，その他のテストパターンにおける外部入

（問題 1） 多重縮退故障を仮定した故障診断において

力線の論理値を定める操作である．正常回路において

は，フェイル出力から外部入力側に後方追跡で求めた

は，テストパターン t において，外部入力線 k が論理

円錐回路の共通な信号線を故障候補とするならば，被

値 v ∈ {0, 1} をもつならば，論理値 v を印加するす

検査回路に存在する故障が故障候補に含まれない場合

べてのテストパターンにおいて，その外部入力線 k の

がある．多重縮退故障診断において故障の見逃しを防

論理値は v となる．そこで，垂直含意では，テストパ

ぐためには，フェイル出力から外部入力側に後方追跡

ターン t において，外部入力線 k が論理値 v̄ をもつな

で求めた円錐回路の和を故障候補としなければならな

らば，すべてのテストパターンにおいて外部入力線 k

い．したがって，フェイル出力から張る円錐回路を利

の論理値は故障値 v̄ に定める [33]．更に，垂直含意を

用する方法だけでは故障候補数が増加する．

回路内部の信号線にも適用できるように，強制値とい

（問題 2） 多重縮退故障のもとでは，故障間にマスク

う概念を導入している．内部信号線の論理値を推定す

関係が生じる．故障のマスク関係を考慮しない場合，

る際に，バックトラックを行いながら，多重縮退故障

故障候補から被検査回路に存在する故障を見逃す場合

のすべての故障を指摘する．

がある．

図 3 は，水平含意及び垂直含意の例を示している．

こ れ ら の 問 題 を 解 決 す る た め に ，多 重 縮 退 故 障

図 3 (a) の OR ゲートに対して，(b) に示したテストパ

に 対 す る 故 障 診 断 法 で は ，縮 退 故 障 シ ミュレ ー シ

ターンを印加したとき，信号線 d において観測された

ョン を 利 用 し た 原 因–結 果 法 に 基 づ く 故 障 診 断 法

論理値を (c) に示す．観測結果から d に縮退故障は存

[19], [20], [22], [39], [41]〜[45] と多重縮退故障モデル

在しない．水平含意によって，テストパターン t0 で，

に拡張した結果–原因法 [31]〜[34], [36], [38], [40], [46]

c=0 と推定する．t0 における c の論理値は，1 を印加

が提案されている．

したにもかかわらず，0 となっている．そこで，垂直

まず，多重縮退故障モデルに拡張した結果–原因
法 [31]〜[34], [36], [38], [40], [46] について述べる．初
期の代表的な，多重縮退故障に対する故障診断法は，

含意によって，テストパターン t1 においても c=0 と
なると推定する．
文献 [40] では，文献 [31] の手法を拡張した回路分割

文献 [31], [32] の手法である．これらの故障診断法で

バックトレース手法を提案している．文献 [33] では，

は，故障のマスク関係を考慮して．多重縮退故障のす

内部信号線の論理値を直接観測可能な電子ビームテス

べての故障を指摘することを目指している．

タを文献 [31] の故障診断法に適用した故障診断法を

文献 [31] では，観測された出力応答と矛盾しない

提案している．提案法では，単一縮退故障用テストパ

ように，水平含意及び垂直含意を行って内部の信号線

ターンによる検査結果に基づく推論操作とプローブに

の論理値を推定することによって，故障値をもつ信号

よる内部信号線の論理値の確定操作を併用している．
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図 4 前方含意操作
Fig. 4 Forward implication.

文献 [32] では，各信号線に対して 0 縮退故障が存在

Fig. 5

図 5 後方含意操作
Backward implication.

いないと指摘される．次に，h を出力とする OR ゲー

する，1 縮退故障が存在する，及び正常という三つの

トの入力である f 及び g に対して後方含意操作を行う．

信号線の状態を考える．この故障診断法では，信号線

信号線 f における 11 は，g のどのような状態と OR 演

の値を故障値に固定した場合の外部出力の結果が，外

算を行ったとしても，外部出力 h において 10 をとり

部出力で観測された応答と矛盾するならば，その信号

得ない．したがって，信号線 f から 11（信号線 f の 1

線が正常であると推定する．

縮退故障の状態）を取り除く．同様に，信号線 g から

この故障診断を行うために，二つのテストパターン

11 及び 00（信号線 g の 1 及び 0 縮退故障の状態）を

からなるテストペアを被検査回路に印加し，信号線に

取り除く．後方含意操作によって，信号線 h, g, e, b

論理値の変化を割り当て，前方含意操作と後方含意操

は正常な信号線と指摘できる．

作を繰り返し行う．前方含意操作では，テストペアに

文献 [34]〜[37], [46] では，診断用テスト集合として，

対して各信号線のとり得る状態の組合せを求める．後

一つの外部入力のみに信号変化を割り当てる活性化入

方含意操作では，外部入力側に向けて，外部出力で観

力対の集合を生成する．活性化入力対によって活性化

測した値に基づいて各信号線がとり得ない状態を推定

された外部入力から外部出力に至る経路における多重

する．後方含意操作の結果から信号線の 0 縮退故障が

縮退故障の診断規則を提案し，その診断規則に従って

存在する状態及び 1 縮退故障が存在する状態が取り除

多重縮退故障のすべての故障を指摘する．また，故障

かれたならば，その信号線が正常であると判定する．

回路の故障を検出しない活性化入力対を利用して故障

複数のテストペアを利用して，前方含意操作と後方含

回路に存在しない故障を推定している．この故障診断

意操作を繰り返し行うことで，多重縮退故障のすべて

法を順序回路の多重縮退故障診断に拡張した手法を文

の故障を指摘する．

献 [38] で提案している．

図 4 及び図 5 に前方含意操作及び後方含意操作の例

次に，縮退故障シミュレーションを利用した原因–

をそれぞれ示す．すべての信号線には 0 及び 1 縮退故

結果法に基づく故障診断法 [19], [20], [22], [39], [41]〜

障が存在し得るとする．外部入力に印加されたテスト

[45] について整理する．

ペア (a, b, c)=(00, 01, 11) に対して前方含意操作を

文献 [20] では，単一縮退故障シミュレーションの結

行った結果を図 4 に示す．信号線 e は，外部入力に印

果と被検査回路のフェイル出力を比較し，その結果が

加したテストペアーによってとり得る状態 01 と 0 及

一致するならばその故障を故障候補とする．この手法

び 1 縮退故障によってとり得る正常状態 00, 11 に基

は，多重縮退故障における故障マスク関係は考慮して

づいて集合 {00, 11, 01} をもつ．信号線 g では，信号

いない．

線 e 及び c の集合の要素に対してすべての組合せによ

文献 [39], [42] では，単一縮退故障シミュレーション

る NAND 演算を行う．その結果に信号線 g において

と多重縮退故障シミュレーションを併用した故障診断

0 及び 1 縮退故障が存在する場合を考慮して，信号線

法を提案している．単一/多重縮退故障シミュレーショ

g は集合 {00, 11, 10} をもつ．同様にして外部入力側

ン結果と被検査回路の観測結果が異なる外部出力に着

から外部出力に達するまで各信号線のとり得る信号値

目し，外部出力ごとに矛盾が生じないように故障候補

の組合せを求める．図 5 には外部出力 h において正

の削除と追加を繰り返し行うことによって多重縮退故

しい出力 (h=10) が得られた場合の後方含意操作の例

障のすべての故障を指摘する．ある程度の故障候補数

を示す．信号線 h では，0 及び 1 縮退故障は存在して

に絞り込んだ後に，多重縮退故障シミュレーションを
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行うことによって，多重縮退故障におけるマスク関係

に対してある一定の距離内にあるノード（信号線）だ

を考慮している．また，故障候補数を削減するために

けを選び，対象故障数を減らしたり，故障候補を絞り

パステストパターンを故障診断に利用する．

込む手法が提案されている [57]〜[59]．加えて手法 [58]

文献 [19] では，被検査回路に複数の故障が存在して
いても，一つのテストパターンにおいては一つの故障

では，抵抗性ブリッジ故障モデルについても考察して
いる．

が検出されることが多いことに着目した手法を提案し

ブリッジ故障診断において多くの場合 AND ブリッ

ている．この手法では，被検査回路の出力応答と単一

ジ，OR ブリッジ，ドミナントブリッジの故障モデル

縮退故障シミュレーションの結果が一致したフェイル

が考えられているが，ビザンチン将軍問題も対象とし

テストパターンを SLAT (single location at-a-time)

た手法が提案されている [4], [5]．文献 [4] では，縮退

パターンと呼ぶ．すべてのフェイルテストパターンに

故障辞書を用いた手法 [47] を拡張しており，文献 [5]

おけるフェイル出力を説明できる故障候補の組合せ

では，縮退故障シミュレーションの結果を用いて，そ

（マルチプレット）を求める．複数のマルチプレットに
よって多重縮退故障の故障候補とする．

れぞれ故障箇所を指摘している．
非スキャン順序回路を対象とした手法としては，文

多重縮退故障をもつ故障回路においては，一つのテ

献 [60] に提案されたものがある．ここではシミュレー

ストパターンによって二つ以上の故障が同時に検出さ

ション結果として故障回路の状態の記憶量と診断結果

れる場合がある．そこで，文献 [45] では，フェイルテ

の正確さについて議論されている．

ストパターンごとにフェイル出力接続グラフを求め，

4. 4 オープン故障に対する論理故障ベース診断法

それらのフェイル出力接続グラフから分割した外部出

オープン故障は，ゲート内部のトランジスタのオー

力のグループを求める．分割した外部出力のグループ

プンあるいは信号線の断線によるオープン故障に大別

に従って多重縮退故障診断を行うことによって，診断

される．近年の微細化技術の向上により，配線の長距

結果を改善している．

離化が進み，ビア，コンタクトホールなど配線の接続

4. 3 ブリッジ故障に対する論理故障ベース診断法

不良によるオープン故障の発生頻度が高くなっている．

ブリッジ故障を対象にした故障診断法として，主

そのため近年，信号線の断線によるオープン故障に対

に 1990 年以降，数多くの手法が提案されている．文

する診断法の開発が進められている [6]〜[16]．ここで

献 [47] では，縮退故障辞書をもとにブリッジ故障用の

は，組合せ回路におけるオープン故障に対する故障診

辞書を作成し，診断を行っている．ここでは，2 本の

断法について整理する．

信号線の 0 縮退故障と 1 縮退故障に対する外部出力応

オープン故障の振舞いは，縮退故障の拡張としてモ

答を合成した，合成署名 (composite signature) を求

デル化されている [6]〜[10], [43]．縮退故障でモデル化

め，これを用いて効果的な診断を行っている．この手

したオープン故障に対しては，これまで次のような故

法を更に改良した手法が，文献 [3], [4], [48] で提案され

障診断法が提案されている．文献 [7] では，単一縮退

ている．特に文献 [48] では，合成署名と観測結果を比

故障の組合せで他の故障モデルを表現する合成署名の

較して順位付けを行い，しきい値以上のものだけを選

考え方 [47] に基づくオープン故障診断法を提案してい

択することによって，候補故障を減らしている．

る．オープン故障をもつ信号線が複数のゲートの入力

縮退故障の情報を用いた診断法としては，[5], [49],

となる場合，故障の振舞いの組合せの数は，オープン

[50] などの手法がある．また文献 [51] では，各テスト

故障をもつ信号線が接続するゲートの数に応じて指数

パターンに対する各信号線の誤り伝搬可能性を表した

関数的に増大する．そこで，文献 [43] では BDD（2 分

診断テーブルを用いて，診断を行う手法を提案してい

決定図）を拡張した記号シミュレーションを利用して，

る．診断テーブルは縮退故障シミュレーションにより

その組合せを直接に扱わないオープン故障診断法を開

求めることができ，そのサイズは故障辞書よりも小さ

発している．また，文献 [10] では，複数のゲートの入

いという利点がある．そのほか，多くの対象故障を効

力となる信号線のオープン故障を多重縮退故障として

率良く扱うために工夫をした診断法 [52], [53] や，経路

モデル化している．この診断法は，単一縮退故障及び

追跡に基づく手法 [54], [55]，回路分割を行う手法 [56]

多重縮退故障のシミュレーションを利用して，フェイ

などが報告されている．

ルテスト及びパステストに対する故障の検出/非検出

レイアウト情報を利用し，一つのノード（信号線）

情報を求め，その情報に従って故障の順位付けを行う．
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更に，設計誤りの診断法 [61] を拡張したオープン故障

AND/OR ブリッジ故障，ドミナントブリッジ故障及

に対する故障診断法も提案されている [8]．

びオープン故障の複数故障モデルに対する故障診断法

4. 5 X 故障に対する論理故障ベース診断法

が提案されている．この故障診断法では，まず，単一

複雑な振舞いをする故障を診断するために，特定

縮退故障シミュレーションの結果を利用して故障候補

の故障モデルに依存しない，任意の論理故障を対象

を指摘し，更に故障の励起・伝搬条件やレイアウト情

とした診断法が提案されている [8], [17], [19], [41], [43],

報などを併用することで，故障回路に生じている故障

[62], [63]．

の種類を指摘する．

文献 [19] の手法は，多重縮退故障だけでなく他の故
障モデルに対しても適用できる．任意の論理故障が

5. 欠陥ベース診断法

存在する故障回路に対しても，単一縮退故障のシミュ

論理故障ベース診断法だけでは故障候補位置を絞り

レーション結果と故障回路の出力応答の一致，不一致

切れない故障に対応するために，欠陥ベース診断法が

の度合によって各信号線に点数付けを行って，より多

補完的な手法として研究されている．本論文では 3.2

くの SLAT パターンを説明できる信号線の組合せをマ

で述べた（拡張 1）及び（拡張 2）に対応する以下の

ルチプレットとして指摘する．

手法を述べる．

文献 [8], [17] では，故障信号線の予想困難な振舞い
を表現するために不定値 X を利用している．
文献 [8] では，3 値 (0,1,X) に拡張した経路追跡法
により故障候補を一つ決定し，決定した故障候補の
値を不定値としてシミュレーションするという二つの

(1) トランジスタ回路・レイアウト等の情報を活用
し，故障箇所を詳細化する手法

(2) トランジスタ回路・レイアウト等を情報を活用
し，故障の励起条件を詳細化する手法

5. 1 ブリッジ故障に対する欠陥ベース診断法

手順をフェイル出力がすべて不定値となるまで繰り返

故障箇所を詳細化するために，レイアウト情報を用

す．その後，故障候補の値のすべての組合せをシミュ

いる手法が提案されている [4], [57], [64]．ブリッジ故

レーションすることで，診断結果の確度の向上を図っ

障は，同層での隣接箇所，あるいは隣接する層間の隣

ている．

接箇所に発生する．そこで論理故障ベース診断法で絞

文献 [17] では，ビザンチン将軍問題のような，より

り込んだ信号線のペアに対して，こうしたレイアウト

複雑な故障の振舞いを考慮するために，X 故障モデル

条件を満たす候補を選ぶことで更に絞り込む．故障の

を導入している．X 故障モデルでは，故障候補ごとに

励起条件を詳細化するために，トランジスタ回路の情

別々の X 値（例えば X1 , X2 など）を割り当て，これ

報を用いる手法も提案されている [65], [66]．文献 [65]

らの X 値を規則に基づいて伝搬させることで，X 値

は Biased voting モデルを提案した．これはブリッジ

が割り当てられた故障候補の起こり得るすべての論理

によって発生する中間電位を，PMOS 及び NMOS ト

的振舞いを表すことができる．

ランジスタのコンダクタンスから計算することで求め

また，X 故障モデルを直接利用しないで，複数の故

る．またブリッジ故障の中間電位が故障値として伝搬

障モデルに対して適用可能な故障診断法も提案されて

するか否かを，伝搬側の回路の論理しきい値と比較す

いる [20]〜[22], [41], [43], [62], [63]．

ることにより判定する．2. で紹介したビザンチン将軍

文献 [41], [43] では，故障候補の信号線の論理値を反
転させることによって故障を挿入し，故障シミュレー

の問題 [3] にも対応可能としている．

5. 2 オープン故障に対する欠陥ベース診断法

ションによって，その故障候補が外部出力の値に与え

信号線の配線パターン上に発生するオープン故障は

る影響を評価する．もし，あるフェイルテストパター

電位が不安定になる場合があり，この場合に適用でき

ンに対して故障候補の信号線の論理値を反転すること

る欠陥ベース診断法が提案されている [9], [11]〜[16]．

によって，フェイル出力が正常に戻るならば，そのテ

図 6 に典型的な信号線のオープン故障の例を示

ストパターン及びフェイル出力を回復テストパターン

す [9]．図で，断線からシンク側の電位 Vf はソースか

及び回復外部出力と呼ぶ．故障診断法では，回復テス

らの電源供給がなくなるため，不安定な中間電位とな

トパターン数及び回復外部出力数に基づいて故障候補

る．中間電位に影響を与える要因として次の三つが考

の順位付けを行う．

えられる．

文献 [62], [63] では，単一縮退故障，多重縮退故障，
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（要因 1） 断線信号線の配線パターン（断線位置から
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Fig. 7

図 7 欠陥ベース診断法の例
Example of defect-based diagnosis.

図 6 オープン故障モデル
Fig. 6 Open fault model.

シンク側ゲートまでの配線）と隣接信号線の配線パ
ターン間の寄生容量（カップリング容量）

Ω0,F ：0 縮退故障を検出可能でフェイルしている
Ω1,P ：1 縮退故障を検出可能でパスしている

（要因 2） シンク側ゲートの初期電荷量
（要因 3） 断線信号線の配線パターンと電源線，グラ
ンド，あるいはゲート内部ノード間の寄生容量
このとき中間電位 Vf は以下の式で近似される．

C1
Q0
Vf =
Vdd +
C0 + C1
Cgrnd

Ω0,P ：0 縮退故障を検出可能でパスしている

(1)

Ω1,F ：1 縮退故障を検出可能でフェイルしている
(3) 上記で対象としたテストパターンごとに式 (1)
の第 1 項を計算する．

(3-1) (2) の四つの各集合内のテストパターンに対
する値の最小値と最大値を求める．

(3-2) Ω0,P , Ω1,F の最小値が Ω0,F , Ω1,P の最大値

ここで C0 は（要因 1）及び（要因 3）の容量のうち電

より大きい場合（図 7 参照），そのビアを故障候補と

位がローレベルの信号線の配線パターンとの容量の合

する．故障候補が真の故障とすれば，Ω0,P と Ω1,F は

計，C1 は（要因 1）の容量のうち電位がハイレベルの

論理値 1，Ω0,F と Ω1,P は論理値 0 に対応するので，

信号線の配線パターンとの容量の合計，Q0 は（要因

レイアウト情報から計算した励起条件と矛盾しない．

2）の初期電荷量，Cgrnd はグランドとの容量である．
このとき，中間電位がシンク側ゲートで論理値 0/1

また，文献 [67] では，文献 [9] の方法論をより抽象
化している．この手法では，製造されたチップの（要

のどちらの論理値と解釈されるかはシンク側ゲートの

因 2）や（要因 3），あるいは論理しきい値電圧などの

論理しきい値電圧で決まる [12]．

値を正確に見積もるのは製造ばらつき等を考えると困

（要因 1）は隣接信号の電位の影響を受
文献 [9] では，
けるのでテストパターンに依存し，
（要因 2）及び（要
因 3）は依存しないことに着目した診断法を提案した．

難であることから，テスタ測定結果から動作条件を満
たす存在可能性を示せればよいとした．
文献 [12] では，論理しきい値電圧を設計データから

着目信号線の配線パターンにおいて，パターンを構成

計算して求めて，中間電位の伝搬可能性精度を上げる

する各レイアウトセグメントの端のビアごとにオープ

手法を提案している．断線箇所からのファンアウトさ

ン故障を仮定する．仮定した故障に対して，レイアウ

れるシンク側ゲートが複数個あり，それぞれの論理し

ト情報とテストパターンから計算した（要因 1）の寄

きい値が異なる場合にも対応できるとした．

生容量が中間電位に及ぼす電位変動傾向と，テスタ測

文献 [14] では，文献 [9] で指摘された故障候補が，

定結果から観測された論理値変動との間に，一致する

各レイアウトセグメント単位なのに対し，更に細かい

相関関係が存在する場合に，故障候補としている．

指摘を行えるようにしている．また複数の故障候補が

以下に提案手法の概要を示す．

ある場合，IDDQ 電流量と照合することで，故障候補

(1) すべてのビア位置を候補として順に以下の診

の優先付けを行っている．

断を行う．

(2) 故障候補の故障を検出可能なテストパターン
を以下の四つの集合に分類する．

着目信号と隣接信号との隣接関係はレイアウトデー
タから抽出するが，実際の寄生容量などの値は求めず
に故障を診断する手法も提案されている [13], [15], [68]．
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文献 [13] では，オープン故障の動作条件を満たす寄
生容量が存在する箇所を故障候補とする手法を提案し
た．多数のフェイルテストパターンを検証することで
故障候補の指摘範囲が狭められる可能性を示した．

6. む す び
本論文では，論理回路の故障診断法について最近の
動向に主眼を置いて概説した．多様な物理故障に対応

文献 [15] では，同様に「カップリング容量」に影響

するために，縮退故障モデルの診断法に始まった技術

する信号線の集合は使用するが，実際の容量計算や

は，多重縮退故障モデル，ブリッジ故障モデル，及び

「論理しきい値」を用いず，信号線の論理値の多数決

オープン故障モデルとそれらに基づく論理故障ベース

で「カップリング容量」を推定している．

診断法へと発展した．しかしながら，近年の微細化製

文献 [68] では，より一般的に，故障候補の近接信号

造プロセスでの要求に対応するため，論理情報以外の

の論理値の組合せを抽出し，故障励起との相関を分析

様々な設計情報を活用した欠陥ベース診断法も提案さ

する手法を提案した．オープン故障に限らずブリッジ

れてきた．今後，論理故障ベース診断法と欠陥ベース

故障等にも適用可能としている．

診断法は相補う技術として発展が期待される．

5. 3 セル内故障に対する欠陥ベース診断法

また今後の課題として，遅延故障に対する診断法が

ここで議論するセル内故障とは，セル内での配線間

挙げられる．現状は縮退故障に基づく技術が遅延故障

の短絡や酸化膜リーク，あるいはコンタクトオープン

に対しても主として用いられているが，論理回路の高

等によって生じる再現性のある様々な論理的異常を指

速化とともに，より精度の良い故障診断技術の研究が

す．これらの故障は，セル端子入力値の組合せで励起

望まれる．もう一つの課題は歩留り向上目的の故障診

されたり励起されなかったりする．そこで故障を励起

断の実現であり，設計・製造情報を総合的に活用する

するセル端子入力値の組合せを論理ベースの診断で

研究開発が進んでいる．

まず求め，セル内のトランジスタ回路レベルの解析を

なお，本論文では，紙面の都合上，ハードウェア解

行うことで，階層的に診断を行う手法が提案されてい

析装置を利用する故障診断法，IDDQ 情報を利用した

る [67], [69]〜[75]．

故障診断法，組込み自己テスト環境における故障診断

文献 [69] では，故障を励起するセル入力値の組合せ

法，スキャンチェーンに対する故障診断法，故障診断

を見つけるために，セル端子入力値の組合せをルール

用テスト生成法，及び遅延故障に対する故障診断法は

化できる故障モデル定義を可能にした．設計起因によ

取り上げなかった．これらの故障診断法に関しては別

るライブラリエラー検出にも適用可能とした．

の機会に整理したいと考えている．また，提案された

文献 [70] では，トランジスタのオープン故障の診断

故障診断法の有効性を評価するために，故障箇所をベ

法を提案した．セル内のトランジスタ回路網をゲート

ンチーマーク回路に設定したベンチマーク故障回路を

記述の回路網に変換し，縮退故障ベースの診断法を適

整備することが必要であると考えている．
文

用した．
文献 [72] では，セル内の回路シミュレーション表現

[1]

E. Manning, H.Y.Chang, and G. Metze, Fault Diag-
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