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あらまし IoT 技術を基盤としたインテリジェントな分散型システムの社会実装においては，エナジーハーベ
スティングによる駆動が可能な超低消費電力性，AI 技術等の高機能化の要求に答える高性能性，及び，多様な動
作環境における安定動作を保証する高信頼性などの特徴を全て満たす革新的集積回路技術の開発が急務となって
いる．この課題に対する解として，次世代メモリ素子と半導体素子を融合することで実現される不揮発記憶機能
を活用した新概念のロジック LSI アーキテクチャ技術が注目されている．本技術を最適な形で社会実装するため
には，本アーキテクチャに基づく実用規模の論理集積回路を効率的に設計可能とするための系統的設計環境の構
築，並びに，本環境により設計・試作が可能となる LSI の動作実証による有効性の検証が必須である．本論文で
は，上記の背景をもとに筆者らが構築を進めている新概念ロジック LSI のための系統的設計環境，及び本環境を
用いて実際に設計・試作された大規模不揮発性ロジック LSI について紹介するとともに，本技術に基づく省エネ
ルギー・高性能・高信頼 LSI の応用展開，及び今後の将来展望について述べる．
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上述する課題を解決する一案として，スピントロニ

1. ま え が き

クス素子に代表される次世代メモリ素子と半導体素子

IoT（Internet of Things）技術の普及に伴い，2035 年

の融合により実現される不揮発記憶機能の活用によ

までに生産される IoT 端末の総数は 1 兆個を超えると

り，省電力・省エネルギー化と高性能化を両立する新

も予想されている．来る次世代 5G 通信技術の実用化

概念のロジック LSI アーキテクチャ技術が注目されて

にともない予想される通信需要の爆発的な増加に応え

いる [1]〜[9]．記憶機能を論理回路部に分散配置する

る IoT ネットワークシステムを，次世代情報通信社会

ことで LSI の高度化を図るいわゆるロジックインメモ

の基盤技術として実装するためには，従来までの微細

リ構造自体は，1960 年代の集積回路の黎明期より提

化技術一辺倒のアプローチではなく，演算アルゴリズ

唱されていたが，これを効果的に実現するハードウェ

ム，アーキテクチャ構成，回路方式，集積デバイス構

ア，特に，メモリ回路・デバイス技術が十分充実して

造などの大規模集積回路（LSI）の各設計階層におい

いなかったため，採用するに至らなかった．近年にお

て従来とは異なる方式を総合的に取り込み，製造技術

ける新材料・新デバイス技術の進展，及び，データマ

の進展によって得られる革新的デバイス・素子の性能

イニングや AI（Artificial Intelligence）のような大量の

を限界まで引き出すことで処理能力及び消費電力を桁

データを対象とする処理を要する技術分野に対する注

違いに低減する IoT 端末，並びに，その実装のための

目の高まりといった技術動向にも牽引され，ロジック

LSI 技術の創出が必要不可欠である．

インメモリ構造のような古くて新しい VLSI アーキテ
クチャも一解決策として検討されつつある．
一方，IoT 技術を牽引する LSI の応用は農業や工業
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における生産性向上から家庭・社会生活における QoL
（Quality of Life）向上に至るまで極めて多岐・広範囲
に渡る．そのため，必要とする性能・機能，想定すべ
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き動作環境等，応用分野に依存して大きく異なる設計
仕様に応じた短 TAT（Turn Around Time）の設計を可
能とする設計環境の構築もまた重要となる．従来の半
導体集積回路設計においては，複雑かつ大規模な論理
集積回路の設計を実現するために，設計工程ごとに存
在するデファクトスタンダードの CAD ツールを用い
た標準的な設計フローが確立している．これに対し，
半導体素子とスピントロニクス素子が混載集積された
回路の設計においては，スピントロニクス素子特有の
物理的特性が従来の CAD ツールにおいて考慮されて
いない等の問題があり，上記の標準的な設計フローに
基づく系統的な設計を行うことが困難であった．
この課題に対し，著者らは，スピントロニクス素子
の特性を考慮した設計を可能にするための各種補助

図1

電源供給の停止及び再稼働時における消費電力のタ
イムチャート．(a) 通常のコンピュータシステム，(b)
不揮発性ロジックに基づくコンピュータシステム

ツール及びライブラリを新たに開発することで，半導
体/スピントロニクス素子混載大規模論理集積回路の系
統的設計環境を構築している [10]〜[12]．本環境の活

ティングは，
（1）まずデータを外付け不揮発メモリに

用により，これまでは計算機上のシミュレーション，

退避させ，
（2）退避完了後，電源をオフにする．また，

若しくは手設計によるごく小規模の回路試作において

システムを再稼働する際にはこの逆手順を実行する．

のみ示されていた本回路技術のインパクトを，実際に

この一連の動作には追加の電力消費と停止・再稼働ま

設計・試作された大規模かつ複雑な構造をもつ実用規

での時間的余裕が必須となるため，待機時間が十分に

模の集積回路の動作実証によって示すことが可能にな

長く，電源供給の停止による待機電力の削減効果がこ

る．更に，具体的な応用を念頭に置いた様々な回路構

れらオーバヘッドを上回る場合でなければ，パワー

造を短時間かつ効率的に設計・試作することが可能に

ゲーティングは有効に機能しない（図 1 (a)）．

なることで，本回路技術の応用展開に関する検討を一
層加速できるようになる．

これに対し，不揮発記憶機能を有するスピントロニ
クス素子を活用した回路方式を用い，オーバヘッドが

以上の背景に基づき，本論文では，著者らの研究グ

極めて小さなパワーゲーティングを可能にすることに

ループにおいて構築を進めている新概念ロジック LSI

よって，無駄な電力の徹底的な削減による省電力化・省

のための系統的設計環境について紹介する．具体的な

エネルギー化を実現できる．ここでは，スピントロニ

設計フローとともに，本環境を用いて行われた大規模

クス素子の具体例として，図 2 に示す MTJ（Magnetic

不揮発性ロジック LSI の設計事例を通し，本技術の有

Tunnel Junction）素子 [13], [14] を取り上げる．MTJ 素

効性を示す．最後に，本技術に基づく省エネルギー・

子は絶縁層を挟む二つの層（自由層と固定層）のスピ

高性能・高信頼 LSI の更なる応用展開，及び今後の将

ンの向きが同じか反対かで抵抗値に差が生じる性質を

来展望について述べる．

有する．自由層のスピンの向きは素子の両端に電圧を

2. 不揮発性ロジック LSI とその応用
計算機システムの電力消費は，システムが稼働中に

印加し，電流を流すことによって変えることができる．
また，その向きは電圧の印加が停止した後も保持され
るため，各状態を論理値の 0 及び 1 とみなすことで，

消費する動的電力と，非稼働中でも消費し続ける待機

電源を遮断してもデータが消えない不揮発メモリとし

電力に大別される．ここで，待機電力とは，トランジ

て機能する．これにより，パワーゲーティングにおけ

スタがスイッチとして電流を完全には遮断できないこ

るデータ退避及び復帰処理が必要なくなり，電源供給

とによる，漏れ電流（リーク電流）に起因する電力消

の停止及び再稼働におけるタイムラグが極めて小さな

費であり，近年の極限微細化された先端トランジスタ

システムを構築できる（図 1 (b)）．

では，動的電力と同等程度の待機電力を消費する．無

一方，MTJ 素子は，電気回路上の機能は「可変抵

駄な待機電力を削減するための技術であるパワーゲー

抗」とみなせるため，CMOS 回路と MTJ 素子を組み
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図3

バラつき補正機能付き回路の構成例．nMOS トラン
ジスタと MTJ 素子を直列接続した場合，ドレイン電
流 ID は ID ∝ (VG -VS -VTH )2 で表され，VS は RMTJ に
よって変化させることができるので，ばらつきに応
じて二つの ID -VG 特性のうちいずれかを選択するこ
とができる．

になりつつある．これに対し，図 3 のように可変抵抗
素子である MTJ 素子を回路に組み込み，バラつきが回
路特性に与える影響を補正する機能を付加することで，
図 2 MTJ 素 子

設計段階における動作マージンの制約を緩めると同時
にバラつきによる性能劣化を抑え，結果として高い性

合わせた回路構成では，回路技術を駆使することで記

能を有する回路を実現することが可能となる [15]．本

憶機能と演算機能をコンパクトに一体化した構造（ロ

手法は，単に製造時に生じるバラつきを吸収し，ある

ジックインメモリ構造）が実現できる．MTJ 素子層は

設計仕様に対して安定動作を確保することのみに留ま

CMOS プロセスにおける配線層内に積層状に形成さ

らず，(1) 環境に応じたチューニングを施すことで，与

れるため，記憶機能を付加することに伴う面積を抑制

えられた動作環境に即した最適な動作性能を維持でき

できるのみならず，記憶・演算間の配線長を大幅に低

る，(2) より幅広い環境変化にも適応できる，といった

減できる．その結果，より少ない素子数によるハード

点が期待でき，今までなしえなかった十分な柔軟性・

ウェアが実現でき，素子数と配線長，並びに動的電力

信頼性を有する VLSI の設計を実現するための重要な

の低減が可能となる．更に，記憶機能を演算部に分散

技術となる可能性を有している．

配置することで，時間的，空間的によりきめ細やかな
電力供給の制御（細粒度パワーゲーティング）が可能
となり，更なる静的電力の削減につながる．これまで，

3. 不揮発性ロジック LSI 向け設計環境
本環境の構築にあたり，MTJ/MOS ハイブリッド論

Ternary Content-Addressable Memory（TCAM）[1], [2]

理集積回路向けのアルゴリズムや CAD ツールを，イ

や Field-Programmable Gate Array（FPGA）[3], [6] と

ンタフェースを含め一から作りなおすことは効率的

いった専用・汎用ハードウェアへの適用を通し，本構

とは言い難い．むしろ，活用可能な過去の資産を可能

造が LSI のコンパクト化・高性能化・省電力化に有効

な限り継承利用し，従来の CAD ツールのみでは対応

であることが示されている．

できない機能の追加を目的とした補助ツールを適宜

不揮発性ロジックインメモリ構造は，記憶部を演算

追加するという手法が，設計ツール作成の労力の低

部に低オーバヘッドで実装できるという利点を活かす

減，ユーザとしての使い勝手の良さの確保の両面にお

ことにより，高信頼化への応用もまた可能である．通

いて有効である．この方針に基づき構築された設計フ

常，回路設計においては，バラつきにともなう回路性

ローを図 4 に示す [4], [5]．従来の標準ツール，ライブ

能のゆらぎを考慮し，十分な動作マージンを取った上

ラリに，MTJ/MOS 混載セルライブラリ，論理合成補

で設計を行う．しかし，微細化が進んだ現在のプロセ

助ツール，MTJ/MOS 混載回路向け回路シミュレータ

ス動向においてはいわゆる PVT バラつきの増大が深

（NS-SPICE），MTJ/MOS 混載セルキャラクタライズ

刻となっており，従来の設計法によって高信頼性と高

ツール（NanoLib）を追加することで，所望の MTJ/MOS

性能性が両立した VLSI を実現することは極めて困難

ハイブリッド論理集積回路の設計を実現する．
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図 5 8 ビット不揮発加算回路の RTL 記述

図 4 MTJ/MOS ハイブリッド論理集積回路向け設計フロー

本フローを構築する上で最も重要となるのは，MTJ/

MOS 混載セルライブラリの整備である．従来のセル
ライブラリと同様，シンボル，シンボル名，セルごと
の論理，入出力ピン名，遅延・電力情報，レイアウト
情報等が統合されたものであるが，それぞれ MTJ 素
子に関する情報が含まれる点が従来と大きく異なる．
本ライブラリを構築する上では，MTJ 素子を含む回

図6

不揮発レジスタ部と加算回路部を接続することに
よって構成された 8 ビット不揮発加算回路

路のトランジスタレベルにおける動作を解析可能なシ
ミュレーションツールが必要となる．本フローでは，

に行い，論理動作，トランジスタモデルのコーナー条

U.C.Berkeley で開発された回路シミュレーションプロ

件，MTJ への書込み動作の違いなどのバリエーション

グラム SPICE の機能拡張版である NS-SPICE をベー

を含む多種のセルの設計が容易に可能となる．

スに，MTJ 素子の動作モデルの内蔵などを含む様々な

本設計環境を用いた設計例を以下に示す．ここでは，

拡張を施したものを採用している [10]．これにより，

通常入力 A と不揮発入力 M の加算を行う不揮発加算

素子の過渡的な特性を含む精密な動作解析を可能にし

回路を対象とする．ここで，不揮発入力とは，外部か

つつ，等価回路を用いる従来手法に比べ 50 倍程度の

らの入力をいったん回路内の不揮発記憶に取り込み，

高速化を実現している．更に，MOS トランジスタと

そのデータを実際の演算に使用するような入力のこと

同様に，外部ファイルによって定義されるモデルパラ

を指す．いったん不揮発記憶に取り込んだデータは，

メータを変えることで，任意の素子パラメータに対応

書換えを行わない限り再利用され，また，電源の供給

する MTJ 素子の解析を行うことも可能である．

が止まっても，そのデータは保持される．したがって，

一方，ライブラリに登録する各セルについては，遅

動きベクトル抽出処理における絶対値差分和（Sum of

延解析や電力解析を行う際に必要な数値情報をあらか

Absolute Diﬀerence: SAD）演算 [4], [5] のように，一

じめシミュレーションによって収集し，テーブル化し

定値に対する繰返し演算を基本とする回路を構成する

ておく必要がある．多数のセルに対するキャラクタラ

際に活用できる．本回路の動作を表す RTL 記述を図 5

イズを円滑に行うために，NanoLib と呼ぶキャラクタ

に示す．

ライズツールが開発されている．本ツールと上記の拡

本動作を実現する回路構成の一例として，図 6 に

張版 NS-SPICE を連携させることで，MTJ 素子を含む

示すように，MTJ と D-FF によって構成された不揮発

多くのセルに対するキャラクタライズを高速・高精度

レジスタに入力 M をストアし，その出力を加算回路
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図7

動作シミュレーションの様子

図 9 動きベクトル検出処理 LSI のチップ写真．25 個の
SAD 演算モジュールと制御回路を備える．

図8

自動配置配線によって生成された 8 ビット不揮発加
算回路の回路レイアウト
図 10

の入力の一つとして用いる構造がある．本構造は，図

水平/垂直磁界印加機構付き 12 インチプローバに
よる 300mm ウェハ上に実装されたチップの測定の
様子

中の点線で示す部分を，MTJ/MOS 混載集積回路セル
ライブラリに登録されているセルの一つである FF 型

力検証並びにレイアウト生成と検証（DRC，LVS）ま

AND2 セルを用いて構成できる．図 7 は，本構造の動

でを一貫して行うことができる．図 9 は，本フローを

作シミュレーションの様子である．入力 M の不揮発

用いて初めて設計・試作された，MTJ/MOS 混載大規

記憶への書込み処理，並びに書き込まれたデータとも

模論理集積回路のチップ写真である [4], [5]．本チップ

う一方の入力 A との加算の様子が確認できる．また，

は，動画像の動きベクトル検出処理のアクセラレータ

キャラクタライズによって得られたテーブルを用いる

として設計され，90 nm MTJ/MOS 混載プロセスを用

ことで，セルごとの遅延を考慮した過渡的な動作につ

いて 300 mm ウェハ上に試作された（図 10）．演算モ

いてもシミュレーションできていることが分かる．

ジュールに格納された値が不揮発的に保持されること

図 8 に，自動配置配線によって得られた回路レイア

を利用し，モジュール単位でパワーゲーティングを適

ウトを示す．標準セル及び MTJ/MOS 混載セルが使用

用することで，不要な消費電力を 75% 程度削減可能

され，レイアウトが生成されている様子が分かる．な

であることを実証している．本チップは約 47 万個の

お，本設計は従来の半導体集積回路向けの設計フロー

トランジスタと約 1 万 3000 個の MTJ 素子からなり，

を基盤としているため，DRC，LVS 検証により，デザ

実際に試作されたランダムロジック LSI としては当時

インルールを満足し，かつ設計通りの論理動作が得ら

において世界最大規模のものである．

れることも確認できる．
以上のように，本フローを用いることで，HDL によ
る回路記述を元に，動作シミュレーション，遅延・電

図 11 は，本設計環境を用いて設計・試作した IoT セ
ンサノード向けマイクロコントローラユニット（MCU）
のチップ写真である [8], [9]．40 nm MTJ/MOS 混載プ
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用いることで更に 53.3% の平均消費電力の削減が可能
である [8]．本 MCU は，センサノードで必要とされる
演算性能を維持しながら，バッテリーフリーでの駆動
も期待されることから，ICT 社会基盤のパラダイムシ
フトをもたらし，Society 5.0 を実現するための基盤技
術として大いに期待される．

4. 系統的設計環境の技術展開の可能性
MTJ 素子を用いた回路設計において考慮すべき点の
一つとして，素子のもつ確率的なスイッチング特性が
ある．MTJ 素子の状態変化は，書込みに用いる電流量

ISW と書込みパルス幅 t に依存する確率的な挙動を示
図 11 IoT センサノード向けマイクロコントローラユニッ
トのチップ写真

す [17]．高速・低消費電力のロジック LSI では，ISW
や t は小さい方が望ましいが，その場合，書込み動作
の信頼性を保証することが難しくなる．また，ISW と

t を固定値にしても書込み動作の結果は一定ではない．
従来の CMOS ベース集積回路の設計においては，想
定する動作を十分な余裕をもって確実に保証する，い
わゆるワーストケースの基準に基づいて設計が行われ
る．しかし，MTJ 素子を用いた回路の場合，このアプ
ローチはセルライブラリ及びそれらによって構成され
た回路の性能を大きく劣化させることに繋がる．
この問題に対する一つのアプローチとして，演算処
理の結果に大きな影響が出ない範囲で可能な限り最小
の書き込み電圧とパルス持続時間を使用し，回路の高
図 12

不揮発 MCU の性能比較

性能化を図る方法がある．ただし，本設計指針におい
て採用する設計パラメータは，当然のことながら設計

ロセスにより試作された本 MCU は，様々な信号処理

対象に大きく依存するため，MTJ 素子の確率的動作が

を高速に実行するための不揮発再構成型演算モジュー

回路の性能と計算品質それぞれに及ぼす影響を観測可

ル（NV-FPGA）
，及び，不揮発 CPU（NV-CPU）と不

能な設計環境が必要である．具体的には，通常のディ

揮発メモリ（STT-MRAM）のデータ転送ボトルネッ

ジタルベースの設計フローに対し，図 13 に示すよう

クを緩和することでシステム全体の高速化を可能とす

に MTJ 素子のアナログ的・確率的な振舞いを考慮す

るメモリコントローラ [16] を備える．センサが取得し

ることが可能なライブラリ，及び，その回路動作への

た情報の処理等を行うアクティブ状態と，次の処理タ

影響を観測可能とするアナログシミュレーションを追

イミングまで待機するスタンバイ状態とを周期的に繰

加したアナログ・ディジタル混載の設計フローによっ

り返すいわゆる間欠動作を基本とする IoT 応用におい

て，それが可能となる [12]．

て，スタンバイ状態における無駄な消費電力を徹底的

以上の目的のもと，著者らが構築した環境における

に排除することにより，最大動作周波数 200 MHz，平

評価の様子を図 14 に示す．設計対象に対し，その動

均消費電力 50 µW 以下という，既存の MCU を圧倒

作を確認するためのテストベンチを適用する．得られ

する革新的な超低消費電力性と高速動作性を実現して

た計測値をもとに，MTJ 素子の確率的動作が素子・回

いる（図 12）
．具体例として，間欠動作間隔 100 msec.

路・システムレベルそれぞれの動作に及ぼす影響を評

でセンサから画像データを取得し，輪郭抽出処理を行

価する．この結果を回路設計にフィードバックし，改

う，といった応用を想定した場合，パワーゲーティン

善を施すことによって，内部的なエラーを許容しつつ，

グを適用することで 90.7%，アクセラレータを処理に

設計仕様を満たす集積回路の設計が可能となる．
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体をマスキングする一方，与えない場合はそのエラー
が生じていないものとして処理を継続するという機能
が付加されている．本技術を用いることで，チップ本
来の性能及び機能を損なうことなく，MTJ 素子に要求
する歩留りを最大で 7 倍程度まで緩和可能となること
を確認している．
上記に示した設計手法は，内部の演算におけるある
程度のエラーや不正確さを許容することで回路全体
としての性能や電力の向上を実現する，Approximate

Computing に基づくアプローチの一つと捉えることが
でき，確率的特性を有する MTJ 素子を用いた回路に
おいては特に有効に働くと予想される．また，これま
図 13 MTJ 素子の確率的特性を考慮したアナログ・ディジ
タル混載設計フロー

での CMOS 集積回路において行われてきたいわゆる
ワーストケース設計に代表されるような決定論的な設
計手法ではなく，素子が有する不確定性を許容し設計
に取り込むことで回路のパフォーマンスを向上させる
という本手法は，2. で述べたばらつき補正技術ととも
に，極限的微細化によって増大する MOS トランジス
タの特性ばらつきが回路に大きな影響を与え，事実上
の設計が不可能になりつつあるという現在の危機的状
況に対し，革新的な解を示すことが期待される．

5. む す び
本論文では，スピントロニクス素子を用いた不揮発
図 14 評価用テストベンチ概要

記憶機能を活用した新概念 LSI のための統合開発環
境，及び，本環境を用いた大規模 LSI の設計事例と今
後の展望について述べた．IoT 技術を基盤としたイン
テリジェントな分散型システムの社会実装に向け，今
後も引き続き各種ツール及びライブラリの更なる整備
を進め，従来手設計によって行われてきた MTJ/MOS
混載集積回路の設計効率の向上を進める．同時に，近
年特に社会的ニーズが高まっている AI 処理専用ハー
ドウェア [19]〜[22] を始めとする大規模・高性能・高
信頼な VLSI への本設計技術の応用と実チップによる
動作実証を通し，その有効性を明らかにしていく．
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