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TSV 検査のための
TDC 組込み型バウンダリスキャン制御回路の設計
河口 巧1,a)

四柳 浩之1,b)

橋爪 正樹1,c)

概要：3 次元積層 IC(3DIC) のダイ間配線に使用される TSV(Through Silicon Via) は製造工程が複雑であ
り従来の論理値検査では検査不可能な微小遅延故障を引き起こすことがある．そこで，バウンダリスキャン
に TDC(Time-to-Digial converter) を組込んだ TDC 組込み型バウンダリスキャン（TDCBS）を 3DIC に
適用し，TSV の微小遅延故障検査を行う手法が提案され，研究が行われてきた．しかし，TSV の検査モー
ドや，TSV 検査のために 2 種類の TDCBS セルが必要であった．本稿では，TSV 検査専用セルやモード
を追加せず TSV の遅延故障検査を行うための制御回路の設計とシミュレーションによる動作検証を行う．

Design of a Control Circuit for Testing TSVs
Using Boundary Scan Circuit with Embedded TDC
Takumi Kawaguchi1,a)

Hiroyuki Yotsuyanagi1,b)

Masaki Hashizume1,c)

Abstract: TSVs(Through Silicon Via) in 3DIC(3D-stacked IC) may cause small delay fault because the
manufacturing process of TSVs in 3DIC is complicated. The fault of TSVs may not be detected by using
conventional logic testing methods. So we have proposed a DFT(Design For Testability) method for TSVs
using Boundary Scan circuit with embedded TDC(TDCBS). However, the previous method requires to add
the new mode to boundary scan and modified TDCBS cells for testing TSVs. In this paper, we design a
control circuit for delay test of TSVs without adding a new mode and modifying the cells. And we verify the
operation of the control circuit by simulation.

1. はじめに
半導体技術の向上により，IC の高集積化が進んでいる．

ディングに比べパッケージの小面積化や高周波動作，消費
電力の低減などが可能となる．しかしながら，TSV の製造
工程は複雑であり，メタル埋め込み不良や絶縁膜形成不良

しかし，従来の微細化手法では高集積化に限界が来ると

によるピンホール故障が発生し，それに伴う微小遅延故障

予想されている [1]．そこで，さらなる小型化や高密度化

が増加するなどの問題がある [1]．微小遅延故障は経年劣

を両立させるために，従来の平面的な構造ではなく，ダ

化により回路の故障の原因となるため早期の検出が求めら

イを縦方向に積層するなどの立体的な構造が考案されて

れているが，従来の論理値検査では検査困難であると考え

いる．その中で現在，3 次元構造を実現するためのダイ間

られる．

配線手法として注目されているのが，シリコン貫通電極

(Through-Silicon-Via,TSV) である．
TSV は積層したダイ間を垂直に貫く電極であり，TSV
を用いてダイ間配線を行うことにより，従来のワイヤボン
1

a)
b)
c)

徳島大学 大学院 先端技術科学教育部 システム創生工学専攻 電
気電子創生工学コース
kawaguti@ee.tokushima-ac.jp
yanagi4@ee.tokushima-ac.jp
tume@ee.tokushima-ac.jp

c 2017 Information Processing Society of Japan
⃝

TSV の検査は，ダイレベルラッパーを用いる方法 [2] が
提案されており，さらに，遅延故障検査としてリングオシ
レータを用いる方法 [3], [4] が提案されている．
我々は，微小遅延故障を対象とした検査容易化設計手
法として開発された TDC 組込み型バウンダリスキャン

(TDCBS)[5] を TSV に適用する研究を行ってきた [6]．し
かし，TSV の微小遅延故障検査のためには，TSV 検査用
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の TDCBS セルや，遅延故障検査モード以外に，TSV 検査

ら BSR を制御するインストラクションデコーダから構成

用モードの追加が必要であった．

される．TDCBS は，TAP コントローラ以外に，TDCBS

そこで本研究では，TSV の検査のためのモード追加やセ
ルを用いず，遅延故障検査モードとバウンダリスキャンの

専用制御ピン (LOOPCONT，DLEN，DLHL) によって遅
延付加部の制御を行う．

必須モードのみを用いて TSV の微小遅延故障検査を可能

TAP コントローラは，16 の状態を持つステートマシン

とする制御回路の設計と，シミュレーションによる動作検

である [8]．TAP コントローラの状態遷移図を図 2 に示す．

証を行う．
本稿では，第 2 章で TDCBS について，第 3 章では TSV
検査専用モードによる TSV の検査法について，第 4 章で
はバウンダリスキャンの EXTEST モードによる TSV 検
査法について，第 5 章ではシミュレーションによる動作検
証について述べ，最後に第 6 章でまとめる．

2. TDC 組込み型バウンダリスキャン回路
(TDCBS)
TDCBS は，バウンダリスキャンに TDC(Time-to-Digital
Converter) を組込むことで微小遅延故障の検出を可能にし
た回路である．TDCBS の回路図を図 1 に示す.

図 2 TAP コントローラの状態遷移図

ステートの遷移は，TCK の立ち上がり時の TMS の値に
よって制御する．

TAP コントローラのステートには，BSR に値をセットし
テストを実行するための Data Column と，IR に値をセッ
トしモードを変更するための Instruction Column がある．

Instruction Column では，Capture-IR もしくは Shift-IR
ステートでインストラクションレジスタにモード変更用の
値をセットした後，Update-IR ステート時の TCK の立ち
下がりでバウンダリスキャンのモードが変更される．Data

Column では，Capture-DR ステートの TCK 立ち上がり時
にキャプチャ動作が行われ，Update-DR ステートの TCK
立ち下がりで Update-FF に Capture-FF の出力値が取り
込まれる．
図 1 TDCBS の回路図

TDCBS ではバウンダリスキャンの必須モード (SAM-

検査対象の信号線を Update-FF に保持させた DLSEL

PLE&PRELOAD，EXTEST，BYPASS) に加え，TDCBS

信号によって選択し，連続する XOR ゲートで構成され

を TDC として動作させるための TDCTEST モードを実

た遅延付加部 (Delay-line) で対象信号に遅延を付加する．

装している．

Capture-FF で遅延付加部の各ゲートの出力をキャプチャ
した後，シフト動作を行い値を出力することでタイミング
余裕の観測が可能である [7]．観測したタイミング余裕を
正常時と比較することによって回路の遅延故障を検出する
ことができる．

本研究では，この TDCBS を TSV の微小遅延故障検査
に用いる．

3. TSV 検査専用モードによる検査手法 [9]
TDCBS を用いた TSV の微小遅延故障検査手法は，TSV

TDCBS は，IEEE1149.1 規格に準拠しており，コアの各

検査専用モードをバウンダリスキャンに追加し，TDCBS

入出力に接続されたバウンダリスキャンレジスタ (BSR)，

セルに改良を加えた TDCBSOUT セルから遅延付加部に信

バウンダリスキャンの制御を行う TAP(Test Access Port)

号遷移を起こし TSV を検査する手法が提案されている [9]．

コントローラ，モード切り替え信号を格納するインストラ

検査時の信号遷移のイメージを図 3 に示す．

クションレジスタ (IR)，TAP コントローラや IR の信号か
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この手法では，DLHL1 から遅延付加部を遷移させた信
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持させる必要があるが，TSV に信号遷移を発生させるため
のモードや TDCBSOUT セルが不要となる．
検査時のイメージを図 4 に示す．信号遷移の発生方法の
みが 3.1 節の手法と異なる．
さらに，この手法ではダイ 1 側は遅延付加部を使用しな
いため，ダイ 1 側は一般的なバウンダリスキャンでも検査
可能である．

TSV へ出力する Update-FF の値を遷移させることがで
きるのは図 2 の TAP コントローラの Update-DR ステー
トの TCK の立ち下がり時であるため，この手法では信号
遷移からキャプチャまでの時間は少なくとも Update-DR
から Capture-DR ステート間の TCK の 2.5 周期間となり，
従来の 5 倍の遅延付加ゲートを遷移しなければキャプチャ
されない．そこで，信号遷移発生から TCK の半周期後に
キャプチャ動作を行うように，キャプチャクロックを制御
図 3 TDCBS を用いた TSV の検査イメージ

する回路を設計した．

号を検査対象 TSV へ伝搬させる．TSV からダイ 2 の遅延
付加部に遷移した信号を，遷移信号入力から一定時間後に
キャプチャを行う．このキャプチャ結果を観測すること
で，TSV の微小遅延故障検査を行う．本研究では，遷移信
号入力からキャプチャまでの時間を，対象とする故障 TSV
の遅延量を考慮し TCK の半周期とする．
この手法によって検査を行うためには，遷移信号入力か
らキャプチャまでの間に，ダイ 1 側の遅延付加部から検査
対象 TSV 全てに信号遷移を発生させる必要があるため，ク
ロック周期に対し遅延付加部段数が多い場合，キャプチャ
までに検査対象 TSV に信号遷移が到達しない可能性があ
る．そのため，遷移信号を入力するダイ 1 側の遅延付加部
を構成する MUX の位置をクロック周期を考慮し設計する
必要がある．

4. EXTEST モードによる TSV 遅延故障検
査手法
4.1 検査法とキャプチャタイミングの課題
3.1 節の手法 [9] は，遅延付加部から遷移させた信号を
TSV へ伝搬するための TDCBSOUT セルや TSV 検査モー

図 4 EXTEST モードを用いた TSV の検査イメージ

4.2 キャプチャクロック制御回路
Update-DR ステートの TCK 立ち下がりで発生させた遷
移信号を，TCK の半周期後にキャプチャするために設計
したキャプチャクロック制御回路を図 5 に示す．

ドに加え，キャプチャまでに検査対象 TSV へ遷移信号が到

こ の 回 路 は ，バ ウ ン ダ リ ス キ ャ ン セ ル の Capture-

達するような遅延付加部の設計が必要であった．そこで本

FF の ク ロ ッ ク 信 号 Clock-DR を 制 御 す る 回 路 と な っ

研究では，TDCBSOUT セルや TSV 検査モードを用いず，

て お り ，イ ン ス ト ラ ク シ ョ ン デ コ ー ダ で 生 成 さ れ た

コア間の接続テストを行う必須モードとして IEEE1149.1

本来のキャプチャクロック信号 Clock-DR(inst) とモー

に定義されている EXTEST モードを流用し，TSV に信号

ド確認用信号である TDCTEST，TAP コントローラの

遷移を発生させる．

ステート確認用信号 (Exit1-DR,Select-DR-Scan,Capture-

EXTEST モードとは，コアの出力側のバウンダリスキャ

DR,Update-DR) と接続する．キャプチャクロック制御回

ンセル内の Update-FF の値をセル外へ出力するバウンダ

路の接続イメージを図 6 に示す．また，TDCTEST モード

リスキャンのモードである．EXTEST モードで 2 パター

時のキャプチャクロック制御回路のタイミングチャートを

ンテストを行うためには 1 パターン目と 2 パターン目をそ

図 7 に示す．

れぞれシフト動作によって各バウンダリスキャンセルに保
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このキャプチャクロック制御回路は，TDCTEST モー
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5. シミュレーションによる動作検証
4 節で述べた制御回路を組込むことで EXTEST モード

キャプチャ後はシフト動作をするために Capture-DR ス

を用いた TSV の遅延故障検査手法が実現可能かどうか，3

テートを通過する必要があり，そのままでは再びキャプチャ

次元積層 IC(3DIC) を模擬した回路にキャプチャクロック

動作が行われてしまうため，本来のキャプチャ動作が発生

制御回路を組込み，シミュレーションによる検証を行った．

する Capture-DR ステートから Shift-DR ステートへの遷
移時には Clock-DR=0 としキャプチャ動作をさせないよう
設計した．さらに，それ以外のステートや，TDCTEST 以
外のモードでは，インストラクションデコーダが生成した

Clock-DR(inst) をそのまま出力し，バウンダリスキャンの
動作を保つように設計を行った．

5.1 シミュレーション回路
シミュレーションのために設計した回路の接続概略図を
図 8 に示す．

2 層構造の 3DIC を想定し，ダイ 1(bottom side) とダイ
2(top side) を TSV を模擬した XOR ゲートで接続してい

この回路により，Update-DR ステートの TCK 立ち下が

る．このダイ 1 とダイ 2 はそれぞれ 40 個のインバータで

り時に発生させた遷移信号を TCK の半周期後後にキャプ

構成し，各ダイの入出力に 40 段の TDCBS セルを接続し

チャすることができると考えられる．

ている．

TDCBS 回 路 部 は Synopsys 社 の BSDCompiler で 設
計 を 行 い ，バ ウ ン ダ リ ス キ ャ ン の 必 須 モ ー ド (SAM-

PLE&PRELOAD,EXTEST,BYPASS モード) の他に, 遅
延故障を検出するための TDCTEST モードを実装した．
さらに，キャプチャクロック制御回路は ROHM0.18 µm プ
ロセスライブラリを使用し，同社の Design Compiler を用
図 5 キャプチャクロック制御回路

いて論理合成を行った．

図 6 キャプチャクロック制御回路の接続イメージ

図 8 シミュレーション回路の接続概略図

5.2 シミュレーション手順と結果
シミュレーション回路に対し，クロック周期 (TCK) を
図 7 TDCTEST モードにおけるキャプチャクロック制御回路のタ
イミングチャート
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20ns とし，ダイ 1 の出力とダイ 2 の入力を接続する TSV
について Verilog シミュレーションを行った．
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シミュレーション結果を図 9 に示す．ただし，図中

作検証を行った．その結果，TDCBS にキャプチャクロッ

の BSOUT0 は，ダイ 1 の OUT0 の TDCBS セルの出力，

ク制御回路を組込むことにより，TDCTEST モード時の

Clock-DR(inst) はインストラクションデコーダのキャプ

キャプチャタイミングを変更でき，バウンダリスキャンの

チャクロック信号，Clock-DR はキャプチャクロック制御

EXTEST モードで TSV の微小遅延故障検査可能であるこ

回路の出力信号である．図 9 のシミュレーション波形につ

とがわかった．

いて，波形を (1) から (6) の区間に分けて説明する．

(1) ダイ 1 およびダイ 2 の TDCBS を SAMPLE&PRELOAD モードにセット

今後は，試作 IC 実測による検証を行う予定である．
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TSV の微小遅延故障検査が可能である．

6. おわりに
本稿では，EXTEST モードを用いた TSV 遅延故障検
査のためのキャプチャクロック制御回路の設計および動
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図 9 EXTEST モードを用いた TSV 検査時のシミュレーション波形

図 10 図 9 の区間 (5) における波形
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