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VLSI Design and Education Center
The University of Tokyo

大規模集積システム設計教育研究センター（VDEC）の2003年度年報をお送りします。
2002年度はVDECにとって国際協力の最初の年となりました。米国MOSISとの協定にもとづ

き、従来VDECの試作メニューになかったSiGeの試作等も可能となりました。VDECを窓口と
することでMOSISのチップ面積単価を半分にする包括協定を結んだ成果であると考えていま
す。
2002年度のチップ試作総数は0.6μmCMOS試作を廃止したことの影響があり、やや低下しま

した。しかしゲート総数換算では依然として日本の大学・高専の試作規模は拡大しつつあり、
VLSI設計力は着実に向上しつつあると実感しています。主要国際学会等での大学・高専からの
VLSI設計研究成果発表数は大きな伸びを示してきており内外の注目を集めつつあります。これ
らの成果は各大学・高専での研究者各位のご努力の賜物でございますが、同時に多数のCADベ
ンダー、チップ試作会社、マスクメーカ、チップ組立会社および半導体産業界のご厚意による
ところが大きいと感謝いたしております。
東京大学も2004年度からは国立大学法人へと組織変更する方向で全てが動き出しています。
法人化はVDECにとっても大きな関心事であり、将来的には一定の境界条件下で独立採算シ

ステムへと移行することが必要であると認識しています。この面でも米国のMOSISや欧州の
CMPは先行しており、学ぶべき点が多いと考えています。VDECは日本のVLSI設計技術の高度
化を第一の目標に掲げている組織でもあり、この目的達成への最も適した独自の道を見いだし
ていきたいと考えています。
VDECでは0.18μmCMOS を2001年度にテストランし、2002年度より一般向けに正式にアナウ

ンスしましたが、産業界ではすでに0.13μm、0.09μmへ主力試作技術がシフトしています。産
業界からの大学の設計技術への期待もますます高まってきています。設計ツールについては
2002年度にこの領域の設計に必要なソフトウェアの新規導入を行ってきました。現在、VDEC
では0.13μmから0.09μm技術の試作サポートをできるだけ早期に開始したいと考えています。
これら微細技術は大変高価でもあり、VDECでも従来と若干異なる新しい“マルチプロジェ

クトチップ”の試作モデルの導入を検討しています。
本年10月末には武田郁夫氏からの寄付建物「武田先端知ビル」も竣工予定です。ここをベー

スとしてVDECでは従来のサービスをより充実するとともに、新しい集積化技術の研究体制整
備を計画しています。これらをもとに諸外国にも例をみない付加価値の高い新しいチップ試作
システムを構築できればと考えています。VDEC活動の発展のため、みなさまからの引き続き
のサポートをお願いいたします。

（全国共同利用施設）

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター

センター長 浅田 邦博
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第1章　VDEC事業の紹介と平成14年度事業報告

1．1．VDECにおける LSI 設計教育

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター（����）は発足後�年目を迎える．

平成��年度も『���教育情報の発信拠点形成』，『����設計支援教育用���ソフトウェアの整備』，『����チッ

プ試作支援』を�つの柱として，円滑な運営を目指した事業を展開した．図�．�に示す����の活動内容に基

づき，以下に平成��年度の概要を報告する．

����の使命は全国の国公私立大学および高専の

���設計研究・教育を高度化し，産業界に対しても優

秀な���設計技術者を数多く送り出すことである．し

かし，����発足当初，我が国の大学には���ソフト

ウェア利用技術教育や実用的���設計フロー教育のカ

リキュラムはほとんど存在していなかったため����

にとってはこれらの整備が急務の課題であった．

���ソフトウェアの利用技術に関しては���ベン

ダーが独自の設計技術を有しており，これを導入する

こととした．大学院学生，若手教官を対象として���

ベンダーから講師を招き，それぞれの���ソフト

ウェア毎に年�回のセミナーを開催することとし，

���ベンダーと契約を結んだ．これまで年�回の内�

回は����で，残り一回は地方拠点校で実施している．

参加定員は設備の関係でそれぞれ��～��名程度であ

り必ずしも十分とはいえないが，����としては各

ユーザ研究室内で“技術伝承”され，����主催のセ

ミナーがトリガーとなって���利用技術が全国的に

広がることを期待している（�．�章参照）．

���設計フローセミナーは���設計の基本概念教育

と複数の���ツールを連携する実用的設計例の体験

教育である．この目的で����では社会人のリフレッ

シュ教育プログラムと兼ねて���設計教育セミナーを

年�回（��月～�月）開催している．このコースは

“ディジタル設計コース”，“アナログ設計コース”，“最

先端設計事例コース”の�コースからなっている．前�

図 1．1　VDECの活動内容
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者は演習を伴う体験教育コースであり，主要大学の経

験豊かな教官を講師に招いて実施している．最先端設

計事例コースは講義主体のコースであるが，大学およ

び企業から第一線の講師を招き，設計経験をもとにし

た講演を行っている．

これらセミナーに加えて����では年�回，若手教

官と学生を中心とした����デザイナー・フォーラム

を開催している．これはワークショップ形式の会合で

あり，企業・大学からの招待講演に交えて，参加者が

設計事例を持ち寄ってその成功談，失敗談を交換する．

これから設計を始めたいと考えている学生・教官もこ

こでさまざまなノウハウを得ることができる．この

フォーラムの成果はプロシーディングとして印刷物，

�����の形で入手できる．

このようなセミナー，フォーラムを通じた教育シス

テムにより���設計の基本的項目を学習できるように

なっているが，それでも実際の���設計の場面では，

さまざまな困難に直面することが多い．初心者にとっ

ては���ソフトウェアのセットアップは最大の問題

である．セットアップの後も���ソフトウェアが発

する“難解なエラーメッセージ”でとまどうことも多

い．このような場合に力を発揮するものが����メー

ルグループである．����ユーザは����のホーム

ページから���メールグループや試作技術対応の

ユーザグループに登録することができ，そこに直面す

る疑問点を投稿し，助けを求めることができる．メー

ルグループの登録ユーザはそれに回答する義務を負っ

ているわけではないが，ほとんどの場合，数時間から

数日以内に経験豊かなユーザからの支援を得ることが

できる（図�．�）．

図 1．2　VDECメーリングリスト検索システム
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����ではこの支援活動に参加していただいている

ユーザに感謝の意を込めて，����デザイナー・

フォーラムにて“最多回答ユーザ賞”をさしあげてい

る．

����チップ試作支援に関しては，����年度からの

本格運用を目指して日立製作所�����������テスト

ランを実施した．さらに，����では現在のサービス

項目に載っていない������，����等について，���

等と同様の�����との連携をスタートした．

また，一流の���設計者を目指す学生に対してイン

センティブを与える仕組みとして�年前より������ア

ワードを実施している．本アワードは半導体各社と日

経��社の支援でスタートした��開発支援のしくみで

あり，すでに�回目の募集を終えた．前回は約���の

応募にたいしその上位��件の優秀��に対して���万

円～���万円の賞金を授与している（図�．�）．

����発足以来�年目を迎え，�年余の活動の中で

���設計文化が根付いた研究室や大学ではすでに活発

な設計研究・教育がスタートしている．図�．�に

����を利用した研究成果の指標として，����に関

係する発表文件数の推移を示す．単純に比較はできな

いが発表文献の数は増加傾向にあり，����発足以来，

集積回路に関係する研究が活性化されていることが確

認できる．

図 1．3　LSI IP 賞
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図�．�に����に関係する発表文献の����ファシ

リティー利用状況を示す．論文執筆にあたり���ソ

フトウェアが幅広く利用されていることが確認できる．

���ソフトウェアはチップ設計だけでなくチップ試

作の準備段階で利用される場合が多いため，研究の基

本アイデアを実証するツールとしての貢献度も大きい．

また，研究論文には最先端のプロセステクノロジが好

んで利用される傾向にあり，平成��年度からサービス

を開始する日立製作所の������テクノロジの利用が

期待できる．そのほかのファシリティーとして，���

テスターや���加工装置，��描画装置などが研究目的

に幅広く利用されることを期待する．

図 1．4　VDECを利用した発表文献数の推移

図 1．5　VDECファシリティー利用状況
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1．2．CADソフトウェアの整備

平成�年度に導入された���ソフトウエア（表�．

�）は，図�．�に示す全国地域拠点校��箇所にライセ

ンスサーバを設置し，全国各大学の利用者が手許の計

算機にインストールした���ソフトウエアを，最寄

のライセンスサーバにおいて認証を行うことで，���

ソフトウエアが利用できるという，ネットワークを利

用した運用形態となっている．ライセンス数は���

の項目ごとに���から����程度のフローティングライ

センスとなっており，全国の大学・高専において教

育・研究目的に限り利用できるようになっている．

����の���の利用，および「�．�章」のチップ試作

の利用のためには，あらかじめユーザ登録が必要と

なっているが，これまで����に利用登録をしている

（�）全国教官数および（�）その所属する大学数および

（�）���の利用申請があった研究室（教官）数の推移

は図�．�の通りである．�

メーカ用　　途名　　称

����������	
����	���	��������������	
���	
ベースの入力，シミュ
レーション，論理合成，テスト生成，マクロ
セルを含むセルベースの配置配線とバック
アノテーション，会話型の回路図およびマ
スクレイアウト入力，アナログ機能・回路シ
ミュレーション，設計検証，回路抽出

�������社設計システム

����������	�
���������	
���	
シミュレーション，論理
合成，テスト生成．マクロセルを含むセル
ベースの配置配線設計とバックアノテー
ション．回路シミュレーション

��������社設計システム

���������	�
������	�
��
����������	
���	
シミュレーション，論理
合成，配置配線設計とバックアノテーショ
ン

�����社設計システム

���������	
������������レイアウトのデザインルールチェック及び
検証

レイアウト検証システム

����������	
�������，����向け自動合成����，����合成ツール

���������������―��でシステム設計，合成，検証�言語ベース設計システム

表 1．1　導入されたCADシステム
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九州大学�

金沢大学�

広島大学�

東北大学�

北海道大学�

�

京都・大阪大学�

名古屋大学�

東大センター�

東京工業大学�

図 1．6　全国地域拠点校
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図 1．7　ユーザ登録数およびCAD申込数の推移
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1．3．平成 14 年度 VDEC事業報告
1．3．1　VLSI チップ試作

図�．�．�は，����および，それに先行して�����

（半導体理工学研究センター）と共同で行ったパイロッ

トプロジェクトでのチップ試作数の推移を示したもの

である．

����チップ試作は，平成�，�年度（����，����年

度）のパイロットプロジェクトでは，ファウンドリは

���社の����������（現在当該プロセスは日立北海

セミコンダクタ社にて継続されている）�社であった

が，平成�年度（����年度）の����発足後，日本モ

トローラ社の����������（平成��年度からは，オ

ン・セミコンダクターにて継続）が協力を開始し，平

成�年度からはローム社の����������が加わった．

さらに平成��年度には日立製作所の��������	��，

平成��年度にはローム社������がそれぞれ加わり，

試作品種数，試作面積ともに依然として増加傾向にあ

る．また，��開発プロジェクトの一環として������

������の試作を行った．平成��年度から，日立製作

所の��������	��のサービスを実施している．平成

��年度は，広島大学岩田先生の主導の下に，����と

�����の協力による試作サービスを試行的に実施し

た．これは，����，���といった海外のファブを

�����を経由することで格安で提供するものである．

さらに，東京大学柴田先生主導の元に，���化合物デ

バイス株式会社によるバイポーラ���の試作サービス

も行った．

図�．�．�（�）は設計されたチップ品種数を示す．図

中の棒グラフは，試作品種数の順調な増加を表してお

り，����試作研究・教育に直接的に係わった学生数

を表しているものと考えられることから，研究・教育

効果が劇的に向上していることが想像される．��年

度は試作数が減少したが，これは，����社の�����

プロセスを終了したことによる一時的な現象である．

図�．�．�（�）に設計されたチップ面積を示す．試作

プロセスが微細化すると，集積度が向上することで，

見かけ上試作面積が減少するように見える場合がある．

そこで，図�．�．�（�）に試作面積をそれぞれの試作プ

ロセスにおける特性寸法で規格化した，規格化試作面

積の傾向も併せて示す．規格化面積で見ると，チップ

面積は順調に伸びていっているのがわかる．

図�．�．�にこれまでに試作に参加した教官数，大学

数の推移およびその累計を示す．チップ試作に必要な

設計規則などの，試作会社固有の機密情報にアクセス

するための「機密保持契約」締結教官数は，オンセミ

コンダクタが���名，ロームの������プロセスが��

名，日立製作所が��名となっている．
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図 1．3．1　チップ試作数・面積推移
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　○�����������（オンセミコンダクタ：旧�日本モトローラ）

チップ納品設計〆切申込〆切申込開始回

平成��年�月 �日平成��年 �月�日平成��年�月 �日平成��年 �月��日第�回

平成��年�月��日平成��年��月�日平成��年�月 �日平成��年 �月 �日第�回

平成��年�月��日平成��年 �月�日平成��年�月��日平成��年��月��日第�回

　○���������	��（ローム）

チップ納品設計〆切申込〆切申込開始回

平成��年��月��日平成��年 �月��日平成��年 �月��日平成��年�月��日第�回

平成��年��月��日平成��年 �月��日平成��年 �月 �日平成��年�月 �日第�回

平成��年 �月 �日平成��年��月 �日平成��年 �月 �日平成��年�月��日第�回

平成��年 �月 �日平成��年 �月 �日平成��年��月 �日平成��年�月 �日第�回

　○���������	��（日立）（固定枠）

チップ納品設計〆切申込〆切申込開始回

平成��年��月��日平成��年�月��日平成��年 �月��日平成��年�月��日第�回

平成��年��月��日平成��年�月��日平成��年 �月��日平成��年�月��日第�回

平成��年 �月��日平成��年�月��日平成��年��月��日平成��年�月��日第�回

　○��������（���）

チップ納品設計〆切申込〆切申込開始回

平成��年�月��日平成��年��月��日平成��年�月��日平成��年�月��日第�回

1．3．2　平成 14 年度チップ試作概況

平成��年度は，表�．�．�に示す日程でチップ試作を

行った．チップ試作の参加者・試作の内容は，第�章

のチップ試作報告を参照されたい．

図 1．3．2　VDECチップ試作参加教官数・大学数の推移とその累計

表 1．3．1　平成 14年度チップ試作日程
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状　況内　容作　成　者名　称プロセス

試作チップの
動作検証完了

・��������用論理合成ライブラリ京都大学小野寺研究室

�����

���（���）

�����

・��������	用シミュレーションライブラリ

・���������	��用配置配線ライブラリ

������������	
����������������
���������������	�
�����������

試作チップの
動作検証完了

・��������用論理合成ライブラリ九州大学安浦研究室

������

・��������	用シミュレーションライブラリ

・����用シミュレーションライブラリ

・���������	（��������対応済み）用配置
配線ライブラリ

・���������	��用配置配線ライブラリ

������������	
����������������
������������	��
����������	���

試作チップの
動作検証完了

・��������用論理合成ライブラリ京都大学小野寺研究室

�����

��������

・��������	用シミュレーションライブラリ

・���������	��用配置配線ライブラリ

������������	
������������������������������	
���	���������

・��������用論理合成ライブラリ東京大学����

������

・��������	用シミュレーションライブラリ

・���������	（��������対応済み）用配置
配線ライブラリ

������������	
������������������������������	
���	���������

・��������用論理合成ライブラリ東京大学����

������

日立

������

・��������	用シミュレーションライブラリ

・���������	（��������対応済み）用配置
配線ライブラリ

������������	
������������������������������	
���	���������

・��������用論理合成ライブラリ日立から提供のセルを
��������に移植日立

ゲート
アレイ

・��������	用シミュレーションライブラリ

・���������	（��������対応済み）用配置
配線ライブラリ

�����にて配布

・��������用論理合成ライブラリ東京大学����

������
��������

��

・��������	用シミュレーションライブラリ

・���������	（��������対応済み）用配置
配線ライブラリ

������������	
������������������������������	�
����	���������

表 1．3．2　VDECで利用可能なライブラリ

1．3．3　ライブラリ整備状況

����におけるチップ試作（主にディジタル���試

作）では，設計ライブラリの整備が重要である．����

では，����提供���ソフトウエア中のライブラリ生

成ツールを利用して，平成�年度から順次ライブラリ

整備事業を行ってきている．現状では，����におけ

る各プロセスの試作において，利用可能なライブラリ

は表�．�．�に示すとおりとなっている．�
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・��������用論理合成ライブラリロームから提供

パス
ポート
ライブ
ラリ��������

��

・��������	用シミュレーションライブラリ

・����用シミュレーションライブラリ

・��������用配置配線ライブラリ

・��������モジュール

�����にて配布

試作チップの
動作検証完了

・��������用論理合成ライブラリ京都大学　小野寺研究室

京大���
・��������	用シミュレーションライブラリ

・������������用配置配線ライブラリ

������������	
������������������������������	�
����	���������

試作チップの
動作検証完了

・��������用論理合成ライブラリ京都大学　小野寺研究室

京大���

日立

������

・��������	用シミュレーションライブラリ

・������������用配置配線ライブラリ

������������	
������������������������������	
���	���������

・��������用論理合成ライブラリ日立から提供のセルを
��������に移植日立

ゲート
アレイ

・��������	用シミュレーションライブラリ

・����������用配置配線ライブラリ

�����にて配布
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1．4．CADセミナー

���設計技術の向上にはセミナーは欠くことができ

ない存在である．平成��年度には，���利用のため

の技術セミナー，社会人のためのリフレッシュセミ

ナー，若手教官・学生のためのデザイナーズフォーラ

ム等のセミナー，フォーラムを企画，実施した．

���利用のための技術セミナーでは，����で現在

使用可能な�������，��������，�����，���������	
��

���などのそれぞれの���ツールの操作方法等を各

ツールベンダーから講師を派遣していただき講習を

行っている．また，����で開発したライブラリを用

いたチップ設計に関する講習も����スタッフで実施

している．平成��年度は，�月と�月に初心者を対象

とした第�回の���利用のための技術セミナーを東

京大学����で実施した．この技術セミナーでは，

�������のツールを�日間，��������のツールを�日

間，旧������のツールを�日間，�����－�������の講習

を�日間で実施し，各コースに��名から��名の教官・

学生の受講があり，各ツールの使用方法や����ライ

ブラリを用いた����設計フローを修得している．ま

た�月には上級者を対象とした���技術セミナーを

地方拠点（北海道，東北，金沢，広島，九州）で実施

し，�������，��������，旧 ������，�����－�������，

�����，���������	
���等の最新のツールの上級ト

レーニングを行った（表�．�）．

これら���技術セミナーへの参加要望は非常に大

きいため，����拠点校の協力を得ながら各地方拠点

校で開催しているが，地方拠点開催でもその地方から

【CAD利用のための技術セミナー】

図 1．7　CAD講習会会場風景
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講習内容参加人数開催時期開催地講習項目

・テクノロジファイノレの記述
・��������	��
の環境／コマンド
・���，���������	
・フロアプラン，配置配線

��
平成��年�月
��日～��日

東京大学
�������講習会
（��������，����，
����������	
��	）

・データファイル，テクノロジファイルの解説
・フロアプラン，配置配線
・���������	
������
・�������

��
平成��年�月
��～��日

東京大学
������ツール講習会
（��������，������）

・独立電源モデル，素子モデルの記述
・解析タイプの例，ネットリスト構造
・コマンドの説明と実行方法

��
平成��年�月
�～�日

東京大学���������	
�講習会

・����シミュレータの基本操作
・効果的な����記述スタイル
・���������	によるデバッグ
・回路合成・解析ツールの基本操作

��
平成��年�月
��～��日

東京大学

��������ツール講習
会

（��������，�������
��������，�������）

・���，���������	
・容量・抵抗モデルの記述
・回路抽出

��
平成��年�月
��～��日

東京大学
���������	
���社
��������	�
��
���

講習会

・テクノロジファイルの記述方法
・�����ネットリストからのセルレイアウト生成

��
平成��年�月
��日

東京大学
��������社����������

講習会

・独立電源モデル，素子モデルの記述
・解析タイプの例，ネットリスト構造
・コマンドの説明と実行方法

��
平成��年�月
�～�日

北海道大
学

���������	
�講習会

・テクノロジファイノレの記述
・��������	��
の環境／コマンド
・���，���������	

��
平成��年�月
�～�日

九州大学
�������講習会
（��������，����，

�������）

・��������－ ��概要
・���������	
�����	
�
�解析
・���������	
の解析

��
平成��年�月
��～��日

広島大学
�������講習会
（���������）

・�����フローの説明
・ツールの概要説明と基本操作
・クロストーク・ノイズ・ディレイ
・セル��／ワイヤー��

��
平成��年�月
��～��日

金沢大学�����講習会

・���，���������	
・容量・抵抗モデルの記述
・回路抽出

��
平成��年�月
�～�日

東北大学
������講習会

（��������	�������）

・回路合成・解析ツールの基本操作
・クロック・設計制約の設定
・階層コンパイル
・最適化

��
平成��年�月
��～��日

��������

大阪支社
��������講習会
（��������	
����）

・配置配線用セルライブラリデータ作成方法
・�����の概要
・�����タイミング最適化レイアウトフロー

��
平成��年�月
��～��日

��������

大阪支社
��������講習会
（���������	
��）

の参加者にとどまらず，遠方からの参加希望が多く寄

せられている．これは���技術セミナーに対する需

要が依然として大きなことを表しており，より大規模

な���技術セミナー開催の仕組みの整備が急がれる

状況にある．

表 1．4　平成 14年度 CAD技術セミナー開催状況
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平成��年度��月～�月には平成��年度に引き続き，

集積回路産業に携わる職業人を対象にリフレッシュ教

育として����設計に関する最新かつ高度の知識・技

術の習得を目的として，社会人向けの「����設計リフ

レッシュセミナー」を拠点大学教官および企業の第一

線の設計者を講師に招き開催した（表�．�）．

このセミナーは主に社会人を対象として，演習を伴

う最新の����設計技術の実践的教育を行うもので，

平成��年度に文部省専門教育課の支援のもとでス

タートしたが，今年度は（財）電気電子情報振興財団

の協力（共催）を得，また文部省高等教育局専門教育

課，日本電子機械協会（����），システム���開発支

援センター（����），半導体理工学研究センター

（�����），日本応用物理学会，情報処理学会，電気学

【社会人のためのリフレッシュセミナー】

図 1．8　2002 年度リフレッシュ教育ポスター
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講習概要参加数講師開催日講習項目

ハードウェア記述言語（���）によ
るディジタル集積回路設計，��������
���を用いた����の設計演習，論
理合成と自動配置配線手法による
����設計の流れの演習

��

今井正治（大阪大学
教授），越智裕之（広島市立
大学助教授），小林和淑（京
都大学助教授），池田誠（東
京大学助教授）

平成��年
��月�～��日

コース�：
���による
ディジタル集
積回路設計と
演習

アナログ集積回路の特徴と役割，レ
イアウト設計，設計検証，回路シ
ミュレーション

��

岩田穆（広島大学教授），小
野寺秀俊（京都大学教授），
小谷光司（東北大学助教授）

平成��年
�月�～�日

コース�：
アナログ集積
回路設計と演
習

�����を用いたシステムレベル設計
手法と適用事例，システム���のレ
イアウト設計，����用システム
���設計，��回路と無線通信用���
の設計，����アナログ回路設計の
基礎，���の設計と最新���技術状
況

���

岩田穆（広島大学教授），村
上和彰（九州大学教授），松
澤昭（松下電器），束原恒夫
（���），小久保優（日立製
作所），冨山宏之（九州シス
テム情報技術研究所），朝重
浩喜（松下電器），中倉康浩
（松下電器）

平成��年
�月��～��日

コース�：
最先端����
設計実例

会，電子情報通信学会の協賛をあわせて得ることがで

き，大変効果的で有意義なセミナーとなった．本年度

は����設計に関する�つのコース（コース�：���

によるディジタル集積回路設計と演習（����～�����実

施），コース�：アナログ集積回路設計と演習（���～

���実施），コース�：最先端����設計実例（����～

表 1．5　社会人向きリフレッシュセミナー開催状況

図 1．9　2002 年度リフレッシュ教育会場風景
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学生および若手教官を対象とした��������デザイ

ナーフォーラム（����������	
��	�
������）を開催

している．��������デザイナーフォーラムは，���設

計者が，互いの研究成果だけではなく，チップ設計で

苦労した点，失敗事例と解決策，���業界の裏話，研

究室に於ける設計環境の構築法など，通常の研究会や

学会などでは得ることのできない情報を共有し，大学

または研究室の枠を越えて研究者が連携を深めること

を目的としている．平成��年度は，�月��日，��日

に沖縄県那覇市で開催され，��名の参加者があった．

今回は，��������������	��
����，電子情報通信学会

九州支部，沖縄県アルティマ，三菱電機マイコン機器

ソフトウエア，セイコーインスツルメンツ，トッパン

に共催団体として支援していただいた．また，本

フォーラム開催にあたって，会場・宿泊設備その他の

準備，スタッフの手配等は，地元幹事大学のご協力に

より実現されている．平成��年度は，琉球大学の和田

先生の研究室に幹事を務めていただいた．

【若手教官・学生のためのデザイナーズフォーラム】

����）を開催し，講師として大学・企業の集積回路研

究・教育に携わる教官や研究者��名を招聘し，����

設計に関する講義や最新の���ツールを使用した実

習をはじめ，最先端の����設計技術の紹介を行った．

参加者はコース�，�はそれぞれ約��名，コース�は

約���名あり，延べ���名程度となった．
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図 1．9　VDECデザイナーズフォーラム会場風景
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開会の挨拶������－������
���� 和田知久先生（琉球大）特別招待講演「沖縄の���産学ベンチャー活

動報告�―デジタル通信用���スペシャリスト
集団マグナデザインネット�―�」

������－������

石原亨先生（����）����の活動について������－������

小林和淑（����）各種国際学会について������－������

宮崎大輔先生（静岡大）�����発表報告������－������

藤林正典さん（東北大）��������	
���������
発表報告（�）������－������

小松聡先生（����）����提供各種���コア������－������

橋本昌宜先生（京大）京大版ライブラリ������－������

夕食（中華料理）������－������

ポスターセッション������－������

�次会（希望者のみ，ポスター参加�社協賛，学生無料）������－������

小林和淑（����）���デザインコンテスト概要�����－���������

古田雅則さん，伊藤真也さん（静岡大）���デザインコンテストアナログ部門�����－�����

山岡寛明さん（東大）���デザインコンテストフルカスタム部門�����－�����

���デザインコンテストセルベース部門木村
基さん，河原伸幸さん（阪大）

�����－�����

名倉徹さん（東大）「学生と社会人の経験を活かして」�����－������

小川徹さん（阪大）��������	
���������
発表報告（�）������－������

パネル討論������－������

著者タイトル

稲垣亜奈，田中智之，中尾基，泉勝俊（大阪府大）蟻の行動様式を模した���の設計

真島優輔，安浦寛人（九大）���互換プロセッサコア��の開発

古宮哲夫（奈良先端大）人工視覚再生のための眼内埋め込みイ
メージセンサ

山本幸司，香川景一郎，太田淳，布下正宏（奈良先端大），山田雅
司，渡辺國寛（マイクロシグナル）

振り分け転送方式変調光検波イメージセ
ンサとその応用

宮崎崇仁，山岡健人（京大）クロック生成用�������の設計と試作

山岡寛明，大池祐輔，山本剛志，飯塚哲也，池田誠，浅田邦博（東
大）

東京大学浅田研究室チップ設計事例

増田貴志，武井一史，田島康博（上智大）連続時間電流モードΔΣ変調器の設計

荒本雅夫，湯山洋一，高井幸輔（京大），小林和淑（東大）��レベル�������によるパイプライン
プロセッサの設計

吉田毅，真下隆行，岩田穆（広大）生体センサ用低雑音増幅回路の設計

秋谷貞男（アルティマ），宮澤武廣（三菱電機マイコン機器ソフト
ウエア），大塚藤男（セイコーインスツルメンツ），山田明宏（トッ
パン）

学生向け���設計教育プログラム

日本学術振興会第���委員会が主催する「����設

計・夏の学校」への協賛を行い，こちらも盛況であっ

た．（社）電子情報通信学会����設計技術研究会が主

催する講習会「����設計演習」への協賛も行った．�

【その他の共催・協賛セミナー】

表 1．6　平成 14年度デザイナーズフォーラムプログラム

表 1．7　平成 14年度 VDEC LSI デザイナーズフォーラム発表内容一覧
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1．5．教材整備・情報発信

����設計法の教材整備では，平成�年度に作成した

「論理合成・シミュレーション検証（上流設計）」「セル

ベースによる自動配置配線（中流設計）」「会話型設計

（下流設計）」の教材，および平成��年度に作成した

「マクロセル作成のための自習教材」を，平成��年度

の���ツールのバージョンアップにあわせて内容の

更新を行った（凸版印刷���������	
������������������

����年度版）．本教材は，���により参照できるよう

に設定されており（������������	
��������������	
��
�

���������	
），全国の教育関係者が研究・教育目的に

自由に改定再配布できるようになっている．また，希

望される方には，�����による配布も行っている．

ただ，現在そのバージョンアップは止めております．

また平成��年度は，「��システム」（図�．��）の構

築を行った．平成��年度には，質問とその回答を自動

的にデータベース化するとともに，頻繁にされる質問

（���：����������	
���	��������）に対する半自動応答

システムの構築を行った．�．�章の「リフレッシュセ

ミナー」，「����設計演習」における講習の内容をその

講師の先生を中心に執筆していただき，平成��年度初

旬に����教科書シリーズとして「ディジタル集積回

路の設計と試作」というタイトルで出版した．本

����教科書シリーズは「アナログ篇」も発行に向け

た準備を行っているところである．

図 1．10　QAシステム



22

1．6．装置の整備・運用・利用公開

����では，発足以来導入されてきた装置の運用を

行うとともに，各装置を全国に利用公開を行っている

（一部装置は，利用公開に向けた試験運用中）．表�．�

に装置の一覧と利用公開の状況を示す．公開されてい

る装置に関しては，前述の装置利用法セミナーの受講

者に対して利用者資格を認定し，利用は，利用者資格

を有する者もしくはその同伴の場合による利用を原則

としているが，必要に応じ，����の職員などが対応

することで，利用を認める場合もあるので，相談いた

だきたい．

その中で，特に試作チップの評価装置関係は，今後

ますます評価に対する需要が増大することが予想され

ることから，平成�年度に，拠点校に設置されている

���テスターの試作チップ評価用治具の共通化を目指

して，共通ソケットを有するマザーボードをテスター

ごとに準備し，共通ソケット上搭載する，���の品種

毎のドーターボードを準備した．これにより，����

で標準ピン配置に基づき試作したデジタル���に関し

ては，治具を新たに作成することなく，����および

拠点校の���テスターにより評価が行える体制が整っ

ている．さらに，今後新たな品種の試作が可能になっ

た場合においても，品種に応じたドーターボードを�

種類準備することで，全国の各大学における���テス

ターに対応可能な体制が整っている．今後，���テス

ト法および���テスター利用法のセミナーを頻繁に開

催することで一層の利用の促進を図り，試作した���

の特性・性能評価が容易に行える環境の整備に努めた

い．試作チップの評価に関しては，発足当初より���

や���パッケージを実装できるソケットの頒布およ

びソケットのピンを標準������ピッチに変換する変

換ボードの頒布を行ってきた．諸事情によりソケット

ならびに変換ボードは実費配布となった．詳細は

���を参照いただきたい．

電子線描画装置，集束イオンビーム加工装置は，限

られたスタッフのなかで，できるだけ多く利用機会を

設けたいという思想から，免許を持っている人間から

一定期間装置利用法を習得し，試験に合格したのち利

用資格を与える「徒弟免許制度」を考案し，試験運用

を行っている．年間���枚以上のマスク描画実績があ

る．�
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連絡先利用公開状況説明装置名項目

����������	
����

����������	

公開中����������������ピンのデジタルピ

ンおよび�チャネルのアナログピンを

有している．����において標準ピン

配置で試作したチップを測定するため

の治具を揃えている

ミックスシグナル

���テスター：

����������	

ロジック����

テストシステム

����������	
����

����������	

公開中動作状態におけるチップ表面の電位を

観測することで動作・不良解析を行う．

通常���テスターと組み合わせて使用

するため，上述テスターとのドッキン

グ治具を備える　���ピン，����ま

でのデジタル回路のテストを行える．

��テスター：

���������

����������	
����

����������	

公開中���ピン，����までのデジタル回路

のテストを行える．

���テスター：

������

��������	
�����

����������	

公開中���パターンの設計ミス等による配線

ショート，オープンに対して，配線の

切断，白金膜の生成によるジャンパー

の生成が可能

回路修正用���：

������

��������	
����

����������	

希望に応じ

利用可能

ウエハ上での���の動作検証を行うた

めのオートプローバ．上述の���テス

ターとドッキングして使用することが

可能で，����において標準ピン配置

で試作したチップを測定するためのプ

ローブカードを備えている

オートプローバ：

���－����－�

��������	
����

����������	

希望に応じ

利用可能．

但し����

の業務によ

る利用を優

先とする

��パラメータ測定，容量測定，ネッ

トワークアナライザ，スペクトラムア

ナライザ等の測定装置

アナログ・��測

定装置一式：

������，������，

��������

アナログ・��

測定システム

マニュアルにて�インチまでのウエハ

上のチップの測定が可能．測定には，

通常のプローブ針（�本まで）のほか，

�����までの測定が可能な高周波プ

ローブを�本備える

低雑音マニュアル

プローバ：

�������社

�インチまでのウエハ上のチップの測

定が可能．ウエハ温度を�－���℃から

���℃まで制御可能．プローブカード

による測定．����を介した制御を行

うことで半自動測定も可能

低雑音・温度制御

機構付きセミオー

トプローバ：

���������社

��������	
����

����������	

要相談�インチウエハを���まで冷やした測

定が可能

極低温プローバ

���������	
����

����������	

試験的に�

公開中

半導体製造用マスクの描画およびエッ

チング，ウエハへ直接描画が可能．最

小描画寸法�����．

マスク描画・ウエ

ハ直描装置：

����－�������

電子線描画�

システム

����������	
����

����������	

試験的に�

公開中

ガラスマスクの欠陥修正の他，断面観

測のための加工等が可能

���装置：

����������

汎用����

システム

表 1．8　装置一覧および利用公開状況
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1．7．IP/M. COREプロジェクト

����技術は日々進歩しており，����がサポートし

ている���ツールやライブラリ，チップ試作技術も

時代に即した高性能・高機能なものへと改善していき

たいと考えており，各方面の協力を随時お願いする予

定である．

平成��年度より新たな取り組みとして，特定のテー

マごとに研究グループを組織し����におけるチップ

試作を利用した研究を推進し，その成果物として，大

学において自由に利用できるような��ライブラリの

構築を目指したプロジェクトを開始した．具体的には

米国モトローラ社からの提供によるマイクロプロセッ

サ��（�������）をプラットフォームとした設計プロ

ジェクト，ディジタル及びアナログ��開発プロジェク

トを推進した．平成��年度は，これまでに各グループ

から提案された興味深い提案を�����が仲介する

�����������技術と日立製作所デバイス開発セン

ターの�����������技術を利用した試作を行った．

本試作・評価をもとに平成��年度も同様にプロジェ

クトを遂行した．

（�）��開発研究の参加者および概要

本プロジェクトは，コア設計者以外のシステム設計

者が��コアを利用して大規模システムを設計するた

めの環境および技術を構築することを目的として，平

成��年度より�年間の計画でスタートした．参加グ

ループの構成および概要は表�．�．�に示すとおりであ

る．平成��年度は��月に東京大学にて�������プロ

ジェクトとの合同中間報告会を開催した．

概要参加者代表者グループ名

ソフトコアプロセッサ，ソフトコアプロセッサ，
ビヘイビア記述からの���設計教育向きプロセッ
サ開発

柳沢（早稲田），越智／弘
中（広島市立），末吉／久
我（熊本）

安浦寛人
（九州）

デジタルプロ
セッサコア��
開発研究

算術演算回路，基本的な演算ユニット，�����
インターフェース，スマートコア，同期・非同期
インタフェース

天野（慶応），今井／武内
（大阪），木村（奈良），村
上（九州），南谷（東京）

高木直史
（名古屋）

デジタル演算
ユニット��開
発研究

��－���ビット��������	
���
，����� ���� ��������� ���，
差動�������，クロック生成用���，低電圧・高
周波��� ���，イメージセンサ���変換／多重解
像度フィルタリング／動き検出回路

小野寺（京都），高木（東
工業大）

谷口研二
（大阪大学）

高速
����������－�
������開発研
究

容量アレイ型��，��変換器，オーバサンプリ
ング型��変換器，デシメーションフィルタ，
���方式演算回路，���回路，���回路，カオ
ス発生回路，アナログフィルタ（カレントモード
フィルタ），パイプライン�／�変換器（��ビッ
ト，������），アナログ／デジアナ反応拡散チッ
プ，動き検出イメージセンサ，ハフ変換チップ，
ゼロ交差画素検出回路，��ビット，�������，
��動作���変換器

佐々木（熊本），川人（静
岡），雨宮／浅井（北海道），
八木（九工大），杉本（中
央），相澤助教授（東大）

岩田教授／
森江助教授／
永田助手�
（広大）

����ΔΣ���
��研究開発

機能メモリ，最小ハミング距離探索メモリ，標準
的な����

小林（京都），柴田（東京），
マタウシュ（広島）

池田講師／
石原助手�
（東京大学）

機能メモリー
��研究開発

表 1．7．1　IP 開発プロジェクトの構成および研究概要
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（�）��利用技術研究の参加者および概要（�������

プロジェクト）

本プロジェクトも��開発研究同様，�年間で��コア

ベースの設計手法の会得，それによる設計と���化に

おける課題の検討を目的としている．研究のグループ

の構成および概要は表�．�．�に示すとおりである．プ

ロジェクトのおよそのスケジュールは表�．�．�となっ

ている．平成��年度には�����の利用法に関する

講習会および中間報告会を開催し，平成��年度は��

月に東京大学にて��開発プロジェクトとの合同中間

報告会を開催した．�

概要氏名大学

低電力���設計を目的としたコデザイン技術の開発池田�石原東京大学

�������を�個，その間にコプロセッサとしての����ならびに���������	
��
（����）を搭載し，いくつかの実験を実施

村上九州大学

インターネット携帯端末向けシステム���を設計深山金沢大学

���������	
������	�
���
������
��������������國枝東京工業大
学

�������を用いた話者認識システムの研究柴田東京大学

�������を用いたプロトタイピングシステムの開発小出広島大学

電子透かしによる音声信号とデジタル情報の重畳とその�チップシステム化山本北海道大学

リアルタイム��の���と周辺回路を含む���の設計．自動車のリアルタイム制御
をターゲットとする．

今井大阪大学

�������の周辺回路として　（自作の）����を搭載し，�������を����のコン
トローラとして用いるような�������������	
�����	
�の設計．����は対象とな
るプロセスに合わせて設計

末吉熊本大学

�������によるリアルタイムビデオタイトル作成システムの開発山内立命館大学

内容時期

�������セミナー（����）を開催し�������の利用技術を取得�������月�，�

����評価ボード，コンパイラを参加者に配布．これを用いて����プロトタイピ
ングを開始

�������月

中間報告会��������月��日

������用������セルベースを����経由で提供�������月

セルベース設計終了・試作開始（�����経由，�����������）��������月

中間報告会（北九州）
������用������セルベースを����経由で提供

��������月

セルベース設計終了・試作開始（日立製作所�����������）�������月

試作終了・評価開始�������月

チップ試作報告会�������月

最終報告会�������月

表 1．7．3　IP/MCOREプロジェクトのスケジュール

表 1．7．2　研究グループの構成と研究概要
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（�）��開発��������プロジェクト合同チップ試作

平成��年度は�����が仲介する�����������技

術と日立製作所デバイス開発センターの�������

����技術を利用し図�．�．�に示す計画で試作を行っ

た．�

（�）平成��年度の活動内容

平成��年度（����年度）は��プロジェクト，�����

プロジェクトともに平成��年度の��������	
��試作

プロジェクト（�������プロジェクト�チップ，��開

発プロジェクト�チップ），日立������試作プロジェ

クト（�������プロジェクト�チップ，��開発プロ

ジェクト��チップ）での試作チップの評価および��

化を中心に研究を行った．また，必要に応じて日立

������（平成��年度は�回），ローム������（平成

��年度は�回）試作ランにおいて各参加者の試作チッ

プの修正・改良を行った．

本プロジェクトについて，平成��年�月に，「��ワー

クショップ」という形で成果報告会を行った．表�．�．

�の報告を主に各グループリーダがそれぞれのグルー

プの進捗状況及び以後の方向性を中心に講演を行った．

また，平成��年��月には東京大学����において研

究報告会を行い，�������プロジェクトおよび

������試作プロジェクトに参加したグループが研究

発表を行った．平成��年�月には東京大学����にお

いてプロジェクト最終報告会を開催し，各グループの

�年間の成果を報告した．表�．�．�は本プロジェクト

に関連するチップ試作数の概況である．�

東京大学　　浅田教授��プロジェクトの概要

九州大学　　安浦教授マイクロプロセッサ��開発

名古屋大学　高木教授演算器��開発

大阪大学　　松岡講師アナログ��開発（�）

広島大学　　岩田教授アナログ��開発（�）

東京大学　　池田助教授機能メモリ��開発

東京大学　　小松助手�������を用いた��開発

東京大学　　浅田教授��プロジェクトの今後

東京大学　　鄭助手��流通のための���データベース

　図 1．7．1　IP/MCORE合同試作スケジュール，
　　　　　　中：0.13 μ m CMOS試作，下：0.18 μ m CMOS試作

表 1．7．4　IP ワークショップ講演リスト
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����年度����年度����年度

・ローム������×�
・日立������×�

・ローム������×�
・日立������×�
・��������	
��×�

・ローム������×�
・日立���������×�

ディジタルプロセッサ

・ローム������×�・日立������×�
・��������	
��×�

・日立北海�����×�ディジタル演算ユニット

・ローム������×�
・日立������×�

・ローム������×�
・日立������×�
・��������	
��×�

・ローム�����×�高速������������	


・ローム������×�・ローム������×�・ローム�����×�
・ローム������×�

����ΔΣ��

・ローム������×�
・日立������×�

・日立北海�����×�
・ローム������×�
・��������	
��×�

・ローム�����×�機能メモリ

・ローム������×�
・日立������×�

・ローム������×�
・日立������×�
・��������	
��×�

�������

（�）��データベースの整備

設計資産の再利用のために，����では���上での

データベースの構築および公開を行っている

（������������	
��������������	
��
���	����，図�．�．�）．

本データベースの利用対象は，��登録に関しては

����ユーザに限定しているが，��利用に関しては任

意対象となっている．本データベースに関しての

����の役割は，��のカタログデータの整理，公開お

よび登録者�－�利用者間の仲介と機密情報の取り扱いの

監督である．

本プロジェクトの最終成果として，��開発グループ

の各参加者へ完成��の登録を働きかけている．�

表 1．7．5　本プロジェクトに関連するチップ試作数

図 1．7．2　VDEC LSI IP Web データベースの例
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1．8．平成 15 年度の活動計画

本年度は，平成�年度より継続している���ツール

利用法に関する技術セミナー，平成��年度から継続し

ている社会人向けの「リフレッシュセミナー」，平成�

年度より継続している若手のための「デザイナーズ

フォーラム」を継続して開催することに加え，教科書，

教材の整備充実を行なうことを予定している．これに

より自然な形で，若手の����設計者の層を厚くし，定

常的な情報交換の場を確立していきたい．試作チップ

数の増加にともない，チップ動作検証に対する要望が

増大していくものと予想されるが，���テスト技術お

よび，����および拠点校に設置されている���テス

ター利用法のセミナーも継続して開催し，����およ

び拠点校のテスターに対し「利用資格」を有する学生・

研究者の数を増やす努力をしていく予定である．同時

に各拠点校のテスター関係者の連携を密にすることで

多様化していくテストの需要に全国レベルで対応する

体制を整えていきたい．これは，大きなコストを必要

とするテスターの維持・管理を効率化し，維持コスト

を抑えつつ有効利用を促進するねらいを持っている．

また平成��年度開始した時限の研究会「���動作解析

技術研究会」を介した，産業界と密接に連携した次世

代のテスト技術・故障診断技術の研究交流推進を継続

する．

さらに，日本，韓国，台湾というアジアの����と

同様の活動拠点の相互ワークショップを平成��年度

は日本で開催し，利用者相互の交流により，各国にお

ける���設計研究・教育を一層盛り上げることを目指

していく予定である．

【設計情報発信・セミナー開催】

平成��年度は，従来の設計情報発信，���ツール提

供，チップ支援に加え，平成��年度で終了した�����

との共同研究「システム���のための再利用可能な設

計資産の構築手法の実験的研究」において各大学で開

発された��の公開に向けた取り組みを継続する．一

方，平成��年度から新規で開始される�����との共

同研究の枠組みに基づくプロジェクト型研究「���設

計プラットフォーム・マクロの研究」を遂行する予定

である．

上流設計（�������，��������），中流設計（������，

�������，下流設計（�������）の各基本ツールを，平

成��年度もサポートしていく．これに加え平成��年

度から導入した設計検証（��������	
����
），上中流設

計（�����），上流設計（��������）を継続してサポー

トし，����ユーザの多様なニーズにこたえられるよ

うにする．

���ツールに必要となる論理設計用ライブラリに

ついては，ファウンドリ提供のものに加え，京都大学，

九州大学，早稲田大学，豊橋科学技術大学などの協力

を得て，����のチップ試作テストラン等を通じて構

築されたライブラリの整備が進んでおり，平成��年度

は，より信頼性の高いものの提供，およびライブラリ

に応じた進んだ設計フローの構築などを目指していき

たい．特に，平成��年度までのプロジェクト型研究で

構築された��について可能なものから順次公開して

いきたい．

また後述のプロジェクト型研究などの推進により，

����のチップ試作に適した���プラットフォームの

構築とプラットフォームに基づく設計手法の確立を進

めたい．これらの活動整備には広く各大学からの協力

を期待している．

【CADツール提供】
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平成��年度は，平成��年度から引き続き日立北海

セミコンダクタ株式会社，オン・セミコンダクター，

ローム株式会社，日立製作所，���化合物デバイスの

協力により，�種類のプロセスで計��回の試作を設定

する予定である（すでに一部の試作は進行中である）．

チップの組み立ては全て富士通����に委託すること

で多様な組み立てのニーズに応じられるようにしてい

きたい．

さらに，平成��年度から開始した東大�����－�米国

�����との協力に基づく�����におけるチップ試作

についても今年度も一層強化する方向ですすめたい．

【チップ試作支援】

【CMOS　1.2μm　2P2M】オン・セミコンダクタ（旧 日本モトローラ）
チップ納品設計〆切申込〆切申込開始

平成��年��月���日平成��年��月��日平成��年��月���日平成��年���月���日第�回

平成��年��月��日平成��年���月��日平成��年��月��日平成��年��月���日第�回

平成��年��月��日平成��年��月��日平成��年��月���日平成��年���月���日第�回

【CMOS 0.5μm 1P3M】日立北海セミコンダクター（旧 NEL）
チップ納品設計〆切申込〆切申込開始

平成��年���月���日平成��年��月��日平成��年��月���日平成��年��月���日第�回

【CMOS 0.35μm 2P3M】ローム株式会社
チップ納品設計〆切申込〆切申込開始

平成��年���月��日平成��年��月���日平成��年��月���日平成��年��月���日第�回

平成��年���月��日平成��年��月���日平成��年��月���日平成��年��月��日第�回

平成��年��月���日平成��年���月��日平成��年��月��日平成��年��月��日第�回

平成��年��月���日平成��年��月��日平成��年���月��日平成��年��月��日第�回

【CMOS 0.35μmゲートアレイ 1P5M】日立製作所
チップ納品設計〆切申込〆切申込開始

平成��年��月��日平成��年���月��日平成��年��月��日平成��年��月��日第�回

【CMOS 0.18μm 1P5M】日立製作所
チップ納品設計〆切申込〆切申込開始

平成��年���月���日平成��年��月���日平成��年��月���日平成��年��月���日第�回

平成��年��月���日平成��年��月���日平成��年���月���日平成��年��月���日第�回

【Bipolar 0.6μm】NEC化合物デバイス
チップ納品設計〆切申込〆切申込開始

平成��年��月���日平成��年��月���日平成��年��月���日平成��年��月��日第�回

【CMOS 0.18μm 2P5M】MOSIS － TSMC
チップ納品設計〆切申込〆切申込開始

平成��年��月���日平成��年���月���日平成��年��月���日平成��年��月���日第�回

表 1．8．1　VDECチップ試作スケジュール（平成 15年度）
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【CMOS 0.25μm 2P5M】MOSIS  － TSMC
チップ納品設計〆切申込〆切申込開始

平成��年��月���日平成��年��月���日平成��年��月���日平成��年��月���日第�回

平成��年���月���日平成��年��月���日平成��年��月���日平成��年��月��日第�回

平成��年��月���日平成��年���月���日平成��年��月���日平成��年��月���日第�回

平成��年��月���日平成��年��月���日平成��年���月���日平成��年��月���日第�回

【BiCMOS 0.5μm SiGe2P5M】MOSIS － IBM
チップ納品設計〆切申込〆切申込開始

平成��年���月��日平成��年��月��日平成��年��月��日平成��年��月���日第�回

税抜価格（千円）チップサイズ設計規則税抜価格（千円）チップサイズ設計規則

������������角����
������
����

���������角����
�����
����

����������角��������角

�����������角

��������角����
��������
����

��������角

��������角����
������
����

��������角����
�����
���� ���������角����������角

������������角�������
�����

�チップ試作料金が改定される場合があります
��組立代金は別途

【プロジェクト型研究】

����技術は日々進歩しており，����がサポートし

ている���ツールやライブラリ，チップ試作技術も

時代に即した高性能・高機能なものへと改善していき

たいと考えており，各方面の協力を随時お願いする予

定である．

平成��年度からは，あらたに大学におけるチップ試

作において，���テスター無に初期の動作テストを可

能とするような���マクロの構築を目指したプロジェ

クト型研究を推進する．本研究を遂行する過程で���

マクロ本体の設計に加え，���マクロを用いた設計お

よびその設計フローの構築に際し各方面からのご協力

を随時お願いする予定である．�

表 1．8．2　チップ試作料金
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第2章　チップ試作結果報告

図 2．1　「相乗りチップ」の顕微鏡写真
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平成��年度　第�回　オンセミコンダクタ��������	チップ試作（������）
掲載頁研　究　者大　学　名題　　　名

��小川�覚美，渡辺�健藏静岡大学電子工学研究所スイッチドキャパシタ容量型センサ・インターフェースの設計

��倉科�隆，小川�覚美，渡辺�健蔵静岡大学電子工学研究所�������������	
�カレント・コンベアの設計

��
縣�伸史，北村�義徳，永野�肇，村

松�透，望月�秀幸，波多野�裕
静岡理工科大学理工学部電子工学科�ビットマイクロプロセッサの設計

��
井上�高宏，常田�明夫，萩原�祐一

飯尾�義徳

熊本大学工学部

熊本大学大学院自然科学研究科
����電子可変浮遊抵抗回路の試作

��
井上�高宏，常田�明夫，安成�潤

飯尾�義徳，菅原�卓朗

熊本大学工学部

熊本大学大学院自然科学研究科

����スイッチを用いた����用アナログコア回路試作チップと

カオス写像のアナログ��化

��山田�裕志金沢大学工学部���フロントエンド（�）

��高橋�誠，高橋�幸郎埼玉大学工学部����演算増幅器，���コンバータ

��高木�茂孝東京工業大学集積システム基板雑音低減回路の配置の検討

��西尾�公裕，米津�宏雄豊橋技術科学大学工学部
生体の初期視覚機構に学んだ簡単な形状認識機能を有する接近検

出チップの試作

��高崎�哲，米津�宏雄豊橋技術科学大学工学部広ダイナミックレンジを有するエッジ検出回路の電子回路化

��安部�浩史，米津�宏雄豊橋技術科学大学工学部網膜に学んだエッジ検出チップの基本回路および���

��
���������	���
���������，米津�

宏雄
豊橋技術科学大学工学部素子特性のばらつきに強い一次元エッジ検出アナログ回路の設計

��末次�正福岡大学工学部�級��－��コンバータ

��佐々木�守熊本大学工学部電流モード��変換器

��
藤井�隼人

兵庫�明，関根�慶太郎

東京理科大学理工学研究科

東京理科大学理工学部

移動度の変化の影響を低減した���を用いた����フィルタの

試作

��

赤峰�旭，大山�聡一朗，本間�寛忠，

山口�誠

兵庫�明，関根�慶太郎

東京理科大学理工学研究科

東京理科大学理工学部

���������	コンポジットセルと���の試作

��
安藤�繁

来海�暁

東京大学大学院情報理工学系研究科

大阪電気通信大学総合情報学部
��×��画素三相時間相関イメージセンサ

��
安藤�繁

来海�暁

東京大学大学院情報理工学系研究科

大阪電気通信大学総合情報学部
��×��画素三相時間相関イメージセンサ（第�報）

��中村�陽介，吉本�卓己，堀居�賢樹広島市立大学大学院情報科学研究科
ラプラシアンフィルタリングを用いた動きベクトル検出����

イメージセンサの設計

��小川�尚嗣，堀居�賢樹広島市立大学情報科学部ノイズ抑制機能評価用チップの設計

��
川元�雅紀，佐藤�紀章，伊藤�文人，

井上�浩
秋田大学工学資源学部���構成に適したアナログ形���の試作（�）

��
金森�章，松田�敏弘，岩田�栄之

大曽根�隆志

富山県立大学大学院工学研究科

岡山県立大学情報工学部
高精度����定電圧回路

��
麻生�啓太，松田�敏弘，岩田�栄之

大曽根�隆志

富山県立大学大学院工学研究科

岡山県立大学情報工学部
������の高周波特性測定用���の設計

��
金森�章，松田�敏弘，岩田�栄之

大曽根�隆志

富山県立大学大学院工学研究科

岡山県立大学情報工学部
高精度����定電圧回路

��
金森�章，松田�敏弘，岩田�栄之

大曽根�隆志

富山県立大学大学院工学研究科

岡山県立大学情報工学部
高精度����定電圧回路

��大村�道郎，丸本�敬幸広島工業大学工学部���言語を用いた教育用�ビット���の設計

��
石川�洋平

内田�正隆，森�裕樹，深井�澄夫

佐賀大学大学院工学系研究科

佐賀大学理工学部

������可変論理回路・加算回路・カレントミラーおよび基本

オペアンプ回路の試作

��増田�貴志，武井�一史，和保�孝夫上智大学理工学部�次連続時間ΔΣ変調器

��角田�正人，和保�孝夫上智大学理工学部スイッチトキャパシタΔΣ変調器と基本回路���

��範（����）公可（��������）電気通信大学電気通信学部����スイッチの抵抗を利用したシナプス回路

��
大竹�光也

北野�麻世，橋本�純明，和田�和千

豊橋技術科学大学大学院工学研究科

豊橋技術科学大学工学部
アナログ信号処理の構成要素

平成��年度　第�回　オンセミコンダクタ��������	　チップ試作（������）
掲載頁研　究　者大　学　名題　　　名

��福原�領平，水野�議一朗，田中�武広島工業大学工学部基本的なディジタル回路の試作教育システムの開発

��井上�高宏，常田�明夫，針木�剛熊本大学工学部オペアンプの試作

��
井上�高宏，山川�俊貴

市原�栄蔵

熊本大学工学部

熊本大学大学院自然科学研究科

���������のみかけのしきい電圧のオートチューニング回路の

試作

��
井上�高宏，常田�明夫，萩原�祐一

飯尾�義徳

熊本大学工学部

熊本大学大学院自然科学研究科
����電子可変浮遊抵抗回路の試作

��高橋�誠，高橋�幸郎埼玉大学工学部埋め込み型機能的電気刺激用カスタム��

��金川�典史九州大学工学部ストップウォッチ

��高木�茂孝東京工業大学集積システム専攻演算増幅器の試作

��高木�茂孝東京工業大学集積システム専攻ディジタル基板雑音の測定

��高木�茂孝東京工業大学集積システム基板雑音低減回路の配置の検討



33

��
���������	���
���������，米津�

宏雄
豊橋技術科学大学工学部フィードバック機構を有するエッジ検出アナログ回路の試作

��澤�伸也，米津�宏雄豊橋技術科学大学工学部一次元エッジ検出回路とその基本回路の���の試作

��澤�伸也，米津�宏雄豊橋技術科学大学工学部シフトレジスタを組み込んだ一次元エッジ検出回路の試作

��澤�伸也，米津�宏雄豊橋技術科学大学工学部生体の網膜に学んだエッジ検出回路の試作

��齊藤�健，佐伯�勝敏，関根�好文日本大学理工学部電子情報工学科
非同期ニューラルネットワーク用パルス形ニューロンモデルの試

作

��
泉妻�まり子，野木�達彌，佐伯�勝

敏，関根�好文
日本大学理工学部電子情報工学科シナプス回路の試作

��

五島�正之，増田�憲行，村上�直義，

越智�裕之，窪田�昌史，

児島�彰，寺内�衛

広島市立大学情報科学部������進カウンタを用いた電子ルーレット

��

角井�希行，山形�信博，中島�彰信，

越智�裕之，窪田�昌史，

児島�彰，寺内�衛

広島市立大学情報科学部�進数�ビットカウンタのナイトライダー

��

浅野�歩，今村�梨津子，河上�弘嗣，

五味�良昭，越智�裕之，

窪田�昌史，児島�彰，寺内�衛

広島市立大学情報科学部ランダム信号を組み込んだ切換え式クリスマスツリーの電飾

��

藤井�泰宏，蠣崎�和幸，城本�正尋，

鈴木�圭介，越智�裕之，

窪田�昌史，児島�彰，寺内�衛

広島市立大学情報科学部�ビットジョンソンカウンタを用いたナイトライダー

��

浅生�宗隆，小田�亮太郎，助田�有

教，瀬藤�潤，越智�裕之，

窪田�昌史，児島�彰，寺内�衛

広島市立大学情報科学部�進����カウンタを使用した�セグ���表示付き��進カウンタ

��

菊池�健司，鈴木�睦，中川�裕士，

森山�敬介，越智�裕之，

窪田�昌史，児島�彰，寺内�衛

広島市立大学情報科学部�ビットカウンタを用いた電子サイコロ

��

市川�裕二，井上�寛康，中村�完，

福田�健，越智�裕之，

窪田�昌史，児島�彰，寺内�衛

広島市立大学情報科学部
����ジョンソンカウンタを用いた�セグ���表示付き��進カウ

ンタ

��

上原�健一，木室�潤一，栗栖�裕，

鈴木�宏治，越智�裕之，

窪田�昌史，児島�彰，寺内�衛

広島市立大学情報科学部�ビットジョンソンカウンタを用いた電子サイコロ

��

斉藤�正嗣，中原�由憲，前田�志，

三好�祐司，越智�裕之，

窪田�昌史，児島�彰，寺内�衛

広島市立大学情報科学部救急車のサイレン

��

上野�直樹，北川�誠人，古殿�健太，

宮道�敏広，越智�裕之，

窪田�昌史，児島�彰，寺内�衛

広島市立大学情報科学部
����ジョンソンカウンタを用いた�セグ���表示付き��進カウ

ンタ

��

小澤�亮，前田�哲宏，松浦�恭平，

森本�陽介，越智�裕之，

窪田�昌史，児島�彰，寺内�衛

広島市立大学情報科学部�セグ���表示付き��進����カウンタ

��

宇田�育絵，柴田�舞子，長谷川�貢，

藤井�浩子，越智�裕之，

窪田�昌史，児島�彰，寺内�衛

広島市立大学情報科学部かっこう

��

中原�靖明，細江�由樹，吉井�康二，

越智�裕之，窪田�昌史，

児島�彰，寺内�衛

広島市立大学情報科学部連動する�基の信号機

��
川元�雅紀，佐藤�紀章，宮前�亨，

伊藤�文人，井上�浩
秋田大学工学資源学部���構成に適したアナログ形���の試作（�）

��
井上�高宏，常田�明夫

吉岡�大三郎，菅原�卓朗

熊本大学工学部

熊本大学大学院自然科学研究科
デジタル，アナログ回路によるカオス系列の生成

��
山口�竜司，丸野�誠一

深井�澄夫

佐賀大学大学院工学系研究科

佐賀大学理工学部
���������を用いたディジタル回路の試作

��
石川�洋平，内田�正隆

深井�澄夫

佐賀大学工学系研究科

佐賀大学理工学部

基本オペアンプ・フォールテッドカスコード内蔵のオペアンプ・

簡易差動アンプの試作

��江口�啓熊本電波工業高等専門学校情報工学科ブートストラップ回路を用いた��電源回路の試作

��江口�啓熊本電波工業高等専門学校情報工学科注視方向判別回路の試作

��
斉藤�宏史

伊藤�秀男

千葉大学大学院自然科学研究科

千葉大学工学部
����を用いたマルチコンテキスト����

��原�重臣佐賀大学理工学部ビジョンチップと速度センサー

��
金森�章，松田�敏弘，岩田�栄之

大曽根�隆志

富山県立大学大学院工学研究科

岡山県立大学情報工学部
高精度����定電圧回路

��
麻生�啓太，松田�敏弘，岩田�栄之

大曽根�隆志

富山県立大学大学院工学研究科

岡山県立大学情報工学部
ノイズ低減評価用オペアンプチップの設計
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��
中山�剛，松田�敏弘，岩田�栄之

大曽根�隆志

富山県立大学大学院工学研究科

岡山県立大学情報工学部
スイッチング電源制御用���の開発

��
中山�剛，松田�敏弘，岩田�栄之

大曽根�隆志

富山県立大学大学院工学研究科

岡山県立大学情報工学部
スイッチング電源制御���用出力回路の設計

平成��年度　第�回　ローム��������	チップ試作（�������）
掲載頁研　究　者大　学　名題　　　名

��

山崎�俊彦

福田�智洋

柴田�直

東京大学工学系研究科

東京大学工学部

東京大学新領域創成科学研究科

フローティングゲート���（������）回路技術を用いた高速・

低消費電力����マッチトフィルタ

��
大池�祐輔

池田�誠，浅田�邦博

東京大学工学系研究科

東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター（����）

高感度・広ダイナミックレンジ微弱変調光検出センサ

��
平山�智久，山本�修一郎，石原�宏東京工業大学フロンティア創造共同研究セ

ンター
����型強誘電体メモリ用センスアンプの設計（�）

��山本�修一郎，石原�宏
東京工業大学フロンティア創造共同研究セ

ンター
����型強誘電体メモリ用アクセスパターン生成回路

��
伊藤�潔人，柴田�直

山崎�英男

東京大学新領域創成科学研究科

東京大学工学系研究科
�並列演算型画像フィルタリングプロセッサ

��
松野�知紘，三田�吉郎

柴田�直

東京大学工学系研究科

東京大学新領域創成科学研究科
電流演算型エッジ検出フィルタ

��田口�晶康，柴田�直東京大学新領域創成科学研究科アナログ電流を用いた画像フィルタリング���

��伴�彰浩，谷口�研二大阪大学大学院工学研究科モード切替���回路

��尾関�俊明，谷口�研二大阪大学大学院工学研究科低電圧用パイプライン���変換回路

��

天川�慶太郎，渡邊�友樹，近藤�将

斗，江井�友美，

小田�千尋，原田�知親，榎本�忠儀

中央大学理工学部情報工学科
高速動作を維持しつつ待機時消費電力の削減を目的とした各種演

算回路とクロックパルス発生器

��

天川�慶太郎，杉山�明生，伏島�敦

史，浅野�幸宏，岡�佳憲，

鹿野�裕明，原田�知親，榎本�忠儀

中央大学理工学部情報工学科

待機時消費電力削減を実現した動的制御可能な電圧レベル変換器

（���）の特性評価回路，貫通電流測定評価回路，���を用いた

各種演算回路とメモリ回路

��深瀬�政秋引前大学理工学部モバイルコンピューティング用マルチメディアプロセッサチップ

��吉川�信行，宮川�英明，藤原�完横浜国立大学大学院工学研究院��������ハイブリッドメモリの試作

��
高橋�和史，小谷�光司

大見�忠弘

東北大学大学院工学研究科

東北大学未来科学技術共同研究センター
フラッシュ・パイプライン複合型���コンバータ

��

酒造�正樹，尾上�弘晃，菅�哲朗，

松本�潔，

下山�勲

東京大学大学院情報理工学系研究科����による設計・検証からチップ試作へ

��飯盛�慶一，��������，香川�景一郎，

太田�淳

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学

研究科
人工視覚曲げ特性評価用���

��丹羽�壮平，前澤�宏一，水谷�孝名古屋大学工学研究科
共鳴トンネル論理ゲート������のエミュレーション回路とそ

れを用いた�����のためのテスト回路

��
丹羽�壮平，前澤�宏一

水谷�孝

名古屋大学工学研究科

名古屋大学
負性抵抗素子を用いた������������������	
���

��木村�孝之，白木�広光茨城大学工学部集積化磁気センサ���

��秋田�純一公立はこだて未来大学システム情報科学部フォトダイオード���および��アレイ他

��秋田�純一公立はこだて未来大学システム情報科学部平面の�進木探索回路

平成��年度　第�回　ローム��������	　チップ試作（�������）
掲載頁研　究　者大　学　名題　　　名

��
大池�祐輔

池田�誠，浅田�邦博

東京大学工学系研究科

東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター（����）

光切断法に基づく���×���実時間�次元イメージセンサ

��
根塚�智裕，大池�祐輔

池田�誠，浅田�邦博

東京大学工学系研究科

東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター（����）

簡易�値化回路を画素内に有する行単位高速有意画素検出センサ

��平山�智久，山本�修一郎，石原�宏
東京工業大学フロンティア創造共同研究セ

ンター
����型強誘電体メモリ用センスアンプの設計（�）

��山本�修一郎，石原�宏
東京工業大学フロンティア創造共同研究セ

ンター
����型強誘電体メモリ用周辺回路

��出川�勝彦，青木�孝文，樋口�龍雄東北大学大学院情報科学研究科
電流モード多値論理フィールドプログラマブルディジタルフィル

タ

��

津田�真人，鹿股�昭雄

阿部�茂樹

青木�孝文，樋口�龍雄

仙台電波工業高等専門学校情報工学科

東北大学工学研究科・工学部

東北大学大学院情報科学研究科

機能回復機構実現のための�重化����の試作
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��小川�誠，柴田�直東京大学新領域創成科学研究科汎用デジタル��プロセッサ

��
松野�知紘，三田�吉郎

柴田�直

東京大学工学系研究科

東京大学新領域創成科学研究科

フローティングゲート���（������）を用いた電圧型エッジ

フィルタ

��
山崎�俊彦

梅島�誠之，柴田�直

東京大学工学系研究科

東京大学新領域創成科学研究科
アナログ相関回路を用いた実時間�����������	��
回路

��田口�晶康，柴田�直東京大学新領域創成科学研究科アナログ電流を用いた画像フィルタリング���

��中川�源洋，小柳�光正東北大学工学研究科電気的中心窩構造を有する����������	

��出口�淳，小柳�光正東北大学工学研究科移動物体追跡機能を有するビジョンチップ

��
與那嶺�尚弘

小笠原�真也

仙台電波工業高等専門学校電子工学科

仙台電波工業高等専門学校電子システム工

学専攻

����������演算に特化したセルアレー型�値画像処理����の�

試作

��������������	�
�����，稲垣�賢一東京大学生産技術研究所配線表皮効果，配線波形測定回路

��閔�庚�，神田�浩一，崔�珍赫東京大学生産技術研究所ワイヤレス�������，リークカット回路

��安部�正夫，佐藤�茂雄，中島�康治東北大学電気通信研究所�値量子化結合ニューラルネットワーク　

��
末永�晋也，芳賀�琢哉，元田�大祐，

佐藤�茂雄，早川�吉弘，中島�康治
東北大学電気通信研究所

高集積化に向けたニューラルネットワークとアナログ信号処理用

累積加算回路の設計

��
田中�義人，アートロジック㈱，酒

井�雅司
長崎総合科学大学工学部オフセット補償型電荷逐次積分����

��吉川�信行，城殿�征志，本告�圭横浜国立大学大学院工学研究院
��������ハイブリッドΣΔ��コンバータ用デシメーション

フィルタの試作

��

大川�猛，野沢�俊之，藤林�正典，

宮本�直人，カルナン�レオ，喜多�

総一郎，小谷�光司

大見�忠弘

東北大学大学院工学研究科

東北大学未来科学技術共同研究センター
フレキシブル・プロセッサ（����）

��
酒造�正樹，中條�晴樹，長澤�純人，

松本�潔，下山�勲
東京大学大学院情報理工学系研究科

大学院演習で����を用いて設計・動作検証した回路のチップ試

作

��田中�智之，中尾�基，泉�勝俊大阪府立大学先端科学研究所��������	
の第�次試作

��
佐々木�博文

藤本�邦昭

九州東海大学工学部

九州東海大学産業技術研究所
パルススワローカウンタを用いた全ディジタル���

��
��������	�，高山�潤也，大山�真

司，小林�彬
東京工業大学大学院理工学研究科空間フィルタ検出器用フォトダイオードアレイ���の設計

��井上�馨，加藤�利次同志社大学工学部�����逐次比較型��変換器の試作

平成��年度　第�回　ローム��������	　チップ試作（�������）
掲載頁研　究　者大　学　名題　　　名

��

名倉�徹

池田�誠

浅田�邦博

東京大学工学部

東京大学大規模集積システム設計教育セン

ター（����）

ランダムノイズ発生回路とノイズ低減回路の試作（�）

��佐々木�守熊本大学工学部チップ間リピータ

��
伊井�慎一郎，森江�隆，永田�真，

岩田�穆
広島大学先端物質科学研究科カオスニューラルネットワーク���

��越智�裕之，井上�哲也広島市立大学情報科学部パストランジスタ論理を用いた�����乗算器

��
荒本�雅夫，湯山�洋一，高井�幸輔

小林�和淑，小野寺

京都大学情報学研究科

東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター

�������の���記述を用いた��互換プロセッサの設計

��

今村�晃

鬼塚�浩平，三瓶�真弘

藤島�実

東京大学工学系研究科

東京大学工学部

東京大学新領域創成科学研究科

��回路用インダクタ・キャパシタ

��
八木�雅和，山崎�英男

柴田�直

東京大学工学系研究科

東京大学新領域創成科学研究科
����に基づく画像特徴抽出����

��
八木�雅和，山崎�英男

柴田�直

東京大学工学系研究科

東京大学新領域創成科学研究科

フローティングゲート���（������）を用いた画像特徴抽出

用メディアン検索回路

��

山崎�俊彦

福田�智洋

柴田�直

東京大学工学系研究科

東京大学工学部

東京大学新領域創成科学研究科

フローティング・ゲート���（������）回路技術を用いた高

速・低消費電力アナログ����マッチトフィルタ

��
山崎�俊彦

梅島�誠之，柴田�直

東京大学工学系研究科

東京大学新領域創成科学研究科
アナログ相関回路を用いた実時間動き位置検出回路

��
山崎�俊彦

梅島�誠之，柴田�直

東京大学工学系研究科

東京大学新領域創成科学研究科
アナログ相関回路を用いた実時間動き速度検出回路

��田口�晶康，柴田�直東京大学新領域創成科学研究科アナログ電流を用いた画像フィルタリング���

��田口�晶康，柴田�直東京大学新領域創成科学研究科アナログ電流を用いた画像フィルタリング���の���
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��
河津�大志，佐々木�昌浩，松本�隆

坂井�丈泰

早稲田大学理工学部

早稲田大学理工学総合研究センター
低消費電力����アナログマッチトフィルタの試作

��
伊井�慎一郎，森江�隆，永田�真，

岩田�穆
広島大学先端物質科学研究科カオスニューラルネットワーク���

��今村�俊文，森江�隆，岩田�穆広島大学先端物質科学研究科適応型����イメージセンサの個別回路評価用���

��
片山�光亮

永田�真，森江�隆，岩田�穆

広島大学大学院工学研究科

広島大学大学院先端物質科学研究科
アダマール変換機能を有するイメージセンサ回路の設計

��吉田�和史，小川�卓臣，岩田�穆広島大学大学院先端物質科学研究科無線通信用��と���の設計

��
今村�俊文，山本�美子，森江�隆，

岩田�穆
広島大学先端物質科学研究科適応型����イメージセンサ

��
吉田�毅，真下�隆行，赤木�美穂，

岩田�穆
広島大学先端物質科学研究科神経信号センシング���の��回路���

��汐崎�充，岩田�穆広島大学先端物質科学研究科���ボードとの通信インタフェース回路

��汐崎�充，岩田�穆広島大学先端物質科学研究科ロボット用途向け����シリアル通信チップ

��
吉田�毅，真下�隆行，赤木�美穂，

岩田�穆
広島大学大学院先端物質科学研究科神経信号センシング���のための���の設計

��松岡�俊匡，清水�由幸，車�承佑大阪大学大学院工学研究科無線チップ間通信回路の設計

��島�秀樹，谷口�研二大阪大学大学院工学研究科ノイズ特性評価用トランジスタ

��
清水�新策，岩村�宏，松岡�俊匡，

谷口�研二
大阪大学大学院工学研究科

���������	��
���インタフェースのビットエラーレート評価用

��

��杉村�武昭，小柳�光正東北大学工学研究科並列リコンフィギュラブルロジックを用いた画像処理����

���劉�哲東北大学工学研究科
高性能��������������		���
�	��用���������	�
������������

����の設計

���吉沢�真吾，宮永�喜一北海道大学大学院工学研究科隠れマルコフモデル法に基づく音声認識回路の設計

���源�貴利金沢大学工学部光インターフェース���のための���

���神田�浩一，������������	�
�����東京大学生産技術研究所ワイヤレス・スーパー・コネクト，表皮効果を考慮した配線

���
服部�慎，増田�隆志，山城�正史，

田中�義人
長崎総合科学大学工学部アナログ������チップ

���
吉川�信行，宮川�英明，富田�卓哉，

藤原�完
横浜国立大学大学院工学研究院

��������ハイブリッドメモリ用高速ハイブリッドアンプの試

作

���

大森�伸彦

マタウシュハンス�ユルゲン，小出�

哲士

広島大学先端物質科学研究科

広島大学ナノデバイス・システム研究セン

ター

小面積高並列マルチポートメモリ

���
内田�裕志，マタウシュハンス�ユル

ゲン，小出�哲士

広島大学ナノデバイス・システム研究セン

ター

高並列プロセッサ向けバンク構成小面積多ポートレジスタファイ

ル

���吉田�毅，岩田�穆広島大学先端物質科学研究科神経信号センシング���の��回路���

���石津�崇章，��������，高橋�浩之�東京大学工学部波形計測型放射線検出回路

���
伊井�慎一郎，森江�隆，永田�真，

岩田�穆
広島大学大学院先端物質科学研究科カオスニューラルネットワーク���

���

森本�高志，原田�洋明

小出�哲士，マタウシュハンス�ユル

ゲン

広島大学先端物質科学研究科

広島大学ナノデバイス・システム研究セン

ター

ディジタル方式による全画素並列画像分割セルネットワーク回路

���

村上�則明

中村�一博

高木�一義，高木�直史

名古屋大学工学部

名古屋大学情報メディア教育センター

名古屋大学大学院工学研究科

単語レベル実時間リップリーディング回路

���石島�誠一郎，高橋�篤司東京工業大学大学院理工学研究科����命令互換完全同期式プロセッサ

���石島�誠一郎，高橋�篤司東京工業大学大学院理工学研究科����命令互換準同期式プロセッサ

���
溝口�大介，ユスミラズ・ビンティ�

ユスフ，三浦�典之，黒田�忠広
慶応義塾大学理工学部

���

佐藤�友暁

江川�隆輔，中村�維男

深瀬�政秋

札幌学院大学社会情報学部

東北大学大学院情報科学研究科

弘前大学理工学部

��ビットウェーブパイプライン化���

���
��������	
�������	������������

�����������	
�

���������	
��	�����������������������������

��������	�
�	
�
�������������	
�����

平成��年度　第�回　ローム��������	
　チップ試作（�������）
掲載頁研　究　者大　学　名題　　　名

���山田�裕志金沢大学工学部���フロントエンド

����������������	������������

���
山本�修一郎，石川�徹，陳�文億，

石原�宏

東京工業大学フロンティア創造共同研究セ

ンター
����型強誘電体メモリ用周辺回路（�）

���

金谷�晴一，吉田�啓二，黒木�幸令，

安浦�寛人

浦川�剛，森田�亮，樽見�幸祐

岡本�賢治

九州大学システム情報科学研究院

九州大学システム情報科学府

九州大学電気情報工学科

無線通信用���の試作
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���
山崎�俊彦

柴田�直

東京大学工学系研究科

東京大学新領域創成科学研究科

フローティングゲート���（������）回路技術を用いた超並

列アナログベクトルマッチング回路

���田口�晶康，柴田�直東京大学新領域創成科学研究科アナログ電流を用いた画像フィルタリングイメージセンサ

���
山崎�俊彦

梅島�誠之，柴田�直

東京大学工学系研究科

東京大学新領域創成科学研究科
アナログ相関回路を用いた実時間��������	
���������回路

���

中下�友介

三田�吉郎

柴田�直

東京大学工学部

東京大学工学系研究科

東京大学新領域創成科学研究科

フローティングゲート���（������）を用いた電圧型エッジ

フィルタ

���稲垣�賢一東京大学生産技術研究所配線特性測定���

���山田�大裕，閔�庚�，崔�珍赫東京大学生産技術研究所シャッフリングによるバスの低消費電力化

���服部�慎，清山�浩司，田中�義人長崎総合科学大学工学部特性ばらつき評価用の���チップ

���吉川�信行，富田�卓哉，宮川�英明横浜国立大学大学院工学研究院��������ハイブリッドシステム用パイプラインアンプの試作

���
内田�裕志，マタウシュハンス�ユル

ゲン，小出�哲士

広島大学ナノデバイス・システム研究セン

ター

高並列プロセッサ向けバンク構成小面積多ポートレジスタファイ

ル

���
馬渕�太郎，江村�恒夫，楜沢�謙和

新井�康夫

東京農工大学工学部

高エネルギー加速器研究機構
��������	
����

���石津�崇章，��������，高橋�浩之東京大学工学部マルチレベルディスクリメータチップ

���木村�孝之，白木�広光茨城大学工学部周波数領域での信号処理回路の試作

���
矢野�祐二，小出�哲士，��������	


����������	
�

広島大学ナノデバイス・システム研究セン

ター

最小マンハッタン距離検索機能を有する高速・小面積・低消費電

力連想メモリ���

���秋元�俊祐，佐藤�茂雄，中島�康治東北大学電気通信研究所��ニューロン搭載ストカスティックニューロチップ

平成��年度　第�回　ローム��������	
　チップ試作（�������）
掲載頁研　究　者大　学　名題　　　名

���
片山�光亮

岩田�穆

広島大学大学院工学研究科

広島大学大学院先端物質科学研究科
パルスカップルドニューラルネットワーク回路の設計

���汐崎�充，岩田�穆広島大学先端物質科学研究科ロボット用途向け����シリアル通信チップ（�）

���清水�新策，松岡�俊匡，谷口�研二大阪大学大学院工学研究科�����������	
インタフェースの設計

���
高橋�賢，嶋村�延幸，松岡�俊匡，

谷口�研二
大阪大学大学院工学研究科

デジタル����回路とチャージポンプ回路を用いたアナログ

����受信器の設計

���
杉本�泰博

櫻井�宏樹

中央大学理工学部

中央大学理工学研究科
��������	

�����	������変換器の開発

���堺�昭一，黒木�慎司，佐々木�守熊本大学工学部
エネルギーリサイクル論理回路による超消費電力���暗号処理

回路

���
越智�裕之，鈴木�達也，松永�清香，

河野�陽一
広島市立大学情報科学部�������準拠単精度浮動小数点除算器

���
杉本�智彦，奥本�健，野口�宏一朗，

永田�真
神戸大学工学部情報知能工学科デジタル基板雑音評価チップ

���
福島�早奈恵，有賀�健太，中山�和

也
金沢大学工学部相変化不揮発性メモリとインダクタ

���

中下�友介

三田�吉郎

柴田�直

東京大学工学部

東京大学工学系研究科

東京大学新領域創成科学研究科

フォトダイオード特性解析のための���

���
大池�祐輔

池田�誠，浅田�邦博

東京大学工学系研究科

東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター（����）

微弱な光ビーコンを高速に検出するセンサアレイ

���
大池�祐輔

池田�誠，浅田�邦博

東京大学工学系研究科

東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター（����）

����×���（���）実時間・高精度�次元イメージセンサ

���
大池�祐輔

池田�誠，浅田�邦博

東京大学工学系研究科

東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター（����）

行並列有意画素探索機能を有するライン状投射光検出センサ

���石川�徹，石原�宏
東京工業大学フロンティア創造共同研究セ

ンター
電圧変換電源回路の設計

���山本�修一郎，石原�宏
東京工業大学フロンティア創造共同研究セ

ンター
����型強誘電体メモリ用周辺回路（�）

���陳�文億，山本�修一郎，石原�宏
東京工業大学フロンティア創造共同研究セ

ンター
����型強誘電体メモリ用周辺回路（�）

���三浦�克介，中前�幸治，藤岡�弘大阪大学大学院情報科学研究科
������の���設計への応用検討および����回路設計の練習用

チップ

���
金谷�晴一，吉田�啓二，安浦�寛人

浦川�剛，大庭�亮介

九州大学システム情報科学研究院

九州大学システム情報科学府
無線通信用バンドパスフィルタの設計

���
池田�茂，出川�勝彦，青木�孝文，

樋口�龍雄
東北大学大学院情報科学研究科����オペアンプの試作
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���
余�寧梅

柴田�直

西安理工大学

東京大学新領域創成科学研究科

����スイッチおよび補償回路アーキテクチャを用いた

���������スイッチトキャパシタ型�����コンバータ

���

荒本�雅夫，湯山�洋一，高井�幸輔，

小野寺�秀俊

小林�和淑

京都大学情報学研究科

東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター

�������の���記述を用いた��互換プロセッサの設計

���梅澤�淳，森江�隆，岩田�穆広島大学先端物質科学研究科���方式画素並列�次元ガボール型フィルタ回路

���
吉田�毅，真下�隆行，赤木�美穂，

岩田�穆
広島大学大学院先端物質科学研究科神経信号センシング���のための測定ユニットの設計（�）

���
吉田�毅，真下�隆行，赤木�美穂，

岩田�穆
広島大学大学院先端物質科学研究科神経信号センシング���のための測定ユニットの設計（�）

���汐崎�充，岩田�穆広島大学先端物質科学研究科ロボット用途向け����シリアル通信チップ（�）

���
車�承佑，���������	�
�������，松

岡�俊匡，谷口�研二
大阪大学工学研究科線形化器，電力増幅器及びアナログ相関器の設計

���澤�伸也，米津�宏雄豊橋技術科学大学工学部生体の網膜に学んだエッジ検出回路の試作

���高崎�哲，米津�宏雄豊橋技術科学大学工学部広ダイナミックレンジを有する一次元エッジ検出回路の試作

���
���������	���
���������，米津�

宏雄
豊橋技術科学大学工学部素子特性のばらつきに強いエッジ検出アナログ回路の試作

���末吉�勢二，佐々木�守熊本大学工学部
高�値ロック機能をもつジャイレータ共振回路による高周波バ

ンドパスフィルタ

���
元田�大祐

佐藤�茂雄，中島�康治

東北大学情報科学研究科

東北大学電気通信研究所
時系列情報連想システム

���
芳賀�琢哉，金城�光永，佐藤�茂雄，

中島�康治
東北大学電気通信研究所ニューラルネットワークの高機能・高集積化に関する研究

���
吉川�信行，宮川�英明，富田�卓哉，

藤原�完
横浜国立大学大学院工学研究院��������ハイブリッドメモリの試作

���吉川�信行，城殿�征志横浜国立大学大学院工学研究院
��������ハイブリッドΣΔ��コンバータ用デシメーション

フィルタの試作

���
安藤�繁

来海�暁

東京大学大学院情報理工学系研究科

大阪電気通信大学総合情報学部
���×���画素時間相関イメージセンサ（第�報）

���
安藤�繁

来海�暁

東京大学大学院情報理工学系研究科

大阪電気通信大学総合情報学部
��×��画素三相時間相関イメージセンサ

���

菅原�道人，関口�裕一郎，富岡�顕

信，酒造�正樹，長澤�純人，松本�

潔，下山�勲��

東京大学大学院情報理工学系研究科ラッチを内蔵したマルチプレクサの設計

���
川上�智朗，西村�智博，香川�景一

郎，太田�淳

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学

研究科
屋内光無線���用����イメージセンサ（�）

���木村�孝之，白木�広光茨城大学工学部����イメージセンサの駆動回路の���

���木村�孝之，白木�広光茨城大学工学部����イメージセンサの特性評価とアナログ回路の���

���木村�孝之，白木�広光茨城大学工学部����イメージセンサの低暗電流化回路の試作

���

森本�高志，原田�洋明

小出�哲士，マタウシュハンス�ユル

ゲン

広島大学先端物質科学研究科

広島大学ナノデバイス・システム研究セン

ター

ディジタル方式による全画素並列画像分割セルネットワーク回路

���小林�真也，加藤�了三，和保�孝夫上智大学理工学部バンドパス型動的要素マッチング（���）回路

���増田�貴志，和保�孝夫上智大学理工学部連続時間ΔΣ変調器

���水野�知秀，高木�一義，高木�直史名古屋大学工学研究科低レイテンシ除算回路の設計

���桑原�啓，竹本�如洋，松本�佳宣慶應義塾大学理工学部光通信用信号処理回路

���孟�魯新，松本�佳宣慶應義塾大学理工学部静電容量型センサ用容量検出回路

���田中�智之，中尾�基，泉�勝俊大阪府立大学先端科学研究所��������	
の第�次試作

���
稲垣�亜奈，田中�智之，中尾�基，

泉�勝俊
大阪府立大学先端科学研究所蟻の行動様式をモデル化した���

���秋田�純一公立はこだて未来大学システム情報科学部興奮性信号のみを用いた動き検出����������の要素回路

���渡邊�実，小林�史典九州工業大学情報工学部差分光再構成型ゲートアレイ

���

原田�恭典，柳澤�政生，大附�辰夫

森田�功一

木村�晋二

山内�規義

早稲田大学大学院理工学研究科

早稲田大学理工学部

早稲田大学大学院情報生産システム研究科

東京大学大学院新領域創成科学研究科

���暗号化回路

���

梶原�裕嗣，川渕�知香，土井�伸洋，

中西�正樹，渡邉�勝正

堀山�貴史

木村�晋二

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究

科

京都大学大学院情報学研究科

早稲田大学大学院情報生産システム研究科

論理関数の畳込み機能を持つ����および暗号処理���

平成��年度　第�回　ローム��������	
　チップ試作（�������）
掲載頁研　究　者大　学　名題　　　名

���

石本�剛，宮岡�祐一郎，柳澤�政生，

大附�辰夫

戸川�望

早稲田大学理工学部

北九州市立大学国際環境工学部
������コアプロファイル符号化向け���
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���
名倉�徹

池田�誠，浅田�邦博

東京大学工学部

東京大学大規模集積システム設計教育セン

ター

ランダムノイズ発生回路とノイズ低減回路の試作（�）

���
名倉�徹

池田�誠，浅田�邦博

東京大学工学部

東京大学大規模集積システム設計教育セン

ター（����）

ランダムノイズ発生回路とノイズ低減回路の試作（�）

���
大池�祐輔

池田�誠，浅田�邦博

東京大学工学系研究科

東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター（����）

�つの受光回路と�つの蓄積回路を有する画素���（�）

���
大池�祐輔

池田�誠，浅田�邦博

東京大学工学系研究科

東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター（����）

�つの受光回路と�つの蓄積回路を有する画素���（�）

���
藤田�雅彦，紫村�優介，山田�健太，

秋谷�昌宏
武蔵工業大学工学部ケミカルセンサ用演算���の���モジュール回路の試作

���陳�文億，山本�修一郎，石原�宏
東京工業大学フロンティア創造共同研究セ

ンター
����型強誘電体メモリ用周辺回路（�）

���陳�文億，山本�修一郎，石原�宏
東京工業大学フロンティア創造共同研究セ

ンター
����型強誘電体メモリ用周辺回路（�）

���陳�文億，山本�修一郎，石原�宏
東京工業大学フロンティア創造共同研究セ

ンター
����型強誘電体メモリ用周辺回路（�）

���

金谷�晴一，吉田�啓二，黒木�幸令，

安浦�寛人

浦川�剛，大庭�亮介

中村�徹哉，岡本�賢治

九州大学システム情報科学研究院

九州大学システム情報科学府

九州大学電気情報工学科

無線通信用ミキサおよび���の設計

���大島�宗之，佐々木�昌浩，松本�隆早稲田大学大学院理工学研究科高精度・低消費電力・有線通信用全差動ライン・ドライバ回路

���

是角�圭祐，安藤�博士，中野�鉄平，

岩田�穆

森江�隆

広島大学先端物質科学研究科

九州工業大学大学院生命体工学研究科
多層構造�����������	�
���	�
������演算回路チップ

���
片山�光亮

岩田�穆

広島大学大学院工学研究科

広島大学大学院先端物質科学研究科
ベクトル量子化機能を有する自己組織化特徴マップ回路の設計

���
史�又華，柳澤�政生，大附�辰夫

木村�晋二

早稲田大学大学院理工学研究科

早稲田大学大学院情報生産システム研究科
����������	
��	�����������������������

���
石田�光一，�����������	
��，稲

垣�賢一
東京大学生産技術研究所音センサ用モジュール，���用セル，表皮効果測定���

���
宮崎�隆行，神田�浩一，�������

�����，稲垣�賢一
東京大学生産技術研究所

しきい値電圧可変乗算器によるリーク電流削減回路，ワイヤレス

�������

���
鈴木�伸和，森尻�敬治

兵庫�明，関根�慶太郎

東京理科大学理工学研究科

東京理科大学理工学部
������を用いた���とコンパレータ回路の試作

���
涌井�努

兵庫�明，関根�慶太郎

東京理科大学理工学研究科

東京理科大学理工学部
��������������	
���リングオシレータの試作

���吉川�信行，城殿�征志横浜国立大学大学院工学研究院
��������ハイブリッドΣΔ��コンバータ用デシメーション

フィルタの試作

���
吉川�信行，宮川�英明，富田�卓哉，

藤原�完
横浜国立大学大学院工学研究院��������ハイブリッドメモリ用用要素回路の試作

���

大川�猛，藤林�正典，山下�雅房，

宮本�直人，カルナン�レオ，喜多�

総一郎，小谷�光司

大見�忠弘

東北大学大学院工学研究科

東北大学未来科学技術共同研究センター
フレキシブル・プロセッサ（����）

���

舘�知恭，千葉�浩児，小谷�光司，

須川�成利

大見�忠弘

東北大学大学院工学研究科

東北大学未来科学技術共同研究センター
インテリジェント・ヒューマン・インターフェース

���
石田�雅裕，小谷�光司

大見�忠弘

東北大学大学院工学研究科

東北大学未来科学技術共同研究センター
オンチップタイミング試験回路の試作

���

菅原�道人，大村�吉幸，関口�裕一

郎，富岡�顕信，酒造�正樹，長澤�

純人，松本�潔，下山�勲

東京大学大学院情報理工学系研究科���の設計

���石津�崇章，高橋�浩之東京大学工学部電荷分割位置測定チップ

���
川上�智朗，西村�智博，香川�景一

郎，太田�淳

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学

研究科
屋内光無線���用����イメージセンサ（�）

���
川上�智朗，西村�智博，香川�景一

郎，太田�淳

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学

研究科
屋内光無線���用����イメージセンサ���

���阿波谷�佳朗，松本�佳宣慶應義塾大学理工学部光素子駆動回路

���田中�智之，中尾�基，泉�勝俊大阪府立大学先端科学研究所信号伝送用モジュール駆動回路の試作

���
佐々木�博文

藤本�邦昭

九州東海大学工学部

九州東海大学産業技術研究所
全ディジタル���および��コンバータの試作
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���秋田�純一，元池�育子公立はこだて未来大学システム情報科学部信号履歴を持つ場の形状に依存する信号伝播様式に関する研究

���
溝口�大介，ユスミラズ・ビンティ�

ユスフ，三浦�典之，黒田�忠広
慶應義塾大学理工学部

���渡邊�実，小林�史典九州工業大学情報工学部差分光再構成型ゲートアレイ

���
大竹�光也

秋田�一平，伊藤�和将，和田�和千

豊橋技術科学大学大学院工学研究科

豊橋技術科学大学工学部
�次有極ウェーブフィルタと演算増幅回路

���下ノ村�和弘，八木�哲也大阪大学大学院工学研究科離散時間積分／微分回路アレイの設計

���亀田�成司，八木�哲也大阪大学大学院工学研究科シリコン網膜チップ要素回路���の設計

���下ノ村�和弘，八木�哲也大阪大学大学院工学研究科離散時間積分／微分回路アレイの設計

���

原田�恭典，柳澤�政生，大附�辰夫

森田�功一

木村�晋二

山内�規義

早稲田大学大学院理工学研究科

早稲田大学理工学部

早稲田大学大学院情報生産システム研究科

東京大学大学院新領域創成科学研究科

���暗号化回路

平成��年度　日立製作所��������	
　チップ試作（�������）
掲載頁研　究　者大　学　名題　　　名

���
小川�誠，柴田�直

福田�智洋

東京大学新領域創成科学研究科

東京大学工学部
高性能汎用デジタル��プロセッサ

���
谷川�一哉

弘中�哲夫，児島�彰，吉田�典可

広島市立大学大学院情報科学研究科

広島市立大学情報科学部
汎用的な実行モデルに基づく再構成型プロセッサの試作

���
伊藤�潔人，柴田�直

山崎�英男

東京大学新領域創成科学研究科

東京大学工学系研究科
フラッシュコンボルーション型画像フィルタ演算プロセッサ

���
大池�祐輔

池田�誠，浅田�邦博

東京大学工学系研究科

東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター（����）

行並列有意画素探索機能を有する高速�次元計測センサ

���

石本�剛，宮岡�祐一郎，柳澤�政生，

大附�辰夫

戸川�望

早稲田大学理工学部

北九州市立大学国際環境工学部
�����乗算器／加算器

���
越智�裕之，鈴木�達也，松永�清香，

河野�陽一
広島市立大学情報科学部�������準拠単精度浮動小数点除算器

���
宮崎�崇仁，山岡�健人，星野�洋昭，

小野寺�秀俊
京都大学情報学研究科クロック生成用�������の試作

���

小川�誠，伊藤�潔人，柴田�直

山崎�英男

福田�智洋

東京大学新領域創成科学研究科

東京大学工学系研究科

東京大学工学部

高性能汎用デジタル��プロセッサおよびフラッシュコンボルー

ション型画像フィルタ演算プロセッサの���

���
山本�憲

乗松�崇泰，木野�順，藤島�実

東京大学工学系研究科

東京大学新領域創成科学研究科
高速動作���，周波数�分周回路

���
水野�知秀，篠原�正行，高木�一義，

高木�直史
名古屋大学大学院工学研究科

����������	
����木を用いた乗算器及び基数�の減算シフト型除

算器

���永田�真神戸大学工学部異種電源電圧回路混載テストチップ

���
橋本�昌宜，藤森�一憲，土谷�亮，

小野寺�秀俊
京都大学情報学研究科スタンダードセルライブラリ，配線特性評価���

平成��年度　第�回　日立製作所��������	
　チップ試作（��������）
掲載頁研　究　者大　学　名題　　　名

���
広島�優輔

森�達矢

九州大学システム情報科学府

九州大学工学部
���互換プロセッサコア��の試作

���土谷�亮，星野�洋昭，橋本�昌宜京都大学情報学研究科高速信号伝送用配線特性評価���

���春岡�正起，島�秀樹，谷口�研二大阪大学大学院工学研究科低雑音アンプの設計及びトランスの試作（�）

���
車�承佑，清水�由幸，古屋�英行，

中村�光男，松岡�俊匡，谷口�研二
大阪大学工学研究科�����帯チップ間無線通信用送受信器の設計

���
小川�誠，柴田�直

山谷�歩

東京大学新領域創成科学研究科

東京大学工学部
時間領域の演算を用いた��マッチングプロセッサ

���
谷川�一哉，川崎�貴之

弘中�哲夫，児島�彰，吉田�典可

広島市立大学大学院情報科学研究科

広島市立大学情報科学部
再構成情報の圧縮を実現した再構成型����プロセッサの試作

���
大池�祐輔

池田�誠，浅田�邦博

東京大学工学系研究科

東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター（����）

高速・低電圧　同期式ハミング距離検索連想メモリ

���
宮崎�崇仁，新名�亮規，橋本�昌宜，

小野寺�秀俊
京都大学情報学研究科オンチップサンプリングオシロスコープ回路の試作

���
山本�憲

乗松�崇泰，木野�順，藤島�実

東京大学工学系研究科

東京大学新領域創成科学研究科
高速動作���，周波数�分周回路

���大島�宗之，佐々木�昌浩，松本�隆早稲田大学大学院理工学研究科高精度・低消費電力・有線通信用全差動ライン・ドライバ回路

���
中川�貴史，古家�眞，密山�幸男，

藤田�玄，尾上�孝雄，白川�功
大阪大学大学院情報科学研究科������　コア・プロファイル対応動き補償器

���福島�早奈恵，源�貴利金沢大学工学部相変化不揮発性メモリと可変ゲインオペアンプ
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���閔�庚�，崔�珍赫東京大学生産技術研究所���������	
�������������　リークカット回路

���佐々木�守熊本大学工学部セルフテスト機能を備えた高速シリアル伝送トランシーバ

���
吉川�信行，宮川�英明，富田�卓哉，

藤原�完
横浜国立大学大学院工学研究院��������ハイブリッドシステム用高速アンプの試作

���
筒井�弘��増崎�隆彦，林�宙輝，泉�

知論，尾上�孝雄，中村�行宏
京都大学情報学研究科���������算術符号器の高速化設計

���
永田�真，奥本�健，杉本�智彦，小

坂�大輔
神戸大学工学部デジタル電源／グラウンド雑音評価チップ�

���金�良守，松岡�俊匡，谷口�研二大阪大学大学院工学研究科擬似差動型サブサンプリングミキサ

���島�秀樹，谷口�研二大阪大学大学院工学研究科トランスの試作（�）

���井上�弘士福岡大学工学部実験評価のための算術論理演算回路とキャッシュ制御回路

���越智�裕之，大石�祥子，井上�哲也広島市立大学情報科学部パストランジスタ論理を用いた�����乗算器

���
橋本�昌宜，宮崎�崇仁，小野寺�秀

俊
京都大学情報学研究科

クロック生成用���と伝送線路特性を利用した信号伝送評価

���

平成��年度　第�回　日立製作所��������	
　チップ試作（��������）
掲載頁研　究　者大　学　名題　　　名

���
伊藤�潔人，柴田�直

中山�友之

東京大学新領域創成科学研究科

東京大学工学部
カーネル係数可変型画像フィルタリングプロセッサ

���

山崎�英男

山本�崇也

柴田�直

東京大学工学系研究科

東京大学工学部

東京大学新領域創成科学研究科

����に基づく高速画像特徴ベクトル生成回路

���
林�宙輝，筒井�弘，増崎�隆彦，泉�

知論，尾上�孝雄，中村�行宏
京都大学情報学研究科��������　符号化アクセラレータの設計

���三屋�晃ニ，深山�正幸，吉本�雅彦金沢大学工学部携帯情報通信応用����プロセッサの試作

���
乗松�崇泰，藤島�実

山本�憲，木野�順

東京大学新領域創成科学研究科

東京大学工学系研究科
高速動作複数係数周波数分周回路

���
黒田�雄樹，宮越�純一，深山�正幸，

吉本�雅彦
金沢大学工学部超低消費電力動き検出プロセッサコア搭載��������	
����

���
黒田�雄樹，宮越�純一，深山�正幸，

吉本�雅彦
金沢大学工学部超低消費電力動き検出プロセッサコア搭載��������	
����

���三屋�晃ニ，深山�正幸，吉本�雅彦金沢大学工学部日立���������	�
������	��を用いた評価用���の試作

���金�良守，松岡�俊匡，谷口�研二大阪大学大学院工学研究科擬似差動型サブサンプリングミキサ

���

池�司，高橋�知宏，金�尚賢，亀山�

充隆

羽生�貴弘

東北大学大学院情報科学研究科

東北大学電気通信研究所

フルソースカップルドロジック多値集積回路と電流モード非同期

データ転送回路の試作

���
吉川�信行，宮川�英明，富田�卓哉，

藤原�完
横浜国立大学大学院工学研究院��������ハイブリッドシステム用高速アンプの試作

���
上口�光，朱�兆旻，マタウシュハン

ス�ユルゲン，小出�哲士

広島大学ナノデバイス・システム研究セン

ター
階層型多ポートメモリを用いた多ポートキャッシュ

���越智�裕之，大石�祥子，井上�哲也広島市立大学情報科学部パストランジスタ論理を用いた�����乗算器

���
永田�真，奥本�健，杉本�智彦，小

坂�大輔
神戸大学工学部デジタル電源／グラウンド雑音評価チップ��
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���（特性評価回路など）
掲載頁研 究 者タ イ ト ルラン名

���永田�真異種電源電圧回路混載テストチップ�������

���土谷�亮，星野�洋昭，橋本�昌宜高速信号伝送用配線特性評価�����������

��
金森�章，松田�敏弘，岩田�栄之，大曽根�

隆志
高精度����定電圧回路������

��
麻生�啓太，松田�敏弘，岩田�栄之，大曽

根�隆志
������の高周波特性測定用���の設計������

��
金森�章，松田�敏弘，岩田�栄之，大曽根�

隆志
高精度����定電圧回路������

��
金森�章，松田�敏弘，岩田�栄之，大曽根�

隆志
高精度����定電圧回路������

��
金森�章，松田�敏弘，岩田�栄之，大曽根�

隆志
高精度����定電圧回路������

��田口�晶康，柴田�直アナログ電流を用いた画像フィルタリング���の����������

��今村�俊文，森江�隆，岩田�穆適応型����イメージセンサの個別回路評価用����������

��島�秀樹，谷口�研二ノイズ特性評価用トランジスタ�������

���源�貴利光インターフェース���のための����������

���
服部�慎，増田�隆志，山城�正史，田中�義

人
アナログ������チップ�������

���吉田�毅，岩田�穆神経信号センシング���の��回路����������

���山田�裕志���フロントエンド�������

���稲垣�賢一配線特性測定����������

���山田�大裕，閔�庚�，崔�珍赫シャッフリングによるバスの低消費電力化�������

���服部�慎，清山�浩司，田中�義人特性ばらつき評価用の���チップ�������

���
杉本�智彦，奥本�健，野口�宏一朗，永田�

真
デジタル基板雑音評価チップ�������

���中下�友介，三田�吉郎，柴田�直フォトダイオード特性解析のための����������

���石川�徹，石原�宏電圧変換電源回路の設計�������

���
車�承佑，����������	�
�������，松岡�俊

匡，谷口�研二
線形化器，電力増幅器及びアナログ相関器の設計�������

���木村�孝之，白木�広光����イメージセンサの駆動回路の����������

���木村�孝之，白木�広光����イメージセンサの特性評価とアナログ回路の����������

���木村�孝之，白木�広光����イメージセンサの低暗電流化回路の試作�������

���田中�智之，中尾�基，泉�勝俊信号伝送用モジュール駆動回路の試作�������

���秋田�純一，元池�育子
信号履歴を持つ場の形状に依存する信号伝播様式に関する研

究
�������

��山本�修一郎，石原�宏����型強誘電体メモリ用アクセスパターン生成回路�������

��木村�孝之，白木�広光集積化磁気センサ����������

��秋田�純一フォトダイオード���および��アレイ他�������

��山本�修一郎，石原�宏����型強誘電体メモリ用周辺回路�������

��
��������	�，高山�潤也，大山�真司，小

林�彬
空間フィルタ検出器用フォトダイオードアレイ���の設計�������

アナデジ混載
掲載頁研 究 者タ イ ト ルラン名

���永田�真，奥本�健，杉本�智彦，小坂�大輔デジタル電源／グラウンド雑音評価チップ���������

���永田�真，奥本�健，杉本�智彦，小坂�大輔デジタル電源／グラウンド雑音評価チップ����������

��高木�茂孝基板雑音低減回路の配置の検討������

��高橋�誠，高橋�幸郎埋め込み型機能的電気刺激用カスタム��������

��高木�茂孝ディジタル基板雑音の測定������

2．1．チップ種別索引
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��高木�茂孝基板雑音低減回路の配置の検討������

��
中山�剛，松田�敏弘，岩田�栄之，大曽根�

隆志
スイッチング電源制御用���の開発������

��
中山�剛，松田�敏弘，岩田�栄之，大曽根�

隆志
スイッチング電源制御���用出力回路の設計������

���石津�崇章���������	，高橋�浩之波形計測型放射線検出回路�������

���
高橋�賢，嶋村�延幸，松岡�俊匡，谷口�研

二

デジタル����回路とチャージポンプ回路を用いたアナログ

����受信器の設計
�������

��田中�義人，酒井�雅司オフセット補償型電荷逐次積分�����������

アナログ（����������	��	コンバータなど）
掲載頁研 究 者タ イ ト ルラン名

���
宮崎�崇仁，山岡�健人，星野�洋昭，小野

寺�秀俊
クロック生成用�������の試作�������

���
宮崎�崇仁，新名�亮規，橋本�昌宜，小野

寺�秀俊
オンチップサンプリングオシロスコープ回路の試作��������

���橋本�昌宜，宮崎�崇仁，小野寺�秀俊
クロック生成用���と伝送線路特性を利用した信号伝送評価

���
��������

��小川�覚美，渡辺�健藏
スイッチドキャパシタ容量型センサ・インターフェースの設

計
������

��倉科�隆，小川�覚美，渡辺�健蔵�������������	
�カレント・コンベアの設計������

��
井上�高宏，常田�明夫，萩原�祐一，飯尾�

義徳
����電子可変浮遊抵抗回路の試作������

��佐々木�守電流モード��変換器������

��藤井�隼人，兵庫�明，関根�慶太郎
移動度の変化の影響を低減した���を用いた����フィルタ

の試作
������

��
赤峰�旭，大山�聡一朗，本間�寛忠，山口�

誠，兵庫�明，関根�慶太郎
���������	コンポジットセルと���の試作������

��増田�貴志，武井�一史，和保�孝夫�次連続時間ΔΣ変調器������

��角田�正人，和保�孝夫スイッチトキャパシタΔΣ変調器と基本回路���������

��
大竹�光也，北野�麻世，橋本�純明，和田�

和千
アナログ信号処理の構成要素������

��井上�高宏，山川�俊貴，市原�栄蔵
���������のみかけのしきい電圧のオートチューニング回

路の試作
������

��
井上�高宏，常田�明夫，萩原�祐一，飯尾�

義徳
����電子可変浮遊抵抗回路の試作������

��高木�茂孝演算増幅器の試作������

��石川�洋平，内田�正隆，深井�澄夫
基本オペアンプ・フォールテッドカスコード内蔵のオペアン

プ・簡易差動アンプの試作
������

��江口�啓ブートストラップ回路を用いた��電源回路の試作������

��
麻生�啓太，松田�敏弘，岩田�栄之，大曽

根�隆志
ノイズ低減評価用オペアンプチップの設計������

��吉田�毅，真下�隆行，赤木�美穂，岩田�穆神経信号センシング���のための���の設計�������

���
馬渕�太郎，江村�恒夫，楜沢�謙和，新井�

康夫
��������	
�����������

���石津�崇章���������	，高橋�浩之マルチレベルディスクリメータチップ�������

���杉本�泰博，櫻井�宏樹��������	

�����	������変換器の開発�������

���
池田�茂，出川�勝彦，青木�孝文，樋口�龍

雄
����オペアンプの試作�������

���余�寧梅，柴田�直
����スイッチおよび補償回路アーキテクチャを用いた

���������スイッチトキャパシタ型�����コンバータ
�������

���増田�貴志，和保�孝夫連続時間ΔΣ変調器�������

���孟�魯新，松本�佳宣静電容量型センサ用容量検出回路�������
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���
鈴木�伸和，森尻�敬治，兵庫�明，関根�慶

太郎
������を用いた���とコンパレータ回路の試作�������

���涌井�努，兵庫�明，関根�慶太郎��������������	
���リングオシレータの試作�������

���石津�崇章，高橋�浩之電荷分割位置測定チップ�������

���
大竹�光也，秋田�一平，伊藤�和将，和田�

和千
�次有極ウェーブフィルタと演算増幅回路�������

��伴�彰浩，谷口�研二モード切替���回路�������

��尾関�俊明，谷口�研二低電圧用パイプライン���変換回路�������

��高橋�和史，小谷�光司，大見�忠弘フラッシュ・パイプライン複合型���コンバータ�������

��井上�馨，加藤�利次�����逐次比較型��変換器の試作�������

アナログ�デジタル信号処理プロセッサ
掲載頁研 究 者タ イ ト ルラン名

���小川�誠，柴田�直，福田�智洋高性能汎用デジタル��プロセッサ�������

���伊藤�潔人，柴田�直，山崎�英男フラッシュコンボルーション型画像フィルタ演算プロセッサ�������

���
小川�誠，伊藤�潔人，柴田�直，山崎�英男，

福田�智洋

高性能汎用デジタル��プロセッサおよびフラッシュコンボ

ルーション型画像フィルタ演算プロセッサの���
�������

���小川�誠，柴田�直，山谷�歩時間領域の演算を用いた��マッチングプロセッサ��������

���
筒井�弘��増崎�隆彦，林�宙輝，泉�知論，

尾上�孝雄，中村�行宏
��������　算術符号器の高速化設計��������

���伊藤�潔人，柴田�直，中山�友之カーネル係数可変型画像フィルタリングプロセッサ��������

���
林�宙輝，筒井�弘，増崎�隆彦，泉�知論，

尾上�孝雄，中村�行宏
��������　符号化アクセラレータの設計��������

��
石川�洋平，内田�正隆，森�裕樹，深井�澄

夫

������可変論理回路・加算回路・カレントミラーおよび基

本オペアンプ回路の試作
������

��範（����）�公可（��������）����スイッチの抵抗を利用したシナプス回路������

��江口�啓注視方向判別回路の試作������

��八木�雅和，山崎�英男，柴田�直����に基づく画像特徴抽出�����������

��田口�晶康，柴田�直アナログ電流を用いた画像フィルタリング����������

���吉沢�真吾，宮永�喜一隠れマルコフモデル法に基づく音声認識回路の設計�������

���
村上�則明，中村�一博，高木�一義，高木�

直史
単語レベル実時間リップリーディング回路�������

����������������	�������������������

���片山�光亮，岩田�穆パルスカップルドニューラルネットワーク回路の設計�������

���三浦�克介，中前�幸治，藤岡�弘
������の���設計への応用検討および����回路設計の練

習用チップ
�������

���元田�大祐，佐藤�茂雄，中島�康治時系列情報連想システム�������

���
芳賀�琢哉，金城�光永，佐藤�茂雄，中島�

康治
ニューラルネットワークの高機能・高集積化に関する研究�������

���小林�真也，加藤�了三，和保�孝夫バンドパス型動的要素マッチング（���）回路�������

���稲垣�亜奈，田中�智之，中尾�基，泉�勝俊蟻の行動様式をモデル化した����������

���
石本�剛，宮岡�祐一郎，柳澤�政生，大附�

辰夫，戸川�望
������コアプロファイル符号化向け����������

���片山�光亮，岩田�穆
ベクトル量子化機能を有する自己組織化特徴マップ回路の設

計
�������

���石田�雅裕，小谷�光司，大見�忠弘オンチップタイミング試験回路の試作�������

��伊藤�潔人，柴田�直，山崎�英男�並列演算型画像フィルタリングプロセッサ�������

��田口�晶康，柴田�直アナログ電流を用いた画像フィルタリング����������

��
酒造�正樹，尾上�弘晃，菅�哲朗，松本�潔，

下山�勲
����による設計・検証からチップ試作へ�������

��出川�勝彦，青木�孝文，樋口�龍雄
電流モード多値論理フィールドプログラマブルディジタル

フィルタ
�������

��小川�誠，柴田�直汎用デジタル��プロセッサ�������

��田口�晶康，柴田�直アナログ電流を用いた画像フィルタリング����������
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��
酒造�正樹，中條�晴樹，長澤�純人，松本�

潔，下山�勲

大学院演習で����を用いて設計・動作検証した回路のチッ

プ試作
�������

イメージセンサ�スマートセンサ
掲載頁研 究 者タ イ ト ルラン名

���大池�祐輔，池田�誠，浅田�邦博行並列有意画素探索機能を有する高速�次元計測センサ�������

��西尾�公裕，米津�宏雄
生体の初期視覚機構に学んだ簡単な形状認識機能を有する接

近検出チップの試作
������

��高崎�哲，米津�宏雄広ダイナミックレンジを有するエッジ検出回路の電子回路化������

�����������	���
���������，米津�宏雄
素子特性のばらつきに強い一次元エッジ検出アナログ回路の

設計
������

��安藤�繁，来海�暁��×��画素三相時間相関イメージセンサ������

��中村�陽介，吉本�卓己，堀居�賢樹
ラプラシアンフィルタリングを用いた動きベクトル検出

����イメージセンサの設計
������

��小川�尚嗣，堀居�賢樹ノイズ抑制機能評価用チップの設計������

�����������	���
���������，米津�宏雄フィードバック機構を有するエッジ検出アナログ回路の試作������

��澤�伸也，米津�宏雄一次元エッジ検出回路とその基本回路の���の試作������

��澤�伸也，米津�宏雄シフトレジスタを組み込んだ一次元エッジ検出回路の試作������

��澤�伸也，米津�宏雄生体の網膜に学んだエッジ検出回路の試作������

��原�重臣ビジョンチップと速度センサー������

��山崎�俊彦，梅島�誠之，柴田�直アナログ相関回路を用いた実時間動き位置検出回路�������

��山崎�俊彦，梅島�誠之，柴田�直アナログ相関回路を用いた実時間動き速度検出回路�������

��片山�光亮，永田�真，森江�隆，岩田�穆アダマール変換機能を有するイメージセンサ回路の設計�������

��今村�俊文，山本�美子，森江�隆，岩田�穆適応型����イメージセンサ�������

���田口�晶康，柴田�直アナログ電流を用いた画像フィルタリングイメージセンサ�������

���山崎�俊彦，梅島�誠之，柴田�直
アナログ相関回路を用いた実時間��������	
���������回

路
�������

���大池�祐輔，池田�誠，浅田�邦博微弱な光ビーコンを高速に検出するセンサアレイ�������

���大池�祐輔，池田�誠，浅田�邦博行並列有意画素探索機能を有するライン状投射光検出センサ�������

���澤�伸也��米津�宏雄生体の網膜に学んだエッジ検出回路の試作�������

���高崎�哲，米津�宏雄広ダイナミックレンジを有する一次元エッジ検出回路の試作�������

������������	���
�����������米津�宏雄素子特性のばらつきに強いエッジ検出アナログ回路の試作�������

���安藤�繁，来海�暁��×��画素三相時間相関イメージセンサ�������

���秋田�純一興奮性信号のみを用いた動き検出����������の要素回路�������

���
舘�知恭，千葉�浩児，小谷�光司，須川�成

利，大見�忠弘
インテリジェント・ヒューマン・インターフェース�������

���
川上�智朗，西村�智博，香川�景一郎，太

田�淳
屋内光無線���用����イメージセンサ����������

��松野�知紘，三田�吉郎，柴田�直電流演算型エッジ検出フィルタ�������

��
飯盛�慶一���������	，香川�景一郎，太田�

淳
人工視覚曲げ特性評価用����������

��
根塚�智裕，大池�祐輔，池田�誠，浅田�邦

博

簡易�値化回路を画素内に有する行単位高速有意画素検出セ

ンサ
�������

��山崎�俊彦，梅島�誠之，柴田�直アナログ相関回路を用いた実時間�����������	��
回路�������

��出口�淳，小柳�光正移動物体追跡機能を有するビジョンチップ�������

その他
掲載頁研 究 者タ イ ト ルラン名

��福原�領平，水野�議一朗，田中�武基本的なディジタル回路の試作教育システムの開発������

��金川�典史ストップウォッチ������

��
五島�正之，増田�憲行，村上�直義，越智�

裕之，窪田�昌史，児島�彰，寺内�衛
������進カウンタを用いた電子ルーレット������

��
角井�希行，山形�信博，中島�彰信，越智�

裕之，窪田�昌史，児島�彰，寺内�衛
�進数�ビットカウンタのナイトライダー������
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��

浅野�歩，今村�梨津子，河上�弘嗣，五味�

良昭，越智�裕之，窪田�昌史，児島�彰，

寺内�衛

ランダム信号を組み込んだ切換え式クリスマスツリーの電飾������

��

藤井�泰宏，蠣崎�和幸，城本�正尋，鈴木�

圭介，越智�裕之，窪田�昌史，児島�彰，

寺内�衛

�ビットジョンソンカウンタを用いたナイトライダー������

��

浅生�宗隆，小田�亮太郎，助田�有教，瀬

藤�潤，越智�裕之，窪田�昌史，児島�彰，

寺内�衛

�進����カウンタを使用した�セグ���表示付き��進カウ

ンタ
������

��

菊池�健司，鈴木�睦，中川�裕士，森山�敬

介，越智�裕之，窪田�昌史，児島�彰，寺

内�衛

�ビットカウンタを用いた電子サイコロ������

��
市川�裕二，井上�寛康，中村�完，福田�健，

越智�裕之，窪田�昌史，児島�彰，寺内�衛

����ジョンソンカウンタを用いた�セグ���表示付き��進

カウンタ
������

��

上原�健一，木室�潤一，栗栖�裕，鈴木�宏

治，越智�裕之，窪田�昌史，児島�彰，寺

内�衛

�ビットジョンソンカウンタを用いた電子サイコロ������

��

斉藤�正嗣，中原�由憲，前田�志，三好�祐

司，越智�裕之，窪田�昌史，児島�彰，寺

内�衛

救急車のサイレン������

��

上野�直樹，北川�誠人，古殿�健太，宮道�

敏広，越智�裕之，窪田�昌史，児島�彰，

寺内�衛

����ジョンソンカウンタを用いた�セグ���表示付き��進

カウンタ
������

��

小澤�亮，前田�哲宏，松浦�恭平，森本�陽

介，越智�裕之，窪田�昌史，児島�彰，寺

内�衛

�セグ���表示付き��進����カウンタ������

��

宇田�育絵，柴田�舞子，長谷川�貢，藤井�

浩子，越智�裕之，窪田�昌史，児島�彰，

寺内�衛

かっこう������

��
中原�靖明，細江�由樹，吉井�康二，越智�

裕之，窪田�昌史，児島�彰，寺内�衛
連動する�基の信号機������

��汐崎�充，岩田�穆���ボードとの通信インタフェース回路�������

��汐崎�充，岩田�穆ロボット用途向け����シリアル通信チップ�������

���
森本�高志，原田�洋明，小出�哲士，マタ

ウシュ�ハンスユルゲン

ディジタル方式による全画素並列画像分割セルネットワーク

回路
�������

���
森本�高志，原田�洋明，小出�哲士，マタ

ウシュ�ハンスユルゲン

ディジタル方式による全画素並列画像分割セルネットワーク

回路
�������

���
梶原�裕嗣，川渕�知香，土井�伸洋，中西�

正樹，渡邉�勝正，堀山�貴史，木村�晋二
論理関数の畳込み機能を持つ����および暗号処理����������

���佐々木�博文，藤本�邦昭全ディジタル���および��コンバータの試作�������

��與那嶺�尚弘，小笠原�真也
����������演算に特化したセルアレー型�値画像処理����

の試作
�������

��佐々木�博文，藤本�邦昭パルススワローカウンタを用いた全ディジタル����������

ニューテクノロジ
掲載頁研 究 者タ イ ト ルラン名

���
谷川�一哉，弘中�哲夫，児島�彰，吉田�典

可
汎用的な実行モデルに基づく再構成型プロセッサの試作�������

���
谷川�一哉，川崎�貴之，弘中�哲夫，児島�

彰，吉田�典可

再構成情報の圧縮を実現した再構成型����プロセッサの試

作
��������

���
吉川�信行，宮川�英明，富田�卓哉，藤原�

完
��������ハイブリッドシステム用高速アンプの試作��������
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���
吉川�信行，宮川�英明，富田�卓哉，藤原�

完
��������ハイブリッドシステム用高速アンプの試作��������

��齊藤�健，佐伯�勝敏，関根�好文
非同期ニューラルネットワーク用パルス形ニューロンモデル

の試作
������

��
泉妻�まり子，野木�達彌，佐伯�勝敏，関

根�好文
シナプス回路の試作������

��伊井�慎一郎，森江�隆，永田�真，岩田�穆カオスニューラルネットワーク����������

��伊井�慎一郎，森江�隆，永田�真，岩田�穆カオスニューラルネットワーク����������

���
吉川�信行，宮川�英明，富田�卓哉，藤原�

完

��������ハイブリッドメモリ用高速ハイブリッドアンプの

試作
�������

���伊井�慎一郎，森江�隆，永田�真，岩田�穆カオスニューラルネットワーク����������

���吉川�信行，富田�卓哉，宮川�英明
��������ハイブリッドシステム用パイプラインアンプの試

作
�������

���梅澤�淳，森江�隆，岩田�穆���方式画素並列�次元ガボール型フィルタ回路�������

���渡邊�実，小林�史典差分光再構成型ゲートアレイ�������

���
是角�圭祐，安藤�博士，中野�鉄平，岩田�

穆，森江�隆
多層構造�����������	�
���	�
������演算回路チップ�������

���
吉川�信行，宮川�英明，富田�卓哉，藤原�

完
��������ハイブリッドメモリ用用要素回路の試作�������

���渡邊�実，小林�史典差分光再構成型ゲートアレイ�������

��吉川�信行，宮川�英明，藤原�完��������ハイブリッドメモリの試作�������

��丹羽�壮平，前澤�宏一，水谷�孝
共鳴トンネル論理ゲート������のエミュレーション回路と

それを用いた�����のためのテスト回路
�������

��丹羽�壮平，前澤�宏一，水谷�孝負性抵抗素子を用いた������������������	
����������

��
末永�晋也，芳賀�琢哉，元田�大祐，佐藤�

茂雄，早川�吉弘，中島�康治

高集積化に向けたニューラルネットワークとアナログ信号処

理用累積加算回路の設計
�������

メモリ
掲載頁研 究 者タ イ ト ルラン名

���福島�早奈恵，源�貴利相変化不揮発性メモリと可変ゲインオペアンプ��������

���
黒田�雄樹，宮越�純一，深山�正幸，吉本�

雅彦
超低消費電力動き検出プロセッサコア搭載��������	
������������

���
黒田�雄樹，宮越�純一，深山�正幸，吉本�

雅彦
超低消費電力動き検出プロセッサコア搭載��������	
������������

���
上口�光，朱�兆旻，マタウシュ�ハンス�ユ

ルゲン，小出�哲士
階層型多ポートメモリを用いた多ポートキャッシュ��������

���
大森�伸彦�マタウシュ�ハンスユルゲン，

小出�哲士
小面積高並列マルチポートメモリ�������

���
内田�裕志，マタウシュ�ハンスユルゲン，

小出�哲士

高並列プロセッサ向けバンク構成小面積多ポートレジスタ

ファイル
�������

���
内田�裕志，マタウシュ�ハンスユルゲン，

小出�哲士

高並列プロセッサ向けバンク構成小面積多ポートレジスタ

ファイル
�������

���福島�早奈恵，有賀�健太，中山�和也相変化不揮発性メモリとインダクタ�������

���
吉川�信行，宮川�英明，富田�卓哉，藤原�

完
��������ハイブリッドメモリの試作�������

���田中�智之，中尾�基，泉�勝俊��������	
の第�次試作�������

��田中�智之，中尾�基，泉�勝俊��������	
の第�次試作�������

演算回路（乗算器，除算器など）
掲載頁研 究 者タ イ ト ルラン名

���
越智�裕之，鈴木�達也，松永�清香，河野�

陽一
�������準拠単精度浮動小数点除算器�������
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���
水野�知秀，篠原�正行，高木�一義，高木�

直史

����������	
����木を用いた乗算器及び基数�の減算シフト

型除算器
�������

���井上�弘士実験評価のための算術論理演算回路とキャッシュ制御回路��������

���越智�裕之，大石�祥子，井上�哲也パストランジスタ論理を用いた�����乗算器��������

���山崎�英男，山本�崇也，柴田�直����に基づく高速画像特徴ベクトル生成回路��������

���
池�司，高橋�知宏，金�尚賢，亀山�充隆，

羽生�貴弘

フルソースカップルドロジック多値集積回路と電流モード非

同期データ転送回路の試作
��������

���越智�裕之，大石�祥子，井上�哲也パストランジスタ論理を用いた�����乗算器��������

��
井上�高宏，常田�明夫，安成�潤，飯尾�義

徳，菅原�卓朗

����スイッチを用いた����用アナログコア回路試作チッ

プとカオス写像のアナログ��化
������

��井上�高宏，常田�明夫，針木�剛オペアンプの試作������

��
井上�高宏，常田�明夫，吉岡�大三郎，菅

原�卓朗
デジタル，アナログ回路によるカオス系列の生成������

��山口�竜司，丸野�誠一，深井�澄夫���������を用いたディジタル回路の試作������

��越智�裕之，井上�哲也パストランジスタ論理を用いた�����乗算器�������

��杉村�武昭，小柳�光正並列リコンフィギュラブルロジックを用いた画像処理�����������

���木村�孝之，白木�広光周波数領域での信号処理回路の試作�������

���堺�昭一，黒木�慎司，佐々木�守
エネルギーリサイクル論理回路による超消費電力���暗号処

理回路
�������

���
越智�裕之，鈴木�達也，松永�清香，河野�

陽一
�������準拠単精度浮動小数点除算器�������

���吉川�信行，城殿�征志
��������ハイブリッドΣΔ��コンバータ用デシメーショ

ンフィルタの試作
�������

���水野�知秀，高木�一義，高木�直史低レイテンシ除算回路の設計�������

���
原田�恭典，柳澤�政生，大附�辰夫，森田�

功一，木村�晋二，山内�規義
���暗号化回路�������

���
藤田�雅彦，紫村�優介，山田�健太，秋谷�

昌宏
ケミカルセンサ用演算���の���モジュール回路の試作�������

���
史�又華，柳澤�政生，大附�辰夫，木村�晋

二
����������	
��	������������������������������

���吉川�信行，城殿�征志
��������ハイブリッドΣΔ��コンバータ用デシメーショ

ンフィルタの試作
�������

���下ノ村�和弘，八木�哲也離散時間積分／微分回路アレイの設計�������

���下ノ村�和弘，八木�哲也離散時間積分／微分回路アレイの設計�������

���
原田�恭典，柳澤�政生，大附�辰夫，森田�

功一，木村�晋二，山内�規義
���暗号化回路�������

��

天川�慶太郎，渡邊�友樹，近藤�将斗，江

井�友美，小田�千尋，原田�知親，榎本�忠

儀

高速動作を維持しつつ待機時消費電力の削減を目的とした各

種演算回路とクロックパルス発生器
�������

��吉川�信行，城殿�征志，本告�圭
��������ハイブリッドΣΔ��コンバータ用デシメーショ

ンフィルタの試作
�������

通信（��回路，���など）
掲載頁研 究 者タ イ ト ルラン名

���
車�承佑，清水�由幸，古屋�英行，中村�光

男，松岡�俊匡，谷口�研二
�����帯チップ間無線通信用送受信器の設計��������

���大島�宗之，佐々木�昌浩，松本�隆
高精度・低消費電力・有線通信用全差動ライン・ドライバ回

路
��������

���佐々木�守セルフテスト機能を備えた高速シリアル伝送トランシーバ��������

���金�良守，松岡�俊匡，谷口�研二擬似差動型サブサンプリングミキサ��������

���乗松�崇泰，藤島�実，山本�憲，木野�順高速動作複数係数周波数分周回路��������

���金�良守，松岡�俊匡，谷口�研二擬似差動型サブサンプリングミキサ��������

��佐々木�守チップ間リピータ�������
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��今村�晃，鬼塚�浩平，三瓶�真弘，藤島�実��回路用インダクタ・キャパシタ�������

��
河津�大志，佐々木�昌浩，松本�隆，坂井�

丈泰
低消費電力����アナログマッチトフィルタの試作�������

��吉田�和史，小川�卓臣，岩田�穆無線通信用��と���の設計�������

��吉田�毅，真下�隆行，赤木�美穂，岩田�穆神経信号センシング���の��回路����������

��松岡�俊匡，清水�由幸，車�承佑無線チップ間通信回路の設計�������

���

金谷�晴一，吉田�啓二，黒木�幸令，安浦�

寛人，浦川�剛，森田�亮，樽見�幸祐，岡

本�賢治

無線通信用���の試作�������

���
金谷�晴一，吉田�啓二，安浦�寛人，浦川�

剛，大庭�亮介
無線通信用バンドパスフィルタの設計�������

���末吉�勢二，佐々木�守
高�値ロック機能をもつジャイレータ共振回路による高周波

バンドパスフィルタ
�������

���桑原�啓，竹本�如洋，松本�佳宣光通信用信号処理回路�������

���

金谷�晴一，吉田�啓二，黒木�幸令，安浦�

寛人，浦川�剛，大庭�亮介，中村�徹哉，

岡本�賢治

無線通信用ミキサおよび���の設計�������

���大島�宗之，佐々木�昌浩，松本�隆
高精度・低消費電力・有線通信用全差動ライン・ドライバ回

路
�������

���阿波谷�佳朗，松本�佳宣光素子駆動回路�������

���
溝口�大介，ユスミラズ・ビンティ�ユス

フ，三浦�典之，黒田�忠広
�������
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スイッチドキャパシタ容量型センサ・インターフェースの設計
静岡大学電子工学研究所　　小川 覚美，渡辺 健藏

概要：圧力，位置，加速度，回転角度等の物理量の検知に広く使われている差動容量型セ

ンサの高速，高精度インターフェース回路の実現を目指してスイッチドキャパシタ技術を

用いたインターフェース回路の試作を行った．インターフェース回路はスイッチドキャパ

シタ���回路を用いたダブルサンプリング構成となっている．このため，アナログスイッ

チに付随するクロックフィードスルーの影響を小さくすることができ，センサ・インター

フェース回路特性に要求される温度特性も大きく改善することができるため回路の高精度

化が期待できる．試作チップにはダブルサンプリング・インターフェース回路，及び，

���回路，差動増幅回路が含まれている．今回，インターフェース回路を駆動するクロッ

ク信号の発生回路も同チップ上に含まれている．また，基本構成とダブルサンプリング構

成の特性を比較するために，基本構成としても動作するようにスイッチを制御可能としている．試作回路の測定を行い，その基本

的動作を確認した．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	��	

コンバータなど）

Rail-to-RailCMOSカレント・コンベアの設計
静岡大学電子工学研究所　　倉科 隆，小川 覚美，渡辺 健蔵

概要：電流モード信号処理の特徴は，低電圧動作で広いダイナミックレンジが得られるこ

とにある．したがって，その基本構成素子としての��Ⅱにも������������の入出力電圧範

囲が要求される．さらに入出力すべてに��級������������を用いることで，低電源電圧動

作時においても，できる限り大きな���比を得ることができる構成となっている．ここで

今回の��Ⅱは，電圧入力に������������で使用するための相補型��������差動入力段，電

流入力に��級プッシュプル段，電流ミラー，定電流源，及び位相補償部で構成した．外

部入出力端子は，電圧入力端子，電流入力端子，電流出力端子の三端子と，バイアス電流

のための電流入力端子である．シミュレーションにより得られたカレント・コンベアの性

能が，実際の��でも得られるかどうかを確認するため試作した．

参考文献：［�］��������	
��	���������	�����
�
������������	�
��������������������	���������	
��������
�������������������������	�

�����　

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
�　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：オンセ

ミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータなど）

4ビットマイクロプロセッサの設計
静岡理工科大学理工学部電子工学科　　縣 伸史，北村 義徳，永野 肇，村松 透，望月 秀幸，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　波多野 裕

概要：当研究室では，毎年，マイクロプロセッサの設計試作を行っている．昨年度設計試

作したマイクロプロセッサは，データ幅が�ビットでゲートアレイ方式であった．この設

計方式は，短期間で設計を行うことが可能であるが，回路の占有面積が大きくなるという

欠点をもつ．そこで今回は，昨年度の設計データを基に，�ビットマイクロプロセッサの

フルカスタム方式を目指して設計試作を行い，回路の高集積化を図った．なお，このマイ

クロプロセッサは，ノイマン型アーキテクチャで構成している．また，他の回路として，

ニューロン回路の基本動作を確認するため，多入力ニューロン���インバータを設計し

た．

参考文献：［�］村松，縣，北村，永野，望月，波多野，“マイクロプロセッサ検討用回路の設計”，�����，平成��年度����年報

（�����．�

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社�����������	　トランジスタ数：�����以上，

������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：マイクロプロセッサ

2．2．試作結果
平成13年度　第2回　オンセミコンダクタCMOS1.2��チップ試作

（MOT012）
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CMOS電子可変浮遊抵抗回路の試作
熊本大学工学部　　井上 高宏，常田 明夫，萩原 祐一

熊本大学大学院自然科学研究科　　飯尾 義徳

概要：本チップには，浮遊電圧源と抵抗を一体化した回路を�種類作り込んだ．　このチッ

プに作り込んだある浮遊抵抗回路の動作原理は，�����������	
��������に基づいており，

それをデプレッション型������を�����������	することで実現し，さらにデプレッショ

ン型������を������と浮遊電圧源で構成される等価デプレッション型������に置

き換えることで標準的な����プロセスでの製作を実現している．　このチップは，各回

路が電源電圧����のもとで所望の可変抵抗特性をもつことを確認すること，及びシミュ

レーション結果と実験結果との照合を行うことを目的として試作した．

参考文献：［�］������グレイ／������メイヤー，“アナログ集積回路設計技術　上下”，����

年

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	��	

コンバータなど）

CMOSスイッチを用いたFPAA用アナログコア回路試作チップとカオス写像の
アナログ IC化
熊本大学工学部　　井上 高宏，常田 明夫，安成 潤

熊本大学大学院自然科学研究科　　飯尾 義徳，菅原 卓朗

概要：����スイッチにより回路構成を切り替え可能な，����用アナログコア回路を試

作した．スイッチに����スイッチを用いることにより，連続時間でアナログコア回路の

回路構成を切り替えることが可能である．目的としては，����スイッチを用いた����

用アナログコア回路の設計条件を簡単なアナログコア回路により導き出すことである．具

体的には逆相増幅回路，正相増幅回路，積分回路，微分回路の�パターンの回路構成をも

つ．また，これとは別に一次元写像に基づいた離散時間型カオス系列の生成回路を設計し

た．試作した回路は，スイッチトカレント技術を用いた離散時間型電流モードアナログ

����カオス回路で実現しており，演算部と遅延部で構成されている．

参考文献：［�］藤井信生，“アナログ電子回路”，���������，����年

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
������社���������	
�　トランジス

タ数：��以上，���未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

POFフロントエンド（1）
金沢大学工学部　　山田 裕志

概要：本研究では，����テクノロジを利用した光通信用レシーバ��の開発を行っている．

ホームネットワークへの利用を目的としており，通信速度としては�������の実現を試み

ている．この光通信用レシーバの開発にあたっての課題として，低コストやコンパクトで

あることが望まれる．そこで，光検出部（��）と信号処理回路を�つのチップに搭載する

こと（�チップ化）を目指すことで両方の要求を達成する予定である．また，���（��������

��������	�
��）通信への対応を可能にさせることで，さらなる低コストを目指す．本チップ

では，��に���変換回路（���������	
�����������
�
�）を取り付けた���の試作を行っ

た．���の応答速度は��の接合容量と���の帰還抵抗で表される��時定数で決定され

る．また，応答速度と光電流には受光面積を介してトレードオフの関係にある．そこで，

��時定数および光電流の関係から最適な受光面積を決定する予定である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：��未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：���（特性評価回路など）
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CMOS演算増幅器，D/Aコンバータ
埼玉大学工学部　　高橋 誠，高橋 幸郎

概要：低消費電力����演算増幅器：入力段差動回路の負荷にカレントミラーを用い，レ

ベルシフト段を通して��級出力段を駆動する構成とした．演算増幅器の静止時の消費電

流を�����程度に減らすため，出力段の���の��を調整した．この結果利得帯域幅積は

設計値����であったが，測定値は������と�桁低下した．オフセット電圧は���±

���であった．���コンバータ：オン抵抗に�ビットの重みを付けた�個のアナログス

イッチと����演算増幅器を用いた加算回路による���コンバータを構成した．これを

更に�ビットの重みを付けた加算回路により��ビット構成の���コンバータとした．動作

試験で得られた分解能は約���ビットであった．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社����������	
��������社�

����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：オンセミ���������	
�

�����角　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータなど）

基板雑音低減回路の配置の検討
東京工業大学集積システム　　高木 茂孝

概要：アナログ・ディジタル混載システムでは，ディジタル回路のスイッチング動作に

よって発生する雑音により接地電位が変動し，アナログ回路の性能を著しく劣化させる．

　本チップは，基板からの雑音を低減させるための基板雑音低減回路の配置の違いによる

雑音低減効果の相違を確認することを目的としている．具体的には，ガードリングの内側

と外側に�個の雑音低減回路を配置し，一方のみを動作させて，その効果の違いを確認す

ることができる．雑音源として大出力���や大電流���も試作している．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����　

トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チッ

プ種別：アナデジ混載

生体の初期視覚機構に学んだ簡単な形状認識機能を有する接近検出チップの試作
豊橋技術科学大学工学部　　西尾 公裕，米津 宏雄

概要：生体の初期視覚機構に学び，簡単な形状認識機能を有する物体の接近を検出する機

能を実現するネットワークの提案とその集積回路化を行ってきた［�］．バッタの脳に存在

する下行性反対側運動検知細胞（����）では，網膜上に投影された画像の大きさおよび

拡大速度の情報を組み合わせて，物体の接近を検出している．また，カエルなどの下等動

物は，エッジの情報を基に，簡単な形状を認識している．今回の試作では，上述したネッ

トワークを検証するため，二次元ネットワークを設計した．また，チップにはネットワー

クを構成する基本回路の���も含めた．試作チップの測定では，各基本回路の動作を検証

するとともに，二次元ネットワークの接近検出機能および簡単な形状認識機能を評価する．

参考文献：［�］西尾，山田，大谷，古川，米津，“下等動物の視覚系に学んだ物体の特徴検

出機構の電子回路化と動き検出ネットワークとの統合”，信学技法，��������，�������，���������，�����　

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ

数：�����以上，������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ
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広ダイナミックレンジを有するエッジ検出回路の電子回路化
豊橋技術科学大学工学部　　高崎 哲，米津 宏雄

概要：我々は，網膜の視覚情報処理に学び，物体の輪郭を検出するエッジ検出ネットワー

クの提案とその集積回路化を試みてきた．このネットワークは，視覚対象の広範囲にわた

る入力光強度に対して，各画素の回路パラメータを自動的に適応させ，広ダイナミックレ

ンジを実現することができる．しかし，このネットワークでは，出力信号の大きさが小さ

く，ノイズや素子のミスマッチの影響を強く受ける傾向があった．そこで，我々は，この

問題を改善するために，エッジ検出ネットワークの入力段において，入力信号を増幅する

機能を追加した．この機能により，エッジ検出回路の出力強度が高くなり，ダイナミック

レンジがさらに拡大することをシミュレーションによって確認した［�］．今回の試作では，

画素数��×��と比較的小規模な二次元網膜ネットワークを構成し，その動作を確認する

ことを目的とした．

参考文献：［�］高崎，大谷，山田，西尾，古川，米津：“広ダイナミックレンジを有するエッジ検出機構の電子回路化”，日本神経

回路学会第��回全国大会講演論文集，�����������，����　

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ

数：�����以上，������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

網膜に学んだエッジ検出チップの基本回路およびTEG
豊橋技術科学大学工学部　　安部 浩史，米津 宏雄

概要：我々は，生体の網膜機能に学んだ高ダイナミックレンジを有するエッジ検出回路を

提案し集積回路化を試みてきた［�］．この回路は約�桁のダイナミックレンジを有してお

り，明暗混在の状況下でも物体のエッジを検出することができる．今回の試作では，エッ

ジ検出チップの出力信号を読み出すためのシフトレジスタを設計した．また，エッジ検出

回路の基本回路も含めた．これらの基本回路を用いて基本特性を確認し，一次元エッジ検

出ネットワークおよび二次元エッジ検出ネットワークを測定する．

参考文献：［�］高崎，大谷，山田，西尾，古川，米津：“広ダイナミックレンジを有する

エッジ検出機構の電子回路化”，日本神経回路学会第��回全国大会講演論文集，��������

���，�����　

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ

数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

素子特性のばらつきに強い一次元エッジ検出アナログ回路の設計
豊橋技術科学大学工学部　　Amal Bandula Kariyawasam，米津 宏雄

概要：我々は，これまでに網膜の視覚情報処理機構に学び，局所空間での光強度分布に

従って，画素中の回路パラメータが自動的に適応する機構を有するエッジ検出アナログ回

路の提案とその集積回路化を試みてきた［�］．しかし，これまで考案してきたエッジ検出

回路は素子特性のばらつきにより誤動作が生じるといった問題点を持っていた．網膜で生

成された信号にもばらつきは生じているが，その信号を平均化することで，誤動作を生じ

させないようにしている．今回の試作では，信号を平均化する機構を導入したエッジ検出

回路を設計し，その動作を検証することを目的とした．

参考文献：［�］宮下，大谷，高崎，山田，西尾，米津：“局所的な明暗順応機能を有する

エッジ検出機構の集積回路化信学技報”，�������，�������，�����������，�����　

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ

数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ
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E級DC－DCコンバータ
福岡大学工学部　　末次 正

概要：�����������	
の�級オンチップ��－��コンバータを試作した．�級増幅器の

高効率性を生かして高周波でも電力変換効率のよい電源を目指したものである．高周波の

スイッチング周波数を用いた理由は，共振素子を小型化することによって受動素子の集積

化を可能とするためである．����のスパイラルインダクタを共振インダクタとして用い

フローティングキャパシタレイヤーを用いて����の共振コンデンサを集積した．整流方

式には�級同期整流器による半波整流を行い制御回路からドライブ信号を送って同期ス

イッチを動作させた．出力電圧の制御には出力電圧をフィードバックして周波数制御を

行ったため���と位相調整回路を集積した．

参考文献：���������	�
���������������
���������������	
��������������������
������������		�
�

����������	
�	
����������	
����������������	���
����	�����
���������（���������）

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����

社�����　トランジスタ数：��未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	��	コン

バータなど）

電流モードAD変換器
熊本大学工学部　　佐々木 守

概要：電流モードアナログ信号処理による逐次比較形��変換器は，ディジタル����製

造プロセスで実現でき，小面積化，低消費電力化の利点がある．また，サンプルホールド

機能を実現する電流メモリ回路を��級動作させることによって，クロックフィードス

ルーや素子雑音の影響を低減することができる．本試作は，先に報告した��級動作電流

メモリを基本回路とした逐次比較形��変換器［�］のリワークである．精度を補償するた

め，���ビット変換アルゴリズムを採用して，比較器の精度要求を緩和している．前回同様

に，制御回路部は，スタンダードセルによって実現した．また，ディジタル回路からの基

板雑音を抑えるため，アナログ回路との間にガード・バンドを設けている．現在，測定評

価中である．

参考文献：［�］中北，佐々木，“電流モードアナログ回路の��試作と評価”，���������，信学技報，���������	
	，�������（�����．�

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	�

��コンバータなど）

移動度の変化の影響を低減したOTAを用いたGm-Cフィルタの試作
東京理科大学理工学研究科　　藤井 隼人

東京理科大学理工学部　　兵庫 明，関根 慶太郎

概要：移動度の変化の影響を低減した���（��������	�
����	��	�����	������
�����）を用

いて遮断周波数�������次のバターワース特性のローパスフィルタの試作を行った．チャ

ネル長の短い������を用いてゲート端子で電流を制御する飽和領域動作の���を構成

する場合，ショートチャネル効果による移動度の変化の影響を大きく受けてしまい，歪み

の発生が問題となってしまう．試作した���は，ゲート端子の電圧を一定にして，ドレイ

ン端子で電流の制御を行うことで，ショートチャネル効果による移動度の変化の影響を低

減する構成となっている．

参考文献：［�］��������	�
�������
������������������������	�
���������������������	��������

��������	
������������������������������������	
��
�����������������������������	
���������������（����）�����������	
��

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

���������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：

アナログ（����������	��	コンバータなど）
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LV/LP CMOSコンポジットセルとVCOの試作
東京理科大学理工学研究科　　赤峰 旭，大山 聡一朗，本間 寛忠，山口 誠

東京理科大学理工学部　　兵庫 明，関根 慶太郎

概要：本研究室で研究を行っているアナログ集積回路ブロックとして，���������	コン

ポジットセルと���，また，特性測定用として�段�������アンプの試作を行った．（�）

���������	コンポジットセル：文献［�］で提案されている�種類の�����（低電圧�低

消　費電力）����コンポジットセルの性能比較を行うために試作を行った．電源電圧は

��で動作可能である．（�）����スパイラルインダクタと���の寄生容量を用いた電圧制

御発振回路の性能評価を目的とし，発振周波数が������となるようにスパイラルインダ

クタの値を����に設定した．

参考文献：［�］����������	���
������������������������������	
��	�������������
	�����

�����������	�
��������	����������������������	
�������������������������������	
��
�����������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

���������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：ア

ナログ（����������	��	コンバータなど）

96×96画素三相時間相関イメージセンサ
東京大学大学院情報理工学系研究科　　安藤 繁

大阪電気通信大学総合情報学部　　来海 暁

概要：我々は，時間軸を利用した高度な画像センシング手法の開拓を目的として，入射光

強度と各画素共通の外部参照信号との時間相関を画像として出力するデバイスである，時

間相関イメージセンサの開発を続けている．最近では振幅位相の�フレーム同時復調の可

能な三相相関型画素に特に重点を置いて開発に取り組んでいる．本試作では，すでに良好

な性能の得られている三相相関型画素［�］を高密度化の容易な��������	
�プロセスに

おいて初めて集積化することを試み，ほぼ限界までの��×��画素の集積化を行った．同

じランの���×���画素単相相関チップと同じく，乗算用����対と��接合フォトダイ

オードの基本的構成を踏襲しつつ，相関演算のための積分キャパシタを����ゲート容量

［�］により構成した．動作検証実験により基本的な動作を確認している．

参考文献：［�］来海，安藤，“三相時間相関イメージセンサ”，������，����年����年報（����）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：

������以上，�������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

64×64画素三相時間相関イメージセンサ（第2報）
東京大学大学院情報理工学系研究科　　安藤 繁

大阪電気通信大学総合情報学部　　来海 暁

概要：我々は，時間軸を利用した高度な画像センシング手法の開拓を目的として，入射光

強度と各画素共通の外部参照信号との時間相関を画像として出力するデバイスである，時

間相関イメージセンサの開発を続けている．最近では振幅位相の�フレーム同時復調が可

能で応用範囲の広い三相相関型画素に特に重点を置いて開発に取り組んでいる．本試作で

は，�������ランにおける��×��画素三相相関チップ［�］のダイナミックレンジ拡大

その他の性能向上を目的として，乗算用����対と��接合フォトダイオードの基本的構

成を踏襲しつつ，相関演算のための積分キャパシタを新たに����ゲート容量により構成

した．動作検証実験により良好な性能を確認しており，画像センシングへの応用も進めて

いる．

参考文献：［�］五嶋，安藤，来海，“��×��画素三相時間相関イメージセンサ”，����年����年報（����）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：

������以上，�������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ
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ラプラシアンフィルタリングを用いた動きベクトル検出CMOSイメージセンサの
設計
広島市立大学大学院情報科学研究科　　中村 陽介，吉本 卓己，堀居 賢樹

概要：我々はラプラシアンフィルタリング処理とブロックマッチング処理を組み合わせ，

被写体中の動きを検出して，動きベクトルと画像を出力できるイメージセンサの試作を

行った．試作したイメージセンサは従来の動きベクトル検出イメージセンサに比べ，演算

回路を小規模で構成でき，解像度を上げることができる．このチップは画素回路，閾値処

理回路，メモリ回路，動きベクトル検出回路の�つの基本回路により構成される．画素回

路内で電流演算器を用いてラプラシアンフィルタリング処理を行い，続く閾値処理回路に

よって生成されるエッジ情報を基にブロックマッチングを行う．ブロックマッチング処理

を行うためのメモリ回路内での探索をメモリの多段同時読み出し方法を用いて，並列に処

理する．試作が完了したチップを評価した結果，各基本回路については使用通りの動作が得られていることを確認したが，回路全

体の動作は未評価．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社����������	
��������社�����������	
�	�����社����������	
�	　トラ

ンジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセ

ンサ

ノイズ抑制機能評価用チップの設計
広島市立大学情報科学部　　小川 尚嗣，堀居 賢樹

概要：画素で信号増幅する����イメージセンサでは，各画素の増幅ばらつきによる固定

パターンノイズ（���）を抑制する必要がある．このチップは画素回路にそれぞれ，相関

�重サンプリング（���）回路を列ごとに設けた場合，出力段に���回路を設けた場合，

�方式ノイズ抑制回路を設けた場合［�］の仕様の異なる�つのノイズ抑制回路を組み込み，

それぞれのノイズ抑制機能を評価する．今回の試作チップでは，ノイズ抑制機能を通さず

出力する画素回路とともに，�つのノイズ抑制回路を含む画素回路をそれぞれ��×��画素

又は��×��画素の画素数で構成した．試作したチップの測定について，回路の特性の詳

細については未評価．

参考文献：松長誠之，中村信男，“高感度����イメージセンサの開発”，映像情報メディ

ア学会誌�������，�����，���������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社����������	
��������社�����������	
�	�����社����������	
�	　トラ

ンジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセ

ンサ

MOS構成に適したアナログ形PLLの試作（1）
秋田大学工学資源学部　　川元 雅紀，佐藤 紀章，伊藤 文人，井上 浩

概要：近年，ディジタル通信の発展と���の高性能化の要求に伴い，ディジタル形の���

回路を利用した機能集積回路が増えてきた．しかし，ディジタル形���に対し，アナログ

形���の利点を生かしながらも大幅な回路の簡単化が可能となる新しい回路構成を考案

することが必要となった．本試作��では，従来必要とされてきた回路ブロックを用いない

���回路を構成することができ，回路全体の���化が容易になると考えられ，回路構成を

設計・試作した．試作した��は，アナログ形���の全体回路を構成する個別回路ブロッ

ク及びそのテスト回路と，個別ブロックに含まれる基本回路，ならびに回路内に用いられ

る諸抵抗及び諸容量の特性評価回路で構成している［�］．

参考文献：［�］佐藤，川元，伊藤，井上，“��内��素子の性能評価の一方法”，電子情報

通信学会，機構デバイス研究会，����������，���������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	�

��コンバータなど）
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高精度CMOS定電圧回路
富山県立大学大学院工学研究科　　金森 章，松田 敏弘，岩田 栄之

岡山県立大学情報工学部　　大曽根 隆志

概要：近年，電子機器の小型化に伴いデジタル回路とアナログ回路を混載した���の必要

性が高まっており，とくにアナログ回路では高精度の基準電圧が必要である．本試作チッ

プでは定電圧回路（基準電圧発生回路）を����デバイスで実現した．所定の電源電圧お

よび温度範囲で出力電圧の変動が����％以下であることを目標としている．回路構成はバ

ンドギャップリファレンスの原理を応用しており，低消費電力化も同時に実現している．

前回の回路で配置したドレイン�ソース間電圧補正用トランジスタのゲートの接続方法を

変更することで，さらに高精度な出力電圧を得ることができた．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	�

���������	�社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角

　チップ種別：���（特性評価回路など）

MOSFETの高周波特性測定用TEGの設計
富山県立大学大学院工学研究科　　麻生 啓太，松田 敏弘，岩田 栄之

岡山県立大学情報工学部　　大曽根 隆志

概要：最近の電子機器は，高機能化，データ処理速度の高速化によって，より高周波領域

の信号処理が要求されている．それに伴い，本チップは数���までの������の高周波

特性を測定することを目的とし設計したものである．チップ上には���のサイズの違い

による特性を検討するため，異なるサイズの�型，�型それぞれの������を�つ配置し

ている．������の端子には内部パッドをそれぞれ設け，測定時には���方式のプロー

ブ針を直接チップに接触させて行えるようになっている．また内部パッドを同様の配置で

������を配置せず，パッド同士の配線を解放したもの，短絡したものをそれぞれ配置し

ている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：���（特性評価回路など）

高精度CMOS定電圧回路
富山県立大学大学院工学研究科　　金森 章，松田 敏弘，岩田 栄之

岡山県立大学情報工学部　　大曽根 隆志

概要：近年，電子機器の小型化に伴いデジタル回路とアナログ回路を混載した���の必要

性が高まっており，とくにアナログ回路では高精度の基準電圧が必要である．本試作チッ

プでは定電圧回路（基準電圧発生回路）を����デバイスで実現した．所定の電源電圧お

よび温度範囲で出力電圧の変動が����％以下であることを目標としている．回路構成はバ

ンドギャップリファレンスの原理を応用しており，低消費電力化も同時に実現している．

前回の回路で配置したドレイン�ソース間電圧補正用トランジスタのゲートの接続方法を

変更することで，さらに高精度な出力電圧を得ることができた．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	�

���������	�社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角

　チップ種別：���（特性評価回路など）
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高精度CMOS定電圧回路
富山県立大学大学院工学研究科　　金森 章，松田 敏弘，岩田 栄之

岡山県立大学情報工学部　　大曽根 隆志

概要：デジタル回路とアナログ回路を混載した���の必要性が高まっており，とくにアナ

ログ回路では高精度の基準電圧が必要である．本試作チップでは定電圧回路（基準電圧発

生回路）を����デバイスで実現した．所定の電源電圧および温度範囲で出力電圧の変動

が����％以下であることを目標としている．回路構成はバンドギャップリファレンスの原

理を応用しており，低消費電力化も同時に実現している．トランジスタのサイズを変更し，

本回路内の電流レベルを従来の�倍にすることによって，外部のノイズの影響を受けにく

くした．また，ドレイン�ソース間電圧補正用トランジスタのゲートの接続方法を変更す

ることで，さらに高精度な出力電圧を得ることができた．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：���（特性評価回路など）

C++言語を用いた教育用4ビットCPUの設計
広島工業大学工学部　　大村 道郎，丸本 敬幸

概要：����や��������	
に加えて，近年���を用いたハードウェア設計が注目されてい

る．特に����規格に基づく������では基本的な���の文法と若干の知識だけで，簡単

な回路の設計が可能である．通常，���クラスを用いて回路部品（ソフト��）を記述する

と，型の数だけクラス定義が必要となる．そこで������を対象として，型に依存しないテ

ンプレートを用いて回路部品を記述し，ライブラリを構成した．開発したテンプレートラ

イブラリの有効性を確かめるために，教育用�ビット���を設計し，試作を行った．カウ

ンタ，マルチプレクサ，レジスタ等のテンプレートを用いて試作した���は，“����”，

“���”，等，�個の命令を持つ．　

参考文献：大村，丸本，田中：“���設計教育のための���テンプレートライブラリの開発”，

���������，広島工業大学紀要教育編　第�巻（�����．�

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社�����������	　トランジ

スタ数：�����以上，������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：マイクロプロセッサ

FG-MOS可変論理回路・加算回路・カレントミラーおよび基本オペアンプ回路の
試作
佐賀大学大学院工学系研究科　　石川 洋平

佐賀大学理工学部　　内田 正隆，森 裕樹，深井 澄夫

概要：本研究室では，������を用いたアナログ・デジタル回路設計の研究を行っている．

デジタル回路設計として（�）������を利用した全加算回路（�）�入力可変論理回路の

試作を行った．（�）に関しては������の有効性を比較検証するために，通常の����

全加算回路の試作も行っている．（�）に関しては�入力・�入力������インバータの二

段構成回路を実現している．アナログ回路設計として（�）基本アナログ��（オペアンプ）

（�）������カレントミラーの試作を行った．（�）に関しては通常の�段構成とし標準的

なオペアンプとして設計を行った．（�）に関しては������の�次効果であるチャネル長

変調効果の影響低減およびフローティングゲート初期電荷の影響を低減する構成を提案している．

参考文献：［�］�����������	�
������������������������������	�
�����	��������
�����	�����������Ⅰ�����Ⅱ�����������	
�������������

�����（����）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
��社�����������	
��社���������	
���
�����社�����　トラ

ンジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッ

サ
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1次連続時間ΔΣ変調器
上智大学理工学部　　増田 貴志，武井 一史，和保 孝夫

概要：連続時間ΔΣ変調器を用いることで広帯域・高分解能���変換器の実現が期待でき

る．本回路はそのための基本検討の一環として設計したもので，前回（平成��年度�回目

オンセミ試作）の設計を基本としたが，今回は雑音耐性を高めるために全差動化を図ると

ともに，ガードリングの補強策を検討し，その結果を回路設計に反映させた．また，連続

時間型ではアナログ的なフィードバックが直接入力信号に加わるため，フィードバック波

形整形のための�����を比較器の後段に付加したほか，フィードバック電流量の最適化を

図り���の向上を狙った．設計したΔΣ変調器は����を含む積分器，比較器，�����，電

流モード�ビット���，入力電圧電流変換回路からなり，試作チップには，ΔΣ変調器本

体の他に，それぞれの要素回路動作確認のための個別���を搭載した．試作チップを測定

した結果，ローパス型のノイズシェイピング特性が確認できた．また，測定結果の�������解析から，���の増加に伴い���が

�������で増加し，入力周波数�������，サンプリング周波数�����で���������	
�が得られ，������シミュレーションとほぼ

一致することが分かった．

参考文献：増田，武井，和保，“連続時間ΔΣ変調器の設計と試作”，����年信学会総合大会������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：

アナログ（����������	��	コンバータなど）

スイッチトキャパシタΔΣ変調器と基本回路TEG
上智大学理工学部　　角田 正人，和保 孝夫

概要：前回試作したスイッチトキャパシタ積分器［�］に基づき離散時間型ΔΣ変調器を設

計した．チップ上にはΔΣ変調器のほか，その基本回路ブロックであるコンパレータ，積

分器，オペアンプ，����������を搭載し，個別回路動作確認を可能とした．ΔΣ変調器に

関しては，������シミュレーションを用いて，スイッチ部分の���値，積分器容量値の

最適化を行った．予測性能はサンプリング周波数��������	
��		���で���������	
�で

ある．試作チップ上のオペアンプを測定したところ，�����シミュレーション値（������）

に近い������の��ゲインが確認できた．また，コンパレータ，積分器の動作確認ができ

たが，コンパレータには僅かだがオフセットが見られた．今後は素子ばらつきデータを含

めた設計が必要である．

参考文献：［�］角田，和保，“スイッチトキャパシタ積分器の設計”，�����，����年����年報（�����．�

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：

アナログ（����������	��	コンバータなど）

CMOSスイッチの抵抗を利用したシナプス回路
電気通信大学電気通信学部　　範（PHAM）公可（Cong-Kha）

概要：����インバータ回路を並列に接続させ，それぞれのインバータを構成している

����及び����トランジスタのチャンネル形状（�／�）を用いて重み値を決めている．

それぞれのインバータ入力にはハイレベル又はローレベルのディジタル信号を入力させ，

インバータを構成しているトランジスタをオン又はオフ状態として動作させている．この

時，オンの状態で動作しているトランジスタのチャンネルのオン抵抗とスイッチの組合せ

で，電源とグランドの間に電圧が分割され，設定されている重み値に対応する電圧レベル

が出力端子より得られる．ゲートとソースには固定の電圧レベルが与えられているため，

トランジスタのオン抵抗値はドレイン電圧レベルによって決まることが分かる．しかし，

トランジスタのドレイン端子は出力端子としているため，常時に一定の電圧レベルが保っ

ていなくオン抵抗値を変化させてしまう．今回提案した新しい回路に����スイッチのオン抵抗を利用し一定の抵抗値を実現す

ることが可能であることが分かった．

参考文献：［�］��������	
���	��	����������������������������	
�
����������������������������	

���������������������������������	�

�����　

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
�　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：

オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ
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アナログ信号処理の構成要素
豊橋技術科学大学大学院工学研究科　　大竹 光也

豊橋技術科学大学工学部　　北野 麻世，橋本 純明，和田 和千

概要：アナログ線形信号処理の実現において，基本構成要素として演算増幅回路や������

��������	��
�������������������	（���）が用いられることが多い．初学者の基本的な設計

の習得テーマとしてこれらの要素回路を取り上げ，回路構造の選択，素子値設計，レイア

ウトを行なった．演算増幅回路は，電源電圧を��とし，汎用性を重視した設計を行ってい

る．一方，���は，同電圧のもとで，���������の信号に対するルートナイキストフィル

タへの応用を目的として，バランスの取れた特性となるように設計している．シミュレー

ションにより，���はダイナミックレンジがやや狭いものの，フィルタを構成できること

を確認している．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	��	

コンバータなど）
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基本的なディジタル回路の試作教育システムの開発
広島工業大学工学部　　福原 領平，水野 議一朗，田中 武

概要：はじめに：今回はディジタル回路の試作教育システムの開発一環として，初めに�

入力�出力のカルノー図を作成し，引き続き論理回路図の作成および動作検証を行なった．

更に出力数を増加した�入力�出力の��������	
����������の論理回路を作った．今回は

デバイス構造と半導体プロセスを理解することを考慮して，デバイス構造を理解しやすい

レイアウト設計を用いて，����，���により設計を行なった．この設計を通して簡単な

システムをチップ化する流れを理解することを目的に，カルノー図からレイアウト設計を

行ない最終的に��������	
����������の試作を行った．試作したチップ：最初に������

����������	
���の論理回路から����を用いた電子回路への変換を行なった．この電子

回路は，�入力�出力�������入力�出力�������入力�出力����を基に構成されて

います．これらを基本素子として��個用いて，��������	
����������の設計を行なった．そして，��������	
����������の動作

を確認した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��
社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：

���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：その他

オペアンプの試作
熊本大学工学部　　井上 高宏，常田 明夫，針木 剛

概要：近年の情報化社会を支える技術の�つである���設計の教育が大学でも活発に行わ

れている．���も多様化，多機能化しており規模もますます大きくなる傾向にあるため，

設計にかかる時間や労力も増す傾向にある．回路設計では比較的使用頻度の高い素子であ

るオペアンプの設計データや���図面があらかじめ準備されていたなら，それを利用す

ることで設計に要する負荷を軽減させることが可能となる．本チップ試作はオペアンプを

設計から試作評価まで行い，そのデータを提供することで設計しやすい環境をつくるため

の教育支援を目的としている．本チップ試作においてオペアンプは����で構成し，標準

のタイプ，位相補償のコンデンサと抵抗を外部接続としたタイプ，入力の差動回路の���

トランジスタをコモンセントロイドで配置したタイプを準備した．外部接続としたタイプ

を用いて適正なコンデンサと抵抗の値を調査し，コモンセントロイドのタイプを用いてプロセスによるばらつきへの影響を調査す

る．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������	�
��社���������	
���
�����社�����������	　トランジスタ数：��以上，

���未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

FG-MOSFETのみかけのしきい電圧のオートチューニング回路の試作
熊本大学工学部　　井上 高宏，山川 俊貴

熊本大学大学院自然科学研究科　　市原 栄蔵

概要：��������	
���������（���������）は「みかけのしきい電圧」を線形に制御でき

る素子であるが，製造過程においてその浮遊ゲートに予測不可能な電荷が入り込んでしま

い，その電荷の影響を受けて「みかけのしきい電圧」が期待した値からずれるという問題

をもっている．そこで今回のチップには，その電荷の影響を受けずに制御電圧と制御電流

によって「みかけのしきい電圧」を任意にチューニングできる回路を�種類載せた．これ

らは，個別のテスト回路を同一チップ上に相乗りさせたもので，全体としてシステムの構

築を目指したものではなく，各機能回路において���������が所望の動作や特性を実現

しているかを確認することを主目的として試作したものである．

参考文献：井上，市原，山川，飯尾，“第��回熊本県産学官技術交流会講演論文集”，����，����

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社�����������	　トランジスタ数：��以上，���

未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータなど）

平成14年度　第1回　オンセミコンダクタCMOS1.2��　チップ試作
（MOT021）
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CMOS電子可変浮遊抵抗回路の試作
熊本大学工学部　　井上 高宏，常田 明夫，萩原 祐一

熊本大学大学院自然科学研究科　　飯尾 義徳

概要：本チップには，浮遊電圧源と抵抗を一体化した回路を�種類作り込んだ．　このチッ

プに作り込んだある浮遊抵抗回路の動作原理は，�����������	
��������に基づいており，

それをデプレッション型������を�����������	することで実現し，さらにデプレッショ

ン型������を������と浮遊電圧源で構成される等価デプレッション型������に置

き換えることで標準的な����プロセスでの製作を実現している．　このチップは，各回

路が電源電圧����のもとで所望の可変抵抗特性をもつことを確認すること，及びシミュ

レーション結果と実験結果との照合を行うことを目的として試作した．

参考文献：［�］������グレイ／������メイヤー，“アナログ集積回路設計技術　上下”����年

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	��	

コンバータなど）

埋め込み型機能的電気刺激用カスタム IC
埼玉大学工学部　　高橋 誠，高橋 幸郎

概要：機能的電気刺激（���）のためのカスタム集積回路の開発を行っている．このため

に小型化，低消費力化をめざし，デジタル回路およびアナログ回路のワンチップ化を目指

す．ここでは，デジタル部に関してのみ設計を行った．動作機能は，����の��バースト

シリアル信号をパラレル信号に復調し，クロック生成，誤り訂正，返送信号を出力する．

動作モードに応じて刺激，動作チェック，内部情報返送機能を行う．データはチャンネル，

振幅情報，パリティチェックからなるパケット伝送方式を採用している．刺激は刺激電極

情報から選択用アナログスイッチを通して，振幅情報に応じた刺激電圧を���コンバータ

を介して行われる．電極断線，電源電圧低下などの異常時には，刺激停止と共に，その情

報が体外コントロールに返送される．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
���������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ

数：�����以上，������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナデジ混載

ストップウォッチ
九州大学工学部　　金川 典史

概要：今回作成したチップは，学部�年で受講する����工学において設計したものである．

この講義では最先端の���ツールを用いて小規模な回路の��������設計を体験する．講

義で設計したストップウォッチは，キー入力部・コントロール部・カウンタ部・クロック

発生部・表示部から成っている．�����秒精度のカウントと表示を行う（内部計算誤差は

������秒以下）．スタート�ストップ及びリセットはキー入力部で信号に変換され各部に送

られる．����の外部クロックよりクロック発生部においてカウンタ部で使用する�����

のクロックとキー入力部でのチャタリング除去に使用する����のクロックを発生させる．

カウンタ部では��進カウンタ及び�進カウンタを用いてそれぞれの桁のカウントを行う．

カウントされた各桁の信号は表示部において�セグメント���（ダイナミック駆動）への

信号に変換される．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��


社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試

作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：その他
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演算増幅器の試作
東京工業大学集積システム専攻　　高木 茂孝

概要：本チップでは，アナログ集積回路の汎用能動素子である演算増幅器の設計を通じて

アナログ集積回路の基礎技術の習得することを目的とし，学部�年生や修士�年生が自ら

設計し，レイアウトした演算増幅器の試作を行っている．本チップでは，�種類の演算増

幅器を試作した．回路構成としては，基本的な差動対とソース接地増幅回路による構成や

フォールディッドカスコード型の�段増幅による構成などがある．��積が約����の演

算増幅器が得られている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����　ト

ランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種

別：アナログ（����������	��	コンバータなど）

ディジタル基板雑音の測定
東京工業大学集積システム専攻　　高木 茂孝

概要：アナログ・ディジタル混載システムでは，ディジタル回路のスイッチング動作に

よって発生する雑音により接地電位が変動し，アナログ回路の性能を著しく劣化させる．

そこで，本チップでは，実際に，どの程度の規模のディジタル回路によってどの程度の雑

音がアナログ回路に発生するかを確かめるために，独立に動作するリングオシレータを�

個と，ガードリング内に複数の���トランジスタを作成し，���トランジスタの電流が

測定できるようにしている．���トランジスタをガードリング内の様々な場所に配置し

ており，ガードリング内の位置の違いによる雑音の大きさの違いもわかる．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����　

トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ

種別：アナデジ混載

基板雑音低減回路の配置の検討
東京工業大学集積システム　　高木 茂孝

概要：アナログ・ディジタル混載システムでは，ディジタル回路のスイッチング動作に

よって発生する雑音により接地電位が変動し，アナログ回路の性能を著しく劣化させる．

　本チップは，基板からの雑音を低減させるための基板雑音低減回路の配置の違いによる

雑音低減効果の相違を確認することを目的としている．具体的には，ガードリングの内側

と外側に�個の雑音低減回路を配置し，一方のみを動作させて，その効果の違いを確認す

ることができる．雑音源として大出力���や大電流���も試作している．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����　

トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チッ

プ種別：アナデジ混載
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フィードバック機構を有するエッジ検出アナログ回路の試作
豊橋技術科学大学工学部　　Amal Bandula Kariyawasam，米津 宏雄

概要：網膜は，視細胞，水平細胞，そして双極細胞により，視覚対象のエッジ情報を検出

していると考えられている．我々は，これまでに網膜の視覚情報処理機構に学び，エッジ

検出アナログ回路の提案とその集積回路化を試みてきた［�］．しかし，これまで考案して

きたエッジ検出回路は素子特性のばらつきにより誤動作が生じるといった問題点があった．

網膜の各神経細胞で生成された信号にもばらつきは生じている．しかし，網膜では水平細

胞から視細胞層へのフィードバック機構があり，これにより，安定に動作する．今回の試

作では，フィードバック機構を導入したエッジ検出回路を設計し，その動作を検証するこ

とを目的とした．

参考文献：［�］宮下，大谷，高崎，山田，西尾，米津：“局所的な明暗順応機能を有する

エッジ検出機構の集積回路化信学技報”，�������，�������，�����������，�����　

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ

数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

一次元エッジ検出回路とその基本回路のTEGの試作
豊橋技術科学大学工学部　　澤 伸也，米津 宏雄

概要：我々は，網膜の視覚情報処理に学び，物体の輪郭を検出するエッジ検出ネットワー

クの提案とその集積回路化を試みてきた．このネットワークは，視覚対象の広範囲にわた

る入力光強度に対して，各画素の回路パラメータを自動的に適応させ，広ダイナミックレ

ンジを実現することができる［�］．今回の試作では，一次元に��画素配列したエッジ検出

回路とを構成し，その動作を確認することを目的とした．また，エッジ検出回路の構成要

素であるカレントミラー回路およびフォトダイオードの���を作成し，これらの基本動作

の確認を行う．

参考文献：［�］宮下，大谷，高崎，山田，西尾，米津：“局所的な明暗順応機能を有する

エッジ検出機構の集積回路化”，信学技報，�������，�������，�����������，�����　

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ

数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

シフトレジスタを組み込んだ一次元エッジ検出回路の試作
豊橋技術科学大学工学部　　澤 伸也，米津 宏雄

概要：我々は，網膜の視覚情報処理に学び，物体の輪郭を検出するエッジ検出ネットワー

クの提案とその集積回路化を試みてきた．このネットワークは，視覚対象の広範囲にわた

る入力光強度に対して，各画素の回路パラメータを自動的に適応させ，広ダイナミックレ

ンジを実現することができる［�］．現在，我々は，このネットワークの出力信号を外部に

取り出すため，シフトレジスタによるデータのサンプリングを検討している．そこで，今

回，シフトレジスタによって信号の取り出しを行う一次元エッジ検出回路を試作した．

参考文献：［�］宮下，大谷，高崎，山田，西尾，米津：“局所的な明暗順応機能を有する

エッジ検出機構の集積回路化”，信学技報，�������，�������，�����������，�����　

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：

イメージセンサ�スマートセンサ
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生体の網膜に学んだエッジ検出回路の試作
豊橋技術科学大学工学部　　澤 伸也，米津 宏雄

概要：我々は，網膜の視覚情報処理に学び，物体の輪郭を検出するエッジ検出ネットワー

クの提案とその集積回路化を試みてきた．このネットワークは，視覚対象の広範囲にわた

る入力光強度に対して，各画素の回路パラメータを自動的に適応させ，広ダイナミックレ

ンジを実現することができる［�］．さらに，回路の入力段にフィードバック機構を取り入

れることで，素子特性のバラツキによる誤動作を軽減できると考えられる．今回の試作で

は，一次元網膜ネットワークを構成し，その動作を確認することを目的とした．

参考文献：［�］宮下，大谷，高崎，山田，西尾，米津：“局所的な明暗順応機能を有する

エッジ検出機構の集積回路化”，信学技報，�������，�������，�����������，�����　

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：

イメージセンサ�スマートセンサ

非同期ニューラルネットワーク用パルス形ニューロンモデルの試作
日本大学理工学部電子情報工学科　　齊藤 健，佐伯 勝敏，関根 好文

概要：脳内に存在するニューラルネットワークをモデル化する研究がなされており，アナ

ログ回路方式でニューロンチップを実現するという試みが行われている．我々は，工学的

な応用を目指して，非同期ニューラルネットワークを構成するために，なるべく小面積と

なるパルス形ニューロンモデルをエンハンスメント形������とコンデンサを用い構成

した．このモデルは，電圧制御型負性抵抗特性を有し，膜容量に相当するコンデンサ，漏

れ抵抗に相当する���抵抗で構成しており，今回，ケーデンスのアナログ回路設計ツール

を用いて試作を行った．また，パルス形ニューロンモデルの特性のばらつきに対する検討

を行った．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

���　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：ニューテクノロジ

シナプス回路の試作
日本大学理工学部電子情報工学科　　泉妻 まり子，野木 達彌，佐伯 勝敏，関根 好文

概要：脳内における情報の伝達はパルス信号により行われており，シナプス部により時空

間加算が行われ，その特徴を有するシナプスモデルに対する研究が行われている．今　回，

エンハンスメント形������とコンデンサにより，��化可能な容量結合形のシナプス回

路を提案している．この回路は，我々が提案しているパルス形ニューロンモデルからのパ

ルス出力信号を容量結合で空間的に電圧加算した後，差動対回路に容量，���抵抗を付加

して構成した回路により時間的に加算する．この回路をなるべく小面積で，安定して時空

間加算を行う回路構成として，ケーデンスのアナログ回路設計ツールを用いて，試作を

行った．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

���　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：ニューテクノロジ
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3bit 8 進カウンタを用いた電子ルーレット
広島市立大学情報科学部　　五島 正之，増田 憲行，村上 直義，越智 裕之，窪田 昌史，

　　　　　　　　　　　　　児島 彰，寺内 衛

概要：集積回路の仕組みとトランジスタレベルおよびゲートレベルの回路の理解を深める

ことを目的とし，情報工学科�年生�名が，与えられたリーフセルをレイアウトエディタ

上で手動配置配線することによって設計したチップである．本チップは，�個の���を順

に�個ずつ繰り返し点滅するものであり，回路は，リングオシレータ，分周器，�進バイ

ナリカウンタ，および���用デコーダから構成されている．リングオシレータ部を用いて，

����������	
����	
のインバータの遅延時間を測定することができる．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

��������	
�	社�����������	
��	�版�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　

試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：その他

2進数3ビットカウンタのナイトライダー
広島市立大学情報科学部　　角井 希行，山形 信博，中島 彰信，越智 裕之，窪田 昌史，

　　　　　　　　　　　　　児島 彰，寺内 衛

概要：集積回路の仕組みとトランジスタレベルおよびゲートレベルの回路の理解を深める

ことを目的とし，情報工学科�年生�名が，与えられたリーフセルをレイアウトエディタ

上で手動配置配線することによって設計したチップである．本チップは��「ナイトライ

ダー」のように���を点滅させるものであり，回路は，リングオシレータ，分周器，�進

�ビットカウンタ，および���用デコーダから構成されている．リングオシレータ部を用

いて，����������	
�����	
のインバータの遅延時間を測定することができる．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

��������	
�	社�����������	
��	�版�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　

試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：その他

ランダム信号を組み込んだ切換え式クリスマスツリーの電飾
広島市立大学情報科学部　　浅野 歩，今村 梨津子，河上 弘嗣，五味 良昭，越智 裕之，

　　　　　　　　　　　　　窪田 昌史，児島 彰，寺内 衛

概要：集積回路の仕組みとトランジスタレベルおよびゲートレベルの回路の理解を深める

ことを目的とし，情報工学科�年生�名が，与えられたリーフセルをレイアウトエディタ

上で手動配置配線することによって設計したチップである．本チップは，���の点滅によ

りクリスマスツリーの電飾を実現するものであり，�個の出力が互いに異なる周期で独立

に点滅するモードと，線形帰還シフトレジスタ（����）で発生されたランダムパタンに

従って点滅するモードを備えている．回路は，周期の異なるリングオシレータ�個，分周

器�個，����等から構成されている．リングオシレータ部を用いて，����������～

�����������のインバータの遅延時間を測定することができる．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社����������	
��������社�����������	
��	�版

�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：その他
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3ビットジョンソンカウンタを用いたナイトライダー
広島市立大学情報科学部　　藤井 泰宏，蠣崎 和幸，城本 正尋，鈴木 圭介，越智 裕之，

　　　　　　　　　　　　　窪田 昌史，児島 彰，寺内 衛

概要：集積回路の仕組みとトランジスタレベルおよびゲートレベルの回路の理解を深める

ことを目的とし，情報工学科�年生�名が，与えられたリーフセルをレイアウトエディタ

上で手動配置配線することによって設計したチップである．本チップは��「ナイトライ

ダー」のように���を点滅させるものであり，回路は，リングオシレータ，分周器，�ビッ

トジョンソンカウンタ，および���用デコーダから構成されている．リングオシレータ部

を用いて，����������	
�����	
のインバータの遅延時間を測定することができる．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

��������	
�	社�����������	
��	�版�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　

試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：その他

2進4bit カウンタを使用した7セグ LED表示付き10進カウンタ
広島市立大学情報科学部　　浅生 宗隆，小田 亮太郎，助田 有教，瀬藤 潤，越智 裕之，

　　　　　　　　　　　　　窪田 昌史，児島 彰，寺内 衛

概要：集積回路の仕組みとトランジスタレベルおよびゲートレベルの回路の理解を深める

ことを目的とし，情報工学科�年生�名が，与えられたリーフセルをレイアウトエディタ

上で手動配置配線することによって設計したチップである．本チップは，�セグメント型

���に�から�までを順に繰り返し表示するものであり，回路は，リングオシレータ，分

周器，��進バイナリカウンタ，および���用デコーダから構成されている．リングオシ

レータ部を用いて，����������	
�����	
のインバータの遅延時間を測定することができ

る．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

��������	
�	社�����������	
��	�版�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����



角　チップ種別：その他

3ビットカウンタを用いた電子サイコロ
広島市立大学情報科学部　　菊池 健司，鈴木 睦，中川 裕士，森山 敬介，越智 裕之，

　　　　　　　　　　　　　窪田 昌史，児島 彰，寺内 衛

概要：集積回路の仕組みとトランジスタレベルおよびゲートレベルの回路の理解を深める

ことを目的とし，情報工学科�年生�名が，与えられたリーフセルをレイアウトエディタ

上で手動配置配線することによって設計したチップである．本チップは，�個の���をサ

イコロの目に見立て，これを�から�まで繰り返し点滅するものであり，回路は，リング

オシレータ，分周器，�進バイナリカウンタ，および���用デコーダから構成されている．

リングオシレータ部を用いて，����������	
�����	
のインバータの遅延時間を測定する

ことができる．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

��������	
�	社�����������	
��	�版�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����



角　チップ種別：その他
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8bit ジョンソンカウンタを用いた7セグ LED表示付き16進カウンタ
広島市立大学情報科学部　　市川 裕二，井上 寛康，中村 完，福田 健，越智 裕之，

　　　　　　　　　　　　　窪田 昌史，児島 彰，寺内 衛

概要：集積回路の仕組みとトランジスタレベルおよびゲートレベルの回路の理解を深める

ことを目的とし，情報工学科�年生�名が，与えられたリーフセルをレイアウトエディタ

上で手動配置配線することによって設計したチップである．本チップは，�セグメント型

���に�から�までを順に繰り返し表示するものであり，回路は，リングオシレータ，分

周器，����ジョンソンカウンタ，および���用デコーダから構成されている．リングオシ

レータ部を用いて，����������	
�����	
のインバータの遅延時間を測定することができ

る．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

��������	
�	社�����������	
��	�版�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����



角　チップ種別：その他

3ビットジョンソンカウンタを用いた電子サイコロ
広島市立大学情報科学部　　上原 健一，木室 潤一，栗栖 裕，鈴木 宏治，越智 裕之，

　　　　　　　　　　　　　窪田 昌史，児島 彰，寺内 衛

概要：集積回路の仕組みとトランジスタレベルおよびゲートレベルの回路の理解を深める

ことを目的とし，情報工学科�年生�名が，与えられたリーフセルをレイアウトエディタ

上で手動配置配線することによって設計したチップである．本チップは，�個の���をサ

イコロの目に見立て，これを�から�まで繰り返し点滅するものであり，回路は，リング

オシレータ，分周器，�ビットジョンソンカウンタ，および���用デコーダから構成され

ている．リングオシレータ部を用いて，����������	
�����	
のインバータの遅延時間を

測定することができる．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

��������	
�	社�����������	
��	�版�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����



角　チップ種別：その他

救急車のサイレン
広島市立大学情報科学部　　斉藤 正嗣，中原 由憲，前田 志，三好 祐司，越智 裕之，

　　　　　　　　　　　　　窪田 昌史，児島 彰，寺内 衛

概要：集積回路の仕組みとトランジスタレベルおよびゲートレベルの回路の理解を深める

ことを目的とし，情報工学科�年生�名が，与えられたリーフセルをレイアウトエディタ

上で手動配置配線することによって設計したチップである．本チップは，圧電スピーカで

救急車のようなサイレン音を鳴らすものであり，回路は，リングオシレータ，音源用分周

器，タイミング用分周器，および可変分周器から構成されている．リングオシレータ部を

用いて，����������	
�����	
のインバータの遅延時間を測定することができる．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

��������	
�	社�����������	
��	�版�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　

試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：その他
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5bit ジョンソンカウンタを用いた7セグ LED表示付き10進カウンタ
広島市立大学情報科学部　　上野 直樹，北川 誠人，古殿 健太，宮道 敏広，越智 裕之，

　　　　　　　　　　　　　窪田 昌史，児島 彰，寺内 衛

概要：集積回路の仕組みとトランジスタレベルおよびゲートレベルの回路の理解を深める

ことを目的とし，情報工学科�年生�名が，与えられたリーフセルをレイアウトエディタ

上で手動配置配線することによって設計したチップである．本チップは，�セグメント型

���に�から�までを順に繰り返し表示するものであり，回路は，リングオシレータ，分

周器，����ジョンソンカウンタ，および���用デコーダから構成されている．リングオシ

レータ部を用いて，����������	
�����	
のインバータの遅延時間を測定することができ

る．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

��������	
�	社�����������	
��	�版�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����



角　チップ種別：その他

7セグ LED表示付き16進4bit カウンタ
広島市立大学情報科学部　　小澤 亮，前田 哲宏，松浦 恭平，森本 陽介，越智 裕之，

　　　　　　　　　　　　　窪田 昌史，児島 彰，寺内 衛

概要：集積回路の仕組みとトランジスタレベルおよびゲートレベルの回路の理解を深める

ことを目的とし，情報工学科�年生�名が，与えられたリーフセルをレイアウトエディタ

上で手動配置配線することによって設計したチップである．本チップは，�セグメント型

���に�から�までを順に繰り返し表示するものであり，回路は，リングオシレータ，分

周器，����バイナリカウンタ，および���用デコーダから構成されている．リングオシ

レータ部を用いて，����������	
�����	
のインバータの遅延時間を測定することができ

る．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

��������	
�	社�����������	
��	�版�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����



角　チップ種別：その他

かっこう
広島市立大学情報科学部　　宇田 育絵，柴田 舞子，長谷川 貢，藤井 浩子，越智 裕之，

　　　　　　　　　　　　　窪田 昌史，児島 彰，寺内 衛

概要：集積回路の仕組みとトランジスタレベルおよびゲートレベルの回路の理解を深める

ことを目的とし，情報工学科�年生�名が，与えられたリーフセルをレイアウトエディタ

上で手動配置配線することによって設計したチップである．本チップは，圧電スピーカで

「かっこう」の鳴き声のような音を鳴らすものであり，回路は，リングオシレータ，音源

用分周器，タイミング用分周器，および鳴き声生成器から構成されている．リングオシ

レータ部を用いて，����������	
�����	
のインバータの遅延時間を測定することができ

る．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

��������	
�	社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種

別：その他
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連動する2基の信号機
広島市立大学情報科学部　　中原 靖明，細江 由樹，吉井 康二，越智 裕之，窪田 昌史，

　　　　　　　　　　　　　児島 彰，寺内 衛

概要：集積回路の仕組みとトランジスタレベルおよびゲートレベルの回路の理解を深める

ことを目的とし，情報工学科�年生�名が，与えられたリーフセルをレイアウトエディタ

上で手動配置配線することによって設計したチップである．本チップは，�色の����組

を交差点の信号機のように点滅させるものであり，回路は，リングオシレータ，分周器，

タイミング生成回路，および���用デコーダから構成されている．リングオシレータ部を

用いて，����������	
�����	
のインバータの遅延時間を測定することができる．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

��������	
�	社�����������	
��	�版�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　

試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：その他

MOS構成に適したアナログ形PLLの試作（2）
秋田大学工学資源学部　　川元 雅紀，佐藤 紀章，宮前 亨，伊藤 文人，井上 浩

概要：我々は，ディジタル形���に対し，アナログ形���の利点を生かしながらも大幅

な回路の簡単化が可能となる新しい回路構成を提案してきた．����プッシュプル回路を

応用し，従来必要とされてきた分周器やチャージポンプ等を用いないアナログ形���を構

成することができ，回路全体の���化が容易になると考えられる．提案したアナログ形

���の動作検証することを目的に���を設計・試作した．試作した回路は，アナログ形

���の全体回路とその個別回路ブロック及びテスト回路，個別ブロックに含まれる基本回

路，および発振回路である．アナログ���の核となる����プッシュプル回路は，設計

プロセスに従い最適化して構成されている［�］．使用した回路素子は数���程度の周波数

帯域を想定したため大きくなった．

参考文献：［�］川元，伊藤，井上，“アナログ�������に用いる����プッシュプル回路の最適化”，“電子情報通信学会����年総

合大会”，�������，���������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	�

��コンバータなど）

デジタル，アナログ回路によるカオス系列の生成
熊本大学工学部　　井上 高宏，常田 明夫

熊本大学大学院自然科学研究科　　吉岡 大三郎，菅原 卓朗

概要：デジタル回路とアナログ回路の�つを設計した．アナログ回路は，一次元写像に基

づいた離散時間型カオス系列の生成回路を設計した．一次元写像として，アナログ回路で

の実現が容易（不可避な雑音等による揺らぎに対して頑健）で，かつ良好な統計的性質を

もつ区分線形�型写像を用いた．試作した回路は，スイッチトカレント技術を用いた離散

時間型電流モードアナログ����カオス回路で実現しており，演算部と遅延部で構成され

ている．デジタル回路は，負相関系列を生成する一次元写像に基づいた有限精度による最

大周期系列の����（符号長�）符号生成器である．

参考文献：［�］羽野，常田，濱里，江口，井上，“区分線形�型写像に基づいた����ア

ナログカオス回路の設計”，電気学会研究会資料，電子回路研究会，��������，���������（����年�月）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
�　トランジスタ数：���以上，�����未

満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）
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FG-MOSFETを用いたディジタル回路の試作
佐賀大学大学院工学系研究科　　山口 竜司，丸野 誠一

佐賀大学理工学部　　深井 澄夫

概要：本研究室では��（��������	
���	�����）���������を用いたアナログおよび，ディ

ジタル回路設計に関する研究を行っている．今回は，ディジタル応用回路として本研究室

で提案している���������を用いた�入力可変論理回路，及び全加減算回路の所望の動

作を確認することを目的として試作している．�入力可変論理回路は�入力���������

インバータ�個と�入力���������インバータ�個の合計�個で構成している．全加減

算回路は�入力���������インバータ�個，�入力���������インバータ�個，����

インバータ�個の合計�個で構成している．両回路の入力段である�入力���������イ

ンバータが回路動作のキーポイントとなっているために，別途�入力���������イン

バータを設計している．また，チップの有効利用を目的として，上記の回路をそれぞれ�個同一チップ内に設計している．

参考文献：［�］�����������	�
������������������������������	�
�����	��������
�����	�����������Ⅰ�����Ⅱ�����������	��
����������

�����（����）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
���	�������社���������	
���
�����社�����　トランジスタ

数：��以上，���未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

基本オペアンプ・フォールテッドカスコード内蔵のオペアンプ・簡易差動アンプ
の試作
佐賀大学工学系研究科　　石川 洋平，内田 正隆

佐賀大学理工学部　　深井 澄夫

概要：本研究室ではアナログ���の設計の研究を行っており，今回はアナログ回路の代表

的な回路ブロックである増幅回路を設計した．増幅回路の性能の比較を行うために，基本

構成オペアンプとフォールテッドカスコードを組み込んだオペアンプ及び我々が提案する

簡易差動アンプを試作している．簡易型で小さいサイズで満足できるような，������

����の縦�段構成の差動入力を持つ簡易差動アンプを設計している．これらの�つの増

幅器は差動増幅回路ブロック，電圧増幅回路ブロック，電力増幅回路ブロックで構成して

いる．簡易差動アンプの特性への影響が大きい入力部分の検証ができるように，別途トラ

ンジスタ単体で構成できるように作成している．

参考文献：［�］高木，“���アナログ電子回路”，昭晃堂

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����　トランジスタ数：��

以上，���未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータなど）

ブートストラップ回路を用いたSC電源回路の試作
熊本電波工業高等専門学校情報工学科　　江口 啓

概要：スイッチトキャパシタ技術を用いた電圧変換回路は，ノイズが少なく，集積化に適

するという特徴をもつ．なかでも，リング形の��－��電圧変換回路は，プログラマブ

ルに入力電圧を昇圧・降圧できるという特徴をもっている．本研究においては，スイッチ

トキャパシタ技術を用いたリング形��－��電圧変換回路の電圧変換効率を改善するた

めに，回路中のパワースイッチにブートストラップ回路を付加した回路を提案している．

今回の試作においては，キャパシタを外付けにするハイブリッド構成の回路を想定し，レ

イアウト設計を行った．提案回路は，オンセミコンダクタ社の�����プロセスを用いて，

�����角チップ上に設計し，試作チップ内には�つのパワースイッチ，�つのブートスト

ラップ回路ならびに，�つの無安定マルチバイブレータが実装されている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������	
�����社���������	
���
�����社�����������	　トランジスタ数：

�����以上，������未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータなど）
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注視方向判別回路の試作
熊本電波工業高等専門学校情報工学科　　江口 啓

概要：現在の医療の分野においては，患者の補助を行う機器の開発が重要である．本研究

においては，���患者のコミュニケーション補助を行うための基礎研究を行っている．具

体的には，患者が注視している文字盤上の文字の方向を判別するための回路を設計し，試

作している．試作��には，オンセミコンダクタ社の�����プロセスを使用し，�����角

のチップ上に，�×�の入力画像における注視方向を判別するための回路が試作されてい

る．設計回路は，入力画像のサンプリングを行うディジタル処理部分と，注視方向を決定

するために必要な演算を行うアナログ部に分かれている．将来的には，本��チップとヘッ

ドマウントディスプレイを組み合わせることによって，携行可能なコミュニケーション補

助システムを開発することを目的としている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������	
�����社���������	
���
�����社�����������	　トランジスタ数：���

以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

DRAMを用いたマルチコンテキストFPGA
千葉大学大学院自然科学研究科　　斉藤 宏史

千葉大学工学部　　伊藤 秀男

概要：本研究室では，����の欠陥検出手法について開発研究を続けている．現在は特に

複数の回路情報をデバイス内部に同時に保持することができるマルチコンテキスト����

に注目し，その欠陥救済法について研究を行っている．本試作では，考案中の検出法に対

し，検証，評価を行うため，マルチコンテキスト����チップを製作した．具体的に文献

［�］に示されるマルチコンテキスト����の�種である����（�����������	
����������	

����������）を試作した．����は回路情報の記憶に，����ではなく����を用いてい

るため，コンテキスト数（同時に保持できる回路情報数）を増やしたときの面積増加は小

さいが，通常の����より制御が困難である特徴を有する．

参考文献：����������	
������������
����
������������	��
������	��������������
����������	�
������������������������������

����������	
��	���������������	�������������	
�	������������		������������������	���
������������	�
����������������		
���		
�����

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：オンセミ�

��������	
����

角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

ビジョンチップと速度センサー
佐賀大学理工学部　　原 重臣

概要：ビジョンチップ：�������のアナログシリコン網膜に，側抑制強度が適応的に変化

する機能を付加したものである．チップに入射する光分布の局所的コントラストに応じて，

その場所の局所的側抑制強度が変化する．コントラストがステップ状に変化する時には

マッハバンド錯視が消滅するという視覚の性質を，シリコン網膜にも持たせようとした．

視細胞回路の出力電圧と水平抵抗ネットワークの電圧をバンプ回路に送る．その出力電圧

を水平抵抗回路のバイアス電圧とすることによって，適応的に水平抵抗回路の抵抗値が変

化するようにしている．�ピクセルを�次元に配置した第�回試作である．速度センサー：

���������らのアナログ速度センサーをそのまま試作してみた．これも�ピクセルの�次元

チップである．その他，アナログ電圧を出力するための出力用バッファを設計して使用し

た．

参考文献：�����������	���
������
����������������������	��
����	���������������������������	
�����������	
���������（����）

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：��������	�
��社���������	
���
�����社����������	
���������������������	


　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセ

ンサ
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高精度CMOS定電圧回路
富山県立大学大学院工学研究科　　金森 章，松田 敏弘，岩田 栄之

岡山県立大学情報工学部　　大曽根 隆志

概要：デジタル回路とアナログ回路を混載した���の必要性が高まっており，とくにアナ

ログ回路では高精度の基準電圧が必要である．本試作チップでは定電圧回路（基準電圧発

生回路）を����デバイスで実現した．所定の電源電圧・温度範囲で出力電圧の変動が

����％以下であることを目標としている．回路構成はバンドギャップリファレンスの原理

を応用しており，低消費電力も同時に実現している．今回，定電圧回路に入力される電源

電圧の変動を抑えるための回路を導入した．その回路と定電圧回路を接続することで，さ

らに高精度な出力電圧が期待される．また，基準電圧発生部のトランジスタの���比をさ

らに細かく調整可能な������を配置し，本定電圧回路に最適なトランジスタのサイズを

決定できるようにした．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：���（特性評価回路など）

ノイズ低減評価用オペアンプチップの設計
富山県立大学大学院工学研究科　　麻生 啓太，松田 敏弘，岩田 栄之

岡山県立大学情報工学部　　大曽根 隆志

概要：近年，マイクロマシン技術を応用した小型で高性能なセンサが開発されており，出

力信号が微小である小型半導体加速度センサのための増幅回路���が必要となる．また扱

う信号が微小であるため，ノイズの影響が無視できない．そこでオペアンプの出力ノイズ

の評価と低減を目的として本チップの設計を行った．本チップ上には，今回ノイズ低減の

方法として，入力段の������のゲート����を等倍に大きくする等の対策をしたオペア

ンプ�つとその比較用に前回設計したオペアンプを配置している．またゲートの大きさ変

更した������の特性を単体で評価できるように独立した������を�つ配置した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	�

���������	�社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角

　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータなど）

スイッチング電源制御用LSI の開発
富山県立大学大学院工学研究科　　中山 剛，松田 敏弘，岩田 栄之

岡山県立大学情報工学部　　大曽根 隆志

概要：近年，電子機器などの進展，普及により電源にはより小型化，高効率化などが求め

られている．スイッチング電源の小型化，高効率化などを実現するために安定制御が行え，

汎用性を持った制御用���が必要となる．今回の試作では，制御用���内部の試作ブロッ

クの内，誤差増幅器，発振回路を設計した．誤差増幅器のゲインは，出力電圧や電流の精

度に大きく影響を与えるので，数百��帯でのゲインを高く保たなければならない．また

高周波のスイッチング周波数に対応させるため，高速応答が必要となる．試作回路はパラ

メータの違いによる特性の変化を評価するために�種類の誤差増幅器を設計した．発振回

路はクロックとして使用するため，周波数の安定性が求められている．試作回路は発振回

路全体を�種類と発振回路内の各ブロックの特性を評価するために�ブロックに分割したものを配置した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナデジ混載
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スイッチング電源制御LSI 用出力回路の設計
富山県立大学大学院工学研究科　　中山 剛，松田 敏弘，岩田 栄之

岡山県立大学情報工学部　　大曽根 隆志

概要：スイッチング電源内部の貫通電流は，内部素子の破壊や，効率低下の原因となる．

このため電源内に貫通電流防止回路が必要である．今回は貫通電流防止回路の簡略化のた

め制御用���の出力ブロックに遅延時間設定端子を設けた回路を設計した．出力回路は�

種類を用意し，�つは遅延時間制御のない回路，他の�つは外部から遅延時間を制御できる

回路を設計した．遅延時間制御の無い回路は外部からの遅延時間制御を行わず，入力信号

をそのまま出力信号として出力する回路となっている．遅延時間制御付き回路は���の

ゲート電圧を変化させることによって電荷の放電時間を変化させ，遅延時間を制御する方

式を用いている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：オンセミ���������	
����

角　チップ種別：アナデジ混載
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フローティングゲートMOS（neuMOS）回路技術を用いた高速・低消費電力
CDMAマッチトフィルタ
東京大学工学系研究科　　山崎 俊彦

東京大学工学部　　福田 智洋

東京大学新領域創成科学研究科　　柴田 直

概要：フローティングゲート���（������）技術を用いて，高速・低消費電力なアナロ

グ����マッチトフィルタを開発した．高速動作のために�ステップ演算方式を開発し，

低消費電力のためにディスチャージ型サンプル・ホールド回路を採用した．演算アルゴリ

ズムを根本から見直すことによって演算に参加するキャパシタンスの数を減らし，さらな

る低消費電力化も実現した．また，アナログシフトレジスタを用いる代わりに��コード

をシフトさせて相関演算する手法を開発し，より高精度な演算が可能となった．実際の測

定により完全な動作を確認した．

参考文献：����������	
���������
���������	�����������	��
����������������	����������	��
����������������������������������

�������������	
���������	��������	�������������	�
���	�
�����������������������	
�����������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：アナログ

（����������	��	コンバータなど）

高感度・広ダイナミックレンジ微弱変調光検出センサ
東京大学工学系研究科　　大池 祐輔

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター（VDEC）　　池田 誠，浅田 邦博

概要：我々は光投影法三次元計測システムにおいて，微弱な投射変調光を高い感度で検出

するポジションセンサを提案した．本センサは変調光検波方式と画素回路の工夫により，

高感度変調光検出を広い背景光強度レンジで実現できる．背景光強度に対する検出可能な

投射光強度の比（���）は最大で�������であり，���������以下の高感度検出を����以上

の背景光レンジで実現する．また，変調光検波によって選択的な投射光検出が可能なため，

死角の少ない複数投射光源を用いたシステムの実現を容易にする．本センサは���×���

画素を有し，我々の構築した計測システムでは������の距離に対して���％程度の計測精

度を実現した．

参考文献：���������	��
������������������������������	
�����
�������������	�	�����������	
��������
������������������������×

����������	�
�������������������������������	�
�
�������
����������（�����）���������	
�����	����������������������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
��������社��������	
������社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：イメージ

センサ�スマートセンサ

1T2C型強誘電体メモリ用センスアンプの設計（1）
東京工業大学フロンティア創造共同研究センター　　平山 智久，山本 修一郎，石原 宏

概要：����型強誘電体メモリ［�］に用いるセンスアンプについて���を設計・試作した．

����を通じた���試作では強誘電体キャパシタの実際の作製は行えないので，����型強

誘電体メモリセルの模擬の為にトランジスタのゲート端子に�つのキャパシタを接続し，

それぞれを入力端子と扱うことで模擬セルとした．入力のキャパシタサイズの違うものを

いくつか設計し，強誘電体メモリセルの特性ばらつきを模擬できるようにした．なお，セ

ンスアンプはカレントミラー型の構成とした．

参考文献：［�］��������	
	���
����	�����	���������������������	
�����������������
�������������

����������	
����������������������
��������������	�
����������������������������	（����）����

���������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：���（特性評価回路

など）

平成13年度　第2回　ロームCMOS0.6��チップ試作
（ROHM012）
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1T2C型強誘電体メモリ用アクセスパターン生成回路
東京工業大学フロンティア創造共同研究センター　　山本 修一郎，石原 宏

概要：����型強誘電体メモリ［�］に用いる周辺回路の設計と���の試作を行なった．

ワードライン，ビットライン共に�本の�×�のセルアレイを想定し，ワードライン・ビッ

トラインへのアクセスパターン生成の回路を設計すると共に，電源回路なども混載した．

電源回路については単に分圧して電圧を発生するのではなく，出力によるフィードバック

で充放電が可能なものとし，電荷流出入による電位変動を防ぐようにした．����メモリ

の動作の必要上，ワードラインやビットラインには�種類の電圧値が出力されるため，コ

ンパレータで比較しデジタル出力をとって，予期したアクセスパターンが生成されている

ことを確認した．

参考文献：［�］��������	
	���
����	�����	���������������������	
�����������������
�������������

����������	
����������������������
��������������	�
����������������������������	（����）�������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
����社������

���������	
���社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
�

�����角　チップ種別：���（特性評価回路など）

4並列演算型画像フィルタリングプロセッサ
東京大学新領域創成科学研究科　　伊藤 潔人，柴田 直

東京大学工学系研究科　　山崎 英男

概要：画像処理で最も汎用的なアルゴリズムである画像フィルタ演算を高速に実行するプ

ロセッサである．新たに開発した����������	
���	������という画素データのメモリマッ

ピング方式により，画素データの冗長な読み出しや複雑なアドレス計算という問題を解消

し高速な処理を実現した．��������の����とコンボルーション演算器によって構成され

た���������	
������（��）を��個配置し，それらを同時に動作させることで，単一のカー

ネルに対するコンボルーション演算を�クロックサイクル内で異なる�カ所に同時に実行

することが可能である．集積度を高めるために��及び主要演算回路はフルタカスタム設

計を行い，プロセッサのコントローラ部分は��������	
�を用いて設計した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　

試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

電流演算型エッジ検出フィルタ
東京大学工学系研究科　　松野 知紘，三田 吉郎

東京大学新領域創成科学研究科　　柴田 直

概要：隣接セル間の配線のみで，第�近傍までのセルとデータ通信が行えるアーキテク

チャを考案し，エッジ検出イメージセンサ回路に応用した．垂直・水平・＋��度・－��

度の�方向に関して，各点でのエッジの有無を検出できる．このアーキテクチャでは，�つ

のセルに�つの演算回路（��）とフォトダイオード（��）を含む従来型のセルではなく，

セルの中心に��を，�隅に��を配置する．そして以下のように�段階の演算を行う．ま

ず，セル内で�隅の��からの情報を用いて演算を行い，�つのデータを得る．次にその

データを隣接する上下左右�つのセルに渡し，各セルでは上下左右�つのセルから渡され

たデータに対して演算を行う．この方法により，必要な配線数を劇的に減らすことができ

る．本チップは電流演算方式を採用することで，加算が簡単なワイヤードサムで実現できる，電流の向きを正負に対応させて負の

量を扱うことができる，高速動作が期待できる，という利点がある．要素回路として，��の情報を電流値に変換する回路，電流

の減算回路，絶対値回路，およびコンパレータ回路が含まれている．本チップはセル数が��×��，セルサイズは�����×�����，

開口率は約�％となっている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：イメージセン

サ�スマートセンサ



77

アナログ電流を用いた画像フィルタリングLSI
東京大学新領域創成科学研究科　　田口 晶康，柴田 直

概要：画像に対して特徴抽出を行う際，様々なフィルタリング処理が必要となる．フィル

タリング演算によりエッジ強調やノイズ除去など，さまざまな初期的画像処理が行われる

が，従来のデジタルフィルタリングプロセッサではどうしても全体のピクセル数オーダの

演算クロックが必要となる．そこで������������	
������	�����	�����と呼ぶ新たなアーキテ

クチャを導入し，必要クロックが画像の縦と横のサイズの和のオーダで様々なフィルタリ

ング処理が実現可能な回路を作成した．またアナログ電流によるデータ表現を行っており，

電流値を押さえることで低消費電力化が計れる．また回路動作�データ処理を方法をかえ

ることでさまざまなフィルタリング処理を実現可能とした．この���では��×��������	の

画像が扱える構成となっている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処

理プロセッサ

モード切替PLL回路
大阪大学大学院工学研究科　　伴 彰浩，谷口 研二

概要：���（��������	
�������）回路は，チップ外部より入力される低周波信号からチッ

プ内部で高周波の信号を生成する基本的なアナログ回路であり，クロック生成回路，周波

数シンセサイザなどに用いられる．この回路は，周波数位相比較器，チャージ・ポンプ回

路，ループ・フィルタ，電圧制御発振回路，分周回路より構成される．　今回試作した���

は，����の入力信号より周波数逓倍した信号（�����）を出力する機能を有する．本���

は，ループゲイン特性をディジタル的に変化させる機能を有する．これは，入力信号の位

相とフィードバック信号の位相に大きな差がある，引き込みモードにおいて，���のルー

プゲイン特性を変化させ，システムの角自然周波数を増大し高速ロックを達成するためで

ある．本チップは，電源電圧���������ミクロン����プロセスに基づいて設計した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
�　トランジスタ数：������以上，

�������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータなど）

低電圧用パイプラインA/D変換回路
大阪大学大学院工学研究科　　尾関 俊明，谷口 研二

概要：ディジタル回路の微細化，低電圧化に伴いアナログ回路にも低電圧動作が要求され

る．パイプライン���変換回路は，低電圧化，低消費電力化に適した���変換回路として

研究開発が活発に行なわれている．本チップでは低電圧用パイプライン���変換回路の設

計を行った．また，参照電圧を可変で動作させるために，������の各段のバイアス電流

を外部から可変にし，������のゲイン・周波数特性を最適化できるようにした．本回路

により，パイプライン���変換回路における参照電圧と消費電力の関係について検証を行

うことを目的とする．電源電圧����，精度��ビット，動作速度��サンプル／秒で動作

することを回路シミュレーションにより確認した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社������

������　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：アナログ（�����

���������コンバータなど）
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高速動作を維持しつつ待機時消費電力の削減を目的とした各種演算回路とクロッ
クパルス発生器
中央大学理工学部情報工学科　　天川 慶太郎，渡邊 友樹，近藤 将斗，江井 友美，

　　　　　　　　　　　　　　　小田 千尋，原田 知親，榎本 忠儀

概要：アルゴリズムの改良により回路規模を削減し，クリティカルパスとそれ以外の部分

にバックゲートバイアスによって異なる閾値を設定し，動的制御可能な電圧レベル変換器

（���）を適用することで動作速度を維持したまま待機時消費電力の削減を実現した�����

���，平方根回路，平方根除算回路，����累算型差分絶対値和回路を試作した．また，微

細化に伴う制御回路の出力レンジ縮小による発振周波数幅の縮小を段数で補うための

���と，それを用いた���回路の試作を行なった．

設計期間：��人月以上　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����

社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　

チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

待機時消費電力削減を実現した動的制御可能な電圧レベル変換器（SVL）の特性評
価回路，貫通電流測定評価回路，SVLを用いた各種演算回路とメモリ回路
中央大学理工学部情報工学科　　天川 慶太郎，杉山 明生，伏島 敦史，浅野 幸宏，岡 佳憲，

　　　　　　　　　　　　　　　鹿野 裕明，原田 知親，榎本 忠儀

概要：動作速度を維持したまま待機時消費電力の削減を実現した動的制御可能な電圧レベ

ル変換器（���）の特性評価用回路���を試作した．また，動作時消費電力のうち，貫通

電流による消費電力を評価するための���を試作した．測定対象インバータを駆動する

ドライバのファンアウト数と，測定対象インバータのファンアウト数が異なる組み合わせ

のインバータから構成される．さらに，���を用いて，������進桁上げ先見加算回路

（���）�����������乗算回路，��������	
�回路，��������	
レジスタファイルを設計し，試

作を行なった．

設計期間：��人月以上　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	

　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算

器など）

モバイルコンピューティング用マルチメディアプロセッサチップ
引前大学理工学部　　深瀬 政秋

概要：携帯電話などのマルチメディアモバイルコンピューティング用プロセッサの性能・

仕様を飛躍的に向上させる技術を検討した上で，���������と名付けたプロセッサチップを

開発した．モバイル化に必須の低電力を維持しつつ��プロセッサ並みのスピードを得る

ために実行段をウェーブパイプライン化し，インターネット上でのマルチメディアと通信

セキュリティに対処可能とするために����と���と��������の技術を融合した．動作

周波数は同等プロセスの��プロセッサ並みの������を示すことから，設計全体の調整

は妥当である．テスタによる測定はない．

参考文献：深瀬�政秋，塩路�和秀，今井�礼大，村上�大祐，三国�勝志，“モバイルコンピュー

ティング用マルチメディアプロセッサの設計と開発”，信学技報，��������，�������

（�����������	��
），�������，�������月

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社�������������	�
���社��������	
�������������社�������　トランジス

タ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：マイクロプロセッサ
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SFQ/CMOSハイブリッドメモリの試作
横浜国立大学大学院工学研究院　　吉川 信行，宮川 英明，藤原 完

概要：我々は���論理回路の高速性と����論理回路の高集積性を組み合わせた高速ハ

イブリッドクライオメモリの実現を目指している［�］．本メモリシステムは����での動作

を仮定しており，メモリーセルには�トランジスタ����セルを採用している．そのため，

不揮発，非破壊のメモリ動作が可能である．また，高感度の超伝導センスアンプを用いる

ことによりサブナノ秒のアクセスタイムが可能となる．本チップでは，��������	
���

ハイブリッドメモリシステムの試作を行った．実験により低温動作�トランジスタメモリ

セルの正常動作を検証することができた．

参考文献：［�］����������	�
������	��������������	����������	
�������������������������������

���������	
��������������
������
���������	�
����	��	���������������������������	�
����


����������	


������������������������������（����）��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：ニューテクノロジ

フラッシュ・パイプライン複合型A/Dコンバータ
東北大学大学院工学研究科　　高橋 和史，小谷 光司

東北大学未来科学技術共同研究センター　　大見 忠弘

概要：パイプライン型���コンバータはシンプルで高スループットであるが誤差の伝播が

問題となる．特に初段のステージの精度がその���コンバータの精度を決定付ける．従来

のパイプライン型���コンバータで分解能�����，サンプリング周波数���������	
�：

������とすると，演算増幅器に対する要求は開ループ利得：�������，カットオフ周波数：

��������，ユニティゲイン周波数：������と非常に困難である．そこで初段にフラッシュ

型，後段にパイプライン型を複合させたフラッシュ・パイプライン複合型���を提案する．

最初に精度を確保し，後段のステージ数に抑えることにより，初段の���比を劣化させる

ことなく後段への要求が軽減される．本試作では初段����，後段���������の�����のフラッ

シュ・パイプライン複合型���コンバータを集積した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：

���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータなど）

FPGAによる設計・検証からチップ試作へ
東京大学大学院情報理工学系研究科　　酒造 正樹，尾上 弘晃，菅 哲朗，松本 潔，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　下山 勲

概要：東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻の大学院演習に基づくチッ

プ試作．修士課程�年生が演習にて����を学んだ．その経験を活かして，チップ試作に

挑戦した．東大����から用意されているライブラリを用いて，論理合成，配置配線の作

業の流れを学んだ．本試作では���を構成する位相比較機と分周期を試作した．位相比

較器はフリップフロップからなるものを，分周期はカウンタを用いて����で記述した．

���やチャージポンプ部分については今後付け加えるものとした．����にて動作を検証

した����を��������社の��������を用いて論理合成した．さらに，������社の��������

と������にて配置配線を行った．また�������社の�������にてデザインルールチェック

を行った．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
����社�

����������	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：アナログ�デジタ

ル信号処理プロセッサ
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人工視覚曲げ特性評価用TEG
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科　　飯盛 慶一，Ng David，香川 景一郎，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田 淳

概要：網膜下埋め込み用ビジョンチップに向けて，眼球の湾曲に対する素子特性を評価す

るための���チップ．チップ上にビジョンチップに用いる基本的な素子を選び方向を変

えて配置した．配置した素子としては，������（�����������で���を変えたもの）��

���（���������	��
����）�����������	���
�（���������	��
�����������
），リング発振器な

どである．また白金電極形成実験用の電極パターンも形成した．パッド間隔は�����と

した．

参考文献：���������	
，飯盛�慶一，香川�景一郎，徳田�崇，太田�淳，布下�正宏，“人工視

覚用パルス周波数変調（���）方式イメージセンサ画素特性の歪依存性”，春季応物学会講

演予稿集，���������，�������（�����．�

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
����



角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

共鳴トンネル論理ゲートMOBILEのエミュレーション回路とそれを用いた
DTCNNのためのテスト回路
名古屋大学工学研究科　　丹羽 壮平，前澤 宏一，水谷 孝

概要：我々は，超高速，超高周波動作が可能な量子効果素子である共鳴トンネル素子と高

集積������の融合を目指した研究を行っている．本研究は，共鳴トンネル素子のエミュ

レーション回路を�������で構成することにより，将来の共鳴トンネル／����集積回

路の動作およびその優位性を検討することを目的としている．ここでは超高速・高機能な

共鳴トンネル論理ゲートである������を用いた������������������	
���の実現を目指し，

その基本回路を検討した．搭載した回路は������のエミュレータ回路，光入力用のフォ

トダイオード，重み可変可能な積和演算回路などである．共鳴トンネル素子を直列接続す

る������のエミュレーションのためにはドライバ側，ロード側に使用する�種類の負性

抵抗素子を設計した．

参考文献：丹羽，岸本，前澤，水谷，��������	
	�
��	��	�������	�����	
��������	
�����	����	�
���	�	���������������	
�������	����	����	

�������������	�
���
�
（����）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

���������	
��������社�����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：

ローム���������	
����

角　チップ種別：ニューテクノロジ

負性抵抗素子を用いたCellular Neural Network
名古屋大学工学研究科　　丹羽 壮平，前澤 宏一

名古屋大学　　水谷 孝

概要：我々は，超高速，超高周波動作が可能な量子効果素子である共鳴トンネル素子と高

集積������の融合を目指した研究を行っている．ここでは超高速・高機能な共鳴トンネル

論理ゲートである������を用いた�×�の������������������	
���を検討した．負性抵

抗素子としては以前検討した����によるエミュレーション回路を採用し，これを用いて

������を形成した．各セルは画像入力用フォトダイオードと二つの������からなる．

二つの������は，それぞれ，重み付きしきい値論理素子，状態を記憶するラッチ素子と

して働く．また，入力の重みは外部電圧でコントロールできるように設計した．���は各

セルで同一の重みを使うため，外部電圧はセルの近傍の数だけでよい．これによりリアル

タイムでのセル機能可変が可能となり，多様な処理を実現できる．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社����������	
��������社����������	
��������社�

����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
�

�����角　チップ種別：ニューテクノロジ
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集積化磁気センサTEG
茨城大学工学部　　木村 孝之，白木 広光

概要：磁気センサを製作する際には，一般的に移動度の高い����や����などの材料が用

いられる．一方，��はこれらの物質に比べて移動度が低いため，磁気センサを構成する場

合は感度が低くなり使用が難しい．本試作では，��のバルク材料としての性質ではなく，

�������の反転層を用いた集積化ホールセンサ［�］を製作した．設計したセンサは

��������～�であった．また，比較のために，ソース・ドレインの�拡散層を用いたバル

クタイプのホールセンサも製作した．測定の結果，反転層を用いたホールセンサで�����

（��������）の電圧が得られた．バルクタイプのホールセンサでは，�����（��������）

であった．今回試作した反転層を用いたホールセンサは，バルクタイプのホールセンサよ

りも感度が高いことがわかった．しかし，����や����の感度（��～�����：��������）

よりも低い．これは�������の増幅回路を加えることで問題では無くなる．

参考文献：������������	
�����������������������������	
�����	��
����（���）�����������	
��������������������������������	
��	�����

���（����）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：

���（特性評価回路など）

フォトダイオードTEGおよびPDアレイ他
公立はこだて未来大学システム情報科学部　　秋田 純一

概要：眼球運動検出などの高速な視覚情報処理系の実現を目標とし，受光素子と信号処理

回路を同一チップ上に集積した，いわゆるビジョンチップの試作を行うために，主にアナ

ログ回路の設計と試作を行った．本試作チップでは，光電流測定のためのフォトダイオー

ドとアンプ，および�×�画素のフォトダイオードアレイを設計した．また最終的に「画

像の意味」を出力するイメージセンサを目的とし，その第一歩として，二次元平面中の対

象点の位置の座標を出力するための高速アルゴリズムと回路構成を考案し，その評価回路

として�，�軸の�次元プライオリティエンコーダと，画像中の複数の対象点を順にマスク

し，�点ずつ評価するための順次マスク回路の評価回路も設計した．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社������

������　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：���（特性評価回路な

ど）

平面の4進木探索回路
公立はこだて未来大学システム情報科学部　　秋田 純一

概要：�次元平面中の位置を特定するアルゴリズムの�つに，一次元における二分法を二

次元に拡張した�進木探索がある．このアルゴリズムでは総点数�に対して�（���（�））

での探索が可能である．またこの�進木探索をノードオートマトンの木構造による回路に

よって実現すると，�進木探索の過程と，その回路配置とがよく対比がつく構成となる．

言い換えれば，レイアウトが持つ形状と機能とが直結している例となる．この�進木探索

を題材とし，とかく内部の動作がブラックボックスとなりがちな���の動作を，視覚的に

可視化することで，その動作を直感的に深く理解し，形状と機能との対比を体験できるイ

ンタラクティブな展示物の製作を目標とし，本試作チップの設計を行った．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社������

������　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：その他
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光切断法に基づく640×480実時間3次元イメージセンサ
東京大学工学系研究科　　大池 祐輔

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター（VDEC）　　池田 誠，浅田 邦博

概要：我々の提案するダイナミック回路を利用した高速読み出し手法と適応閾値・時間領

域近似��変換回路は，これまでの高速なポジションセンサと異なり�トランジスタの小

型な画素回路でリアルタイム�次元計測を実現する．時間領域近似��変換回路は投射光

の輝度分布を取得でき，重心演算に利用することでサブピクセル精度の向上を図れる．

���×���（���）の解像度を有するリアルタイム�次元イメージセンサの試作を行い�

次元計測システムを構築した．測定では最大で���枚�秒の距離画像を取得可能であるこ

とを示した．また，最大計測誤差は������に対して������であった．

参考文献：���������	��
�����������������������×��������	
�������������������������

�����������	
��������������	������������������	�
�����������������������������	�
�����������������������������（����������	
���）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
��������社��������	
������社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：イメージ

センサ�スマートセンサ

簡易2値化回路を画素内に有する行単位高速有意画素検出センサ
東京大学工学系研究科　　根塚 智裕，大池 祐輔

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター（VDEC）　　池田 誠，浅田 邦博

概要：光切断法三次元形状計測では投射したシート状の光の位置を高速に検出する必要が

ある．我々は�トランジスタの画素回路に行アクセスの際に画素値が�値化されて読み出

せる機能を埋め込み，高速な行単位アクセスと有意画素検出回路を提案した．本センサは

小型な画素による高解像度化を可能とし，さらに��画素を超えるような高解像度でのリ

アルタイム�次元計測を実現する読み出し速度を可能にする．本試作では���×���画素

（���フォーマット）とツリー型プライオリティエンコーダを有するリアルタイム�次元計

測向けイメージセンサを試作した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
��������社��������	
�

�������社����������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
�

�����角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

1T2C型強誘電体メモリ用センスアンプの設計（2）
東京工業大学フロンティア創造共同研究センター　　平山 智久，山本 修一郎，石原 宏

概要：����型強誘電体メモリ［�］に用いるセンスアンプについて���を設計・試作した．

����型強誘電体メモリセルの模擬の為，トランジスタのゲート端子に�つのキャパシタを

接続し，それぞれを入力端子と扱うことにより����型強誘電体メモリの模擬セルとした．

入力のキャパシタサイズの違うものをいくつか設計し，強誘電体メモリセルの特性ばらつ

きを模擬できるようにした．なお，センスアンプはカレントミラー型の構成とした．ロー

ム����年度第�回試作の設計修正版である．

参考文献：［�］��������	
	���
����	�����	���������������������	
�����������������
�������������

����������	
����������������������
��������������	�
����������������������������	（����）����

���������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：���（特性評価回

路など）

平成13年度　第3回　ロームCMOS0.6��　チップ試作
（ROHM013）
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1T2C型強誘電体メモリ用周辺回路
東京工業大学フロンティア創造共同研究センター　　山本 修一郎，石原 宏

概要：����型強誘電体メモリ［�］に用いる周辺回路の設計と���の試作を行なった．

我々は����の���試作を通して回路設計の先行評価を行っている．我々のもつ���作製

プロセスではポリシリコン抵抗の使用が困難であるので，ローム����年度第�回試作で作

製した�×�のセルアレイのワードライン・ビットラインアクセスパターン生成回路をポ

リシリコン抵抗なしで設計した．また負電圧の使用が想定されることから負電圧発生回路

を設計・試作した．����型強誘電体メモリの読み出し時のビットラインの電位上昇は好

ましくないので，����型強誘電体メモリ用に改良したクロスカップル型のセンスアンプ

も設計した．

参考文献：［�］��������	
	���
����	�����	���������������������	
�����������������
�������������

����������	
����������������������
��������������	�
����������������������������	（����）�������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
����社������

���������	
���社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
�

�����角　チップ種別：���（特性評価回路など）

電流モード多値論理フィールドプログラマブルディジタルフィルタ
東北大学大学院情報科学研究科　　出川 勝彦，青木 孝文，樋口 龍雄

概要：本研究グループでは，冗長算術演算アルゴリズムと電流モード多値集積回路技術を

組み合わせることによる，高性能かつ高密度な算術演算����の実現を目指している．

��������	
����������
�����������（����）は，係数と演算語長および次数が任意にプログラ

ムできる，���フィルタ専用の再構成型デバイスである．本試作においては，冗長�進

�����������	（��）数系と双方向多値電流モード回路を組み合わせた電流モード多値論理

��������	
����������
�����������（����）の試作を行った．本チップは，従来の二値論理に

よる����と比較して，同等性能のフィルタを��％の面積で実現することができる．また，

������シミュレーションにより，本チップの消費電力は，二値論理による����の消費電

力の��％に削減可能であることを確認した．本チップは���テスタによる測定により，動

作確認を行った．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	
�	�����

社�����　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：アナログ�デジタ

ル信号処理プロセッサ

機能回復機構実現のための2重化 FPGAの試作
仙台電波工業高等専門学校情報工学科　　津田 真人，鹿股 昭雄

東北大学工学研究科・工学部　　阿部 茂樹

東北大学大学院情報科学研究科　　青木 孝文，樋口 龍雄

概要：部品の交換などで人間の介在が困難なシステムに用いられる集積回路の故障に対処

するため，自律的に機能回復機構を有する����の試作を行った．本チップは，機器組込

みを考慮して簡易なアルゴリズムにより機能回復が可能なシステムの実現を目指しており，

����が再構成可能であることを利用し，その内部構成である論理ブロックや配線経路を

すべて�重化することで論理ブロックおよび配線単位で故障の検出，故障箇所の特定が可

能となる．機能回復は，故障の有無，箇所などの情報をホストコンピュータが取り入れ，

規則的なアルゴリズムにより故障回避する新しい構成情報を容易に生成し，それを本チッ

プに再ロードすることにより故障前と同じ機能が実現できる．

参考文献：津田，鹿股，阿部，青木，樋口，“�重化����とその機能回復機構の実現”，平成��年度電気関係学会東北支部連合大

会，����，���������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種

別：演算回路（乗算器，除算器など）
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汎用デジタルVQプロセッサ
東京大学新領域創成科学研究科　　小川 誠，柴田 直

概要：多くの知的情報処理で基本演算となるマッチング（��）を高速に処理する専用プロ

セッサ．��プロセッサはオンチップメモリにテンプレートベクトルを記憶し，入力ベク

トルとの距離が最も近いものを出力する．従来の��プロセッサと異なり今回設計・試作

を行ったプロセッサは高性能を維持しつつ柔軟な処理が可能と成っているのが特徴である．

まず，新たに高速の��������	
��	��������������	����回路により並列処理の難しい最

大・最小検索（���������	��
�����
）を高速に処理可能となった．また，より高度な情

報処理で必要なソーティング等の機能ももつ．さらに，多数の入力を持つ���では，単一

アドレスで複数の入力を同時に指定することで高速・柔軟なマスク処理を行う．これによ

り，テンプレートベクトルの構成を応用に合わせて柔軟に変更可能となっている．測定の

結果電源電圧���������	
������で動作することを確認した．

参考文献：����������	�
����������
����������������������	
���������������������������������	�
��	���	�
����	����
�������������	
����

�����������	
���������������	����	����������	�
���
�����������������������������	
�������������������������������	�	��
	���������

������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：アナログ

�デジタル信号処理プロセッサ

フローティングゲートMOS（neuMOS）を用いた電圧型エッジフィルタ
東京大学工学系研究科　　松野 知紘，三田 吉郎

東京大学新領域創成科学研究科　　柴田 直

概要：隣接セル間の配線のみで，第�近傍までのセルとデータ通信が行えるアーキテク

チャを考案し，エッジ検出イメージセンサ回路に応用した．垂直・水平・���度・���度の

�方向に関して，各点でのエッジの有無を検出できる．このアーキテクチャでは，�つのセ

ルに�つの演算回路（��）とフォトダイオード（��）を含む従来型のセルではなく，セル

の中心に��を，�隅に��を配置する．そして以下のように�段階の演算を行う．まず，セ

ル内で�隅の��からの情報を用いて演算を行い，�つのデータを得る．次にそのデータを

隣接する上下左右�つのセルに渡し，各セルでは上下左右�つのセルから渡されたデータ

に対して演算を行う．この方法により，必要な配線数を劇的に減らすことができる．本

チップは，演算方式としてフローティングゲート���（������）を用いた電圧演算型を採用することで，加算・減算が簡単な回

路で実現できるという利点がある．要素回路として，��の情報を電圧に変換する回路，電圧の加算・減算回路，およびコンパレー

タ回路が含まれている．本チップの仕様は，セル数が��×��，セルサイズは�����×�����，開口率は約�％となっている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：イメージセンサ�スマート

センサ

アナログ相関回路を用いた実時間Motion Detector 回路
東京大学工学系研究科　　山崎 俊彦

東京大学新領域創成科学研究科　　梅島 誠之，柴田 直

概要：我々の研究室では，動いている物体の位置と速度を実時間で検出するイメージセン

サの研究を行っている．昨年度の試作では我々の研究室で独自に開発した「疑似�次元ア

ルゴリズム」を用いて，イメージセンサの周辺にのみ演算回路を配置した簡単な構造で複

雑な背景上を動く物体でも正確にその動きを検出することが可能であることを示した［�］．

しかし，複数の物体が同時に動いている場合などへの対応には比較的複雑なアルゴリズム

を必要とするなどの問題があった．そのため，本試作では新たに�ピクセル毎に我々の研

究室で開発しているアナログ相関演算回路を埋め込み，より正確に，またロバストに動い

ている物体の位置と速度を検出できるアーキテクチャを考案した．本チップは動作テスト

用に試作されたもので，��×��������のセンサ内で動いている物体の速度（±��������	
	�����以内）のみを検出できるように設計

されている．

参考文献：［�］��������	�	
��������	�	����������
����������	
��������	������������
����������	��
��
��������	���	���	��������

��������	�
���
��������������������������������������	�

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：イメージセンサ�スマート

センサ
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アナログ電流を用いた画像フィルタリングLSI
東京大学新領域創成科学研究科　　田口 晶康，柴田 直

概要：画像に対して特徴抽出を行う際，様々なフィルタリング処理が必要となる．フィル

タリング演算によりエッジ強調やノイズ除去など，さまざまな初期的画像処理が行われる

が，従来のデジタルフィルタリングプロセッサではどうしても全体のピクセル数オーダの

演算クロックが必要となる．そこで������������	
������	�����	�����と呼ぶ新たなアーキテ

クチャを導入し，必要クロックが画像の縦と横のサイズの和のオーダで様々なフィルタリ

ング処理が実現可能な回路を作成した．またアナログ電流によるデータ表現を行っており，

電流値を押さえることで低消費電力化が計れる．また回路動作�データ処理を方法をかえ

ることでさまざまなフィルタリング処理を実現可能とした．この���では��×��������	の

画像が扱える構成となっている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処

理プロセッサ

電気的中心窩構造を有するvision chip
東北大学工学研究科　　中川 源洋，小柳 光正

概要：人の視覚情報処理システムでは，網膜の周辺部に解像度の小さな部分と，中心部の

中心窩と呼ばれる解像度の非常に高い領域を持つことで，全体のデータ量を抑えながら，

対象の高解像度の画像を得ることができる．また周辺視野内のデータ量不足に関しては，

サッカードと呼ばれる高速の眼球運動によって，注視したい領域を中心窩で捉え，画像を

再構成することで補っている．しかし，そのような高速な眼球運動を機械的に模擬し，実

現することは困難である為，電気的に中心窩の位置を移動できる画像処理チップを設計し

た．本チップは，全画素内の最大値となる画素が発火し，その後発火しない潜伏期に入る．

中心窩からの距離に比例した潜伏時間を与えることで，周辺の画素ほど，発火確率が小さ

くなる．出力画像は，各セルの発火頻度として得られ，その際，周辺画素の発火確率を考

慮し，その受容面積を大きくとる．つまり，潜伏時間によって，擬似的に，各画素の受容面積の制御が可能となる．本チップはフォ

トセンサ，������‐����‐���回路，遅延回路，抵抗回路網で構成され，画素数は��×��で，各構成要素の動作を確認した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
�

�����角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

移動物体追跡機能を有するビジョンチップ
東北大学工学研究科　　出口 淳，小柳 光正

概要：人間に似た素早い注視制御システムを移動ロボットの視線制御に取り入れるために，

���������	
����������制御機能を有するビジョンチップを試作した．ロボットの視覚セ

ンサ部分に本チップを用いてモータを駆動することで，�チップでロボットの視線を能動

的に動かすことが可能になる．本チップは，中心部分と周辺部分でその機能が異なってい

る．チップ中心部分の画素では人間の��・���野をモデルとした���������	
���制御を

行っており，周辺部分の画素では人間の上丘をモデルとした�������制御を行っている．

本チップでは����アナログ回路技術を利用しており，各画素がフォトダイオードとその

増幅回路を有している．チップ中心部分の���������	
���制御には動き検出回路を，チッ

プ周辺部分の�������制御には差動増幅器とキャパシタから成る遅延線回路を用いた．測

定結果から，遅延線回路では人間の上丘で見られるような遅延が実現可能であり，これを利用して�������制御をすることが可能

であることを確認した．動き検出回路は現在評価中である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
����

角

　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ
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Morphology演算に特化したセルアレー型2値画像処理VLSI の試作
仙台電波工業高等専門学校電子工学科　　與那嶺 尚弘

仙台電波工業高等専門学校電子システム工学専攻　　小笠原 真也

概要：����������演算を汎用計算機に実装する場合，処理時間は演算対象画像の画素数と

構造要素の画素数の積に比例して増加するため，リアルタイム処理は期待できない．そこ

で�つの画素に対し，記憶回路と論理演算回路を持つ機能セルを割り当て，同セルを�次

元アレー状に配置し，各セルを共通の信号で制御することで，完全並列処理を行う����

��������値画像処����の試作を行った．提案するアーキテクチャでは，�値の����������

演算に要する処理ステップ数は算対象画像サイズに依存せず，高速な処理が期待できる．

また，画像データを各セルに保存するため，外部メモリとのデータ通信に起因するボトル

ネックを解消する．すべてのセルは共通の制御信号で動作するが，各セルは演算終了を単

独で判断し以後の処理の一部を省略するため，消費電力の低減が期待される．隣接する上下左右のセル，およびセル内部のシフト

レジスタをパストランジスタで接続することにより，同規模の����を論理回路で構成した場合と比較して，トランジスタ数を約

��％削減することができた．試作した����の画素数は��×��である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：その他

配線表皮効果，配線波形測定回路
東京大学生産技術研究所　　Danardono Dwi Antono，稲垣 賢一

概要：ディープサブミクロン世代における���設計では，信号伝送が高速化されるに伴い

信号波形の保証が重要となる．配線における遅延，クロストーク，オーバーシュート，ア

ンダーシュートなどを正確に見積もり設計にフィードバックするには，配線のパラメータ

を測定し設計指針を作る必要がある．配線を通る信号の周波数が高くなるほど，配線表面

に電流が集中し，この現象を表皮効果と言う．この効果によって配線の抵抗が大きくなり

伝達する信号の遅延が大きくなる．微細化技術が進むにつれて，さらに高周波数の信号が

使用されることによって，表皮効果の現象も起こりうると考えられる．表皮効果に対する

対策を取った回路と比較用の通常配線を設計した．測定結果から伝達する信号の遅延時間

を比較することによって表皮効果の実態を解明できることを期待する．また，���内部波

形は測定装置とチップ間のマッチング等の問題により，簡単に測定することは困難である．本試作では配線への入力信号をチップ

内部で生成し，出力波形をサンプリングして順次読み出すことにより，入出力のマッチング等を考慮することなく高速の信号を得

る技術を確立させる���も搭載している．

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����

社�����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：���（特性評価回路な

ど）

ワイヤレス I/O TEG，リークカット回路
東京大学生産技術研究所　　閔 庚 ，神田 浩一，崔 珍赫

概要：近年のシステム���の課題の一つに開発コストが高騰していることがある．そのた

め，���の設計数が徐々に少なくなっている．この問題を軽減するためにシステムイン

パッケージ（���）を利用して開発コストを減らすアイデアがある．この方向の研究成果と

して，���用，特にチップオンチップに向いた入出力として，キャパシタンスカップルによ

る入出力方式であるワイヤレススーパーコネクトを前回提案した．本試作はインダクタン

スカップルによる通信を想定してチップ試作を行った．�����角のインダクタを対向させ

ることにより�チップ間での通信を行う．���デバイス寸法がナノ領域に入るに従って，

しきい値電圧も低下させる必要があり，その結果リーク電流が増加し，動作時でさえ支配

的になってくることが予測されるため，リークカットの新手法の研究が急がれている．本

試作にはリーク支配下における高速な選択的ブロック活性化手法として���������	
�������������による高速な選択的ブロック活

性化手法の検証回路も搭載している．

参考文献：��������	
��	������
�����
��	�����������	
���	���������（�������）���������	
��	���	�������������	
����������

���������	
����
�������	�
�	����	����������	
��������
�����������
�����������	

��������������

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：ニューテクノロジ
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3値量子化結合ニューラルネットワーク　
東北大学電気通信研究所　　安部 正夫，佐藤 茂雄，中島 康治

概要：実際の生物のニューロンはシナプスを介し����～�����のニューロンにそれぞれ結

合している．このニューロンをモデル化し，回路上で実現する場合にはニューロン数の�

乗に比例するシナプス回路の面積が高集積化の妨げとなる．�値量子化した荷重値記憶用

に��������を用いシナプス回路の面積を低減した．更に，異なるチップ間のニューロン

間接続用のバッファを設けることによりニューロンチップ間の接続を可能とし，量子化荷

重値用に修正した決定論的ボルツマンマシン（���）の学習回路によりオン・チップ学習

可能とし，��ニューロン���シナプス��チップのマルチチップシステムの実現を図った．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社���������

��������	
�	社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：������以上，�������未

満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

高集積化に向けたニューラルネットワークとアナログ信号処理用累積加算回路の
設計
東北大学電気通信研究所　　末永 晋也，芳賀 琢哉，元田 大祐，佐藤 茂雄，早川 吉弘，

　　　　　　　　　　　　　中島 康治

概要：設計は以下の�つの領域に分けて行った．（�）ニューラルネットワークの集積化に

関する課題は，大規模化したときのシナプス面積比の増大である．この問題を改善するた

めに荷重値を�値に量子化してシナプスの面積を減らし，量子化で低下したネットワーク

の能力を活性化関数を非単調化することで補った．今回，�ニューロン全結合回路を設計

した．（�）��ニューロンモデルは負性抵抗を導入できるモデルである．負性抵抗領域を活

用しローカルミニマムからの脱出が可能だとされている．このモデルの使用により，既存

のものよりも高性能なニューラルネットワークチップを製作できる．今回，�ニューロン

全結合回路を設計した．（�）累積加算回路とは時系列情報連想システムにおいて，単位時間あたりの連想結果を記憶して最終的な

類似度を算出する回路である．アナログ連想システムにおいては，メモリの面積が大きさが問題となってくるため，����を用い

た累積加算回路を試作した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	　トランジス

タ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：ニューテクノロジ

オフセット補償型電荷逐次積分VLSI
長崎総合科学大学工学部　　田中 義人，アートロジック㈱，酒井 雅司

概要：����年より東京大学宇宙線研究所を中心とした国際共同研究，テレスコープアレ

イ・プロジェクト（����������	

���
�����）が計画されている．この計画では，宇宙線が

作る大気シャワーから発せられる蛍光を検出し，超高エネルギー宇宙線の起源を探索する．

この実験では，�基あたり約�万個の光電子増倍管をもつ観測ステーション��基を米国ユ

タ州に建設予定している．われわれは，これまでにプロトタイプ���（��������	

���������

��������：電荷積分回路）の試作・評価，及びプロトタイプ���で問題となった出力のばら

つきやノイズ特性を改良したオフセット補償型���の開発・試作を行ってきた［�］．

参考文献：�����������	��
��������	���������	�����������	
���������
�������
�������������	
�

���������	
�������
�������������������������	�
���������������������������������	

���

��������	
����
����������
��
�����������������	
��������������������（����）��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：アナデジ混載
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SFQ/CMOSハイブリッドΣΔADコンバータ用デシメーションフィルタの試作
横浜国立大学大学院工学研究院　　吉川 信行，城殿 征志，本告 圭

概要：��������ハイブリッドΣΔ��コンバータは，���ΣΔモジュレータの高速性，

高感度性のため，高いオーバーサンプリング周波数が可能となり，高速，高分解能の��

コンバータを実現できる．一方，���ΣΔモジュレータからの高速な信号をフィルタリン

グするためには高性能のデシメーションフィルタが必要となる．そのため，本研究では

���ΣΔモジュレータの後段に接続するための����デシメーションフィルタの試作を

行った［�］．���ΣΔモジュレータからの�����の信号は，まず，超伝導デマルチプレク

サにより低速のパラレル信号に変更され，����回路においてパラレルアルゴリズムによ

りフィルタリングが行われる．これにより，���������	
の��コンバータが実現できる．

本チップではダウンサンプリング係数��の�次の����フィルタを試作した．

参考文献：［�］本告，吉川，“���������	
����	����������	�����の設計”，����年電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ

大会，�����，������，電気通信大学，����年�月��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
��������社�����������	
��
社���������	�
����社���������

���������	
�社�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：演算回

路（乗算器，除算器など）

フレキシブル・プロセッサ（FP-1）
東北大学大学院工学研究科　　大川 猛，野沢 俊之，藤林 正典，宮本 直人，カルナン レオ，

　　　　　　　　　　　　　　喜多 総一郎，小谷 光司

東北大学未来科学技術共同研究センター　　大見 忠弘

概要：回路を動的に再構成できる「フレキシブル・プロセッサ（����）」を開発した．

��������での正常動作を確認している．従来の����が電源投入時一度だけ回路を構成

するのに対し，�コンテクストの回路構成を要求に応じて切り替えて使用できる．また回

路構成情報を削減するために，ロジックエレメントとして従来の���（����������	
�）に

換えて新開発のフレキシブル・モジュールを��個搭載している．更に，コンテクスト間で

のデータの通信を可能とするために���（��������	
����������	������：時間的通信モ

ジュール）を搭載しており，一つの回路を適切に分割し順次実行することでオリジナルの

回路の機能を実現する「回路の時分割実行機能」を備える．これにより大規模ディジタル

回路のエミュレーションを単一のチップで行う，低コストなパーソナルエミュレータの実現を狙う．

参考文献：���������	����
�����	�����������������������	
�
������
��������������������������	�
�������������������������������	
���

����������	
��������������������
����������	
������	�������������������������	
����������	��
	����������������������	
������������

����

設計期間：��人月以上　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
����

社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム������

�����������角　チップ種別：マイクロプロセッサ

大学院演習でFPGAを用いて設計・動作検証した回路のチップ試作
東京大学大学院情報理工学系研究科　　酒造 正樹，中條 晴樹，長澤 純人，松本 潔，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　下山 勲

概要：東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻の大学院演習に基づくチッ

プ試作．修士課程�年生が演習にて����を学んだ．その経験を活かして，チップ試作に

挑戦した．東大����から用意されているライブラリを用いて，論理合成，配置配線の作

業の流れを学んだ．本試作では���を構成する位相比較機と分周期を試作した．位相比

較器はフリップフロップからなるものを，分周期はカウンタを用いて����で記述した．

���やチャージポンプ部分については今後付け加えるものとした．����にて動作を検証

した����を��������社の��������を用いて論理合成した．さらに，������社の��������

と������にて配置配線を行った．また�������社の�������にてデザインルールチェック

を行った．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
����社�

����������	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：アナログ�デジタ

ル信号処理プロセッサ



89

1kbit SRAMの第1次試作
大阪府立大学先端科学研究所　　田中 智之，中尾 基，泉 勝俊

概要：本チップは本学初の���試作チップであり，試作目的は集積回路の理解を深めると

ともに，���設計手法を習得することである．試作テーマとして用いた��������	
は，メ

モリ量としては非常に小さいものであるが，情報量はメモリセル数に比例するものであり，

基本的な機能構造は，現在市販されている大容量メモリと大差はない．これらのことより，

本試作テーマはデコーダ等のディジタル回路部とセンスアンプ等のアナログ回路部があり，

設計技術向上及び広範囲な設計ツール使用法の習得において最適と考えた．具体的な設計

法は，メモリセル及びセンスアンプはカスタム設計とし，デコーダ回路等は��������	
�

で設計した．また，学生教育用にトランジスタレベルの基本素子を設計し，その特性を測

定・評価できるように���回路も作りこんだ．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種

別：メモリ

パルススワローカウンタを用いた全ディジタルPLL
九州東海大学工学部　　佐々木 博文

九州東海大学産業技術研究所　　藤本 邦昭

概要：従来の全ディジタル���（�����）は，ディジタル制御発振器（���）部において

高速固定クロック発生器からのパルスの抜き差しを行い，このパルスを固定分周器で分周

し位相制御を行うため，同期範囲を広く取ることができなかった．そこで，この部分に可

変分周器であるパルス・スワロ・カウンタを用い，位相差によって自動的に���部の分

周比を可変にすることにより，同期範囲を拡大した新しい方式の全ディジタル���を提案

し，これを試作した．この試作回路は，高速引込み回路を付加した構成にしているので，

入力信号�周期で引込みを完了させ，さらに，出力信号の特定周期間の分周比に��を行っ

て逓倍時の出力ジッタを低減した．完成した試作チップは，シミュレーションの場合と同

様に実験においても広い同期範囲と高速引込み，低ジッタ特性が得られた．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��


社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：その他

空間フィルタ検出器用フォトダイオードアレイTEGの設計
東京工業大学大学院理工学研究科　　GO Hyunmin，高山 潤也，大山 真司，小林 彬

概要：空間的荷重を高速に変更できる空間フィルタ検出器の集積化を目的として，�種類

のフォトダイオードの���を設計し，その基本特性を評価した．各画素のサイズは�����

×�����であり，その等価回路を������によって出力特性をシミュレーションした．ま

た，作成した�種類のフォトダイオードアレイについては外部増幅回路を用いてその動作

を確認し，出力特性を設計値と比較した．今回の試作でフォトダイオードアレイの基本特

性が確認できたので，次回以降，空間的荷重の高速書き換えおよび出力信号の読み出し方

式を確立し，空間フィルタ検出器としての性能を評価する予定である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社���������

���　トランジスタ数：��未満　試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：

���（特性評価回路など）
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10bit 逐次比較型AD変換器の試作
同志社大学工学部　　井上 馨，加藤 利次

概要：アナログ・デジタル混載回路の一つである���変換器を試作した．分解能は��

ビットで逐次比較型を採用している．今回は初めての試作であったため，新しい回路方式

を試すというよりは，研究室での実験時に学生が使用する汎用データ収集用として試作を

行った．インターラプトやチップセレクトなどの機能は省略してあり，アナログ入力と外

部クロックを入力するだけで，デジタル信号が出力されるようになっている．なお，テス

ターでの測定ではなく測定基盤を製作して検証を行ったが，回路は所望の動作をしなかっ

た．原因を追求しているが，設計の最終段階で配線を誤った可能性がある．また，パッド

にはまだまだ余裕があったことから，オペアンプやトランジスタ，抵抗，キャパシタなど

も単体で配置し，その特性を調べることができるようにすればよかった．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����　トランジスタ数：���以上，�����未満　

試作ラン：ローム���������	
����

角　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータなど）
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ランダムノイズ発生回路とノイズ低減回路の試作（2）
東京大学工学部　　名倉 徹

東京大学大規模集積システム設計教育センター（VDEC）　　池田 誠，浅田 邦博

概要：集積回路の高集積化・低電圧化に伴いノイズ耐性が低下する一方で，高速化による

�����ノイズが増大し，回路の信頼性に重大な影響を与えるようになってきた．我々は，ス

タブを用いることで電源ノイズを抑制する研究を行っている．本チップでは，ランダム信

号発生回路（��������	
）の各出力にインバータ列を接続することでランダムなノイズを

電源に発生させる回路と，そのノイズを低減するスタブを設計した．ノイズ発生回路は，

���を内蔵することで外部から容易に動作周波数を変化させることが可能な構成にして

いる．このノイズ発生回路の電源線に対して，様々な種類のスタブと，同一面積のデカッ

プリング容量と，何も付加しない場合とで，電源ノイズを比較するためのチップを試作し

た．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	　トラン

ジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：その他

チップ間リピータ
熊本大学工学部　　佐々木 守

概要：��������		

に代表されるように，次世代のチップ間およびボード間の信号伝送に

は，ポイント・ツー・ポイント接続によるシリアル伝送が採用される．数����という高速

ディジタル伝送が行われるため，伝送線路での波形分散による符号間干渉が問題となって

くる．そこで，チップ間およびボード間接続での波形分散を緩和できるチップ間リピータ

を開発し，そのプロトタイプを試作した．リピータは，送信チップと受信チップの間に実

装され，内部で波形を整えて，再び信号を送信する．伝送路が長い場合は，複数のリピー

タをチップ間に配置する．リピータでは，入力信号をチップ内部で��Ω終端して受信する．

その後，差動対を基本とした遅延回路で単位時間毎に遅延された複数の信号が，係数器と

出力ドライバを兼ねた次段の回路に送られる．この回路で，係数調整された信号が結線に

より電流加算され，��Ωの負荷抵抗をドライブする．このようにして，���フィルタおよび���ドライバが構成される．今回は

�タップの回路を設計，試作した．なお，遅延量，タップ係数，終端および出力負荷の抵抗値は，外部より調整可能にした．現在，

測定評価中である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

���������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：

通信（��回路，���など）

カオスニューラルネットワークLSI
広島大学先端物質科学研究科　　伊井 慎一郎，森江 隆，永田 真，岩田 穆

概要：我々が提案している任意の非線形ダイナミカルシステムのためのパルス変調回路

アーキテクチャ［�］により，任意の非線形活性化関数を有し，カオスダイナミクスを実現

する対称相互結合型ニューラルネットワーク回路を設計した．入力はパルス幅変調

（���）信号で与えられ，シナプス部でスイッチト電流源を駆動することにより，パルス

幅と電流値の乗算が行われ，電荷量で結果を得る．すべてのシナプス部からの電荷はキャ

パシタで加算され，電圧値として内部状態値を得る．内部状態電圧はパルス位相変調

（���）信号に変換され，外部から与えられる任意の非線形電圧波形をサンプリングするこ

とで，非線形変換を実現する．アナログシナプス荷重はキャパシタ電荷により記憶し，

フィードバック制御により高精度にシナプス荷重を設定できるようにした．設計したチッ

プは��ニューロンと���個の対称シナプス結合回路を有している．このチップは，過去に設計したもの［�］の改良版である．

参考文献：［�］��������	��
����	��������	������������������	�

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�������

�������社����������	
�	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：

ニューテクノロジ

平成13年度　第3回　ロームCMOS0.6��　チップ試作
（RO35012）
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パストランジスタ論理を用いた16bit 乗算器
広島市立大学情報科学部　　越智 裕之，井上 哲也

概要：本チップは符号付き�進数を扱う�����整数乗算器であり，トランスミッションゲー

トで構成されるパストランジスタ論理を活用して高速化・低消費電力化を狙っている．入

力側の�����セレクタ部分では，少ないトランジスタ数で実現できるパストランジスタ回

路を採用して省面積と省電力を図る一方，最終段加算部では，少ない段数で実現できるパ

ストランジスタ回路を採用して高速化を図っている．これらの中間に位置する�������木

部分は，動作速度と消費電力のバランスが要求されるため，通常の����論理の全加算器

を使用している．消費電力の実測を容易にするため，線形帰還シフトレジスタを用いたラ

ンダムパタン発生器も内蔵している．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社�

��������	
������������社�����������	
��
社���������	�
����社���������	
���������社��������		
�������社����������	
��������

社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角

　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

SystemCのRTL記述を用いたSH互換プロセッサの設計
京都大学情報学研究科　　荒本 雅夫，湯山 洋一，高井 幸輔

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター　　小林 和淑，小野寺

概要：我々は，処理に特化したプロセッサを複数個使用して，短期間にシステムを構成す

る設計手法を考案している．そのためには，面積が小さく，カスタマイズ可能なプロセッ

サが必要である．本���はその設計手法の基となる，できるだけハードウェアコストを下

げたプロセッサである．本プロセッサは�段パイプライン方式，ハーバードアーキテク

チャといった特徴を持つ．命令セットは日立製作所の����を基にしており，命令数は��

種類���命令である．論理設計は�������の���記述を用いて行った．処理に不要な命令

を削除したり，データパスのビット幅を減少することを容易に行うことができるので，カ

スタマイズが可能となる．設計は修士の学生�人で行い，約���ケ月必要であった．今後，

テスタによる測定を行い，動作周波数や消費電力の評価を行う予定である．

参考文献：荒本，湯山，高井，“�������の���記述を用いた��互換プロセッサの設計”，信学技報，����������	
，���������，

�������

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��


社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角

　チップ種別：マイクロプロセッサ

RF回路用インダクタ・キャパシタ
東京大学工学系研究科　　今村 晃

東京大学工学部　　鬼塚 浩平，三瓶 真弘

東京大学新領域創成科学研究科　　藤島 実

概要：��回路ではインダクタやキャパシタの高周波性能により回路の性能が大きく左右

される．特に，ミリ波帯の����回路を実現するには，受動素子の自己共振周波数を向上

させなければならず，寄生容量の小さなインダクタや寄生インダクタンスの小さなキャパ

シタが必要となる．我々は，インダクタの寄生容量を小さくするためにシールドに��バ

イアスを印加し基板表面の空乏層を利用する方法や，キャパシタの寄生インダクタンスを

小さくするために隣接する電極に逆向きの電流を流すことによりインダクタンスを打ち消

す構造のくし型キャパシタを提案した．��回路に用いられるさまざまな用途を想定し，

さまざまなサイズの新しいインダクタおよびキャパシタについて，自己共振周波数や�値を評価するためのテストデバイスを設計

した．なお，設計された素子はネットワークアナライザを用いて評価されるが，その際用いられる校正用パターンも同一チップ上

に作成している．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	　トランジスタ数：��未満　試作

ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���など）
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PPEDに基づく画像特徴抽出VLSI
東京大学工学系研究科　　八木 雅和，山崎 英男

東京大学新領域創成科学研究科　　柴田 直

概要：画像認識を行う際に最も重要なのは冗長で膨大な画像データから特徴を抽出しベク

トル表現に変換することである．このような手法として���������	��
��
�������	�
���
���

����（����）手法が我々の研究室で開発された．その有用性はソフトウェアシミュレーショ

ンで検証された．しかし，アセンブリレベルでは，認識処理において演算コストの��％が

ベクトルの生成に費やされている．そこで，システムの処理速度向上のためベクトル生成

の高速化を行う����を設計した．この���ではこの処理の中でも最も演算コストの高い

メディアン値検索機能に特に注目して設計・開発を行った．アルゴリズムとしてはバイナ

リサーチアルゴリズムを用いた．このバイナリサーチアルゴリズムで最も高速化が必要で

ある多数決機能部は，デジタル技術による演算では効率が悪くなる．そこで，電流モードのアナログ回路を用いて実現した．効率

的にデジタル技術とアナログ技術を用いて高速に画像の特徴抽出を行う����を低消費電力・小規模の回路で実現した．また，ア

ナログ回路を用いるとその演算精度が問題になるが，認識には影響を与えないことは実際の測定で実証された．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ロー

ム���������	
������角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

フローティングゲートMOS（neuMOS）を用いた画像特徴抽出用メディアン検
索回路
東京大学工学系研究科　　八木 雅和，山崎 英男

東京大学新領域創成科学研究科　　柴田 直

概要：画像認識を行う際に最も重要なのは冗長で膨大な画像データから特徴を抽出しベク

トル表現に変換することである．このような手法として���������	��
��
�������	�
���
���

����（����）手法が我々の研究室で開発された．ベクトル生成の高速化を実現するために

は，このアルゴリズム中で最も演算コストの高いメディアン値検索機能の高速化が必要不

可欠である．そこで，本チップではメディアン値検索機能の最適化を行った．採用したバ

イナリサーチアルゴリズムの中で最も高速化が必要で重要である多数決機能に関して，デ

ジタル論理型，電流型，フローティングゲート���（������）型の回路の設計・試作を

行った．そして，この中で最も低消費電力・高速化が期待できる������型の多数決回路を用いて����のメディアン検索回路を作

成した．このようにアルゴリズム中で最も重要で高速化が必要な機能部の最適化を行い，効率的に高速低消費電力の画像特徴抽出

用メディアン検索回路を実現した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ロー

ム���������	
������角　チップ種別：アナデジ混載

フローティング・ゲートMOS（neuMOS）回路技術を用いた高速・低消費電力
アナログCDMAマッチトフィルタ
東京大学工学系研究科　　山崎 俊彦

東京大学工学部　　福田 智洋

東京大学新領域創成科学研究科　　柴田 直

概要：フローティングゲート���（������）技術を用いて，高速・低消費電力なアナロ

グ����マッチトフィルタを開発した．高速動作のために�ステップ演算方式を開発し，

低消費電力のためにディスチャージ型サンプル・ホールド回路を採用した．また，アナロ

グシフトレジスタを用いる代わりに��コードをシフトさせて相関演算する手法を開発し，

より高精度な演算が可能となった．����年��月に�����で試作した回路を������プロセ

スに最適化した．これにより，さらなる低消費電力化，高集積化を実現した．実際の測定

により，完全に動作することを確認した．

参考文献：����������	
���������
���������	�����������	��
����������������	����������	��
����������������������������������

�������������	
���������	��������	�������������	�
���	�
�����������������������	
�����������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ

（����������	��	コンバータなど）
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アナログ相関回路を用いた実時間動き位置検出回路
東京大学工学系研究科　　山崎 俊彦

東京大学新領域創成科学研究科　　梅島 誠之，柴田 直

概要：我々の研究室では，動いている物体の位置と速度を実時間で検出するイメージセン

サの研究を行っている．昨年度の試作では我々の研究室で独自に開発した「疑似�次元ア

ルゴリズム」を用いて，イメージセンサの周辺にのみ演算回路を配置した簡単な構造で複

雑な背景上を動く物体でも正確にその動きを検出することが可能であることを示した［�］．

しかし，複数の物体が同時に動いている場合などへの対応には比較的複雑なアルゴリズム

を必要とするなどの問題があった．そのため，本試作では新たに�ピクセル毎に我々の研

究室で開発しているアナログ相関演算回路を埋め込み，より正確に，またロバストに動い

ている物体の位置と速度を検出できるアーキテクチャを考案した．センサのサイズは��

×��で，複数の物体を検出するために任意の矩形範囲を切り出して処理を行う機能を持っている．本チップは動作テスト用に試作

されたもので，動いている物体の位置のみを検出できるように設計されている．

参考文献：［�］��������	�	
��������	�	����������
����������	
��������	������������
����������	��
��
��������	���	���	��������

��������	�
���
��������������������������������������	�

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：イメージセ

ンサ�スマートセンサ

アナログ相関回路を用いた実時間動き速度検出回路
東京大学工学系研究科　　山崎 俊彦

東京大学新領域創成科学研究科　　梅島 誠之，柴田 直

概要：我々の研究室では，動いている物体の位置と速度を実時間で検出するイメージセン

サの研究を行っている．本試作では新たに�ピクセル毎に我々の研究室で開発しているア

ナログ相関演算回路を埋め込み，より正確に，またロバストに動いている物体の位置と速

度を検出できるアーキテクチャを考案した．本チップは動作解析用に動いている物体の速

度のみを検出するように設計された回路である．��×��������	のセンサ内で±���

���������	���の速度まで検出することが可能である．また，イメージセンサ内に用いてい

るアナログ相関演算回路は参考文献［�］で用いられているものと同様のものを使用してい

る．

参考文献：［�］����������	��
������	��������
��
�����������	�
�������
������	���
������������	��	
����������	��������������������	
�	�

���������	�
����	�Ⅲ�����������		�
�

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：イメージセ

ンサ�スマートセンサ

アナログ電流を用いた画像フィルタリングLSI
東京大学新領域創成科学研究科　　田口 晶康，柴田 直

概要：画像からその特徴的情報を抽出するために用いるフィルタリング処理をアナログ技

術より行う画像処理プロセサである．既に������������	
������	�����	�����と呼ぶ新しい

アーキテクチャの採用により必要なクロック数を画像の縦と横のサイズの和のオーダで全

体のフィルタリングが終了するチップを試作し，本チップは従来の利点を生かしつつ大規

模化を実現した．アーキテクチャの要となる全体のメモリアレイは，大規模化することに

より配線が長距離になり，寄生容量が増大し，動作速度を低減させてしまう．そこで，メ

モリアレイを分割し，回路動作に影響を与える寄生容量の低減および高速化を図った．扱

うことのできる画像サイズは���×��������	
である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���

�������社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チッ

プ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ
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アナログ電流を用いた画像フィルタリングLSI の TEG
東京大学新領域創成科学研究科　　田口 晶康，柴田 直

概要：画像からその特徴的情報を抽出するために用いられるフィルタリング処理をアナロ

グ技術より行う画像処理プロセサの特性評価用���である．既に������������	
������	��

���������	と呼ぶ新しいアーキテクチャの採用により必要なクロック数を画像の縦と横の

サイズの和のオーダで全体のフィルタリングが終了するチップを試作し，本チップは従来

の利点を生かしつつ大規模化を実現した．アーキテクチャの要となる全体のメモリアレイ

は，大規模化することにより配線が長距離になり，寄生容量が増大し，動作速度を低減さ

せてしまう．そこで，メモリアレイを分割し，回路動作に影響を与える寄生容量の低減お

よび高速化を図った．扱うことのできる画像サイズは���×��������	
である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　トランジスタ数：������以上，�������未満

　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路など）

低消費電力CMOSアナログマッチトフィルタの試作
早稲田大学理工学部　　河津 大志，佐々木 昌浩，松本 隆

早稲田大学理工学総合研究センター　　坂井 丈泰

概要：��������	
����は，携帯移動端末での採用が進みつつある�������方式で，拡散符

号の同期捕捉のために必要であり，その構成法が多数発表されている．特に，携帯移動端

末用���に適用するために，消費電力とチップ面積の低減が重要な課題となっている．主

な構成法としては，�����������	
��������があるが，単体での消費電力は低減されているも

のの，��������	
����以外にも受信信号を逐一精度良く量子化する為の高速・高精度���コ

ンバータが必要となり，消費電力やチップ面積の多くを占めている．今回は，高速・高精

度���コンバータや���量子化ビット数×タップ数分のシフトレジスタを必要としない回

路構成により低消費電力化・小面積化を可能にした，キャパシタ積和演算を用いた����

��������	
�����
�の試作を行った．今回の試作は実際の使用時に必要となるタップ数（���タップ）で構成されており，動作の確

認によって実用化の目処をつける．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	　トランジス

タ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���など）

カオスニューラルネットワークLSI
広島大学先端物質科学研究科　　伊井 慎一郎，森江 隆，永田 真，岩田 穆

概要：我々が提案している任意の非線形ダイナミカルシステムのためのパルス変調回路

アーキテクチャ［�］により，任意の非線形活性化関数を有し，カオスダイナミクスを実現

する対称相互結合型ニューラルネットワーク回路を設計した．入力はパルス幅変調

（���）信号で与えられ，シナプス部でスイッチト電流源を駆動することにより，パルス

幅と電流値の乗算が行われ，電荷量で結果を得る．すべてのシナプス部からの電荷はキャ

パシタで加算され，電圧値として内部状態値を得る．内部状態電圧はパルス位相変調

（���）信号に変換され，外部から与えられる任意の非線形電圧波形をサンプリングするこ

とで，非線形変換を実現する．アナログシナプス荷重はキャパシタ電荷により記憶し，

フィードバック制御により高精度にシナプス荷重を設定できるようにした．設計したチッ

プは��ニューロンと���個の対称シナプス結合回路を有している．このチップは，過去に設計したもの［�］の改良版である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�������

�������社����������	
�	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：

ニューテクノロジ
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適応型CMOSイメージセンサの個別回路評価用TEG
広島大学先端物質科学研究科　　今村 俊文，森江 隆，岩田 穆

概要：本チップは，ダイナミックレンジ（��）を拡大する機能を持つ適応型����イメー

ジセンサで利用している個別回路の特性を評価するための���である．チップ上には下

記�種類の評価回路を集積化した．（�）各種��（����������	
�����������	
��������������）：

フォトディテクタ部分の構造及び容量値の最適化（�）コンパレータ回路：閾値ばらつき等

の特性評価（�）ソースフォロア回路：回路構成の違いによる線形性等の評価（�）ランプ

発生回路：回路構成の違いによる線形性等の評価（�），（�），（�）については，チップ上の

位置による特性の変動を測定できるように，左端・中央・右端の各部に回路を配置した．

（�）については，複数の傾きのランプ波形を生成する回路構成として，キャパシタの容量

を変える方式と，���の並列度を変える方式の�種類について設計した．測定結果より，

���の並列度を変える方式の方が，各ランプ波形の比率を��^��に合わせやすいことを確認した．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��社���������	
���
�����社����������	
��������社���������

��������	
�	社�����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：

ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路など）

アダマール変換機能を有するイメージセンサ回路の設計
広島大学大学院工学研究科　　片山 光亮

広島大学大学院先端物質科学研究科　　永田 真，森江 隆，岩田 穆

概要：����イメージセンサは通常の����プロセスで構成可能なことからアナログ・

デジタル回路と組み合わせた機能イメージセンサが報告されている．我々は，直交変換の

�つであり，画像圧縮や特徴抽出に有効なアダマール変換を回路化することでイメージセ

ンサに新たな機能を付加した．前回の��×��ピクセルを搭載した試作チップの測定結果

をもとに，今回各ピクセル回路を見直すことで���×���ピクセルを搭載可能となった．

各ピクセルでは光強度に応じた電流がアダマール基底により分流され，共通線を通じて加

算される．加算されたアナログ値は簡易��変換器をとおしてデジタル値としてチップか

ら出力される．このデジタル出力がアダマール変換係数となる．現在試作チップ測定のた

めの治具を作成中である．今後オンチップアダマール変換イメージセンサによる画像変換システムを構築し，本回路がシステムの

小型化に寄与することを示す予定である．

参考文献：片山他，“アダマール変換機能を有するイメージセンサ回路の設計”，������，����年����年報（�����．�

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��社���������	
���
�����社����������	
��������社���������

��������	
�	社�����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム������

���������	��角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

無線通信用 IFとADCの設計
広島大学大学院先端物質科学研究科　　吉田 和史，小川 卓臣，岩田 穆

概要：無線通信端末において，受信機に要求される電圧利得の多くは，周波数の低い��帯

に割り振られる．��������のような位相・振幅いずれにも情報をもつ変調方式を高精度

で実現するためには���特性に優れたローカル発振器，フェーズリニアで利得を自動制御

するアナログ増幅器が��帯で求められる．これらの��システムのワンチップ化を目指し，

���������	��
��������帯で使用可能な��カット回路を試作した．���に関しては

�������離調で��������	
���を実現し，������に関しては�������を達成した．��

カット回路に関しはハイパスカットオフ周波数�����を実現した．���型ΔΣ���モ

ジュレータで以下の変更を行い，�����プロセスを用いて設計を行った．変更点は�．　

���の逆相�入力信号のディレイ調整によるノイズ低減，及びバッファー付加による���

用スイッチング回路の駆動力の増加，�．　���量子化器用カウンター回路のバッファー付加によるジッタ低減，�．　電流制御型発

信器出力のバッファー付加，である．本���モジュレータで帯域付近の入力周波数を用いた場合，���������によるシミュレー

ション値で����の���比を得ている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��社���������	
���������社��������		
�������社���������

��������	
�	社����������	
��������社�����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：�����以上，������

未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���など）
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適応型CMOSイメージセンサ
広島大学先端物質科学研究科　　今村 俊文，山本 美子，森江 隆，岩田 穆

概要：高速・高機能ロボットの制御に適したマルチプロセッサ通信ネットワークの構築を

目的としたチップ試作を行っている．ロボット用途ではケーブルの重さ等がアクチュエー

タ系に影響するため，少ない伝送路でデータ転送する必要がある．また，性質の異なる

データが複数存在するため，これらを効率よく転送する必要もある．そこで，����方式

による多重化を行い，拡散符号と符号長の動的制御を行うことで少ない伝送路で効率良い

データ転送を実現する．本試作チップは，ロボット制御に用いる���ボードとデータのや

り取りを行うためのインタフェース回路である．測定の結果，期待通りの動作を確認した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�

�����������社�����������	
��社���������	
���������社��������		
�������社���������

��������	
�	社����������	
��������社�����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：�������以上　

試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

神経信号センシングLSI の RF回路TEG
広島大学先端物質科学研究科　　吉田 毅，真下 隆行，赤木 美穂，岩田 穆

概要：自然な魚の運動と神経パルスを同時に観測し，小脳の神経活動と運動の関係を調べ

るための神経信号センシング���の設計を行っている．神経信号センシング���は，微小

で低周波数成分を持つ神経信号を，同時に多数検出する必要があるため，多入力チャンネ

ル化，小面積化，低消費電力化，増幅回路の低雑音化が要求される．これらの要求を実現

するため，低雑音増幅回路ブロック，���ブロック，��回路ブロックを�チップで構成

した神経信号センシング���の��回路���を設計，試作を行った．試作した��回路���

は，������を中心周波数とする��形���，ミキサー（���及び���）等である．実際

にチップの測定を行い，���の発信周波数������～���������	
及び���変調動作を

確認した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��社���������	
���
�����社����������	
��������社���������

��������	
�	社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種

別：通信（��回路，���など）

DSPボードとの通信インタフェース回路
広島大学先端物質科学研究科　　汐崎 充，岩田 穆

概要：高速・高機能ロボットの制御に適したマルチプロセッサ通信ネットワークの構築を

目的としたチップ試作を行っている．ロボット用途ではケーブルの重さ等がアクチュエー

タ系に影響するため，少ない伝送路でデータ転送する必要がある．また，性質の異なる

データが複数存在するため，これらを効率よく転送する必要もある．そこで，����方式

による多重化を行い，拡散符号と符号長の動的制御を行うことで少ない伝送路で効率良い

データ転送を実現する．本試作チップは，ロボット制御に用いる���ボードとデータのや

り取りを行うためのインタフェース回路である．測定の結果，期待通りの動作を確認した．

テスタによる測定は行っていない

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�

������　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：その他
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ロボット用途向けCDMAシリアル通信チップ
広島大学先端物質科学研究科　　汐崎 充，岩田 穆

概要：高速・高機能ロボットの制御に適したマルチプロセッサ通信ネットワークの構築を

目的としたチップ試作を行っている．ロボット用途ではケーブルの重さ等がアクチュエー

タ系に影響するため，少ない伝送路でデータ転送する必要がある．また，性質の異なる

データが複数存在するため，これらを効率よく転送する必要もある．そこで，����方式

による多重化を行い，拡散符号と符号長の動的制御を行うことで少ない伝送路で効率良い

データ転送を実現する．本試作チップは，昨年度に設計した送受信回路と���ボードとの

インタフェースを搭載している．これによりマルチプロセッサ通信ネットワークを実現す

る．テスタによる測定は行っていない．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�

�����������社�������　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：そ

の他

神経信号センシングLSI のためのTEGの設計
広島大学大学院先端物質科学研究科　　吉田 毅，真下 隆行，赤木 美穂，岩田 穆

概要：本研究室では，生体のもつ情報をセンシングし無線で通信する研究を行っており，

そのために必要な測定回路のオペアンプおよび��コンバータの���を本チップにおいて

試作した．今回は神経信号のセンシングをターゲットとしているため，オペアンプで低雑

音，���で高精度が求められる．オペアンプでは低雑音化のために���������	
�������
��

構成を考えており，そのための�������回路，全作動アンプ，レベルシフト用のソースフォ

ロワを個別に設計した．また���では低周波信号を高精度にデジタル化し，同時に低消

費電力化を計るため，�����抵抗ストリング型直並列��変換回路を設計した．今後はこれ

らの個別回路を組み合わせて全体の評価を行うとともに個々のさらなる低消費電力化を計

る．なお，このチップ中の���の���の測定を行い，基本動作の確認を行った．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社����������	
��������社����������	
��������

社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ

（����������	��	コンバータなど）

無線チップ間通信回路の設計
大阪大学大学院工学研究科　　松岡 俊匡，清水 由幸，車 承佑

概要：将来の���においては，ピン数の増加が顕著になることが予想される．これを解決

することを目的として，本チップでは，チップ間のデータ通信を無線で行なうためのイン

タフェース回路の��フロントエンド部を設計している．��周波数は������とし，変復調

方式は����とした．送信回路は，アップコンバージョン・ミキサ，電圧制御発振回路

（���），パワーアンプより構成される．一方，受信回路においては，低雑音増幅回路

（���）�����，ダウンコンバージョン・ミキサ，ローパスフィルタを用いている．送受信

回路各々は，パッド，ボンディング・ワイヤを経由してアンテナを搭載できるような配置

にしている．これにより，アンテナ長の制約を緩和することができる．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	�

���������	�社����������	
��������社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラ

ン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���など）
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ノイズ特性評価用トランジスタ
大阪大学大学院工学研究科　　島 秀樹，谷口 研二

概要：近年のトレンドである集積回路の�チップ化は，高周波回路においても，製品の小

型化を実現する上で重要な課題である．このような�チップ化において，����デバイス

の高周波特性を理解することは重要である．高周波回路を設計する上で重要な特性の一つ

にノイズがある．本試作では���トランジスタの雑音パラメータを抽出する事を目的と

して���の設計を行った．雑音パラメータについては，そのゲート－ソース間電圧とドレ

イン－ソース間電圧に対する依存性，及び���に対する依存性を測定する事を考慮して複

数のトランジスタを試作した．単体の����及び����のそれぞれに対してソース接地

型，ドレイン接地型，ゲート接地型，また低雑音アンプへの応用を考慮したカスコード型

のトランジスタが含まれる．

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社����������	
��������社�����������	　トラン

ジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路など）

Multiple-Bit CDMAインタフェースのビットエラーレート評価用 IC
大阪大学大学院工学研究科　　清水 新策，岩村 宏，松岡 俊匡，谷口 研二

概要：���������	��
���
��������
��������
������（�������）は送信信号を擬似ノイズを

用いて拡散させることで，伝送路上での狭帯域ノイズに耐性を持つインタフェースである．

本チップはこの�������の伝送路上でのノイズ耐性を評価するために，チップ外からノ

イズを伝送路上に挿入し，そのときのエラーレートを確認することを目的としている．さ

らに送受信回路のクロックを別にすることで，送受信回路間のクロックスキューがエラー

レートに与える影響，また送信回路の駆動力を変えることで，送信信号の時定数による歪

みがエラーレートに与える影響も評価できる．本チップでは，バス上での信号の多重度が

エラーレートに与える影響も評価するために，送信回路は��個，受信回路は�個，そして

バスの電位をリセットする安定化回路を搭載した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
����社������

���������	
���社����������	
��������社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　

試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナデジ混載

並列リコンフィギュラブルロジックを用いた画像処理FPGA
東北大学工学研究科　　杉村 武昭，小柳 光正

概要：画像などのストリーミングデータのリアルタイム処理は従来のマイクロプロセッサ

では困難であり，ワイヤードロジックを使用した専用���を用いることが望まれる．しか

し，このような専用���では，機能の変更が不可能，開発コストが高いなどの問題が存在

する．これに対し，����等のリコンフィギュラブルロジックを使用した���はその機能

を自由に変更することができるため，多様な処理を行なうことが出来る．このような画像

の高速ストリーミング処理と，自由に変更可能な画像処理機能の実現を目的として，画像

処理向け����の設計を行なった．設計にあたり構成ロジックの並列化を行ない，結線情

報を保持するコンフィギュレーションメモリの削減と処理の高速化を試みた．本チップは

���機能を持つ�つの画像処理ユニットとそれらを結ぶ相互配線網から構成され，�ピク

セルを同時処理可能な並列データパスを実装した．また，時間微分回路の実装のため，画像を保存する���のフレームメモリも搭

載している．測定の結果，閾値処理回路の並列データパスの実装と，実装した回路の動作が確認された．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
����社������

���������	
���社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チッ

プ種別：演算回路（乗算器，除算器など）
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高 性 能Parallel Processor System用High Speed Communication 
Chip の設計
東北大学工学研究科　　劉 哲

概要：並列処理システムの広範な利用の拡大に伴い，高速かつ大容量のプロセッサ間通信

を可能とする高性能な���������	���
����が求められている．高帯域���インターフェー

スを有し，プロセッサ間で同時データ通信が可能な���������	���
����は，容易に並列処

理システムを実現し，開発コストの低減，市場投入までの時間の短縮，製品寿命の延長な

どの利点がある．このような目的のために���������	��
����アーキテクチャーを提案し，

今回のチップにそのアーキテェクチャーを採用，設計を行った．���������	��
����は従来

の��������構造と比べて，複数のプロセッサからの同時アクセスとデータの転送を可能と

するために独立に転送可能な�つの���インターフェースを実装し，�つのプロセッサ間で

��������	
単位の転送と任意長での転送が可能である．さらに各���インターフェースは独立に初期化とプロトコルの変更ができ

るように設計した．シミュレーションから������のクロックで��������	
	の通信速度が達成できる予想された．試作チップによ

る測定から�����以上での正常動作を確認した．

参考文献：����������	���	
�������	����������������������（����）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
����社�

���������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
��

�����角　チップ種別：マイクロプロセッサ

隠れマルコフモデル法に基づく音声認識回路の設計
北海道大学大学院工学研究科　　吉沢 真吾，宮永 喜一

概要：我々のグループでは高精度の音声認識システムを�チップ上で実装し，携帯機器な

どに搭載可能なヒューマンインターフェイスの実現を目指している．本チップでは，認識

処理の高速化を行い，音声認識部，音声分析部などの各モジュールを組み合わせた単語音

声認識システムを設計した．このシステムは���変換後の�����ディジタル音声信号を入

力し，ユーザー側で用意したモデルパラメータを基にして距離計算を行い，認識判定の結

果が出力される．音声認識では隠れマルコフモデル法（���������	
��������）アルゴリ

ズムを採用し，認識単位は単語である．音声分析では���ケプストラム分析法を使用した．

並列処理，固定小数点演算器の規模縮小化により逐次処理と比較して処理サイクルを����

にまで削減した．最高動作周波数は�������であり，���単語の認識処理時間は約���で

ある．

参考文献：［�］吉沢真吾，宮永喜一，吉田則信，“一括並列処理による���高速化手法およびその����設計”，電子情報通信学

会論文誌�，��������	
���������������	����，�����������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�������

���������	
�社�����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ

�デジタル信号処理プロセッサ

光インターフェースLSI のためのTEG
金沢大学工学部　　源 貴利

概要：このチップ試作は光インターフェース���のためのフォトダイオードの���である．

本研究における光インターフェース���とはフォトダイオードと信号増幅回路をワンチッ

プ化し，低コスト化およびフォトダイオードと信号増幅回路間のチップ内配線による高速

化を狙ったものである．しかし，ワンチップにフォトダイオードと信号増幅回路を集積す

ることにより問題が生ずる．問題として，フォトダイオードの特性の悪さおよびチップに

光を照射することによって生ずる基板内キャリアによる他の回路への影響が考えられる．

今回の試作は，����プロセスで作成するフォトダイオードの構造的変化による特性の変

化および，光照射によって生ずる基板残留キャリアによる基板バイアス効果がどの程度か

を測定するための���である．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ

数：��未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路など）
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ワイヤレス・スーパー・コネクト，表皮効果を考慮した配線
東京大学生産技術研究所　　神田 浩一，Danardono Dwi Antono

概要：チップオンチップに向いた入出力として，キャパシタンスカップルによる入出力方

式であるワイヤレススーパーコネクトを提案した．����角のパッドを対向させることに

より�チップ間での通信を行う．受信側にはセンスアンプフリップフロップを有し，符号

化にリターントゥーハーフ���方式を用いている．本試作により設計したこの入出力シ

ステムは����������のピン密度を有し，���の消費電力，�����／パッドの性能を実現

した．今後性能／消費電力の高性能化を追求する．配線を通る信号の周波数が高くなるほ

ど，配線表面に電流が集中し，この現象を表皮効果と言う．この効果によって配線の抵抗

が大きくなり伝達する信号の遅延が大きくなる．集積回路の配線において微細化技術が進

みディープサブミクロン世代に入って，さらに高周波数の信号が使用されることによって，

表皮効果の現象も起こりうると考えられる．表皮効果に対する対策を取った回路と比較用の通常配線を設計した．測定結果から伝

達する信号の遅延時間を比較することによって表皮効果の実態を解明できることを期待する．

参考文献：����������������	�
�������������������������	
�������������������������������	
�������������������������������		��


（���）���������	
������	�

���	����	������

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ

数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：ニューテクノロジ

アナログ IP TEGチップ
長崎総合科学大学工学部　　服部 慎，増田 隆志，山城 正史，田中 義人

概要：本チップは，学生が����アナログ回路の設計，及び試作回路の計測を学習する事

を兼ねて試作した．設計した回路は，差動増幅回路とソース接地回路で構成するシンプル

な�段構成オペアンプ，外来ノイズに耐性を持つアンプ，ヒステリシスコンパレータ，サ

ンプリング�ホールド回路等である．�段構成オペアンプは，レイアウトの違いによる特

性評価の為の設計も行った．具体的には，同一特性のアンプ（トランジスタサイズ比���

を一定）をレイアウトする際に，オペアンプの差動増幅回路やカレントミラー回路回路に

おいて，フィンガー構造やコモンセントロイド等に違いを与えた．実測結果の一例として，

�段構成オペアンプは，ゲインバンド幅����，スルーレート�������，オフセット電圧は

平均値������で標準偏差������であった．また，ノイズ特性は，周波数����において

��������	
���という結果が得られ，予想していた値に近い結果が得られた．

参考文献：増田，田中，“����で試作した�����段��アンプのノイズ性能比較”，������，第��回電子情報通信学会九州支部

学生会講演論文集（�����．�

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	　トランジス

タ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路など）

SFQ/CMOSハイブリッドメモリ用高速ハイブリッドアンプの試作
横浜国立大学大学院工学研究院　　吉川 信行，宮川 英明，富田 卓哉，藤原 完

概要：我々は���論理回路の高速性と����論理回路の高集積性を組み合わせた高速ハ

イブリッドクライオメモリの実現を目指している［�］．本メモリシステムは����での動作

を仮定しており，メモリーセルには�トランジスタ����セルを採用している．そのため，

不揮発，非破壊のメモリ動作が可能である．また，高感度の超伝導センスアンプを用いる

ことによりサブナノ秒のアクセスタイムが可能となる．本チップでは，��������ハイブ

リッドメモリの実現において重要な回路要素である，高速ハイブリッドアンプの試作を

行った．高速ハイブリッドアンプは，����デバイスの負荷抵抗を���������スタックで

置き換えた構造を持ち，����の微小入力を��オーダに遅延時間����で増幅可能である．

実験により，高速ハイブリッドアンプの基本動作の検証を行うことができた．

参考文献：［�］����������	�
������	��������������	����������	
���������������������������������	
���������	��
	��������
���������	

���������	
�����������������������������������	�
����
���������������������������	
������
������（����）��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：ニューテクノロジ
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小面積高並列マルチポートメモリ
広島大学先端物質科学研究科　　大森 伸彦

広島大学ナノデバイス・システム研究センター　　マタウシュハンス ユルゲン，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小出 哲士

概要：我々の研究グループでは，高面積効率と低アクセス競合を実現する新しいアーキテ

クチャである階層構造型マルチポートメモリを提案している［�］．本マルチポートメモリ

は，ポート変換機能を有する�ポートメモリバンクを用いることで面積の削減を行う．ま

た，バンク数を増やすことにより各ポートのアクセスを分散させることで低アクセス競合

を実現する．今回の設計では，バンク数が���と大きいため，アクセス競合によりアクセ

ス拒否される確率を小さくできる．ランダムアクセスを仮定した場合，アクセス拒否確率

が最も大きなポートでも�％以下である．

参考文献：［�］������������	
���������
�������
���������������	��
���������������������������	
���	������������	�����	�������������	
�

��������	

�
�����������������������������������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
��������社��������	
������社���������

��������	
�	社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������

角　チップ種別：メモリ

高並列プロセッサ向けバンク構成小面積多ポートレジスタファイル
広島大学ナノデバイス・システム研究センター　　内田 裕志，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マタウシュハンス ユルゲン，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小出 哲士

概要：プロセッサにおいて複数命令を並列実行するスーパスカラ方式が一般的に利用され

ている．この並列度の増加に伴い，必要なポート数，及びレジスタ数は増加するが，従来

の多ポートメモリでは，一般にポート数の�乗に比例して面積が増大し，並列度の向上と

高集積化の両立が困難である．また面積の増大による，アクセスタイムや消費電力の増加

といった問題がある．本研究室では，高並列プロセッサ用の多ポートレジスタファイルを

実現するために，小面積な�ポートのメモリセルと，�ポートと�ポートの変換回路を用

いてポートを選択することで，メモリ面積を従来の多ポートメモリより小面積で実現した，

階層構造型多ポートメモリアーキテクチャ（������������	
��������������	���������������	
）をバンク構成レジスタファイルとし

て利用することを提案する．この試作チップでは���を用いたバンク構成レジスタファイルを設計を行い，面積について評価を

行った．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種

別：メモリ

神経信号センシングLSI の RF回路TEG
広島大学先端物質科学研究科　　吉田 毅，岩田 穆

概要：自然な魚の運動と神経パルスを同時に観測し，小脳の神経活動と運動の関係を詳細

に調べるために，多チャネル入力の神経情報をワイヤレスで観測できる���の実現を目指

している．多チャネル入力に対応した神経信号センシング���は，多チャネル入力を単

チャネルに変換する���回路，神経信号を増幅する�����回路，増幅した神経信号を

ディジタル値に変換する��変換回路，観測した神経信号を外部に送信する��トランス

ミッタ回路およびセンシング���の制御信号を受信する��レシーバ回路で構成される．

本チップでは，神経信号センシング���の基本動作を確認するため，��トランスミッタ回

路および��レシーバ回路の試作を行った．��回路のキャリア周波数は������，伝送方

式は���および���，最大変調周波数は������である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��社���������	
���
�����社����������	
��������社���������

��������	
�	社�����������	
�	�����社����������	
�	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
��

�����角　チップ種別：���（特性評価回路など）
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波形計測型放射線検出回路
東京大学工学部　　石津 崇章，Deng Zhi，高橋 浩之 

概要：次世代���（���������	
���������
������）用に���������	
���������，低消費電力

の放射線検出器用フロントエンドの開発を行っている．これまでのフロントエンド回路で

は信号をアナログフィルタを用いて処理し，波高値，時間情報を低速な���，コンパレー

タを用いてデジタル化することで信号をとらえて来た．フロントエンド回路に高速の

���を直結し，信号を波形を計測することで，従来不可能であったデジタル信号処理が可

能になり，エネルギー分解能，時間分解能が向上すると考えられる．今回試作した����

にはチップ上にフロントエンドと���を同時に搭載することで回路を簡素化し，低コス

ト化をはかる．プリアンプにはフォールデッドカスコードアンプを使用し，大きな入力レ

ンジを確保することを可能にした．���を��結合にてプリアンプにつなぎ，��変換が

行えるように十分大きな信号へと増幅を行った．オフセットに関しては外部から調整するシステムをとっている．���は高速動

作と低消費電力の要求から分解能を����に押えて設計した．サンプリング速度は������を目指している．設計した����は���

で��という低消費電力を実現することができた．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：������以上，

�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナデジ混載

カオスニューラルネットワークLSI
広島大学大学院先端物質科学研究科　　伊井 慎一郎，森江 隆，永田 真，岩田 穆

概要：我々が提案している任意の非線形ダイナミカルシステムのためのパルス変調回路

アーキテクチャ［�］により，任意の非線形活性化関数を有し，カオスダイナミクスを実現

する対称相互結合型ニューラルネットワーク回路を設計した．入力はパルス幅変調

（���）信号で与えられ，シナプス部でスイッチト電流源を駆動することにより，パルス

幅と電流値の乗算が行われ，電荷量で結果を得る．すべてのシナプス部からの電荷はキャ

パシタで加算され，電圧値として内部状態値を得る．内部状態電圧はパルス位相変調

（���）信号に変換され，外部から与えられる任意の非線形電圧波形をサンプリングするこ

とで，非線形変換を実現する．アナログシナプス荷重はキャパシタ電荷により記憶し，

フィードバック制御により高精度にシナプス荷重を設定できるようにした．設計したチッ

プは��ニューロンと���個の対称シナプス結合回路を有している．このチップは，昨年度設計したチップの改良版である．

参考文献：［�］��������	��
�����	��������	�����������������	
�

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�������

�������社����������	
�	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：

ニューテクノロジ

ディジタル方式による全画素並列画像分割セルネットワーク回路
広島大学先端物質科学研究科　　森本 高志，原田 洋明

広島大学ナノデバイス・システム研究センター　　小出 哲士，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マタウシュハンス ユルゲン

概要：画像分割は複数のオブジェクトが存在する複雑な自然画像から個々のオブジェクト

を抽出することにより情報量を少なくする処理であり，画像認識や動き検出などのオブ

ジェクトベースの画像処理の前処理として重要かつ不可欠な処理である．本研究室では

ディジタル方式の画像分割アルゴリズムとそれに基づくリアルタイム画像分割アーキテク

チャを提案している［�］．この試作チップでは提案アーキテクチャの有効性を確認するた

めに，コア回路である画像分割セルネットワーク回路の試作を行った．回路面積の大半を

占める加算器・デコーダ部分をフルカスタム設計することにより，高速・小面積に実装し

ている．

参考文献：���������	�
��	���
�������������	����������	
�
�����������������	�������������	�
���	��
��������������������������	�
���

������������	�
����������������	���������������	�
��
��
��	����	�
��	��（��������）����������������		���

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�������

���������	
社���������	
��������社��������	
������社����������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：

�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：その他
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単語レベル実時間リップリーディング回路
名古屋大学工学部　　村上 則明

名古屋大学情報メディア教育センター　　中村 一博

名古屋大学大学院工学研究科　　高木 一義，高木 直史

概要：近年，携帯電話などの携帯機器の普及に伴い，より高度なユーザインタフェースが

求められるようになってきている．我々は，今後，携帯機器の補助的なインタフェースと

しての利用が期待されるリップリーディング（読唇）に着目し，リアルタイムにリップリー

ディングを行う回路の設計を行った．この回路は，まず，サイズ���×���ピクセル，��

���グレースケールの口周辺画像を入力とし，唇の輪郭点座標と口唇開口領域の平均ピクセ

ル値からなる特徴ベクトルを求める．次に，特徴ベクトルを量子化し，隠れマルコフモデ

ル（���）の入力シンボルに変換する．最後に，��個のシンボルからなるシンボル列（����

秒相当）に対して���に基づく単語認識処理を行い，���の確率が最大となる単語コードを出力する．本回路は，�����動作

で，毎秒��枚の画像に対して，リップリーディングを行うことができる．テスタによる測定についてはまだ行っていない．

参考文献：［�］���������	�
������	�����
���������
����������	�
�������������������������������	�
�����������������������������	�

���������	�
��
（����）��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ�デジタル信号

処理プロセッサ

MIPS命令互換完全同期式プロセッサ
東京工業大学大学院理工学研究科　　石島 誠一郎，高橋 篤司

概要：各レジスタへ必ずしも同時刻にクロックを分配をしない準同期式設計手法の有効性

を確認するため，比較用として��������	マイクロプロセッサを完全同期方式で制作した．

プロセッサは四段パイプライン構成，�����汎用レジスタを��本内蔵している．命令セッ

トは�����������互換で，浮動小数点命令以外のユーザーモード命令を実行できる．目標

動作周波数は，������で合成した．今後，このデザインからレジスタ間遅延を抽出し，動

作周波数の向上，瞬間最大消費電力の削減等を目標にクロックスケジュールを行い，その

クロックスケジュールを達成するクロック木を合成することで，準同期式プロセッサとす

る．プロセッサとしての性能向上を達成することで，準同期方式の有効性を確認する予定

である．また，自動合成に向けた設計方式の確立を目指す予定である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
��������社�����������	
��
社����������	
��������社���������

���　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：マイクロプロセッサ

MIPS命令互換準同期式プロセッサ
東京工業大学大学院理工学研究科　　石島 誠一郎，高橋 篤司

概要：各レジスタへ必ずしも同時刻にクロックを分配をしない準同期式設計手法の有効性

を確認するため，��������	マイクロプロセッサを制作した．プロセッサコアの速度を，

チップ間誤差の影響を排除し比較するため，準同期式設計手法および従来の完全同期設計

手法によって得られた二つのプロセッサコアを，試作チップには搭載した．準同期式プロ

セッサコアは，���システムなどの制約から，完全同期式プロセッサコアのレイアウトか

ら，動作クロック周波数の向上を目的にクロック分配回路を�個所修正することで得た．

プロセッサは四段パイプライン構成，�����汎用レジスタを��本内蔵している．命令セッ

トは�����������互換で，浮動小数点命令以外のユーザーモード命令を実行できる．シ

ミュレーションおよび実チップによる評価により，動作周波数は準同期化により��％以上

向上することが確認された．以前の試作で納品されたチップ数が少なかったため，同じ設計のチップを再度試作した．

参考文献：���������	
��������	�����������
��������������	��
����	��������������	��������	�
����������������������������������	
�

����������	
�����������	�����
����������������		���
��������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
��������社�����������	
��
社����������	
��������社���������

���　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：マイクロプロセッサ
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慶応義塾大学理工学部　　溝口 大介，ユスミラズ・ビンティ ユスフ，三浦 典之，

　　　　　　　　　　　　黒田 忠広

概要：近年，���の実装密度を高めるため，ベアチップを�次元にスタックし，チップ間

をワイヤボンディングやマイクロバンプ，スルーホール等で接続したマルチチップパッ

ケージが注目されている．黒田研究室では，チップ間の通信で，安価に高いバンド幅を実

現するために，上下のチップ間をインダクタカップリングで接続する方式を提案している．

本チップは，インダクタ結合による通信の実験用���チップである．内部には，送信コイ

ルアレイ，受信コイルアレイが設けられている．送受信コイルアレイは，各々任意の�つ

を選択でき，相互干渉等の実験を行う事が可能である．本���チッ　プは，�つのチップ

を対面させ，コイル同士が�����ほど離れた場合の動作検証を想定している．また，内部

回路のテストのために，�層��層間のアンテナ同士の送受信用回路，ディジタル部同士の送受信回路等も搭載している．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試

作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���など）

32ビットウェーブパイプライン化ALU
札幌学院大学社会情報学部　　佐藤 友暁

東北大学大学院情報科学研究科　　江川 隆輔，中村 維男

弘前大学理工学部　　深瀬 政秋

概要：複数ビット間のタイミングの取り方が従来のパイプラインとは全く異なるウェーブ

パイプラインは高周波化，省スペース化，省電力化などの優れた特徴を有する．しかし，

従来方式のパイプラインについては高性能化のための設計手法とチューニング手法が今な

お精力的に開発されていることと比べると，ウェーブパイプラインの研究はまだ端緒につ

いたばかりである．本研究では，ウェーブパイプライン手法を用いて��ビット���の設

計・製作をおこなった．チップの構成は，���，入力側レジスタファイル，出力側レジス

タファイル，クロックドライバ，クロックセレクタの�つの部分で構成されている．����

�は，算術演算回路として，加算回路，乗算回路を有し，論理演算回路として，��������������	
���回路を有する．���を使

用して遅延時間を解析した結果，最大遅延時間が������，最小遅延時間は������である．最大遅延時間と最小遅延時間の差が������

であることから，������以上での動作が可能であることが予想される．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社�������������	�
���社��������	
�������������社�����������	
��
社�������

���������	
�社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
��

�����角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

HLL Embedded Systems
Tohoku University, Graduate School of Information Sciences

Progyna Khondkar, Kentaro Sano, Tadao Nakamura

概要：������������	�
���
������������
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�
	�	�����
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�
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設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
�����������������

社���������	
������������社����������	
���　トランジスタ数：������以上��������未満　試作ラン：ローム��������	���

�����角　チップ種別：マイクロプロセッサコア
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POFフロントエンド
金沢大学工学部　　山田 裕志

概要：本研究では，����テクノロジを利用した光通信用レシーバ��の開発を行っている．

ホームネットワークへの利用を目的としており，通信速度としては�������の実現を試み

ている．この光通信用レシーバの開発にあたっての課題として，低コストやコンパクトで

あることが望まれる．そこで，光検出部（��）と信号処理回路を�つのチップに搭載する

こと（�チップ化）を目指すことで両方の要求を達成する予定である．また，���（��������

��������	�
��）通信への対応を可能にさせることで，さらなる低コストを目指す．本チップ

では，��に���変換回路（���������	
�����������
�
�）を取り付けた���の試作を行っ

ており，��の受光面積を一定としたまま，その内部におけるフォトダイオードの分割化を

行っている（�分割，�分割）．�つのフォトダイオードには�つの帰還抵抗付の���が取

り付けられており，受光容量と帰還抵抗で表される��時定数はいずれの回路においても

一定である．また，分割化された回路を�つにまとめるために加算回路を用いてシングルエンド構成としている．このチップは，

��の分割化に伴う，応答速度への影響の有無を検討する目的で作成した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路

など）

hogehogehoge
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設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�����社���������	
���������社�����������	
���
����
��
社���������	�
����

社���������	
���
�����社����������	
�	������社��������　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム������

���������	��角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

平成14年度　第1回　ロームCMOS0.35��　チップ試作
（RO35021）

1T2C型強誘電体メモリ用周辺回路（2）
東京工業大学フロンティア創造共同研究センター　　山本 修一郎，石川 徹，陳 文億，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石原 宏

概要：����型強誘電体メモリ［�］に用いる周辺回路の設計と���の試作を行なった．

我々はロームの���作製プロセスと独自の強誘電体プロセスを融合してメモリ作製を計画

しているが，デザインルールの違いにより，����部についても最小設計寸法での設計が

困難である．特に，ソースドレイン抵抗の増大が懸念されるため，予想される設計寸法で

の評価���を設計した．具体的にはスタンダードセル形式の���������，およびクロス

カップル型センスアンプ，リングオシレータなどを設計した．

参考文献：［�］��������	
	���
����	�����	���������������������	
�����������������
�������������	
�����
��������������������������	���
��

�����������	
���������������������������（����）�������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価

回路など）
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無線通信用TEGの試作
九州大学システム情報科学研究院　　金谷 晴一，吉田 啓二，黒木 幸令，安浦 寛人

九州大学システム情報科学府　　浦川 剛，森田 亮，樽見 幸祐

九州大学電気情報工学科　　岡本 賢治

概要：無線���（�����������	
�）及び衛星通信用の���の試作を行った．����低雑音

増幅器，���������		
������発振器設計の前準備として��������	
����を試作した．����低

雑音増幅器は，使用周波数帯として，無線���（��������	����）の周波数帯から，衛星

通信（�����）の周波数帯まで，低雑音増幅器（���）のゲインがどの程度確保できるか

を調べるために，�段の���の試作を行った．なお，入出力部は，信号線と接地導体が同

一平面状にあるコプレーナ線路（���）とし，特性インピーダンスを��オームとし，�

値の算出も行った．���������		
��は����付近の周波数にて発振するよう設計した．����

��������	
��は出来上がったチップを測定しパラメータを抽出する．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���

など）

フローティングゲートMOS（neuMOS）回路技術を用いた超並列アナログベク
トルマッチング回路
東京大学工学系研究科　　山崎 俊彦

東京大学新領域創成科学研究科　　柴田 直

概要：人間のように柔軟な画像情報処理のためのアナログベクトルマッチング回路を開発

した．ベクトル同士の類似度演算特性として����インバータの貫通電流を利用してお

り，またフローティングゲート���（������）技術を用いることによってその類似度演

算特性のピーク位置，ピーク値，関数のなだらかさを柔軟に変えることができる．参考文

献［�］に発表した実験結果を踏まえ，��次元���ベクトルを並列に扱うことのできる，

より大規模なシステムを開発した．現在，我々の研究室で開発中の画像特徴抽出回路と組

み合わせてシステムを構築できるように専用ボードを設計中である．

参考文献：����������	��
������	��������
���������������	
������
�����������	������������	��
�������������������������������������	��
�

������������	
�������������	������������������	
�����������������
������������	
�������	����������������
���

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ�

デジタル信号処理プロセッサ

アナログ電流を用いた画像フィルタリングイメージセンサ
東京大学新領域創成科学研究科　　田口 晶康，柴田 直

概要：画像からその特徴情報を瞬時に得るため，入力画像に対し高速・低消費電力でフィ

ルタリング演算を行えるスマートセンサである．この回路では����������により得られた

輝度情報をアナログ電流に変換し，我々が開発した������������	
������	�����	�����と呼ぶ

新たなアーキテクチャを用いて高速化を図っている．具体的には逐次的に演算を行う際に

必要とされる画像の縦と横のピクセル数の積の演算クロックよりも劇的に少ない画像の縦

と横のピクセル数の和程度の演算クロックで様々なフィルタリング演算を終了することが

できる．また，アナログ電流によるデータ表現を行っており，電流値を押さえることで低

消費電力化が図れる．イメージセンサとしては��×��������	の解像度を有す．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���

�������社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チッ

プ種別：イメージセンサ�スマートセンサ
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アナログ相関回路を用いた実時間Moving Object Detector 回路
東京大学工学系研究科　　山崎 俊彦

東京大学新領域創成科学研究科　　梅島 誠之，柴田 直

概要：我々の研究室ではアナログ相関演算回路を用いて動いている物体の位置と速度を実

時間で検出するイメージセンサの研究を行っている．����年�月，�月に試作したチップ

の測定結果を踏まえ，�チップで動いている物体の位置と速度両方を同時に検出できるシ

ステムを開発した．本チップでは相関演算によって動いている物体のエッジを検出し，�

軸・�軸方向にそのエッジ情報を射影することで膨大な情報量を圧縮している．動き位置

の検出はフローティング・ゲート���回路技術を用いた動的閾値処理で実現し，速度の

検出は異なるタイミングでサンプリングした�つの射影データをシフトさせながら相関を

取ることによって実現する．センサのサイズは��×�������で��±��������	�
����までの速

度を検出できるように設計されている．

参考文献：［�］����������	��
������	��������
��
�����������	�
�������
������	���
������������	��	
����������	�������������������	
�	�

���������	�
����	�Ⅲ����������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：イメージセンサ�スマー

トセンサ

フローティングゲートMOS（neuMOS）を用いた電圧型エッジフィルタ
東京大学工学部　　中下 友介

東京大学工学系研究科　　三田 吉郎

東京大学新領域創成科学研究科　　柴田 直

概要：画像認識を行う際，冗長な画像データをそのまま扱うのではなく，特徴を抽出して

から認識処理を行うことで，より大量のデータを高速に処理することが可能になる．そこ

で，フォトダイオードを搭載し，画像を取り込むと同時にそのエッジ情報を抽出すること

が出来るチップを作製した．このチップは，隣接セル間配線のみで�×�������のエッジ抽

出が可能なアーキテクチャを採用している．このアーキテクチャは，フォトダイオードと

演算回路を同一セル内に含む従来形のエッジフィルタではなく，フォトダイオードと演算

回路を縦横���ずつずらした構成になっている．このアーキテクチャを採用したことで必

要な配線数を大幅に減らすことに成功した．本チップの演算回路にはフローティング・ゲート���（������）を用いている．����

���を用いたことで，演算回路がシンプルになり，さらに消費電力を抑えることが可能になるというメリットがある．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：イメージセ

ンサ�スマートセンサ

配線特性測定TEG
東京大学生産技術研究所　　稲垣 賢一

概要：ディープサブミクロン世代における���設計では，信号伝送が高速化されるに伴い

シグナルインテグリティの保証が重要となる．配線における遅延，クロストーク，オー

バーシュート，アンダーシュートなどを正確に見積もり設計にフィードバックするには，

配線のパラメータを測定し設計指針を作る必要がある．本試作では���内部の伝達状況，

カップリング状況をネットワークアナライザを用いて精密に測定する．測定結果を用いて

ディープサブミクロン領域における配線設計の指針とする．実際の���内部のジオメトリ

を模した���から���の長さの��種類の配線パターンを用意した．配線パターンには直

線長距離配線，クランク型配線といった水平方向の形状の違いおよび，断面形状の違いと

して単独配線，配線下部にグラウンドプレーンがあるマイクロストリップ型，両隣にグラ

ウンドプレーンがあるコプレナー型の配線，下部が一般の���と同様にランダム配線となっているものなどを用意した．

設計期間：���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�����　トラ

ンジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路など）
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シャッフリングによるバスの低消費電力化
東京大学生産技術研究所　　山田 大裕，閔 庚 ，崔 珍赫

概要：最近の���においては，配線間容量が対地容量に対する比率が増大している．この

状況を考慮し，組込プロセッサにおけるオンチップバスの消費電力の削減を図るバスシャ

フリング手法が考案されている．本研究ではバスシャフリングの理論的な解析と実装時の

評価を行い，新たなシャフリング手法を提案する．商用プロセッサコアシミュレータから

得たバス信号パターンを用いて複数のアプリケーションが動作する環境下でどのようなバ

スシャフリングを行うかについて，複数のシャフリングパターンを取るアルゴリズム，

����������	
������
�は，��������	

������������を行った場合と比較して，命令バスとデータ

バスでは�％程度更に消費電力を削減でき，同時に�つ以上のシャフリングパターンを取

ることはセレクタ回路のオーバヘッドが消費電力削減効果を上回るシミュレーション結果

が得られた．本試作では各方式の回路をフルカスタム設計し，���テスタを用いて試作チップの測定と検証を行い，バスシャフリ

ング方式による消費電力削減効果を確認した．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路な

ど）

特性ばらつき評価用のTEGチップ
長崎総合科学大学工学部　　服部 慎，清山 浩司，田中 義人

概要：近年，集積回路プロセス技術の微細化及び低電圧化が進む中，����アナログ回路

素子のばらつきが増加する傾向にある．素子のばらつきが大きくなる事は，その特性を劣

化させるばかりでなく，補正回路等による設計の複雑化を招く原因となっている．このよ

うな背景から����アナログ回路におけるトランジスタばらつき特性の理論的及び実験

的研究は，ますます重要になってきている．本チップは，特性ばらつきに関するデータを

収集する事を目的として試作した．ばらつき評価に設計した回路は，������単体，拡散

層抵抗，オペアンプ，ヒステリシスコンパレータである．本チップの測定結果，������

のスレッショルド電圧とトランスコンダクタンスばらつきのトランジスタサイズ依存性は

共に，ゲート面積を大きくする事でばらつきを小さく出来るという従来の結果を検証し，

それらのパラメータを抽出する事ができた．

参考文献：服部，田中，“����アナログ回路におけるトランジスタサイズ依存性の一考察”，������，第��回電子情報通信学会九

州支部学生会講演論文集（�����．�

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	　トランジス

タ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路など）

SFQ/CMOSハイブリッドシステム用パイプラインアンプの試作
横浜国立大学大学院工学研究院　　吉川 信行，富田 卓哉，宮川 英明

概要：我々は���論理回路の高速性と����論理回路の高集積性を組み合わせた高速ハ

イブリッドデジタルシステムの実現を目指している［�］．���回路は�����の高速クロッ

ク周波数で動作するが，その電圧振幅は�����のオーダである．一方，����デバイスは

数���で動作し，その電圧振幅は��のオーダである．したがって，ハイブリッドシステ

ムの実現のためには，���論理回路の高速微小電圧出力を����論理回路で処理可能な電

圧レベルにまで高速に増幅するアンプの開発が鍵となる．本チップでは，��������ハイ

ブリッドシステム用高速高感度パイプラインアンプの試作を行った．試作したパイプライ

ンアンプは，�段のダイナミック型フリップフロップアンプと�段の����ドライバから成

り，���の微小入力をクロック周波数����で増幅可能である．

参考文献：［�］��������	
�
�������������
���
�������������	�
����������������������������������	
�����
�����������
��������

����������	�
���	�����������������������������	
����������������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：ニューテクノロジ
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高並列プロセッサ向けバンク構成小面積多ポートレジスタファイル
広島大学ナノデバイス・システム研究センター　　内田 裕志，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マタウシュハンス ユルゲン，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小出 哲士

概要：プロセッサにおいて複数命令を並列実行するスーパスカラ方式が一般的に利用され

ている．この並列度の増加に伴い，必要なポート数，及びレジスタ数は増加するが，従来

の多ポートメモリでは，並列度の向上と高集積化の両立が困難である．本研究室では，高

並列プロセッサ用の多ポートレジスタファイルを実現するために，小面積な�ポートのメ

モリセルと，�ポートと�ポートの変換回路を用いてポートを選択することで，メモリ面

積を従来の多ポートメモリより小面積で実現した，階層構造型多ポートメモリアーキテク

チャ（������������	
��������������	���������������	
）をバンク構成レジスタファイルと

して利用することを提案する．この試作チップでは，前回の試作チップのフロアプランを改良し，大幅な面積削減，及び従来方式

と比較を行い，優位性の確認を行った．

参考文献：内田裕志，三谷陽介，マタウシュハンス�ユルゲン，小出哲士，弘中哲夫，“マルチバンク構造による小面積多ポートレ

ジスタファイル”，信学技報�����������，����������	，������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種

別：メモリ

Simple TMC LSI
東京農工大学工学部　　馬渕 太郎，江村 恒夫，楜沢 謙和

高エネルギー加速器研究機構　　新井 康夫

概要：我々は���（����������	�
���）と呼ぶ，高エネルギー加速器実験用時間測定���

を開発している．これは高頻度で発生する（����）さまざまな素粒子の検出器への到着

時間を，高精度（������）で測定できるものである．現在までに数種類の�������を開発

し使用しているが，これまでのものはいずれも大規模な衝突ビーム型実験用に開発しため，

小規模な固定標的型実験で使用する際には，周辺回路が複雑となりコスト的にも最適化さ

れた物ではなかった．そこでこのような実験でも使い易い，汎用で安価な���として

��������	
（����）を開発することとした．����回路の基本���構成は，インバータチェ

インによるリングオシレータに���（��������	
�������）回路を組み合わせたもので，ク

ロック周期の���������の時間間隔を持った基準信号を発生させ，時間測定を行うことが出来る．また，内部で基準時間からの差を

取りデータを出力する事も出来る�

参考文献：���������	
��������������������������������	
��	��	���	���	���	�����	��������	
�������������������
����������������	


（����）��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社���������	
���
�����社����������	
��������社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�����

以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータなど）

マルチレベルディスクリメータチップ
東京大学工学部　　石津 崇章，Deng Zhi，高橋 浩之

概要：�線や中性子の散乱実験などで用いる多チャンネルの検出器用のフロントエンド回

路である．放射線検出器からの信号は使用する検出器の種類，動作条件により，大きく変

化する．���と，バイアス電圧の可変によりさまざまな条件下で使用できるよう設計を

行った．今回試作を行った����には��チャンネル分の処理回路が内蔵されており，コン

パレータを用いることで信号を二値化して読出す．���には高速動作をさせるため電流

アンプを使用し，コンパレータには���アンプを使用することで，大きな信号を扱えるよ

うにした．����は各チャンネルにつき�つのコンパレータを使用しており，出力をグレイ

コード化することで，�本の出力線にまとめている．いくつかのレベルの信号を分離する

ことで，反応現象の分別が可能になる．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社������������	
�社�

���������	
��	�����社����������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラ

ン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータなど）
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周波数領域での信号処理回路の試作
茨城大学工学部　　木村 孝之，白木 広光

概要：本研究室ではエリアシングを含んだ複数の画像から元の周波数を含む画像を，光学

ローパスフィルタとデジタル信号処理により復元する研究を行ってきた．本試作では，こ

れらの�次元画像の信号処理回路の動作確認と，高速動作や低消費動作の検証を目的とし

ている．試作した回路は，�つの��点���（���������	
�����������
��）ユニット，周波数

領域（複素数）で�元�次連立方程式の解を求める演算ユニット，��点����（��������

���）ユニットからなる．演算は�段のパイプライン構成とし，マスタークロック����周

期で�つの解を得る．現在，信号発生回路の制限のため����までの周波数で動作を行い，

正しく計算できることを確認した．����で動作させたときの計算時間は�����で，その

時の平均の消費電力は������であった．この程度の計算時間と消費電力であれば，モバ

イル機器への応用も期待できる．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
��������社�����������	
��
社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算

器など）

最小マンハッタン距離検索機能を有する高速・小面積・低消費電力連想メモリ (2)
広島大学ナノデバイス・システム研究センター　　矢野 祐二，小出 哲士，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hans Juergen Mattausch

概要：我々のグループでは，高速・小面積・低消費電力を同時に満足できる全並列型アー

キテクチャによる新しい連想メモリを提案している．今回は前回の最小マンハッタン距離

検索連想メモリの修正・改良を行った．前回試作チップに入っていた配線の接続ミスなど

を修正し，前回の空白領域にデカップリングキャパシタを配置した．

設計期間：���人月以上，�人月未満　試作ツール：�������社���������	�
����社���������	�

���������	�社����������	
��
����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：

ローム���������	��������角　チップ種別：メモリ

64ニューロン搭載ストカスティックニューロチップ
東北大学電気通信研究所　　秋元 俊祐，佐藤 茂雄，中島 康治

概要：我々はストカスティックロジックという論理を用いた大規模ニュートラルネット

ワークシステムの構築に関する研究を行っている．この論理を用いると演算器を非常に小

さく構成でき，より多くの演算素子を�チップに集積することができる．また，その確率

的な動作原理によってネットワークの問題解決能力の向上が期待できる．本試作チップに

は非単調活性化関数回路と荷重値学習回路を有したストカスティックニューロン素子が

��個搭載されており，我々はこのチップを複数個接続した����ニューロン以上の全結合

ネットワークシステムの構築を目指している．ニューロン回路の他に演算のボトルネック

となるメモリアクセス高速化のための高速����インタフェースや，外部制御線を極力減

らすためのコントロール回路が内蔵されている．これらによってマルチチップシステムを

シンプルに構成することが可能となっている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：���������	

�������
����　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理

プロセッサ
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パルスカップルドニューラルネットワーク回路の設計
広島大学大学院工学研究科　　片山 光亮

広島大学大学院先端物質科学研究科　　岩田 穆

概要：近年，生体の知的情報処理にパルスが重要な役割を果たしていることが見直されて

いるが，パルスの位相と密度をソフトウェア的に扱うと実時間処理ができない問題がある．

そこで，我々はこのパルスを用いた情報処理であるパルスカップルドニューラルネット

ワーク（����）モデルを，集積回路の基本的要素であるフェーズロックトループ（���）

とプログラマブルゲートアレイ（���）により構成し，試作した．回路に入力されたパル

ス列は，��×��点の���で相互に結合された��個の���に分配されると共に���に

フィードバックされることで，統合・分離が行われる．���は����実現のために工夫さ

れており，電流源とループフィルタ間のスイッチをパルスが直接スイッチングすることで

複数のパルスを扱えるようにするとともに，通常の負帰還に加えて正帰還を付加することで複数の位相を扱えるようにした．���

の結合をプログラムすることで，発振型連想メモリ，パルス��通信等に応用可能である．現在試作チップ測定のための治具を作

成中である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��社���������	
���
�����社����������	
��������社���������

��������	
�	社�����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：

ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

ロボット用途向けCDMAシリアル通信チップ（2）
広島大学先端物質科学研究科　　汐崎 充，岩田 穆

概要：高速・高機能ロボットの制御に適したマルチプロセッサ通信ネットワークの構築を

目的としたチップ試作を行っている．ロボット用途ではケーブルの重さ等がアクチュエー

タ系に影響するため，少ない伝送路でデータ転送する必要がある．また，性質の異なる

データが複数存在するため，これらを効率よく転送する必要もある．そこで，����方式

による多重化を行い，拡散符号と符号長の動的制御を行うことで少ない伝送路で効率良い

データ転送を実現する．ロボット用途向け����シリアル通信チップ（�）では，スイッ

チトキャパシタ型の送信回路を用いていた．これはリンギング等の影響により�����程

度の転送速度しか得られないことがわかった．そこで，送信回路をスイッチトキャパシタ

型からカレントソース型へ変更した．今後，測定により�チップを比較検討する予定であ

る．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社������������社�����������	
��
社���������

���　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���

など）

Parallel-CDMAインタフェースの設計
大阪大学大学院工学研究科　　清水 新策，松岡 俊匡，谷口 研二

概要：���������	��
������������		（����）インタフェースは伝送路上での狭帯域ノイ

ズ耐性を持つ．しかし，����インタフェースを介して送受信回路がデータを授受すると

き，データを拡散するのに用いた拡散符合のビット数と同じクロック数が必要となり，高

速伝送には不向きである．この問題を解決するために，送信データを拡散符合を用いて複

数のバスに�クロックで送信する，�����������	
（������）バスを提案した．������

バスは複数の信号線のうちの一部が強い影響を受けるような局所的ノイズに対して強い耐

性をもつ．また�値によるデータ伝送を行うことで従来のパラレルバスよりもパワー遅延

積が小さくなる．本チップはこの������バスの動作を評価することを目的とし，�����

の差動パラレルバスと，送受信回路が��対，そしてバスの電位をリセットする安定化回路

を搭載した．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
����社������

���������	
���社����������	
��������社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試

作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナデジ混載

平成14年度　第2回　ロームCMOS0.35��　チップ試作
（RO35022）
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デジタルCDMA回路とチャージポンプ回路を用いたアナログCDMA受信器の設
計
大阪大学大学院工学研究科　　高橋 賢，嶋村 延幸，松岡 俊匡，谷口 研二

概要：将来の���においては配線数の増加による様々な問題がおこることが予想される．

これを解決する技術の�つに，符号分割多重通信（���������	��
����������	�		������）

方式を用いた有線����技術がある．本試作では，チップ内有線通信のための�種類のイ

ンタフェース回路を提案し設計を行った．有線����インタフェースにアナログ積分器

を用いると，多重度に対する限界の問題により，バス線を増大させなければならない．こ

の問題を解決することを目的として，同一多重度でバス線を格段に削減できる技術として

デジタル����を提案し，これを設計した．また，従来のアナログ����方式における

受信器では低域通過フィルタを用いていたが，今回，キャバシタとレベルシフト回路で構

成されるチャージポンプ型積分回路を用いて占有面積及び消費電力を削減できる受信回路を提案し，これを設計した．今回用いた

チャージポンプ型積分回路にはダブル・サンプリング技術を採用することにより，高速化への対応も考慮した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
����社������

���������	
���社����������	
��������社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ロー

ム���������	
������角　チップ種別：アナデジ混載

14-bit, 200MS/s, 2.7V D/A変換器の開発
中央大学理工学部　　杉本 泰博

中央大学理工学研究科　　櫻井 宏樹

概要：従来より，高速高精度の���変換器を用い高周波信号を生成する場合には，高調波

の発生による����（���������	�

�����������
）の劣化が問題であった．我々は，この

高調波の発生の主な原因として，出力信号変化時の出力端子における時定数の変動が影響

していることを新たにつきとめた．出力信号が変化した場合，スイッチセル内にも電圧変

動が起き，セル内の寄生容量に過渡電流が発生するためである．この過渡電流は，��状

態のセルの数，つまり入力ディジタル信号に依存する．そこで，出力信号の変化がセル内

に影響しないように，セルと出力端子間に低電圧動作のバッファつきカスコード回路を導

入し，�����シミュレーションの結果，高調波の発生を抑制し，����特性を改善するこ

とを確認している．現在は作成したチップの評価を行っている．���変換器の基本的な動

作については確認することができたが，高周波の特性については冶具の問題等でまだ評価出来る段階には至っていない．最終的な

目標である��セル化のためには，再度のレイアウト，評価が必要だと考えられるため，今後更に検討を進める所存である．

参考文献：���������	�
���������	���������������������	��

���	�������������������������	
�	
���������������������
������������	
��

��������	�
���������������信学会英文論文誌���月号（印刷中）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
�	社��������

������　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ（�������

�������コンバータなど）

エネルギーリサイクル論理回路による超消費電力RSA暗号処理回路
熊本大学工学部　　堺 昭一，黒木 慎司，佐々木 守

概要：従来のエネルギーリサイクル回路のデバイスのしきい電圧による消費エネルギーの

損失を緩和するローカル・ブートストラップ技術を考案し，エネルギーリサイクル原理が

より効果的になるように��時定数の小さなパストランジスタ回路網と組合せた．また，

ダイナミック動作をするエネルギーリサイクル論理回路に合わせて，シストリックア

レー・アーキテクチャを採用して，��カード等で低消費電力動作が要求され，かつ比較的

重い処理である���暗号処理回路を設計した．さらに，エネルギーリサイクル論理回路を

駆動するクロック電源発生回路のオーバーヘッドを極力抑えた高効率クロック電源回路を

考案して，同時に集積化している．従来の����論理回路を最適な電源電圧で動作させた

場合と比べても，����論理回路に対して，���％の消費エネルギーで動作できる．また，

クロック電源発生回路のオーバーヘッドは，エネルギーリサイクル論理回路での消費エネルギーに対して，��％に抑えることがで

きた．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：演算回路（乗算器，除

算器など）
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IEEE754準拠単精度浮動小数点除算器
広島市立大学情報科学部　　越智 裕之，鈴木 達也，松永 清香，河野 陽一

概要：本研究室では，研究教育用に公開することを目的として�������準拠単精度浮動小

数点除算器��ライブラリの開発を進めている．本チップは，開発した��の実チップによ

る検証を行うための���であり，被検証回路のほかにランダムパタン発生回路とテスト応

答圧縮回路も実装して動作確認を容易化している．実装した除算器は�個で，いずれも基

数�の���法に基づくもので，京大版高速動作向けライブラリを使用し，目標動作周波数

は������である．但し�個のうちの一方は，������の���機能を使用し，全てのフリッ

プフロップをダブルエッジトリガフリップフロップに差し替えてクロックツリーの低消費

電力化を図っている．

参考文献：［�］����������	�
���������������	����
�����������	�
�����������������������������

����������	
�������
���������������������������	
������������（����）��

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��


社���������	�
����社���������	
���������社��������		
�������社����������	
��������社����������	
��������社�����������	

　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

デジタル基板雑音評価チップ
神戸大学工学部情報知能工学科　　杉本 智彦，奥本 健，野口 宏一朗，永田 真

概要：近年のミックストシグナル���開発において，デジタル回路の発生する雑音がシリ

コン基板を伝搬して同一チップ上のアナログ回路に漏洩し，アナログ回路動作性能を劣化

する基板クロストークが問題になっている．本チップでは，アナログ回路と組み合わされ

る可能性の高いデジタル信号処理系として高速フーリエ変換に着目し，京都大学作成の標

準セルライブラリを利用してデジタル���コアを設計した．回路規模を小さくするため，

演算器を再利用する構成としている．また，高い時間分解能で基板雑音を測定するための

基板雑音検出回路［�］を搭載しており，���演算における基板雑音波形のデータ依存性や

動作速度依存性等を評価できる．試作チップの基本動作は確認済みであるが，本レポート

執筆時点では，基板雑音波形の評価は進行中である．

参考文献：［�］�����������	���
����������������������������		��
���
��������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
��社�����������	
��社���������	
���������社��������		
�������社����������	
��������社����������	
��������社�

����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム������

���������	��角　チップ種別：���（特性評価回路など）

相変化不揮発性メモリとインダクタ
金沢大学工学部　　福島 早奈恵，有賀 健太，中山 和也

概要：本チップはⅥ族元素であるカルコゲン元素を記録素子として用いる相変化メモリの

全体回路とメモリセル単体の���とインダクタである．相変化メモリの記録素子は相変

化させるために十分な電流を流す必要がある．当研究室ではカルコゲン元素を記録素子と

して用いた場合，���以上の電流を流すことで相変化できることを確認しており，メモリ

セルサイズを電流が���流れるに決定して設計を行った．周辺回路はメモリセルにあわ

せてサイズを決定し，全体として������の相変化メモリとした．また，メモリセルサイズ

によって流れる電流の違いを測定するためにセルサイズを変えた���を用意した．周り

にうずまき状に見えるのはインダクタコイルである．シミュレーション用等価回路を作成

するためにインダクタ���を作成した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	
�	�����

社�����　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：メモリ
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フォトダイオード特性解析のためのTEG
東京大学工学部　　中下 友介

東京大学工学系研究科　　三田 吉郎

東京大学新領域創成科学研究科　　柴田 直

概要：我々の研究室では，画像データから効率よく特徴を抽出するハードウェアの研究を

行っている．しかし，画像処理プロセッサの性能を上げても，画像データを蓄えるメモリ

との通信がボトルネックとなってしまう．そこで，フォトダイオードを内蔵することに

よって画像データをメモリから読み出すことなく処理を行える���が必要であると考えら

れる．このような回路の設計にはフォトダイオードの正確な特性を知ることが必須である．

本チップでは，今後フォトダイオードを用いたチップを作成する際の参考データをとるた

めの特性評価回路をのせた．サイズの異なるフォトダイオードとその読み出し回路のみで

構成されている．

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������

社�����������	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価

回路など）

微弱な光ビーコンを高速に検出するセンサアレイ
東京大学工学系研究科　　大池 祐輔

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター（VDEC）　　池田 誠，浅田 邦博

概要：我々は���の点滅など微弱な光ビーコンを高速なキャリアで伝送し，センサ面上で

�次元的に取得するセンサを試作した．���×���画素を有する本センサは通常の�次元画

像とともに，そのシーンの中に存在する光ビーコン源からその物体の��などの情報を得

ることができる．仮想現実システムと並んで研究が進んでいる拡張現実システムは，我々

の実世界を基として物体の認識やそれに付随する情報をコンピュータ世界から取得し付加

するシステムである．本センサを撮像素子として使用すれば，従来のイメージセンサでは

困難であった実時間でのシーンと��の同時検出を可能となり，また微弱な光ビーコン検

出による適用分野の拡大が期待できる．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
��������社��������	
������社����������	
��������社�

���������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角

　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

1024×768（XGA）実時間・高精度3次元イメージセンサ
東京大学工学系研究科　　大池 祐輔

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター（VDEC）　　池田 誠，浅田 邦博

概要：我々の提案するダイナミック回路を利用した高速読み出し手法と適応閾値・時間領

域近似��変換回路は，これまでの高速なポジションセンサと異なり�トランジスタの小

型な画素回路でリアルタイム�次元計測を実現する．時間領域近似��変換回路は投射光

の輝度分布を取得でき，重心演算に利用することでサブピクセル精度の向上を図れる．こ

れらの特徴を生かし，��������	
�プロセスを用いて����×���（���）の解像度を有

するリアルタイム�次元イメージセンサの試作を行なった．��枚�秒以上かつ���以下の

距離精度で，���の空間解像度を有する�次元画像取得を目指す．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
��������社��������	
�

�������社����������	
��������社����������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラ

ン：ローム���������	
������角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ
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行並列有意画素探索機能を有するライン状投射光検出センサ
東京大学工学系研究科　　大池 祐輔

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター（VDEC）　　池田 誠，浅田 邦博

概要：我々の提案する行並列有意画素探索機能を有する画素回路を用いて，���×���画

素を有するスマートイメージセンサを試作した．本センサは画素内部に有意画素検出の�

値化回路と行並列の探索信号伝搬制御回路を有し，各行には加算器を基とした前処理回路

が実装されている．十分な光量が得られれば，一般にリアルタイムといわれる��枚�秒あ

るいは��枚�秒を超える超高速�次元形状計測が可能となる．また，本手法の高速性は��

画素を超えるような高解像度におけるリアルタイム�次元形状計測の実現に必要な技術で

ある．今後，本センサの測定による高速性の実証と高速�次元形状計測システムへの適用

を試みる．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
��������社��������	
������社����������	
��������社�

���������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角

　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

電圧変換電源回路の設計
東京工業大学フロンティア創造共同研究センター　　石川 徹，石原 宏

概要：我々は����型強誘電体メモリ［�］に用いる周辺回路の設計を行っている．メモリ

などチップ内では，外部供給電源を受けて内部で複数の電圧を使用することがある．

����型強誘電体メモリは���，���の他に������������などの電圧を必要とする．本

試作では，外部電源（��������）の供給により，基準電圧に対応して����～����の範囲

で内部回路用に電源電圧を供給するための電圧変換電源回路を試作した．回路は負帰還を

与えて出力安定を行う構成である．出力負荷変動時のリンギングの影響を調べるため，負

帰還量とドライブ能力，負荷容量の設定を変えた回路を設計し搭載した．

参考文献：［�］��������	
	���
����	�����	���������������������	
�����������������
�������������

����������	
����������������������
��������������	�
����������������������������	（����）����

���������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路

など）

1T2C型強誘電体メモリ用周辺回路（3）
東京工業大学フロンティア創造共同研究センター　　山本 修一郎，石原 宏

概要：����型強誘電体メモリ［�］に用いる周辺回路の設計と���の試作を行なった．

我々はロームの���作製プロセスと独自の強誘電体プロセスを融合してメモリ作製を計画

しているが，デザインルールの違いにより，����部についても最小設計寸法での設計が

困難である．特に，配線の制限や，ソースドレイン抵抗の増大が懸念されるため，予想さ

れる設計寸法での評価���を設計した．これまでに設計したクロスカップル型センスア

ンプやカレントミラー型センスアンプの設計を修正したものがメイン���である．他に

単体トランジスタ特性の評価用���も作製した．

参考文献：［�］��������	
	���
����	�����	���������������������	
�����������������
�������������

����������	
����������������������
��������������	�
����������������������������	（����）����

���������

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路

など）
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1T2C型強誘電体メモリ用周辺回路（4）
東京工業大学フロンティア創造共同研究センター　　陳 文億，山本 修一郎，石原 宏

概要：����型強誘電体メモリ［�］に用いる周辺回路の設計と���の試作を行なった．

我々はロームの���作製プロセスと独自の強誘電体プロセスを融合してメモリ作製を計画

しているが，デザインルールの違いにより，����部についても最小設計寸法での設計が

困難である．特に，配線の制限や，ソースドレイン抵抗の増大が懸念されるため，予想さ

れる設計寸法での評価���を設計した．���やリセット付き�フリップフロップを設計

した．駆動能力チェックのためアウトバッファのあるものとないものを作製した．

参考文献：［�］��������	
	���
����	�����	���������������������	
�����������������
�������������

����������	
����������������������
��������������	�
����������������������������	（����）����

���������

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路

など）

MATLABの LSI 設計への応用検討およびBIST回路設計の練習用チップ
大阪大学大学院情報科学研究科　　三浦 克介，中前 幸治，藤岡 弘

概要：本チップは，二つの目的を持って設計された．一つは，科学技術計算ソフトウェア

パッケージ������の���設計への応用を検討することであり，もう一つは，���������	
���

����（����）回路設計の練習を行うことである．前者の目的としては，������を用いて

デジタルフィルタの設計を行い，このデータを元に，デジタルフィルタ���を設計した．

設計したフィルタは，カットオフ周波数����のローパスフィルタであり，�������窓関

数を用いて��次の���フィルタにより実現した．このフィルタを，�����幅の固定小数点

データを処理するフィルタ回路として実装した．後者の目的としては，上述のデジタル

フィルタ回路に����回路を付加した．擬似ランダムパターン発生回路およびシグネ

チャー解析回路に，それぞれ，�×�����の非線型フィードバック・シフト・レジスタ回路

を用いた．テストモードピンを��にしてクロックを与えると，�����クロックの擬似ランダムパターンをデジタルフィルタ回路に

与え，その良否判定結果を出力する．��������	
ルールにて実装し，コアサイズが約���×���のレイアウトを得た．シミュ

レーションにより得たクリティカルパス遅延は����である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社�����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナ

ログ�デジタル信号処理プロセッサ

無線通信用バンドパスフィルタの設計
九州大学システム情報科学研究院　　金谷 晴一，吉田 啓二，安浦 寛人

九州大学システム情報科学府　　浦川 剛，大庭 亮介

概要：無線���（�����������	
������）の周波数帯で動作する分布定数線路を用いたバ

ンドパスフィルタ（���）を設計した．線路構造として，信号線と接地導体が同一平面状

にあるコプレーナ線路（���）とし，特性インピーダンスを���とした．無線���用と

して，中心周波数�������，帯域������，フィルタの段数は�段とした．���は，小型

化のために，�分の�波長共振器を用い，インピーダンス反転回路として，インターディ

ジタルギャップと，メアンダ細線構造を用いた．また，共振器もメアンダ形状としてサイ

ズを小型化した．更に無線���用増幅器として，電力増幅器（��）及び低雑音増幅器

（���）も合わせて設計した．

参考文献：���������������	
���������������
������������	
������������������	��	
���������	
����������
������
�	��
��

��������	�	
��	�������	���������
����������	
��������������������������������	
	����	����
	���	�����（����）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	　トランジス

タ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���など）
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CMOSオペアンプの試作
東北大学大学院情報科学研究科　　池田 茂，出川 勝彦，青木 孝文，樋口 龍雄

概要：筆者らは，反応拡散ダイナミクスの有する顕著なパターン形成能力を利用した並列

コンピューティングの可能性を理論的・実験的に検討しており，人工触媒素子を用いて任

意の反応拡散ダイナミクスを人工的に実現する手法を提案している．この手法では，人工

触媒素子としてプラチナのマイクロ電極を用いる．マイクロ電極上の微量溶液中における

酸化還元反応を��のプログラムで制御することにより，非線形反応拡散ダイナミクスを

実現している．現在の実験システムでは，��と電極間を�チャネルのポテンシオスタット

を介して接続し，�本の電極への印加電位を一定に保っている．今後は使用する電極の数

が増加するため，ポテンシオスタットの機能をオペアンプを用いた定電圧回路で代用し，

実験システムを集積化することを検討している．そこで，今回は����オペアンプの試作

を行った．また，�進�����������	数系を用いた全加算器も試作した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	　トラン

ジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ（����������	��	コン

バータなど）

CMOSスイッチおよび補償回路アーキテクチャを用いた3.3V/1.2Vスイッチト
キャパシタ型DC-DCコンバータ
西安理工大学　　余 寧梅

東京大学新領域創成科学研究科　　柴田 直

概要：����テクノロジの微細化に伴い，電力密度の高い電源供給が必要となっている．

��������	�
����（���）において，システムを構成するアナログとデジタルの回路は同一

チップ内に存在する．アナログ回路とデジタル回路は異なる電源電圧で駆動されるので，

様々な仕様を満たすように電源供給する必要のあるポータブルコンピュータやマルチメ

ディア，無線通信のようなシステムにおいて�����コンバータは重要だと考えられる．

一般に����テクノロジにおいてインダクタンスはキャパシタンスと比較して見積もる

のが困難であり，また，インダクタンスは�����コンバータを作る際に電磁妨害（���）を

引き起こす．そこで，本研究ではスイッチトキャパシタ型�����コンバータを採用する．本研究では，�つの補償回路ユニットを

並列に接続することにより，スイッチトキャパシタ型�����コンバータの出力電流を����まで高められるように改善した．

参考文献：�����������	
����	
		������������������������	�
�����
������������������������	�
���������������������������������	
��

��������	
������
�
��
������������������	
��������������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ（�����

���������コンバータなど）

SystemCのRTL記述を用いたSH互換プロセッサの設計
京都大学情報学研究科　　荒本 雅夫，湯山 洋一，高井 幸輔，小野寺 秀俊

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター　　小林 和淑

概要：我々は，処理に特化したプロセッサを複数個使用して，短期間にシステムを構成す

る設計手法を考案している．そのためには，面積が小さく，カスタマイズ可能なプロセッ

サが必要である．本���はその設計手法の基となる，できるだけハードウェアコストを下

げたプロセッサである．本プロセッサは�段パイプライン方式，ハーバードアーキテク

チャといった特徴を持つ．命令セットは日立製作所の����を基にしており，命令数は��

種類���命令である．論理設計は�������の���記述を用いて行った．処理に不要な命令

を削除したり，データパスのビット幅を減少することを容易に行うことができるので，カ

スタマイズが可能となる．設計は修士の学生�人で行い，約���ケ月必要であった．今後，

テスタによる測定を行い，動作周波数や消費電力の評価を行う予定である．

参考文献：荒本，湯山，高井，“�������の���記述を用いた��互換プロセッサの設計”，信学技報，����������	
，���������，

�������

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��


社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角

　チップ種別：マイクロプロセッサ
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PWM方式画素並列2次元ガボール型フィルタ回路
広島大学先端物質科学研究科　　梅澤 淳，森江 隆，岩田 穆

概要：人の視覚系の機能の一部を模擬したガボールウェーブレット変換は照明の変化など

の影響を受けにくく，優れた特徴量として知られているが，膨大な演算量を必要とするた

めソフトウェアでの実行に時間がかかる．そこで処理時間短縮のため，パルス変調方式に

よる画素並列動作型特徴抽出���を設計した．隣接ユニットとの結合強度をもとに自身の

状態を更新していくことにより，局所的空間周波数を抽出するガボール型　変換を実行す

る．今回は��×��ピクセルのネットワークを構成した．特徴抽出に要する時間は�方向�

周波数で約����，消費電力は約�����と見積もっている．今後，低消費電力化を目指す

予定である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��社���������	
���
��

�����社�����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
��

�����角　チップ種別：ニューテクノロジ

神経信号センシングLSI のための測定ユニットの設計（1）
広島大学大学院先端物質科学研究科　　吉田 毅，真下 隆行，赤木 美穂，岩田 穆

概要：自然な魚の運動と神経パルスを同時に観測し，小脳の神経活動と運動の関係を調べ

るための神経信号センシング���の設計を行っている．神経信号センシング���は増幅回

路・���・��ユニットを�チップ化したものであり，低雑音化・低消費電力化・多チャン

ネル化が要求される．これはそれぞれ，生体信号が微小振幅かつ低周波な入力，バッテリ

での長時間動作，測定効率の向上，という要求のためである．本試作チップでは，�チャネ

ル入力を多重し，アンプで増幅，デジタル信号出力をする段階までを設計，試作した．増

幅回路にはチョッパアンプを用い，低周波帯のフリッカ雑音を低減している．���には抵

抗ストリングを用いた直並列型回路構成を採用しており，��ビット分解能，サンプリング

周波数�����である．なお，特性評価用としてチョッパアンプおよび��ユニットの���

を搭載している．また，チョッパアンプの���を測定し，基本動作の確認を行った．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社����������	
��������社����������	
��������

社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ

（����������	��	コンバータなど）

神経信号センシングLSI のための測定ユニットの設計（2）
広島大学大学院先端物質科学研究科　　吉田 毅，真下 隆行，赤木 美穂，岩田 穆

概要：自然な魚の運動と神経パルスを同時に観測し，小脳の神経活動と運動の関係を調べ

るための神経信号センシング���の設計を行っている．神経信号センシング���は，増幅

回路・���・��ユニットを�チップ化したものであり，低雑音化・低消費電力化・多チャ

ンネル化が要求される．本試作チップでは，�チャネル入力のうち�チャネルを任意に選

択し，その入力信号をアンプで増幅，デジタル信号出力をする段階までを設計，試作した．

増幅回路にはチョッパアンプを用い，低周波帯のフリッカ雑音を低減している．���には

抵抗ストリングを用いた直並列型回路構成を採用しており，��ビット分解能，サンプリン

グ周波数�����である．なお，特性評価用として���の単体���を搭載しており，測定

の結果，電源電圧��，参照電圧��において微分非直線性誤差����，積分非直線性誤差

����（��������），消費電力�����という結果を得た．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社����������	
��������社����������	
��������

社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ

（����������	��	コンバータなど）



120

ロボット用途向けCDMAシリアル通信チップ（1）
広島大学先端物質科学研究科　　汐崎 充，岩田 穆

概要：高速・高機能ロボットの制御に適したマルチプロセッサ通信ネットワークの構築を

目的としたチップ試作を行っている．ロボット用途ではケーブルの重さ等がアクチュエー

タ系に影響するため，少ない伝送路でデータ転送する必要がある．また，性質の異なる

データが複数存在するため，これらを効率よく転送する必要もある．そこで，����方式

による多重化を行い，拡散符号と符号長の動的制御を行うことで少ない伝送路で効率良い

データ転送を実現する．本年度�月に試作したチップの修正版である．システム全体で

�������程度の転送速度が実現できるよう設計を行った．多重数������の�段階に切り替

えることで，コード当たりの転送速度も切り替えることができる．今後，測定を行う予定

である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社������������社�����������	
��
社���������

���　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���

など）

線形化器，電力増幅器及びアナログ相関器の設計
大阪大学工学研究科　　車 承佑，Elotohky Mostafa Ali，松岡 俊匡，谷口 研二

概要：送信器のフロントエンドの開発を目的として������で動作する線形化器と電力増

幅器を試作した．線形化器は小型化のため，抵抗とダイオード，キャパシタで構成し，低

電力動作ができるプレディストーション方式を採用した．この線形化器により，次段の電

力増幅器の非線形特性を改善できる．電力増幅器は高利得を得るため，カスコード型で�

級動作をする回路を設計した．各部品の特性を調べるため，�種類のダイオード，抵抗，そ

して増幅器の負荷に使用したインダクタの���も設計した．また，無線����通信用受

信器のためのアナログ相関器も設計した．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	�

���������	�社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：��以上，���未満

　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路など）

生体の網膜に学んだエッジ検出回路の試作
豊橋技術科学大学工学部　　澤 伸也，米津 宏雄

概要：我々は，網膜の視覚情報処理に学び，物体の輪郭を検出するエッジ検出ネットワー

クの提案とその集積回路化を試みてきた．このネットワークは，視覚対象の広範囲にわた

る入力光強度に対して，各画素の回路パラメータを自動的に適応させ，広ダイナミックレ

ンジを実現することができる［�］．しかし，このネットワークでは，出力電流の大きさが

小さく，ノイズや素子のミスマッチによる影響を強く受ける傾向があった．そこで，今回

の試作では，出力電流の取り出しを工夫した数種類の一次元網膜ネットワークを構成し，

その動作を確認することを目的とした．

参考文献：［�］宮下，大谷，高崎，山田，西尾，米津：“局所的な明暗順応機能を有する

エッジ検出機構の集積回路化”，信学技報，�������，�������，�����������，�����

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ

数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ
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広ダイナミックレンジを有する一次元エッジ検出回路の試作
豊橋技術科学大学工学部　　高崎 哲，米津 宏雄

概要：我々は，網膜の視覚情報処理に学び，物体の輪郭を検出するエッジ検出ネットワー

クの提案とその集積回路化を試みてきた．このネットワークは，網膜の視細胞が有する暗

順応機能に学び，低輝度画像が与えられた場合に入力信号を増幅する機能を有する．この

機能により，エッジ検出回路の出力強度が高くなり，ダイナミックレンジがさらに拡大す

ることをシミュレーションによって確認した［�］．今回の試作では，単位回路を一次元に

��個配列した網膜ネットワークを構成し，その動作を確認することを目的とした．

参考文献：［�］高崎，大谷，山田，西尾，古川，米津：“広ダイナミックレンジを有する

エッジ検出機構の電子回路化”，日本神経回路学会第��回全国大会講演論文集，��������

���，�����

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ

数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

素子特性のばらつきに強いエッジ検出アナログ回路の試作
豊橋技術科学大学工学部　　Amal Bandula Kariyawasam，米津 宏雄

概要：我々は，これまでに網膜の視覚情報処理機構に学び，局所空間での光強度分布に

従って，画素中の回路パラメータが自動的に適応する機構を有するエッジ検出アナログ回

路の提案とその集積回路化を試みてきた［�］．しかし，これまで考案してきたエッジ検出

回路は素子特性のばらつきにより誤動作が生じるといった問題点があった．網膜の各神経

細胞で生成された信号にもばらつきは生じている．しかし，網膜は生成した信号を統合し，

その信号を平均する機構を持っており，この機構により誤動作が生じない．今回の試作で

は，網膜の信号処理に見られる平均化する機構を導入したエッジ検出回路を設計し，その

動作を検証することを目的とした．

参考文献：［�］宮下，大谷，高崎，山田，西尾，米津，“局所的な明暗順応機能を有する

エッジ検出機構の集積回路化”，信学技報，�������，�������，�����������，�����

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����トランジスタ

数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

高Q値ロック機能をもつジャイレータ共振回路による高周波バンドパスフィルタ
熊本大学工学部　　末吉 勢二，佐々木 守

概要：スーパーヘテロダイン方式，特に，������方式におけるイメージ除去フィルタ等へ

の応用を意識して，モノリシック集積化可能な狭帯域な高周波（能動）フィルタの研究を

行っている．今回は，正帰還ループによる�強調機能を有する電流モード・ジャイレータ

共振回路によって，上記フィルタを実現した．正帰還ループによる不安定化を制御する目

的で，発信せずに高�値へ正帰還量を固定できるロック機構を考案し，回路実現している．

��������	
�����製造プロセスを用いて，バイアス電流�����で，中心周波数��������

����のバンドパスフィルタの特性を�����の過渡解析結果より確認した．また，回路を

全差動構成にすることで非線形歪みを抑えた．今回は，集積化していないが，中心周波数

を制御できる���も比較的容易に実現可能である．現在，測定評価中であるが，測定結果

を反映したリワーク，先に書いた中心周波数制御に加えて，無線システムへの応用を考え，���等の非線形歪みとダイナミックレン

ジ（雑音特性）の詳細な検討が今後の課題である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���など）
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時系列情報連想システム
東北大学情報科学研究科　　元田 大祐

東北大学電気通信研究所　　佐藤 茂雄，中島 康治

概要：連想システムは知的情報処理システムのひとつとして，画像の認識やベクトル量子

化によるデータ圧縮などに用いられている．しかし，近年のマルチメディア時代において

は動画像や音声などの時系列情報も多く扱われるようになりつつある．そこで，従来の連

想システムを改良し，時系列情報に対応した連想システムを試作した．本連想メモリでは，

時系列情報の連想精度をさらに向上させるために，単位時間ごとに連想結果を算出し，そ

の結果を累積加算することによって最終的な連想結果が出力される．また，デジタル回路

の内部にアナログ回路を導入した，デジ・アナ混載回路とすることで，高集積化を実現し

ている．今回の試作回路は，�リファレンス��ワードの時系列情報連想システムであり，

設計はフルカスタムで行い，抽出したネットリストから������による動作検証を行った．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
�　トランジスタ数：�����以上，������

未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

ニューラルネットワークの高機能・高集積化に関する研究
東北大学電気通信研究所　　芳賀 琢哉，金城 光永，佐藤 茂雄，中島 康治

概要：ニューラルネットワークの集積化のためには，構成要素であるニューロン回路また

はシナプス回路等を小規模に実現する必要がある．特にネットワークの大規模化に伴いシ

ナプス回路の占める面積が支配的となるため，シナプス回路の小規模化が有効である．

我々はシナプスとして�値��������のみをとるネットワークを考えることによりシナプス

回路の小規模化を実現した．さらにこれに伴う学習性能低下をニューロンの入出力特性が

非単調関数で与えられるような非単調ニューロンを導入することにより補い，高機能・高

集積化が可能なネットワークを構築した．今回の試作では学習回路を含む��ニューロン・

���シナプスの全結合ネットワークをアナログ回路により実現した．設計した非単調

ニューロン回路は回路内部でオフセットをキャンセルできる機構を有しており大規模化に

適している．シナプス回路は�値に量子化しているため����の����および符号乗算のための���回路を用いて実現した．測定

により�バイアスニューロンを含む�����ネットワークを用いて��������問題が学習可能であることを確認した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
�　トランジスタ数：������以上，�������

未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

SFQ/CMOSハイブリッドメモリの試作
横浜国立大学大学院工学研究院　　吉川 信行，宮川 英明，富田 卓哉，藤原 完

概要：我々は���論理回路の高速性と����論理回路の高集積性を組み合わせた高速ハ

イブリッドクライオメモリの実現を目指している［�］．本メモリシステムは����での動作

を仮定しており，メモリーセルには�トランジスタ����セルを採用している．そのため，

不揮発，非破壊のメモリ動作が可能である．また，高感度の超伝導センスアンプを用いる

ことによりサブナノ秒のアクセスタイムが可能となる．本チップでは，�トランジスタメ

モリセルの低温動作特性を測定するための基本セル，ならびに��������	
���ハイブ

リッドメモリシステムの試作を行った．基本セルの���における測定により，メモリの保

持時間が低温において無限大になることが明らかになった．

参考文献：［�］����������	�
������	��������������	����������	
�������������������������������

���������	
��������������
������
���������	�
����	��	���������������������������	�
����
������������������������	��
��������������

（����）��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：メモリ
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SFQ/CMOSハイブリッドΣΔADコンバータ用デシメーションフィルタの試作
横浜国立大学大学院工学研究院　　吉川 信行，城殿 征志

概要：��������ハイブリッドΣΔ��コンバータは，���ΣΔモジュレータの高速性，

高感度性のため，高いオーバーサンプリング周波数が可能となり，高速，高分解能の��

コンバータを実現できる．一方，���ΣΔモジュレータからの高速な信号をフィルタリン

グするためには高性能のデシメーションフィルタが必要となる．そのため，本研究では

���ΣΔモジュレータの後段に接続するための����デシメーションフィルタの試作を

行った［�］．���ΣΔモジュレータからの�����の信号は，まず，超伝導デマルチプレク

サにより低速のパラレル信号に変更され，����回路においてパラレルアルゴリズムによ

りフィルタリングが行われる．これにより，���������	
の��コンバータが実現できる．

本チップではダウンサンプリング係数��の�次の����フィルタを試作した．実験により，

����デシメーションフィルタの基本動作を確認した．

参考文献：［�］本告，吉川，“���������	
����	����������	�����の設計”，����年電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ

大会，�����，������，電気通信大学，����年�月��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
��������社�����������	
��
社���������	�
����社���������

���������	
�社�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：演算

回路（乗算器，除算器など）

128×128画素時間相関イメージセンサ（第4報）
東京大学大学院情報理工学系研究科　　安藤 繁

大阪電気通信大学総合情報学部　　来海 暁

概要：我々は，時間軸を利用した高度な画像センシング手法の開拓を目的として，入射光

強度と各画素共通の外部参照信号との時間相関を画像として出力するデバイスである，時

間相関イメージセンサの開発を続けている．本試作では，��������ランにおける���×

���画素単相相関チップ［�］のダイナミックレンジ拡大その他の性能向上を目的として，乗

算用����対の基本的構成を踏襲しつつ，相関演算のための積分キャパシタを新たに

����ゲート容量により構成した．またこれに伴ってフォトダイオードを����ウェルから

��接合に変更した．動作検証実験により基本的な動作を確認している．

参考文献：［�］安藤，来海，“���×���画素時間相関イメージセンサ（第�報）”，����年

����年報（����）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：

������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

96×96画素三相時間相関イメージセンサ
東京大学大学院情報理工学系研究科　　安藤 繁

大阪電気通信大学総合情報学部　　来海 暁

概要：我々は，時間軸を利用した高度な画像センシング手法の開拓を目的として，入射光

強度と各画素共通の外部参照信号との時間相関を画像として出力するデバイスである，時

間相関イメージセンサの開発を続けている．最近では振幅位相の�フレーム同時復調の可

能な三相相関型画素に特に重点を置いて開発に取り組んでいる．本試作では，すでに良好

な性能の得られている三相相関型画素［�］を高密度化の容易な��������	
�プロセスに

おいて初めて集積化することを試み，ほぼ限界までの��×��画素の集積化を行った．同

じランの���×���画素単相相関チップと同じく，乗算用����対と��接合フォトダイ

オードの基本的構成を踏襲しつつ，相関演算のための積分キャパシタを����ゲート容量

［�］により構成した．動作検証実験により基本的な動作を確認している．

参考文献：［�］来海，安藤，“三相時間相関イメージセンサ”，������，����年����年報（����）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：

������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ
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ラッチを内蔵したマルチプレクサの設計
東京大学大学院情報理工学系研究科　　菅原 道人，関口 裕一郎，富岡 顕信，酒造 正樹，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　長澤 純人，松本 潔，下山 勲 , 

概要：今回の試作では，�����のラッチ回路を設計した．本回路はデマルチプレクサと��

個のイネーブル・リセット付きラッチにより構成される．　入力信号は����のセレクト信

号とデータ信号・イネーブル信号・リセット信号の計����となっている．デマルチプレク

サに����のセレクト信号をいれることにより，データ信号・イネーブル信号がどのラッチ

回路と接続されるかを切り替えられる．リセット信号はすべてのラッチ回路に接続されて

いる．　ラッチ回路では，イネーブル信号が�の際のデータ信号の値が記憶される．また

リセット信号を�にすると記憶内容が消去される．ラッチ回路からの出力はデータ信号を

そのまま出力する．データ信号を反転して出力する機能は無い．��個のラッチ回路から

の出力は，そのままパラレルにチップの出力端子に接続されている．　検証の結果，回路は正常に動作した．入力信号を変化させる

とセレクト信号に対応したラッチが動作し，出力が変化した．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
����社�

����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：マイクロプロ

セッサ

屋内光無線LAN用CMOSイメージセンサ（1）
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科　　川上 智朗，西村 智博，香川 景一郎，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田 淳

概要：近年，有線方式より施設が容易で高速通信の可能性を秘めている光無線通信が注目

を集めている．我々は，位置検出の際には通信端末の位置を画像としてとらえ，通信時に

は端末間で最適な画素のみを用いる屋内光無線���システムを考案している．本チップ

は，そのシステムの構成を向上させることを目的としている．特徴として��（�）高画素化

を実現し��（��）画素に位置検出モードと通信モードの二つの機能を備え��（���）画素とそ

の機能を選択するための制御部を組み込んでいる．本チップは，両モードの切り替えと，

基本動作を確認した．

参考文献：��������������	
��
������������������������	
�����
�
�
�������
�
�
����������

���������	�
�����������������������������������	�
��������������������������������	���
��������������������������	
�����	��
������
���

���������	�
�（���）��������	��
��（����）��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
��

�����角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

CMOSイメージセンサの駆動回路のTEG
茨城大学工学部　　木村 孝之，白木 広光

概要：����標準プロセスを用いたイメージセンサ（���������	�
���	�����	������）に

よる撮像が広く認知され始めている．この様なイメージセンサはデジタル回路との親和性

が良く，それらの同一チップ上への集積化は広く研究されている．我々は画素に種々のア

ナログ演算回路を含む高機能イメージセンサの実現を目指して研究している．本試作では，

高機能イメージセンサの実現の際に必要となる周辺回路のうち，水平・垂直ドライブ回路，

画素の読み出し回路，タイミングジェネレータを試作し，特性の確認を目的としている．�

画素の大きさは演算回路を含めるため，����×����とした．また，画素数はチップサイ

ズとドライブ回路から制約を受けるため，��×��となった．今回は，周辺回路の特性を確

認することが目的であるため，画素には単純な�チャネル���によるスイッチのみを配置

し，�つの信号を時分割で読み出せるようにした．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
��������社�����������	
��
社���������	�
����社���������	
���

�������社����������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム�

��������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路など）
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CMOSイメージセンサの特性評価とアナログ回路のTEG
茨城大学工学部　　木村 孝之，白木 広光

概要：����標準プロセスを用いたイメージセンサ（���������	�
���	�����	������）に

よる撮像を行う際に必要となる回路の特性評価のための���と，�������信号処理のため

に必要な���変換回路，オペアンプ，コンパレータの���を試作した．イメージセンサ

にあたる部分ではトランジスタのサイズによる撮像への影響を見積もるために，トランジ

スタサイズを変えてセンサを構成している．また，イメージセンサ用ドライバと制御信号

発生回路をデジタル回路で構成している．設計したオペアンプは開ループ電圧利得が

����，ユニティーゲイン周波数は�����，位相余裕は��°であった．これらの値と実測値

を比較して，設計の妥当性を検証する．また，このオペアンプやコンパレータを用いた積

分型の���変換回路についても動作の検証を行う予定である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
��������社�����������	
��
社���������	�
����社���������	�

���������	�社����������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：

ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路など）

CMOSイメージセンサの低暗電流化回路の試作
茨城大学工学部　　木村 孝之，白木 広光

概要：����標準プロセスを使い製作されるイメージセンサは，プロセスのアナログ回路

への最適化が行われていないなどの理由で暗電流が多いと言われている．これが����

イメージセンサの画質が悪いと言われる一因になっている．���イメージセンサの様に

����イメージセンサのフォトダイオードに埋め込み層を作製すれば低暗電流化は可能で

あるが，それでは����標準プロセスが使えなくなり，����イメージセンサの利点が無

くなってしまう．また，デジタル的な演算により暗電流を低減する事は可能であるが，余

分な回路や信号処理が必要となってしまう．本研究では，画素内に暗電流をキャンセルす

るための回路を組み込むことにより低暗電流化を目指す．�画素は����×����であり，

��×��個のアレイからなる．特性を比較するために通常の�トランジスタからなるイ

メージセンサも同じチップ上に試作した．さらに，制御用のデジタル回路も同一チップ上に組み込んだ．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
��������社�����������	
��
社���������	�
����社���������	�

���������	�社����������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：

ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路など）

ディジタル方式による全画素並列画像分割セルネットワーク回路
広島大学先端物質科学研究科　　森本 高志，原田 洋明

広島大学ナノデバイス・システム研究センター　　小出 哲士，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マタウシュハンス ユルゲン

概要：画像分割は複数のオブジェクトが存在する複雑な自然画像から個々のオブジェクト

を抽出することにより情報量を少なくする処理であり，画像認識や動き検出などのオブ

ジェクトベースの画像処理の前処理として重要かつ不可欠な処理である．このための方法

として，本研究室ではリアルタイム画像分割アーキテクチャを提案している．提案回路で

ある画像分割セルネットワークは�つのモジュールをアレイ状に並べたネットワーク構造

を有している．本チップでは，この�つのモジュールをフルカスタム設計することにより，

更なる小面積化・高速化を達成した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社���������	
��������社��������	
������社����������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ

数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：その他



126

バンドパス型動的要素マッチング（DEM）回路
上智大学理工学部　　小林 真也，加藤 了三，和保 孝夫

概要：本回路は多ビットΔΣ変調器で必要となる高精度���実現のための基本ブロック

として設計した．ΔΣ変調器の量子化器を多ビット化することで，オーバーサンプリング

比を極端に大きくしなくとも高分解能化が達成でき，広帯域化実現に有利である．しかし，

フィードバックループ内の���には高い線形性が要求される．非線形性の原因は���内

に用いられる要素電流源の特性ばらつきであるが，特定のアルゴリズムに従って各サンプ

リングごとに使用する要素電流源を選択することで，線形特性の飛躍的改善が可能である

ことが知られている．今回はそのようなアルゴリズムのなかでもミスマッチシェイピング

法に基づく���回路を設計した．バンドパス特性を得るために�つのレジスタをシリー

ズで用い，クロックの両エッジを回路動作に利用することで高速化を図った．設計した

���を������上に再現し，ノイズシェイピング特性を確認した．また，論理合成，自動配線後のレイアウトパターンに基づく

回路シミュレーションでは�����動作を確認している．

参考文献：［�］小林，加藤，和保，“多ビットΔΣ変調器のための動的要素整合化回路の設計”，����年信学会総合大会������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�������

���������	
社���������	
���
�����社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
��

�����角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

連続時間ΔΣ変調器
上智大学理工学部　　増田 貴志，和保 孝夫

概要：連続時間ΔΣ変調器を用いることで広帯域・高分解能���変換器の実現が期待でき

る．本回路はそのための基本検討の一環として設計したもので，これまで���ミクロンオ

ンセミプロセスで試作していた［�］が，高速化のためには微細化が不可欠なため，新たに

�����プロセス用に設計したものである．チップには���ミクロン試作で用いたものと同一

形式に基づく差動型ΔΣ変調器を搭載した．また，高速化に有利な電流モード化を図る目

的で，電流モード積分器と同比較器を設計し搭載した．従来型ΔΣ変調器相当版に対する

������シミュレーションによれば，��������	�
��＝��で���＝�������（約�ビット）

が予測されている．また，���ミクロンと比較して占有面積は約���に削減できた．電流

モード化した回路については今回は基本動作確認を主目的としており，次回以降性能向上

のための最適化を目指す．

参考文献：［�］増田，武井，和保，“�次連続時間ΔΣ変調器”，����年����年報，平成��年度�回目オンセミ試作

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：

アナログ（����������	��	コンバータなど）

低レイテンシ除算回路の設計
名古屋大学工学研究科　　水野 知秀，高木 一義，高木 直史

概要：現在プロセッサ等に用いられている減算シフト型除算回路は基数����に基づいたも

のである．そのため，単精度の商を得るのに必要となるサイクルは��～��サイクルとな

る．一方で，加減算や乗算は�～�サイクルで実行できるため，システム全体の性能向上

のためには除算に必要なサイクル数を削減することが重要な課題となる．そこで，今回の

試作では近い将来実用化されるであろう�サイクルで単精度の商を計算できる除算回路を

設計を行った．今回の回路は基数�の桁選択回路をベースとし，これを�段用いることで�

サイクルで�ビットずつ商を決定する除算回路を実現した．また，商の桁の選択を前段の

計算と並列に行うことにより，遅延時間を短縮した．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社�

��������	
������������社�����������	
��
社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　

試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）
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光通信用信号処理回路
慶應義塾大学理工学部　　桑原 啓，竹本 如洋，松本 佳宣

概要：����や光インターコネクトなどの短距離光通信用にフォトダイオードを一体化さ

せた高速光通信用回路を設計した．本チップの目標値は�������程度であり，この伝送速

度を有するトランスインピーダンス回路，��������������	
，バッファ回路などを設計した．

トランスインピーダンス回路に必要とされる抵抗は��������抵抗を利用した．また，�����

���������	
にはオフセット補正機能を持たせた．さらに，����技術で製作されるフォト

ダイオードの応答感度，周波数特性を評価するために，異なるレイアウトのフォトダイ

オードを設計した．また，フォトダイオードとトランスインピーダンス回路，レーザーダ

イオード駆動回路などを集積化した素子に関しても設計をおこなった．

設計期間：�人 月 以 上，�人 月 未 満　設計 ツ ー ル：������社���������	
���
�����社�

���������	
��������社�����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラ

ン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���など）

静電容量型センサ用容量検出回路
慶應義塾大学理工学部　　孟 魯新，松本 佳宣

概要：近年，研究開発が盛んに行われている静電容量型センサ用の微小容量検出回路を設

計した．一つの回路で�軸センサの検出ができるように，�つのスイッチトキャパシタ方

式の容量検出器を�相クロックで駆動する構成とした．また，発振回路と利得約��倍の非

反転増幅器も併せて集積化した．スイッチトキャパシタと非反転増幅器に用いる演算増幅

器は折り返しカスコード型の������������演算増幅器を用いた．演算増幅器のオフセットを

評価するために，回路パラメータやレイアウトを変えた演算増幅器を複数設計して，その

評価を行えるようにした．この回路はフェムトファラッドオーダーの微小容量検出が必要

な加速度センサなどの分野への応用が期待される．

設計期間：�人 月 以 上，�人 月 未 満　設計 ツ ー ル：������社���������	
���
�����社�

���������	
��������社�����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラ

ン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータなど）

1kbit SRAMの第2次試作
大阪府立大学先端科学研究所　　田中 智之，中尾 基，泉 勝俊

概要：第�次試作による結果を基に，デザインルールを更新して動作性能を向上させるこ

と及び本研究室における���設計手法の確立を狙いとした．試作テーマとして用いた

��������	
は，メモリ量としては非常に小さいものであるが，情報量はメモリセル数に比

例するものであり，基本的な機能構造は，現在市販されている大容量メモリと大差はない．

これらのことより，本試作テーマはデコーダ等のディジタル回路部とセンスアンプ等のア

ナログ回路部があり，設計技術向上及び広範囲な設計ツール使用法の習得において最適と

考えた．具体的な設計法は，メモリセル及びセンスアンプはカスタム設計とし，デコーダ

回路等は��������	
�で設計した．なお，第�次試作よりスケーリングを行い，�����ルー

ルのものを������ルールで再設計し，タイミングシミュレーション及び検証を行った．

����で推奨されている設計ツールに関して，その利用法や設計フローを確立することができた．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	
�	�����社����������	
�	　トランジスタ数：�����

以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：メモリ
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蟻の行動様式をモデル化したLSI
大阪府立大学先端科学研究所　　稲垣 亜奈，田中 智之，中尾 基，泉 勝俊

概要：半導体デバイス・プロセス技術の進展に伴い演算器も目覚しく進歩してきたが，高

度の知能を有する生命体の脳で行われている演算処理が実行できるコンピュータの実現に

は未だ距離がある．そこで，人間よりも遙かに簡単な行動様式であるにも拘わらず，コ

ミュニケーションなどでは特殊かつ高度な能力を発揮する蟻に着目し，その行動全般に関

わる脳機能を抽出し，モデル化することで，そのアルゴリズムに基づいた���の設計と試

作を行った．　単体としての蟻は単純な行動規則にしか従わないが，コロニー（集団）を

形成することで，環境の変化等への適用が柔軟かつ高度に組織化されている．従って，蟻

の脳における情報処理の形態全般を抽出してモデル化し，�チップの���に搭載できれば，

ゆくゆくは実際の蟻コロニーのように高度な並列演算処理が可能な���の開発に繋がると

考えた．その第一歩として，本設計・試作においては単体の蟻の行動様式に力点を置いてモデル化を行なった．

参考文献：稲垣，田中，中尾，泉，“蟻の行動様式をモデル化した情報処理用���の設計”，�����，����年電子情報通信学会総合大

会予稿集（�����．�

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

����������	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ�デジタ

ル信号処理プロセッサ

興奮性信号のみを用いた動き検出VisionChip の要素回路
公立はこだて未来大学システム情報科学部　　秋田 純一

概要：撮像系と処理系を同一チップ上に集積するいわゆる����������に関する研究として，

脳での高度な認識処理へ向けた要素的な基礎情報処理を，元画像に対する前処理，いわば

「ぱっと見」を高速・小規模な回路で実現することを目的として研究を行っている．本試作

チップでは，その中で動輝点の動きの方向と速度を検出する，動き検出機能を対象とした．

動き検出機能をもつ����������に関する研究は多いが，本試作チップでは，カメなどの下

等動物の網膜上での動き検出機構のモデルである，興奮性信号のみの伝播時間を用いたア

ルゴリズムを採用し，アナログ回路での実装を試みた．本試作チップでは，要素回路であ

るパルス発生回路，遅延回路およびパルス到達検出回路の評価用回路と，これらを用いた

�対の動き検出回路を設計した．なおこの動き検出アルゴリズムは，画素の配置の自由度

が高いという特徴がある．通常の画像センサがとる規則的な格子状の画素配置では，水平方向が現しやすいなど対象画像の方向特

異性が問題となる場合があるが，画素配置の自由度が高い本試作チップで採用しているアルゴリズムを元に，方向特異性の少ない

画素配置を持つ動き検出����������への展開を進めたい．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
��������社���������	
���
�����社�����������	　トラン

ジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

差分光再構成型ゲートアレイ
九州工業大学情報工学部　　渡邊 実，小林 史典

概要：高速に再構成が可能な差分光再構成型ゲートアレイ�����（���������	
����������	

��������	
����������

��）を開発した．このデバイスでは，チップ表面に並べられた受光

素子に対してプログラム光を照射することで，ゲートアレイ部の回路を瞬間的に再構成す

ることが可能である．今回の設計では，受光部とトランスミッションゲートのみをカスタ

ムセルとして設計し，他の部分にはスタンダードセルを用いて設計した．使用した言語は

����である．�ビット入力���（���������	
��）を�個持つ論理ブロックを�個，ス

イッチング・マトリックスを�個，配線チャネルが�ビット，���を��ビット実装したゲー

トアレイを試作した．受光素子のサイズが������角，間隔が����である．今回の試作で

は，光学部との接合を容易にする目的で受光部を大きく，また間隔を開いて設計したが，

将来的には小型化が可能である．

設計期間：���人月以上，���人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社������������	
�社���������	
���
�����

社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：ニューテ

クノロジ
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RSA暗号化回路
早稲田大学大学院理工学研究科　　原田 恭典，柳澤 政生，大附 辰夫

早稲田大学理工学部　　森田 功一

早稲田大学大学院情報生産システム研究科　　木村 晋二

東京大学大学院新領域創成科学研究科　　山内 規義

概要：近年，ネットワークの広域化によるデータのやりとりを行う機会の増加に伴い，安

全性の高い暗号化処理技術が求められている．今回，素因数分解問題解決の困難さに裏打

ちされた高い安全性から広く用いられている���暗号を題材とし，その���暗号化処理

を行う回路の設計を行った．本���暗号化回路は入力として��ビット長の公開鍵，�ビッ

ト長の送信者の秘密鍵および，�ビット長の入力データを持ち，これらの�入力を与えるこ

とにより暗号化処理を行う．暗号化処理によって，�ビットの暗号化データ出力が得られ

る．暗号化処理回路は復号化処理にも流用することが可能であり，��ビット長の公開鍵，�ビット長の受信者の秘密鍵および，�

ビット長の暗号化データの入力から複合化処理を行う．暗号化処理はべき乗演算と剰余演算で構成され，剰余演算が最も面積にあ

たえる影響が大きい．本���暗号化回路は面積優先での設計を行っており，剰余演算部を乗算器を用いることなく設計することに

より面積の削減を実現した．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社�������������	�
���社��������	
�������������

社�����������	
��
社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム������

���������	��角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

論理関数の畳込み機能を持つFPGAおよび暗号処理LSI
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科　　梶原 裕嗣，川渕 知香，土井 伸洋，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中西 正樹，渡邉 勝正

京都大学大学院情報学研究科　　堀山 貴史

早稲田大学大学院情報生産システム研究科　　木村 晋二

概要：本チップは以下の�つの回路からなり，選択信号によりどちらかひとつを選んで使

用することができる．�）論理関数の畳込みを行うことにより，使用するメモリを節約でき

る����．�）��������暗号の暗号化，復号化を行う回路．論理関数の畳み込みとは，実現

したい真理値表の部分間の関係に着目し，真理値表の一部のみをルックアップテーブル

（���）に格納し，付加的な論理ゲートを用いて真理値表全体を構成する手法である．本

チップの����は������を基本構造としており，論理関数の畳込みにより，全加算器の

実現に必要となるメモリ量を半分に減らすことができる．また，����の配線構造は，広く用いられている������スタイルに基づい

ている．��������回路については，暗号化，復号化で回路の一部を共有することにより，省面積化を実現している．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：その他
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MPEG-4コアプロファイル符号化向けDSP
早稲田大学理工学部　　石本 剛，宮岡 祐一郎，柳澤 政生，大附 辰夫

北九州市立大学国際環境工学部　　戸川 望

概要：������コアプロファイル符号化を行うディジタル信号処理プロセッサを試作した．

本���は符号化に必要な処理のうちソフトウェア実行に不向きで多くの計算量を必要と

する処理について専用の演算器を作成し，それ以外の処理について���を強化して高速

化した．演算と並列に�つのデータメモリへのアクセスを可能とし，データ量の多い処理

を効率よく実行できるようにした．更に，メモリアクセス部に任意長のビット列の読み書

きを可能とするハードウェアを付加し，通常のプロセッサでは苦手な可変長符号の扱いを

高速化した．論理合成および配置配線の結果より本���は�����で動作する見積もりを

得た．これにより，����（�������画素）画像を�����で符号化可能とした．テスタによ

る測定は行っていない．

参考文献：石本，宮岡，戸川，柳澤，大附，“������コアプロファイル符号化に対応した専用演算器を持つ���”，信学技報，

����������	，����������	，���������，�����

設計期間：��人月以上　設計ツール：�������社��������	
����������社�������������	�
���社��������	
�������������社�����������	

�����社�����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ�デジタ

ル信号処理プロセッサ

ランダムノイズ発生回路とノイズ低減回路の試作（1）
東京大学工学部　　名倉 徹

東京大学大規模集積システム設計教育センター　　池田 誠，浅田 邦博

概要：集積回路の高集積化・低電圧化に伴いノイズ耐性が低下する一方で，高速化による

�����ノイズが増大し，回路の信頼性に重大な影響を与えるようになってきた．我々は，ス

タブを用いることで電源ノイズを抑制する研究を行っている．本チップでは，ランダム信

号発生回路（��������	
）の各出力にインバータ列を接続することでランダムなノイズを

電源に発生させる回路と，そのノイズを低減するスタブを設計した．ノイズ発生回路は，

���を内蔵することで外部から容易に動作周波数を変化させることが可能な構成にして

いる．このノイズ発生回路の電源線に対して，様々な種類のスタブと，同一面積のデカッ

プリング容量と，何も付加しない場合とで，電源ノイズを比較するためのチップを試作し

た．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	　トラン

ジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：その他

ランダムノイズ発生回路とノイズ低減回路の試作（2）
東京大学工学部　　名倉 徹

東京大学大規模集積システム設計教育センター（VDEC）　　池田 誠，浅田 邦博

概要：集積回路の高集積化・低電圧化に伴いノイズ耐性が低下する一方で，高速化による

�����ノイズが増大し，回路の信頼性に重大な影響を与えるようになってきた．我々は，ス

タブを用いることで電源ノイズを抑制する研究を行っている．本チップでは，ランダム信

号発生回路（��������	
）の各出力にインバータ列を接続することでランダムなノイズを

電源に発生させる回路と，そのノイズを低減するスタブを設計した．ノイズ発生回路は，

���を内蔵することで外部から容易に動作周波数を変化させることが可能な構成にして

いる．このノイズ発生回路の電源線に対して，様々な種類のスタブと，同一面積のデカッ

プリング容量と，何も付加しない場合とで，電源ノイズを比較するためのチップを試作し

た．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	　トラン

ジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：その他

平成14年度　第3回　ロームCMOS0.35��　チップ試作
（RO35023）
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1つの受光回路と4つの蓄積回路を有する画素TEG（1）
東京大学工学系研究科　　大池 祐輔

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター（VDEC）　　池田 誠，浅田 邦博

概要：���三色の投射光を個別に変調し同時に投射したとき，それぞれを�つの画素内で

検波することによって各色の反射光輝度を得ることができる．�つ目の蓄積回路は背景光

の輝度を得るためのもので，これによって投射した光の輝度を取得できる．本センサは背

景光外乱のない環境で白色光を用いて得た画像と同じ対象の色彩を得ることができる．外

乱光などに依存せずに，�センサで色補完のないカラー画像の取得は証明写真や屋外での

特定用途向け撮像素子として役に立つと考えられる．本センサは線形特性を有する検波積

分回路を用いて高い再現性を図っている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
��������社��������	
�

�������社����������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：ローム���������	
��

�����角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

1つの受光回路と4つの蓄積回路を有する画素TEG（2）
東京大学工学系研究科　　大池 祐輔

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター（VDEC）　　池田 誠，浅田 邦博

概要：���三色の投射光を個別に変調し同時に投射したとき，それぞれを�つの画素内で

検波することによって各色の反射光輝度を得ることができる．�つ目の蓄積回路は背景光

の輝度を得るためのもので，これによって投射した光の輝度を取得できる．本センサは背

景光外乱のない環境で白色光を用いて得た画像と同じ対象の色彩を得ることができる．外

乱光などに依存せずに，�センサで色補完のないカラー画像の取得は証明写真や屋外での

特定用途向け撮像素子として役に立つと考えられる．本センサは画素の小型を目的として，

非線形特性を有する検波積分回路を用いている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
��������社��������	
�

�������社����������	
��������社����������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラ

ン：ローム���������	
������角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

ケミカルセンサ用演算LSI の ADCモジュール回路の試作
武蔵工業大学工学部　　藤田 雅彦，紫村 優介，山田 健太，秋谷 昌宏

概要：設計した����は，ケミカルセンサの一種である味覚センサから得られる膜電位変

化（��），応答時間（�）を要素とする味覚パターンを識別する．一体化���の前段階と

して，アナログレベルの電圧変化を捉えるため，���モジュールの設計を行った．構成は，

まず第�の���により，入力信号を粗く��変換し，上位ビットを決定する．この出力

を���に入力し，アナログ値に戻し，入力信号との差をとって増幅する．この差信号を第

�の���により��変換することにより下位ビットを決定し，先に得られた上位ビットと

合成して，��変換出力を得るものである．また，差信号を第�の��変換器が変換を終

了するまで入力信号を保持する必要がある．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社�

��������	
������������社�����������	
��
社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　

試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）
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1T2C型強誘電体メモリ用周辺回路（5）
東京工業大学フロンティア創造共同研究センター　　陳 文億，山本 修一郎，石原 宏

概要：����型強誘電体メモリ［�］に用いる周辺回路の設計と���の試作を行なった．

我々はロームの���作製プロセスと独自の強誘電体プロセスを融合してメモリ作製を計画

しているが，デザインルールの違いにより，����部についても最小設計寸法での設計が

困難である．特に，配線の制限や，ソースドレイン抵抗の増大が懸念されるため，予想さ

れる設計寸法での評価���を設計した．�入力����回路および�入力����回路，�

入力マルチプレクサ（セレクタ），セット・リセット付き�フリップフロップを設計した．

参考文献：［�］��������	
	���
����	�����	���������������������	
�����������������
�������������

����������	
����������������������
��������������	�
����������������������������	（����）����

���������

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路

など）

1T2C型強誘電体メモリ用周辺回路（6）
東京工業大学フロンティア創造共同研究センター　　陳 文億，山本 修一郎，石原 宏

概要：����型強誘電体メモリ［�］に用いる周辺回路の設計と���の試作を行なった．

我々はロームの���作製プロセスと独自の強誘電体プロセスを融合してメモリ作製を計画

しているが，デザインルールの違いにより，����部についても最小設計寸法での設計が

困難である．特に，配線の制限や，ソースドレイン抵抗の増大が懸念されるため，予想さ

れる設計寸法での評価���を設計した．��������および����回路それぞれにつき，奇

数個の入出力チェーンを構成して発振回路を構成して信号伝達速度を測定できるようにし

た．

参考文献：［�］��������	
	���
����	�����	���������������������	
�����������������
�������������

����������	
����������������������
��������������	�
����������������������������	（����）����

���������

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路

など）

1T2C型強誘電体メモリ用周辺回路（7）
東京工業大学フロンティア創造共同研究センター　　陳 文億，山本 修一郎，石原 宏

概要：����型強誘電体メモリ［�］に用いる周辺回路の設計と���の試作を行なった．

我々はロームの���作製プロセスと独自の強誘電体プロセスを融合してメモリ作製を計画

しているが，デザインルールの違いにより，����部についても最小設計寸法での設計が

困難である．特に，配線の制限や，ソースドレイン抵抗の増大が懸念されるため，予想さ

れる設計寸法での評価���を設計した．ポジティブエッジおよびネガティブエッジリ

セット付き�フリップフロップでシフトレジスタを構成した．

参考文献：［�］��������	
	���
����	�����	���������������������	
�����������������
�������������

����������	
����������������������
��������������	�
����������������������������	（����）����

���������

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路

など）
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無線通信用ミキサおよびPLLの設計
九州大学システム情報科学研究院　　金谷 晴一，吉田 啓二，黒木 幸令，安浦 寛人

九州大学システム情報科学府　　浦川 剛，大庭 亮介

九州大学電気情報工学科　　中村 徹哉，岡本 賢治

概要：無線���（�����������	
������）の周波数帯で動作するミキサ回路の基本特性を

得るために，差動型ミキサを設計した．また，���と位相比較器として��������	����
����

を設計した．差動型ミキサは，ダイレクトコンバージョン方式を採用し，��として

�������を選んだ．将来的に，低雑音増幅器と繋げるために，信号線と接地導体が同一平

面状にあるコプレーナ線路（���）を入出力ポートに適用した．���は，バラクタを用

いて��発振を利用した回路であり，発振周波数は約�������となるように設計した．����

�����������	
��は，������周波数帯の信号を対象とした位相比較を行う回路として設計し

た．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���

など）

高精度・低消費電力・有線通信用全差動ライン・ドライバ回路
早稲田大学大学院理工学研究科　　大島 宗之，佐々木 昌浩，松本 隆

概要：����や���������	
��等で採用されている�����������	
�
��において，重要な構成要

素の一つに��������	�
��	�
（���）がある．���は低インピーダンスのメタリック・

ケーブルを駆動し，アナログ信号を整流・伝送するための回路である．���に対する要求

としては，伝送信号の線形性の維持，低消費電力化，高速化，小面積が挙げられる．しか

し，近年の����プロセスでは，微細化に伴う電源電圧の低下により，必要な出力電圧振

幅を生み出すことが困難になってきており，その上で線形性を維持し，高速化を行うこと

は回路設計者にとって重要な課題となってきている．本チップでは，従来，問題とされて

きたコモンモード・フィードバック回路の高周波化と�����������	
����バッファの定常電

流の低減を実現することにより，��������	
�
のアナログ信号を，低消費電力・高線形性

を維持しつつ駆動可能な回路を実現した．今回の試作では，前回問題となっていたフィードバック部分の歪を低減する構成に改良

した．

参考文献：［�］����������，大島，佐々木，松本，“��������	�
����������������������������������	�
�����	
������	��������”，第��

回回路とシステム（軽井沢）ワークショップ，���������，����

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	　トランジス

タ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���など）

多層構造Convolutional Neural Network 演算回路チップ
広島大学先端物質科学研究科　　是角 圭祐，安藤 博士，中野 鉄平，岩田 穆

九州工業大学大学院生命体工学研究科　　森江 隆

概要：本チップは，パルス幅変調（���）方式に基づいて多層構造を有する�����������	�


����������	
��を実現するための，時分割で階層処理を行なう積和演算回路を実装したも

のであり，特に顔検出に必要な��×��画素の演算処理を�チップで実行可能とすること

を目指している．チップは主に����，デジタル����変換回路，積和演算回路，����

デジタル変換回路，累算器，���������	
��を実装している．積和演算の�回の処理時間は

�����．（クロック������）で設計し，積和演算の前後の処理と合わせてパイプライン動作

を行なうことで，処理時間の効率化を図っている．なお，��×��画素の入力画像に対して，

顔の位置検出に要する時間は約������．である．��個のニューロン素子，����（��×��）

個のシナプス素子の並列演算により，チップ全体での演算性能は最大で約�������である．まだ測定（テスタ含む）は開始してい

ないが，今後本チップを����ボードで制御する顔検出デモシステムを構築する予定である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
��������社������������社�����������	
��社���������	
���

��������社��������		
�������社�����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	������社��������　トランジスタ数：

�������以上　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：ニューテクノロジ



134

ベクトル量子化機能を有する自己組織化特徴マップ回路の設計
広島大学大学院工学研究科　　片山 光亮

広島大学大学院先端物質科学研究科　　岩田 穆

概要：ベクトル量子化は特徴抽出や情報圧縮のための基本技術として重要であり，これを

実現するモデルにコホネンの自己組織化特徴マップがある．従来，自己組織化特徴マップ

はデジタル方式及びアナログ方式で実現されてきたが，デジタル方式では並列演算の限界

による演算速度の制限，アナログ方式では面積増大によるベクトル長・ベクトル数の制限

といった問題があった．そこで，我々はアナログ方式を採用し並列演算を可能にすると共

に，回路を見直すことでベクトル長とベクトル数を従来に比べて大幅に向上させた自己組

織化特徴マップ回路を試作した．本回路は，容量に保持されたベクトル要素と入力された

ベクトル要素との差の二乗が電流加算されることで距離が出力され，最小距離検出回路に

より並列，高速に最小距離を検出し，検出されたベクトルが修正されることにより動作する．アナログ方式の回路でありながら，

ベクトル数��ベクトル長��を達成し，画像・音声圧縮に応用可能である．現在試作チップ測定のための治具を作成中である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��社���������	
���
�����社����������	
��������社���������

��������	
�	社�����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：

ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

Hardware Implementation of RSA Algorithm
早稲田大学大学院理工学研究科　　史 又華，柳澤 政生，大附 辰夫

早稲田大学大学院情報生産システム研究科　　木村 晋二

概要：��������	
	����	����������������	�����������	
����	
�����	��	����
�������������	�
��

�����������	
�������
�������	��������．　��������	
���������������
���������������������

��������	�
��������	�����������������������	
��．　����������	��
�����������������������

��������	
���	������．　������������	
���	����
��������
����������	
�����������������������

����������	��
�������������	�����	�������������	
������������������������������	
�	��	�������

���������	��
�．　����������	
��������
����
�������������������	
����
��
	������
�����
���．　

����������	
�������������	��	������������������	
������������������������������	���
���������．　

����������	
���	�������������	��	�
���������	�
�����������������������������������	����
．　������

����������	��
�����������������������������������	�
���	��	��������	�����������	
����
����������������������������	��
���������������％．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社����������	
��������

社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：演算回路

（乗算器，除算器など）

音センサ用モジュール，ROM用セル，表皮効果測定TEG
東京大学生産技術研究所　　石田 光一，Quang Canh Tran，稲垣 賢一

概要：近距離無線を利用したセンサセットワークシステムやユビキタスコンピューティン

グを利用した新たなアプリケーションの創成が期待されている．これを実現するためには

様々なビルディングブロックを�つのチップに実装する���（��������	�
����）技術と低

電圧，低消費電力な回路システムが必要となる．本試作では，これらをふまえて，�つの回

路要素技術を評価するための���設計を行った．�つ目として，センサモジュール実現の

ための回路要素技術を評価することを目的とし，音信号をピックアップしてディジタル信

号に変換するための音センサ用モジュールを設計した．�つ目として，外部記憶媒体に記

録された情報を低消費電力で半導体チップに取り込む新たなメモリーデバイスをめざして

�種類の基本構成回路（���用セル）を設計した．�つ目として高周波数化が顕著な最近

の���において表皮効果が配線遅延に及ぼす影響を測定するために，���長のすだれ状配線パターンを作成した．分割方法を変え

て数種類用意し抵抗値の変化を見る．これを用いて周波数依存を含んだ配線特性モデル化を行う．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種

別：���（特性評価回路など）
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しきい値電圧可変乗算器によるリーク電流削減回路，ワイヤレス I/O TEG
東京大学生産技術研究所　　宮崎 隆行，神田 浩一，Saliba Fayez，稲垣 賢一

概要：リーク電流削減方式を検証するための回路を設計した．回路は合計�つの�ビット

��ビット・キャリー・セーブ型乗算器で構成される．また�つの乗算器によるオシレータ

が�つと乗算器単体が作成された．単体の乗算器は動作を確認するためのものである．ま

た�つのオシレータの片方はリファレンス用の通常の回路構成となっている．他方は閾値

電圧を変え，各式位置電圧での動作時およびスタンバイ時の電流・動作速度を測定できる

構成になっている．またリーク電流削減方式を適用したインバータ・リングも設計してお

り，乗算器同様に閾値電圧を変えた場合の動作時およびスタンバイ時の電流および動作速

度が測定できる構成となっている．キャパシタンスカップルによる入出力方式であるワイ

ヤレススーパーコネクトを提案した．����角のパッドを対向させることにより�チップ

間での通信を行う．本試作により設計したこの入出力システムは����������のピン密度を有し，���の消費電力，�����／パッ

ドの性能を実現した．今後性能／消費電力の高性能化を追求する予定である．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：演算回路（乗算器，

除算器など）

COMFETを用いたOTAとコンパレータ回路の試作
東京理科大学理工学研究科　　鈴木 伸和，森尻 敬治

東京理科大学理工学部　　兵庫 明，関根 慶太郎

概要：本研究室で研究しているアナログ集積回路ブロックとして������を用いた���

とコンパレータ回路の試作を行った．試作した回路は，������を用いた���にレベル

シフト回路を付け加えて入力電圧範囲を拡大した回路構成となっている．また，コンパ

レータ回路は，入力端子にそれぞれ�と�の���を接続することで，入力電圧の時定数

に差をつくり，その大きさを比較し出力している．そのため，コンパレータの入力直流バ

イアス電圧に依らず，所望の出力が得られる回路構成となっている．この回路は，電源電

圧を����から��まで変動させたときでも動作可能である．

参考文献：［�］����������	���
����������������������������	
����������������������������

������������	
����������������������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

���������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：ア

ナログ（����������	��	コンバータなど）

LowPower/LowVoltageリングオシレータの試作
東京理科大学理工学研究科　　涌井 努

東京理科大学理工学部　　兵庫 明，関根 慶太郎

概要：本研究室で研究を行っているアナログ集積回路ブロックとして，リングオシレータ

の試作を行った．リングオシレータは，マイクロプロセッサの制御回路として用いられる

���内の発振器として使用されており，高速動作と低消費電力というトレードオフの関係

にある動作が求められている．試作したリングオシレータは，ディレイセルの入力にあた

る����の寄生容量を小さくする手法と入力を�入力とし，その位相をずらす手法を用い

て，制御電流を増加することなく，低電圧動作を保ちつつ，高速化を実現した回路構成と

なっている．

参考文献：�����������	
�����	�����
�������
�����������	
��������������
���������������

����������	
�����	������	��	
��	�����������	
����������������������������������	
�	�������������������������������	
������

��������	
���������������������������������	
����
�������������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

���������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：ア

ナログ（����������	��	コンバータなど）
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SFQ/CMOSハイブリッドΣΔADコンバータ用デシメーションフィルタの試作
横浜国立大学大学院工学研究院　　吉川 信行，城殿 征志

概要：��������ハイブリッドΣΔ��コンバータは，���ΣΔモジュレータの高速性，

高感度性のため，高いオーバーサンプリング周波数が可能となり，高速，高分解能の��

コンバータを実現できる．一方，���ΣΔモジュレータからの高速な信号をフィルタリン

グするためには高性能のデシメーションフィルタが必要となる．そのため，本研究では

���ΣΔモジュレータの後段に接続するための����デシメーションフィルタの試作を

行った［�］．���ΣΔモジュレータからの�����の信号は，まず，超伝導デマルチプレク

サにより低速のパラレル信号に変更され，����回路においてパラレルアルゴリズムによ

りフィルタリングが行われる．これにより，���������	
の��コンバータが実現できる．

本チップではダウンサンプリング係数��の�次の����フィルタを試作した．設計ではパイ

プライン構造の最適化を行い，動作周波数の向上を目指した．

参考文献：［�］本告，吉川，“���������	
����	����������	�����の設計”，����年電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ

大会，�����，������，電気通信大学，����年�月��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
��������社�����������	
��
社���������	�
����社���������

���������	
�社�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：演算

回路（乗算器，除算器など）

SFQ/CMOSハイブリッドメモリ用用要素回路の試作
横浜国立大学大学院工学研究院　　吉川 信行，宮川 英明，富田 卓哉，藤原 完

概要：我々は���論理回路の高速性と����論理回路の高集積性を組み合わせた高速ハ

イブリッドクライオメモリの実現を目指している［�］．本メモリシステムは����での動作

を仮定しており，メモリーセルには�トランジスタ����セルを採用している．そのため，

不揮発，非破壊のメモリ動作が可能である．また，高感度の超伝導センスアンプを用いる

ことによりサブナノ秒のアクセスタイムが可能となる．本チップでは，低温デバイスモデ

ル構築用の幾つかの����デバイスを試作した．また��������ハイブリッドメモリの

要素回路である，高速ハイブリッドアンプ，�トランジスタメモリセル，パイプラインアン

プの試作を行った．����デバイスの低温測定により，低温����デバイス用デバイスモ

デルパラメータを抽出することができた．

参考文献：［�］����������	�
������	��������������	����������	
���������������������������������	
���������	��
	��������
���������	

���������	
�����������������������������������	�
����
���������������������������	
������
������（����）��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：ニューテクノロジ

フレキシブル・プロセッサ（FP-2）
東北大学大学院工学研究科　　大川 猛，藤林 正典，山下 雅房，宮本 直人，カルナン レオ，

　　　　　　　　　　　　　　喜多 総一郎，小谷 光司

東北大学未来科学技術共同研究センター　　大見 忠弘

概要：回路を動的に再構成できる「フレキシブル・プロセッサ（����）」を開発した．前回

試作の����をベースとして，���個のフレキシブルモジュール（ロジックエレメント）を

集積した．�個のフレキシブルモジュールを�つのクラスタとして，��クラスタで�チッ

プを構成する階層的プログラマブル配線アーキテクチャを実装している．����は大規模

ディジタル回路のエミュレーションを単一のチップで行う，低コストなパーソナル・エ

ミュレータに搭載することを前提として設計されており，一つの回路を適切に分割し，順

次実行することでオリジナルの回路の機能を実現する「回路の時分割実行機能」を備える．

回路構成情報を外部メモリから逐次ダウンロードすることにより，無限大規模の���論理エミュレーションを行うことができる．

参考文献：���������	����
�����	�����������������������	
�
������
��������������������������	�
�������������������������������	
���

����������	
��������������������
����������	
������	�������������������������	
����������	��
	����������������������	
������������

����

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　

試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：マイクロプロセッサ
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インテリジェント・ヒューマン・インターフェース
東北大学大学院工学研究科　　舘 知恭，千葉 浩児，小谷 光司，須川 成利

東北大学未来科学技術共同研究センター　　大見 忠弘

概要：高画質な大容量の画像データをネットワーク上で扱うためには，高圧縮な画像圧縮

技術が求められている．その実現のためには撮像と同時に������のカテゴリー分離情報を

用いてカテゴリーごとに最適圧縮をしなければならない．従来の����イメージセンサ

の研究は，���に迫るほどの高画質化，ビジョンチップに代表される高機能化が進められ

てきた．しかしながら，高画質化と高機能化の両方を同時に実現させるものはなかった．

そこで我々は画素近傍にノイズ低減回路と����������	
�
�����������（���），画素回路の

アレイの外部に����������	
����	���（���）集積した高画質，高機能����イメージセ

ンサを提案している．���では色情報，荒さ情報，距離情報，動き情報をそれぞれ演算し，

この�種の情報を用いて��種の��������に分類を行い，画像情報と同時に������情報として各画素の画像情報に加え出力させる．

本チップでは前述の高画質，高機能����イメージセンサと比較用に従来型とノイズ除去機能を備えた����イメージセンサを

��×��画素と，各々の画素回路を�画素づつ���として集積した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：

�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

オンチップタイミング試験回路の試作
東北大学大学院工学研究科　　石田 雅裕，小谷 光司

東北大学未来科学技術共同研究センター　　大見 忠弘

概要：マイクロプロセッサのクロック周期が短くなるにつれて，システム動作におけるタ

イミング不良を解析するためにクロックジッタを精確に測定することがきわめて重要とな

る．���レンジの高周波クロックをオフチップに取り出して試験するのは非常にコスト

がかかる．このため，オンチップでクロック試験をおこなう方法の開発が望まれている．

そこで今回は，オンチップタイミング試験回路を設計・試作した．試作した回路は，���

（�����������	
�����）方式および������（����������	�
��	������）方式の時間デジタル変

換回路［�］である．プロセス変動が�つの回路にあたえる影響をテスタやオシロスコープ

をもちいて測定する．測定結果をもとに，オンチップタイミング試験回路の性能を評価す

る．

参考文献：［�］�����������	
������������
�	������	�����������	
���������
����
�
��������������	
����	�����	�	���������������������	�


���������	�
��������������������������������	
���	���������������������

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社����������	
��������

社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ�

デジタル信号処理プロセッサ

ALUの設計
東京大学大学院情報理工学系研究科　　菅原 道人，大村 吉幸，関口 裕一郎，富岡 顕信，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒造 正樹，長澤 純人，松本 潔，下山 勲

概要：今回の試作では，外部���から命令を読み込んで実行し，演算結果を外部���

に格納する機能を持つ演算ユニットを設計した．本回路は���，プログラムカウンタ

（��）�������の内部メモリ，�つの����レジスタより構成される．��が�つ進むごとに外

部���から�����の命令を読み込む．命令部分のアドレス��－�が実行する命令の種類

を表す．命令を完了すると��が�進む．命令は以下の�種類である．外部���からレジ

スタ�（����）に値を読み込む，外部���からレジスタ�（����）に値を読み込む，

アドレス�－�に格納された値を����に読み込む，����の値を外部���に書き出す，

���演算を実行する，��のジャンプ，����の値をマイナス�する，����から����

に値を読み込む．命令部分のアドレス�－�には���演算の種類，読み込み・書き出しを行う場合の���の番地，ジャンプ先の

��の番地などが格納される．���演算は���������������	
����
（値を右にシフト）�����（値を左にシフト）�����の�種類

である．同期信号に合わせて演算を行う．���（フェッチ�エグゼ）信号が�になると命令を読み込み，��の値がカウントアップ

される．同時に���信号が�になり���モードになる．���モードになった次のクロックの立ち上がりで命令が実行される．命令

が完了すると���信号が�になる．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
����社���������

���　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：マイクロプロセッサ
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電荷分割位置測定チップ
東京大学工学部　　石津 崇章，高橋 浩之

概要：放射線の入射位置を計測するための重心演算回路を内蔵したフロントエンド回路で

ある．従来の回路ではコンパレータ等を用いてデジタル化した信号をデジタル信号処理に

て計測していたが，重心演算を抵抗ラダーにて行うことで回路規模の縮小と処理速度の高

速化をはかる．����に����のプリアンプを搭載し，��～��個のチップを使用すること

で������程度までの重心演算を施す事ができる．重心演算を行うに当たっては非線形回

路を通した信号を使用し，ノイズの低減をはかっている．プリアンプのあとにゲインを

持ったシェーピングアンプを設けることで信号の回復を早くし，係数率特性の向上をは

かっている．チップを大量に使用することから，外付け部品を一切使用しないような設計

を行った．またベアチップを直接基板に実装するため，消費電力を小さく押えた．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ

数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータな

ど）

屋内光無線LAN用CMOSイメージセンサ（2）
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科　　川上 智朗，西村 智博，香川 景一郎，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田 淳

概要：回試作した「屋内光無線���用����イメージセンサ（�）」の通信モード用画素

出力に，三段構成のトランスインピーダンスアンプと，出力線を増やすためのマルチプレ

クサを組み込んだものである．マルチプレクサで出力線は�本選択できる．画素数は��×

��，画素サイズは���角であり，開口率は約��％である．シミュレーション上では約����

Ωの利得と������＠����の通信速度が得られている．テスタによる測定はまだ行ってい

ない．

参考文献：��������������	
��
������������������������	
�����
�
�
�������
�
�
����������

���������	�
�����������������������������������	�
��������������������������������	���
��

���������	
������������������������������������	�
���������（���）������������	
��	���（����）��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム������

���������	��角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ

屋内光無線LAN用CMOSイメージセンサTEG
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科　　川上 智朗，西村 智博，香川 景一郎，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田 淳

概要：本チップは��「屋内光無線���用����イメージセンサ（�）」で設計した三段構

成のトランスインピーダンスアンプ単体と，画素と接続させたトランスインピ－ダンスア

ンプの���である．トランスインピーダンスアンプ単体の性能と，画素を通した場合での

比較を行うことを目的として作製した．このトランスインピーダンスアンプは，初段に折

り畳みカスコードを利用した負帰還増幅回路を用い，後段に差動増幅回路を�段組み込ん

でいる．両者ともテスタによる測定はまだ行っていない．

参考文献：��������������	
��
������������������������	
�����
�
�
�������
�
�
����������

���������	�
�����������������������������������	�
��������������������������������	���
��

���������	
������������������������������������	�
���������（���）������������	
��	���（����）��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム������

���������	��角　チップ種別：イメージセンサ�スマートセンサ
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光素子駆動回路
慶應義塾大学理工学部　　阿波谷 佳朗，松本 佳宣

概要：光インターコネクション等の短距離間光伝送を目的とした光送信回路の設計を行っ

た．レーザーダイオードを駆動するのに必要な数十��以上の電流を流すために，ゲート

幅の小さいトランジスタを多数並列に並べることでゲート抵抗の増加を防ぎ，またアルミ

配線やコンタクトホールでの電流許容量を超えないように配慮した．また，レーザーダイ

オードは温度変化に対しその光出力が変動することからフィードバック制御を用いて光出

力を一定に保つ必要がある．このためモニター用����フォトダイオードとその出力か

ら駆動電流をフィードバック制御する回路を併せて集積化した．試作したチップの駆動部

の特性を計測したところ，����程度まで電流を駆動できることが確認できた．

設計期間：�人 月 以 上，�人 月 未 満　設計 ツ ー ル：������社���������	
���
�����社�

���������	
��������社�����������	
�	�����社����������	
�	社����������	
�	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラ

ン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���など）

信号伝送用モジュール駆動回路の試作
大阪府立大学先端科学研究所　　田中 智之，中尾 基，泉 勝俊

概要：本チップは，信号伝送用モジュール駆動回路の初期段階の設計である．近年のデバ

イスプロセス技術の進歩により，チップ内で処理できる情報量は飛躍的に増加している．

集積回路で処理される情報の量が増大すれば，チップに出入りするデータ量も増大するが，

もし，チップ入出力における信号伝送がチップの性能に対応していなければ，入出力が性

能のボトルネックとなってしまう．また，信号伝送用駆動回路は，様々なアプリケーショ

ンに応用できる基礎技術であり，今回の試作では，高速かつ省面積の信号伝送用モジュー

ル駆動回路の開発を狙いとした．信号伝送用駆動回路の回路構成としては，入力バッファ

とリファレンス電圧発生器，出力バッファである．また，これらの機能ブロックを���と

したものや，全機能を加えたものや省面積化モデルに関しても搭載した．なお，設計法は

全ての機能ブロックにおいて，フルカスタム設計を行った．今回の設計は第一次試作であり，これらの基本回路を設計し性能評価

を行い，今後はさらなる機能向上を目的とする．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社�����������	
��
社���������	�
����社���������	
���
�����社���������

��������	
�	社����������	
��������社�����������	
�	�����社����������	
�	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：

ローム���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路など）

全ディジタルPLLおよびDAコンバータの試作
九州東海大学工学部　　佐々木 博文

九州東海大学産業技術研究所　　藤本 邦昭

概要：①前回試作した全ディジタル���（�����）は，高い周波数の基準クロックを用い

ることを前提として可変分周器にパルス・スワロ・カウンタを用いた．しかし，この部分

を一般の可変分周器にした方が回路構成が簡単になり性能面でも大差がないということが

シミュレーションの結果によって明らかになったので，この確認のために可変分周器の部

分のみが異なる�種類の�����を同一チップ内に試作した．また，前回の試作では，基

準クロックを外部から加えていたが，今回はリングオシレータをチップ内に作りこの信号

をクロック源として用いた．②現在，ファジィ推論回路の集積化の検討を行っており，こ

の推論部のディジタルデータをアナログに変換するためにキャパシタアレー形の�ビット

��コンバータを試作した．また，この��コンバータに使用したオペアンプ単独の特性が測定できるようこの回路も同時に作成し

た．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��


社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム������

���������	��角　チップ種別：その他
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信号履歴を持つ場の形状に依存する信号伝播様式に関する研究
公立はこだて未来大学システム情報科学部　　秋田 純一，元池 育子

概要：信号が伝播する媒体（場）の，形状等の性質がが時間変化する可能性を持つ系は，

自然界に存在するパターン形成のモデルや信号伝播を利用した計算原理の可能性に関して

広く研究されている．本試作チップでは，いわゆる反応拡散方程式に従う反応拡散場を対

象としてとりあげ，その信号伝播様式をアナログ回路として実現する回路要素の試作を

行った．具体的には離散化した場を構成する回路要素中をパルスが伝播し，そのパルスの

伝播のしやすさがパルス到達の履歴に応じて変化するように設定した．このパルス伝播の

閾値は，パルスが到達すると徐々に低くなるが，パルスが到達しないと徐々に高くなる．

またトランジスタパラメータ等がチップ上の場所によってばらつくことを利用して多少の

ばらつきをもつ非均一な場を構成でき，場のふるまいが適度にばらつくことも期待される．

またこの場でのパルスの伝播の様子をリアルタイムに可視化することを目標に，高い逆バイアスをかけたダイオードでの発光現象

を利用する���の試作・評価回路も含まれる．また��ビットの固定小数点乗算器の評価回路も含む．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社��������������	
�社�

���������	
��	�����社�����������	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チッ

プ種別：���（特性評価回路など）

慶應義塾大学理工学部　　溝口 大介，ユスミラズ・ビンティ ユスフ，三浦 典之，

　　　　　　　　　　　　黒田 忠広

概要：近年，���の実装密度を高めるため，ベアチップを�次元にスタックし，チップ間

をワイヤボンディングやマイクロバンプ，スルーホール等で接続したマルチチップパッ

ケージが注目されている．黒田研究室では，チップ間の通信で，安価に高いバンド幅を実

現するために，上下のチップ間をインダクタカップリングで接続する方式を提案している．

本チップは，インダクタ結合による通信の実験用���チップである．内部には，送信コイ

ルアレイ，受信コイルアレイが設けられている．送受信コイルアレイは，各々任意の�つ

を選択でき，相互干渉等の実験を行う事が可能である．本���チッ　プは，�つのチップ

を対面させ，コイル同士が�����ほど離れた場合の動作検証を想定している．また，内部

回路のテストのために，�層��層間のアンテナ同士の送受信用回路，ディジタル部同士の送受信回路等も搭載している．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試

作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，���など）

差分光再構成型ゲートアレイ
九州工業大学情報工学部　　渡邊 実，小林 史典

概要：高速に再構成が可能な差分光再構成型ゲートアレイ�����（���������	
����������	

��������	
����������

��）を開発した．このデバイスでは，チップ表面に並べられた受光

素子に対してプログラム光を照射することで，ゲートアレイ部の回路を瞬間的に再構成す

ることが可能である．今回の設計では，受光部とトランスミッションゲートをカスタムセ

ルとして設計し，他の部分にはスタンダードセルを用いて設計した．使用した言語は

����である．�ビット入力���（���������	
��）を�個持つ論理ブロックが�個，ス

イッチング・マトリックスが�個，配線チャネルが�ビット，���が��ビット実装された

ゲートアレイを試作した．受光素子のサイズが������角，間隔が����である．今回の試

作では，光学部との接合を容易にする目的で受光部を大きく，また間隔を開いて設計した

が，将来的には小型化が可能である．

設計期間：���人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社������������	
�社���������	
���
�����社�����������	

　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：ニューテクノロジ
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3次有極ウェーブフィルタと演算増幅回路
豊橋技術科学大学大学院工学研究科　　大竹 光也

豊橋技術科学大学工学部　　秋田 一平，伊藤 和将，和田 和千

概要：高周波化原理を確認するための�次有極ウェーブフィルタと，アナログ集積回路の

設計演習で設計した演算増幅回路を試作した．ウェーブフィルタの設計では，高インピー

ダンスを必要としないウェーブユニットを用いている．そして，複数のウェーブユニット

を組み合わる際に，フィルタ全体の回路の簡単化を行なうことにより周波数特性を劣化さ

せる寄生素子を減らしている．また，理論解析を通して，寄生素子の影響が小さくなる素

子値設計を行なっている．一方，演算増幅回路の設計は，初学者を対象に設計技術全般を

習得させることを目的とし，同じ目的で開催されている「演算増幅器設計コンテスト」

（������������	
���������	
���
����������）へ登録した回路を，動作検証するために試作した．

同コンテストの応募要件のもとで，多くの審査項目のバランスを考慮したり，高スルーレートを目指して設計した回路である．

参考文献：［�］大竹，和田，田所，“電流入出力ウェーブフィルタにおける寄生容量の影響の低減”，電子回路研資���������，�����

������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：アナログ（����������	��	

コンバータなど）

離散時間積分／微分回路アレイの設計
大阪大学大学院工学研究科　　下ノ村 和弘，八木 哲也

概要：実環境でダイナミックに変化する視覚情報を処理する場合，空間的な処理のみなら

ず，時間的な処理も重要である．本チップは，前段のイメージセンサからの出力画像（電

圧）を受け，画素ごとに時間的な積分あるいは微分を行うアナログチップである．前段の

イメージセンサとしては，本研究室で既に開発されたシリコン網膜を用いることを想定し

ている．積分回路は，連続�時刻間での重み付け平均を計算する．また，微分回路は，連

続�時刻間での入力の差分を計算する．�次元的な画像情報の処理を目的としているため，

積分回路，微分回路それぞれについて��×��画素のアレイを構成した．なお，テスタに

よる測定は行っていない．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	�

���������	�社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
��

�����角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

シリコン網膜チップ要素回路TEGの設計
大阪大学大学院工学研究科　　亀田 成司，八木 哲也

概要：シリコン網膜は，生体視覚系の並列画像処理機構をアナログ����集積回路により

実現したもので，実時間画像処理，小規模ハードウエア，低消費電力といった利点を持つ．

本チップはシリコン網膜を構成する光センサおよび抵抗回路網を検証するための���で

ある．�種類の光センサおよび�種類の抵抗ネットワークを組み合わせて�層の抵抗回路

網を持ったシリコン網膜を構成したときの，特性の差異を調べ今後のチップ設計に役立て

る．外部からのスイッチ動作により光センサと抵抗回路網の組み合わせを変えることがで

きる．チップは�次元��画素のラインセンサ型である．

参考文献：［�］八木，亀田，飯塚，“可変受容野を備えた超並列アナログ知能視覚センサ”，

�����������，信学論����，���������，（�����．　

設計期間：���人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：

�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
������角　チップ種別：マイクロプロセッサ
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離散時間積分／微分回路アレイの設計
大阪大学大学院工学研究科　　下ノ村 和弘，八木 哲也

概要：実環境でダイナミックに変化する視覚情報を処理する場合，空間的な処理のみなら

ず，時間的な処理も重要である．本チップは，前段のイメージセンサからの出力画像（電

圧）を受け，画素ごとに時間的な積分あるいは微分を行うアナログチップである．前段の

イメージセンサとしては，本研究室で既に開発されたシリコン網膜を用いることを想定し

ている．積分回路は，連続�時刻間での重み付け平均を計算する．また，微分回路は，連

続�時刻間での入力の差分を計算する．�次元的な画像情報の処理を目的としているため，

積分回路，微分回路それぞれについて��×��画素のアレイを構成した．なお，テスタに

よる測定は行っていない．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	�

���������	�社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム���������	
��

�����角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

RSA暗号化回路
早稲田大学大学院理工学研究科　　原田 恭典，柳澤 政生，大附 辰夫

早稲田大学理工学部　　森田 功一

早稲田大学大学院情報生産システム研究科　　木村 晋二

東京大学大学院新領域創成科学研究科　　山内 規義

概要：近年，ネットワークの広域化によるデータのやりとりを行う機会の増加に伴い，安

全性の高い暗号化処理技術が求められている．今回，素因数分解問題解決の困難さに裏打

ちされた高い安全性から広く用いられている���暗号を題材とし，その���暗号化処理

を行う回路の設計を行った．本���暗号化回路は入力として��ビット長の公開鍵，�ビッ

ト長の送信者の秘密鍵および，�ビット長の入力データを持ち，これらの�入力を与えるこ

とにより暗号化処理を行う．暗号化処理によって，�ビットの暗号化データ出力が得られ

る．暗号化処理回路は復号化処理にも流用することが可能であり，��ビット長の公開鍵，�ビット長の受信者の秘密鍵および，�

ビット長の暗号化データの入力から複合化処理を行う．暗号化処理はべき乗演算と剰余演算で構成され，剰余演算が最も面積にあ

たえる影響が大きい．本���暗号化回路は面積優先での設計を行っており，剰余演算部を乗算器を用いることなく設計することに

より面積の削減を実現した．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社�������������	�
���社��������	
�������������

社�����������	
��
社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：ローム������

���������	��角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）
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高性能汎用デジタルVQプロセッサ
東京大学新領域創成科学研究科　　小川 誠，柴田 直

東京大学工学部　　福田 智洋

概要：多くの知的情報処理で基本演算となるマッチング（��）を高速に処理する専用プロ

セッサ．��プロセッサはオンチップメモリにテンプレートベクトルを記憶し，入力ベク

トルとの距離が最も近いものを出力する．本プロセッサでは演算器の並列度を向上させ，

また周波数を向上させることで数��～�������以上の演算能力を実現している．���並

列の各距離演算器はメモリ近傍に配置され，それぞれが非同期で動作することでクロック

スキューによる周波数の低下を抑えた．これにより距離演算部分では������以上のク

ロックで動作する．また，最大・最小検索を行う���������	��
��回路は高速検索が可能な

��������	
��	���������������	����を用いることで������以内で���入力の中から最

大・最小値検索を完了する．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

���������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：日立製作所���������	
������角　チップ種

別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

汎用的な実行モデルに基づく再構成型プロセッサの試作
広島市立大学大学院情報科学研究科　　谷川 一哉

広島市立大学情報科学部　　弘中 哲夫，児島 彰，吉田 典可

概要：近年，再構成型アーキテクチャが高性能，低消費電力，省面積といった様々な点で

注目を浴びている．一方，従来の再構成型アーキテクチャには実行モデルという概念がな

いため，あるプロセッサ用に記述されたソフトウェアを別のプロセッサで再利用しようと

考えた場合に，ソフトウェアの大幅な変更が必要になると言う問題がある．そこで我々は

������（��������	������
������）実行モデルという実行モデルを提案し，今回はそれに基

づきプロトタイププロセッサを試作した．本プロセッサでは�ビット単位で機能の再構成

を行うユニットを�×�の�次元アレイ上に配置し，機能の再構成および再構成された機

能の実行を�サイクルで完了する．これを実現するために，再構成情報を格納するキャッ

シュ（�エントリ）をオンチップ上に実装した．

参考文献：���������	�
�����������
���������
����������	
��������������������������������	
��������������������	�����������	
�����

����������	
��	����������������������������	
�����	���������	������
������������	
����
���
���������������������	
�������������
������

�����

設計期間：��人月以上　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
��

�����社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：日立製作所��������	
������角　チッ

プ種別：ニューテクノロジ

フラッシュコンボルーション型画像フィルタ演算プロセッサ
東京大学新領域創成科学研究科　　伊藤 潔人，柴田 直

東京大学工学系研究科　　山崎 英男

概要：画像処理で最も汎用的なアルゴリズムである画像フィルタ演算を高速に実行するプ

ロセッサである．本プロセッサは画像フィルタ処理に必要なコンボルーション演算を�ク

ロックサイクル以内で実行する．新たに開発した����������	
���	������という画素デー

タのメモリマッピング方式により，画素データの冗長な読み出しや複雑なアドレス計算と

いう問題を解消し高速かつ低消費電力な処理を実現した．また，演算に使用するカーネル

の大きさを自由に変更でき，さまざまな画像処理への応用が可能である．回路内は���

����の����とコンボルーション演算器によって構成された���������	
������（��）が

��個配置され，それらを選択的に動作させてフィルタ演算を行う．チップを実測評価によ

り電源電圧����・動作周波数�����において動作を確認した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：日立製作所���������	
������角　チップ種別：アナ

ログ�デジタル信号処理プロセッサ

平成13年度　日立製作所CMOS0.18��　チップ試作
（HIT1801）
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行並列有意画素探索機能を有する高速3次元計測センサ
東京大学工学系研究科　　大池 祐輔

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター（VDEC）　　池田 誠，浅田 邦博

概要：我々の提案する行並列有意画素探索機能を有する画素回路を用いて，���×���画

素を有するスマートイメージセンサを試作した．本センサは画素内部に有意画素検出の�

値化回路と行並列の探索信号伝搬制御回路を有し，各行には加算器を基とした前処理回路

が実装されている．十分な光量が得られれば，一般にリアルタイムといわれる��枚�秒あ

るいは��枚�秒を超える超高速�次元形状計測が可能となる．センサの性能を引き出すた

めに，センサ制御回路および���などの周辺回路を同チップ内に集積した．本チップは

��������	
�プロセスにおける受光回路の感度評価などの���も兼ねている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社�

��������	
������������社��������������	
�社���������	
��������社��������	
������社����������	
��������社����������	
��������

社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：日立製作所���������	
������角　チップ種別：

イメージセンサ�スマートセンサ

16bit 乗算器／加算器
早稲田大学理工学部　　石本 剛，宮岡 祐一郎，柳澤 政生，大附 辰夫

北九州市立大学国際環境工学部　　戸川 望

概要：新しいプロセスに対応した研究室のチップ設計環境の整備および学生の技術の修得

のため，�����乗算器および加算器を含むチップの設計をした．����を用いて乗算回路お

よび加算回路を記述し，論理合成によってネットリストを取得した．このネットリストを

用いて，配置配線によってレイアウトデータを作成した．レイアウトデータは設計規則に

合致するよう，レイアウトエディタによって修正した．修正済みのレイアウトデータは

���および���によって検証し，レイアウトが設計規則に合致することおよび設計通りの

レイアウトが得られたことを確認した．テスタによる測定は行っていない．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社�����

�����������	
�
社��������	
�������������社�������������	
��
社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以

上，�������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

IEEE754準拠単精度浮動小数点除算器
広島市立大学情報科学部　　越智 裕之，鈴木 達也，松永 清香，河野 陽一

概要：本研究室では，研究教育用に公開することを目的として�������準拠単精度浮動小

数点除算器��ライブラリの開発を進めている．本チップは，開発した��の実チップによ

る検証を行うための���であり，被検証回路のほかに���およびランダムパタン発生回路

とテスト応答圧縮回路も実装しているため，���テスターを使用しなくても動作テストが

可能である．実装した除算器は，基数�の���法に基づくもので，日立提供ライブラリに

自作�フリップフロップセルを加えたものを使用し，目標動作周波数������で設計した．

動作テストの結果，最高������での動作が確認された（約��℃������）．

参考文献：［�］����������	�
���������������	����
�����������	�
�����������������������������

����������	
�������
���������������������������	
������������（����）��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社���������	
���������社��������		
�������社����������	
��������社����������	
��������社�����������	　ト

ランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算

器など）
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クロック生成用1GHzPLLの試作
京都大学情報学研究科　　宮崎 崇仁，山岡 健人，星野 洋昭，小野寺 秀俊

概要：����回路の高速化に伴い，チップ内で高速なクロックを生成する要求が高まって

いる．そこで我々は，クロック生成用����帯���（��������	
�������）の設計および試

作を行った．���は，電圧制御発振器（���），チャージポンプ，位相周波数比較器，ロー

パスフィルタ，および分周率可変の分周器の計�つのブロックを用いた回路構成とした．

���は差動リングオシレータ型の構成とした．電源電圧は����である．クロック生成用

���に求められる主要な特性にクロックの時間的なゆらぎを表すジッタがある．我々は，

このジッタの値を低減すべくチャージポンプ，および，���の改良を行った．実測した結

果，出力周波数が������から������まで可変，消費電力�����（�������）の���を

実現した．ジッタは約�����（������������）であり，今後の課題である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

���������	
��������社�����������	
�	�����社����������	
�	　トランジスタ数：���以上，�����未満　試作ラン：日立製作所������

������������角　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータなど）

高性能汎用デジタルVQプロセッサおよびフラッシュコンボルーション型画像
フィルタ演算プロセッサのTEG
東京大学新領域創成科学研究科　　小川 誠，伊藤 潔人，柴田 直

東京大学工学系研究科　　山崎 英男

東京大学工学部　　福田 智洋

概要：高性能汎用デジタル��プロセッサはオンチップメモリにテンプレートベクトルを

記憶し，入力ベクトルとの距離が最も近いものを出力する．本プロセッサでは演算器の並

列度を向上させ，また周波数を向上させることで数��～�������以上の演算能力を実現

している．フラッシュコンボルーション型画像フィルタ演算プロセッサは画像フィルタ処

理に必要なコンボルーション演算を�クロックサイクル以内で実行する．新たに開発した

����������	
���	������という画素データのメモリマッピング方式により，画素データの

冗長な読み出しや複雑なアドレス計算という問題を解消し高速かつ低消費電力な処理を実現した．本チップでは，これら�種類の

プロセッサのローカルブロックを���として配置した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：アナログ�デジタル

信号処理プロセッサ

高速動作VCO，周波数2分周回路
東京大学工学系研究科　　山本 憲

東京大学新領域創成科学研究科　　乗松 崇泰，木野 順，藤島 実

概要：トランシーバにおいて搬送波を発生させる位相同期ループ（���）の高速動作を目

指している．これには，電圧制御発振回路（���）と周波数�分周回路の高性能化が重要

になる．���を作成するためには周波数�分周回路を多段接続する必要があり，消費面積

の最適化を図るため，高速化が期待できるオンチップインダクタを用いる方式と消費面積

を大幅に減少できる方式の両方について試作を行った．オンチップインダクタにおいては，

電磁界シミュレーションを用いることによりレイアウトからパラメータの抽出を行い，正

確なモデリングを行った．また，��バイアス端子の寄生効果の影響を抑えるため，カレ

ントミラーを用いて入力インピーダンス減少させる方式に改良した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社����������	
��������社�����������	　トランジ

スタ数：��以上，���未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：通信（��回路，���など）
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Overturned-Stairs 木を用いた乗算器及び基数2の減算シフト型除算器
名古屋大学大学院工学研究科　　水野 知秀，篠原 正行，高木 一義，高木 直史

概要：設計したチップは乗算回路と除算回路，二つの回路を使い分ける為のインター

フェース回路の�つの回路からなる．乗算回路は��ビット整数乗算回路であり，

����������	
����木に基づく木状の乗算回路である．除算回路は�������浮動小数点数の

仮数部の除算を単精度で行う回路である．基数は�で商の桁を前のサイクルの加算と並列

に計算を行う．乗算回路の面積は����ゲート数換算で約����個であり，配線遅延を含

めた遅延時間は������である．実チップでは約����（������）で動作を確認した．除算

回路の面積は����ゲート数換算で約����個であり，配線遅延を含めた遅延時間は������

である．実チップでは約���（������）で動作を確認した．

参考文献：水野，篠原，高木，高木，“乗算器および除算器��の開発”，信学技報��������

���，����������	，�����������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��

角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

異種電源電圧回路混載テストチップ
神戸大学工学部　　永田 真

概要：異種耐圧トランジスタを混載できるトリプルウェルプロセスによる���設計は初め

てであるため，高電圧アナログ回路と低電圧デジタル回路を混載した���の開発に向けた

要素設計を試みた．具体的には，����系トランジスタによるアナログ・コンパレータや各

種ロジックセルおよびバイナリデジタル・レジスタ回路，また����動作回路と����動作

回路のインタフェースに用いるロジック・レベル変換回路やドレイン接地型アナログ・レ

ベル変換回路，などを構成した．試作チップの実測を完了し，����������および����������

ロジック・レベル変換回路，��ビットシフトレジスタ回路が������以上の周波数（測定

系の最大周波数で制限）で動作することを確認した．また，アナログ・コンパレータの動

作も確認した．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��社���������	
���
�����社����������	
��������社���������

���　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：���（特性評価回

路など）

スタンダードセルライブラリ，配線特性評価TEG
京都大学情報学研究科　　橋本 昌宜，藤森 一憲，土谷 亮，小野寺 秀俊

概要：本研究室で開発したセルレイアウト生成システム�����を用いてスタンダードセ

ルライブラリを開発した．開発したライブラリは����を通じて公開しており，すでに多

くの大学における設計に利用されている．本試作は，ライブラリ公開前にシリコン上で回

路の正常動作を確認するためのものである．なお，余った場所には配線特性評価用の���

が搭載されている．開発したセルライブラリは，セル高さ��配線ピッチで，セル種は���

である．多くの駆動力の種類を持つことを特徴とする．試作した���は論理検証用の回

路と動作速度評価用の回路に分類される．組み合わせ論理セルのチェーンおよび順序セル

の分周器の動作で機能検証を行う．動作速度は，代表的な組み合わせセルでリングオシ

レータを作成し，その発振周期で評価する．測定はテスターを用いて行った．すべてのセ

ルが機能的に正常に動作することが確認できた．また，動作速度も回路シミュレーション結果とほぼ一致することを確認した．

参考文献：��������	
�
��������	
������������
��������	�
���������������������	����������	��
����������������������������������	
�

��������	
�����	��������������������������	
��（����）��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社��������������	
�社���������	
���������社��������		
�������社�

���������	
��������社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：日立製作所�

��������	
����	��角　チップ種別：���（特性評価回路など）
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Z80互換プロセッサコア IPの試作
九州大学システム情報科学府　　広島 優輔

九州大学工学部　　森 達矢

概要：��プロジェクトの開発テーマのひとつである，ディジタルプロセッサコアの開発の

一環として，���互換プロセッサコア��の試作を行った．オンチップメモリとして日立社

提供の����（��������	
���������	
��）を搭載している．使用したセルライブラリは，

日立社提供の����セルライブラリで，プロセッサコア部分のセル数は約����，トランジ

スタ数は約���となった．試作チップに対する面積の占有率は，��％未満で，��として利

用した際に他のユーザーロジックの面積を確保可能なことが確認できた．設計に要した期

間は，���での��������	
�記述に�ヶ人月，���の検証に�ヶ人月，論理合成・��およ

び���に�ヶ人月である．試作した��は，��プロジェクトのもとで����ユーザーへの

提供を予定している．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：日立製作所���������	
������角　

チップ種別：マイクロプロセッサ

高速信号伝送用配線特性評価TEG
京都大学情報学研究科　　土谷 亮，星野 洋昭，橋本 昌宜

概要：オンチップの高速信号伝送を行なうための配線特性に対して，周辺に存在する配線

が与える影響を評価するための���である．コプレーナ線路の信号配線とグラウンド配

線，および下層の配線の状況を変化させ，伝送特性を周波数領域で評価した．測定により，

配線の下層に存在する直交配線が特性に及ぼす影響を確認した．周波数領域だけではなく

時間領域でも評価を行なうため，���での特性評価用の���を作成した．また，発振器に

用いるためのスパイラルインダクタの���を測定し，特性の評価を行なった．

参考文献：土谷，橋本，小野寺，“信号配線と下層配線との結合に対する直交配線の影響”，

電子情報通信学会総合大会，���������，������，���������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

���　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：日立製作所���������	
������角　チップ種別：���（特性評価回路な

ど）

低雑音アンプの設計及びトランスの試作（2）
大阪大学大学院工学研究科　　春岡 正起，島 秀樹，谷口 研二

概要：�．低雑音アンプ：本研究室では���受信機��フロントエンドの設計を計画して

いる．今回は，まず受信機の初段にあたる低雑音アンプの設計を行った．またコアトラン

ジスタのパラメータ抽出用し解析するための���をインプリメントした．�．トランス：

近年のトレンドである集積回路の�チップ化は，高周波回路においても，製品の小型化を

実現する上で重要な課題である．�チップ化においてキーとなる素子は，インダクタ及び

トランスである．本試作の目的は，高周波回路への応用を前提とした，トランスの基本的

な物理特性を調査する事である．トランス及びトランスを構成する各平面インダクタにつ

いての���を試作した．各インダクタは，トランスの構成部品となるため�ポート型とし

た．各インダクタのサイズは���ミクロンから���ミクロン程度である．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

���������	
��������社�����������	　トランジスタ数：��未満　試作ラン：日立製作所���������	
������角　チップ種別：

���（特性評価回路など）

平成14年度　第1回　日立製作所CMOS0.18��　チップ試作
（HIT18021）
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10GHz帯チップ間無線通信用送受信器の設計
大阪大学工学研究科　　車 承佑，清水 由幸，古屋 英行，中村 光男，松岡 俊匡，

　　　　　　　　　　　谷口 研二

概要：�����帯チップ間����無線通信用送受信器の試作を行なった．送信器は電圧制

御位相発振器，スイッチ，高利得増幅器で構成し，受信器はフィルタ，スイッチ，積分器

で構成した．電圧制御位相発振器はクロスカップルド型差動出力発振器で，������のイン

ダクタと��接合バラクタを共振器に用いた．また発振器のバッファとしてはソースフォ

ロアを用いた．送信に必要なスイッチは����������を並列につないで，さらにチャー

ジインジェクション除去用���も加えて設計した．高利得増幅器はカスコード型で�級

動作をする回路を設計した．一方，受信回路については，������の非線形性を利用した

自乗検波回路とオペアンプによる積分回路により構成した．各部品の特性を調べるため，

インダクタ，バラクタ，及びパッドの���も設計した．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：日立製作所���������	
������角　チップ種別：通信（��回路，

���など）

時間領域の演算を用いたDPマッチングプロセッサ
東京大学新領域創成科学研究科　　小川 誠，柴田 直

東京大学工学部　　山谷 歩

概要：厳密なアーキテクチャで構築された現在のコンピュータをもってしても，我々の脳

がふだん何気なく行っている連想や認識といった知的情報処理には困難を極め，これはこ

の種の処理が莫大な計算量を必要とするためである．本試作では，��������	
��
������

（��）マッチングのアルゴリズムを実際のハードウェアに搭載し，さらに評価関数に遅延

時間を用いたプロセッサを設計した．従来のベクトルマッチングでは�要素対の比較しか

実行されないのに対し，��マッチングでは全要素対の比較が実行され，最も類似度の高い

対の出力が可能となる．さらに本プロセッサでは全入出力がデジタル値で行われるが，内

部の評価関数として遅延時間を用い，アナログ的意味を持たせることにより高速低消費電

力を図った．プロセッサ全体では，�ビット��エレメントの特徴抽出ベクトルから，テンプレートベクトルとの類似度として�

ビットのデジタル信号が出力される．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：日立製作所���������	
������角　チップ種別：アナ

ログ�デジタル信号処理プロセッサ

再構成情報の圧縮を実現した再構成型PARSプロセッサの試作
広島市立大学大学院情報科学研究科　　谷川 一哉，川崎 貴之

広島市立大学情報科学部　　弘中 哲夫，児島 彰，吉田 典可

概要：近年，再構成型アーキテクチャが高性能，低消費電力，省面積といった様々な点で

注目を浴びている．一方，従来の再構成型アーキテクチャには実行モデルという概念がな

いため，あるプロセッサ用に記述されたソフトウェアを別のプロセッサで再利用しようと

考えた場合に，ソフトウェアの大幅な変更が必要になると言う問題がある．そこで我々は

������（��������	������
������）実行モデルという実行モデルを提案し，それに基づきプ

ロトタイププロセッサを試作している．本試作ではそのプロトタイププロセッサの改良を

行った�����プロセッサを試作した．�����プロセッサで行った主な改良点は以下の通りで

ある．�）複数の再構成情報にまたがっていた機能の再構成に関する情報を�つの再構成情

報内に格納できるようにした．�）再構成情報を格納するオンチップキャッシュのエントリ数を��エントリに増加した．

参考文献：���������	�
�����������
���������
����������	
��������������������������������	
��������������������	�����������	
�����

����������	
��	����������������������������	
�����	���������	������
������������	
����
���
���������������������	
�������������
������

�����

設計期間：��人月以上　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
��

�����社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：日立製作所��������	
������角　チッ

プ種別：ニューテクノロジ
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高速・低電圧　同期式ハミング距離検索連想メモリ
東京大学工学系研究科　　大池 祐輔

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター（VDEC）　　池田 誠，浅田 邦博

概要：我々は高速かつ低電圧動作可能なハミング距離検索連想メモリを試作した．本チッ

プは�����×������の各メモリセル内に探索信号伝搬および制御回路を有し，����並列で

ハミング距離の評価を行なう．完全一致や最小距離のデータだけでなく，全ての距離の

データを入力から近い順に検出することが可能であり，������������として従来の認識シ

ステムなどの応用のほかに，並べ替え（�������）や経路探索（�������）への利用が可能で

ある．本回路実装は従来のアナログ技術による実装方法と異なり，データベースの容量に

限界はない．任意の���長および����数に対して全ハミング距離における検索を正確に実

行できる．測定では����で������以上の動作速度を実現し，�����では�����でのハ

ミング距離検索を実現した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
��������社��������	
������社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：メモ

リ

オンチップサンプリングオシロスコープ回路の試作
京都大学情報学研究科　　宮崎 崇仁，新名 亮規，橋本 昌宜，小野寺 秀俊

概要：現在，���上でのシグナルインテグリティの劣化が���全体の性能劣化を引き起こ

し問題となっている．この問題を解決するには，���内部の波形を実測する必要がある．

しかし，���内部の波形は非常に高速かつプロービングが困難であるため，そのまま外部

に取り出して測定することはできない．そこで，一般にオンチップにサンプリング型のオ

シロ回路を搭載し，高速な���上の波形を低速に変換してから���外部に出力して測定す

る方法が用いられる．今回我々は，高周波のインダクタンス性ノイズを測定する目的のも

と，オンチップオシロ回路の開発を行った．測定チップは，大きく分けてノイズ発生部分，

���回路，サンプリングクロック発生回路，サンプルホールド回路，出力バッファの�ブ

ロックから構成されている．シミュレーション段階であるが，サンプルホールド回路の周

波数帯域を向上させることによって，インダクタンス性ノイズの観測に成功した．しかし現在のところ実チップでの正常動作は確

認できていない．

参考文献：���������	�
���������
��������
������������	
������������������������������	�
�������������������������������	�

��������	�
���
����������������������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

���������	
��������社�����������	
�	�����社����������	
�	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：日立製作所�

��������	
����	��角　チップ種別：アナログ（����������	��	コンバータなど）

高速動作VCO，周波数2分周回路
東京大学工学系研究科　　山本 憲

東京大学新領域創成科学研究科　　乗松 崇泰，木野 順，藤島 実

概要：トランシーバにおいて搬送波を発生させる位相同期ループ（���）の高速動作を目

指している．これには，電圧制御発振回路（���）と周波数�分周回路の高性能化が重要

になる．���を作成するためには周波数�分周回路を多段接続する必要があり，消費面積

の最適化を図るため，高速化が期待できるオンチップインダクタを用いる方式と消費面積

を大幅に減少できる方式の両方について試作を行った．オンチップインダクタにおいては，

電磁界シミュレーションを用いることによりレイアウトからパラメータの抽出を行い，正

確なモデリングを行った．また，��バイアス端子の寄生効果の影響を抑えるため，カレ

ントミラーを用いて入力インピーダンスを減少させる方式に改良した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社����������	
��������社�����������	　トランジ

スタ数：��以上，���未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：通信（��回路，���など）
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高精度・低消費電力・有線通信用全差動ライン・ドライバ回路
早稲田大学大学院理工学研究科　　大島 宗之，佐々木 昌浩，松本 隆

概要：����や���������	
��等で採用されている�����������	
�
��において，重要な構成要

素の一つに��������	�
��	�
（���）がある．���は低インピーダンスのメタリック・

ケーブルを駆動し，アナログ信号を整流・伝送するための回路である．���に対する要求

としては，伝送信号の線形性の維持，低消費電力化，高速化，小面積が挙げられる．しか

し，近年の����プロセスでは，微細化に伴う電源電圧の低下により，必要な出力電圧振

幅を生み出すことが困難になってきており，その上で線形性を維持し，高速化を行うこと

は回路設計者にとって重要な課題となってきている．本チップでは，従来，問題とされて

きたコモンモード・フィードバック回路の高周波化と�����������	
����バッファの定常電

流の低減を実現することによって，電源電圧����，抵抗負荷��Ωに対して��������	
�


のアナログ信号を，低消費電力・高線形性を維持しつつ駆動可能な回路を実現した．

参考文献：［�］����������，大島，佐々木，松本，“��������	�
����������������������������������	�
�����	
������	��������”，第��

回回路とシステム（軽井沢）ワークショップ，���������，����

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	　トランジス

タ数：�����以上，������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：通信（��回路，���など）

MPEG-4　コア・プロファイル対応動き補償器
大阪大学大学院情報科学研究科　　中川 貴史，古家 眞，密山 幸男，藤田 玄，尾上 孝雄，

　　　　　　　　　　　　　　　　白川 功

概要：本チップは，������・コアプロファイルに規定されるオブジェクトベース符号化

に対応した動き補償器を設計・試作したものである．オブジェクトベース符号化では参照

画像において，オブエジェクト外の領域を補間するパディング処理が必要となる．パディ

ング処理は，一定値を用いたり周辺画素を繰り返し利用することにより補間処理を行う．

本動き補償器はこの点に着目し，補間画像の一部は外部フレームメモリへは書き込まず，

必要時に生成することによりメモリ帯域の削減を図った．さらに，参照画像バッファ，予

測画像バッファ，誤差画像バッファ，パディング処理用バッファ等，複数必要となる内部

メモリを，時分割処理により機能的に�つのメモリに集約することにより，メモリ制御部

や周辺回路などを共有化し，複数メモリを持つ場合に比べて冗長な回路の削減を実現した．本動き補償器は�����動作時に�����

の���（���×���）画像を処理可能である．

参考文献：�����������	�
�������	���������	������������	
	�	�����������������������������	�
�����������
�����
���������������	
	����

������������	
���������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：��������社��������	
�������������社�����������	
��
社���������	�
����社�

���������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��

角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

相変化不揮発性メモリと可変ゲインオペアンプ
金沢大学工学部　　福島 早奈恵，源 貴利

概要：本チップはⅥ族元素であるカルコゲン元素を記録素子として用いる相変化メモリの

全体回路と同じカルコゲン元素を利用した相変化素子の抵抗値の変化を利用した可変ゲイ

ンオペアンプである．相変化メモリの記録素子は相変化させるために十分な電流を流す必

要がある．当研究室ではカルコゲン元素を記録素子として用いた場合，���以上の電流を

流すことで相変化できることを確認しており，メモリセルサイズを電流が���流れるに決

定して設計を行った．周辺回路はメモリセルにあわせてサイズを決定し，全体として

������の相変化メモリとした．可変ゲインオペアンプは相変化素子を用いることによって

�次元構造に出来るため，一般的な可変オペアンプより低面積化できた．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���
�����社���������

��������	
�	社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：日立製作所���������	
��

�����角　チップ種別：メモリ
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Zigzag Super Cut-off CMOS　リークカット回路
東京大学生産技術研究所　　閔 庚 ，崔 珍赫

概要：���デバイス寸法がナノ領域に入るに従って，破壊防止の観点から電源電圧は今

後も低下を続けると予想されている．その際，しきい値電圧も低下させる必要があり，そ

の結果リーク電流が増加し，動作時でさえ支配的になってくることが予測されるため，

リークカットの新手法の研究が急がれている．現在最もよく使用されている低消費電力化

手法としてクロックゲーティングがあげられるが，将来的にはこれが有効でなくなると予

想されている．この世代で有効な，高速な選択的ブロック活性化手法として���������	
��

����������	
による高速な選択的ブロック活性化手法を提案した．従来はバーチャル電

源線に巨大なパワースイッチを取り付けることによりリークカットを実現していた．本手

法は���線と���線に交互に，最小限の数だけリークカットスイッチを取り付けるため，

スリープからの立ち上がりの際にかかる負荷が小さく，スリープ状態からの�������が従来より��倍ほど高速に行えることを実証

した．

参考文献：��������	
��	������
�����
��	�����������	
���	���������（�������）���������	
��	���	�������������	
����������

���������	
����
�������	�
�	����	����������	
��������
�����������
�����������	

��������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ

種別：���（特性評価回路など）

セルフテスト機能を備えた高速シリアル伝送トランシーバ
熊本大学工学部　　佐々木 守

概要：次世代の高速���インタフェースである数�ビット�秒という超高速シリアル伝送

機能を集積化したデバイス（��）のテストを容易かつ廉価に実現する手法として，����ビッ

ト�秒高速シリアル伝送トランシーバおよびセルフテスト機能を備えた���を設計した．

信号レベルは，電流モード論理（���）の差動信号（振幅�����）を用いる．チップ内部

に抵抗値を調整できる負荷抵抗を設けて，プロセスバラツキによるインピーダンス不整合

を補償している．また，基板上の伝送線路での分散特性による波形歪みを補償するため，

プリエンファシス機能を集積化している．受信部では，スキューを吸収する目的でタイミ

ング調整回路を設けている．測定評価から，送信部はプリエンファシスによる波形整形を

含め，良好な動作を確認した．受信部では，������符号器のバイト同期回路で論理設計ミ

スがあり，動作確認は行えていない．���による基準信号の低ジッタ化とともに再設計を行っている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：通信（��回路，

���など）

SFQ/CMOSハイブリッドシステム用高速アンプの試作
横浜国立大学大学院工学研究院　　吉川 信行，宮川 英明，富田 卓哉，藤原 完

概要：我々は���論理回路の高速性と����論理回路の高集積性を組み合わせた高速ハ

イブリッドクライオメモリの実現を目指している．本メモリシステムは����での動作を

仮定しており，メモリーセルには�トランジスタ����セルを採用している．そのため，

不揮発，非破壊のメモリ動作が可能である．また，高感度の超伝導センスアンプを用いる

ことによりサブナノ秒のアクセスタイムが可能となる．本チップでは，��������ハイブ

リッドメモリの要素回路である，高速ハイブリッドアンプ，�トランジスタメモリセル，パ

イプラインアンプの試作を行った．

参考文献：［�］����������	�
������	��������������	����������	
�������������������������������

���������	
��������������
������
���������	�
����	��	���������������������������	�
����


����������	


������������������������������（����）��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：ニューテクノロジ
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JPEG2000 算術符号器の高速化設計
京都大学情報学研究科　　筒井 弘 , 増崎 隆彦 , 林 宙輝 , 泉 知論 , 尾上 孝雄 , 中村 行宏

概要：静止画像符号化標準����������では高い圧縮性能を実現するためにエントロピー符

号化としてコンテクストベース適応型二値算術符号化が採用されている．この算術符号化

では，シンボル発生確率が類似するビットを同一コンテクストに分類し，コンテクスト毎

にシンボルの推定発生確率を適応的に更新しながら符号化する．ここで推定発生確率の更

新は�ビットの符号化毎に行われるため，�ビットの符号化を行う度に算術符号器の内部

状態が変化する．よって�ビットの符号化には必ず�サイクル以上の時間を要する．

���������符号化における算術符号化以外の処理は，この算術符号化の以上のスループッ

トを実現するように実装することが可能であるため，���������符号化処理の高速化実装

において算術符号化がボトルネックとなる．設計した算術符号器は限界値に近い性能を実

現する．テスト画像を圧縮した際，�ビットの符号化に要する平均サイクル数は������サイクルであった．なお，参照用のテーブル

は組み合わせ回路で実現している．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
�，��������社��������	
�����，������社�������，�������

社���������，�������社����������	
，�������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：日立製作

所���������	
����	��角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

デジタル電源／グラウンド雑音評価チップ I
神戸大学工学部　　永田 真，奥本 健，杉本 智彦，小坂 大輔

概要：高速デジタル集積回路において，電源／グラウンド雑音が動作信頼性劣化の主要因

になっている．設計者らはこれまでに，���チップ内の基板（グラウンド）雑音をソース

フォロワで検出しラッチコンパレータで読み出す手法で，高時間分解能な雑音測定を実現

している．本チップは，この測定法を応用して，デジタル回路の動作時に発生する電源／

グラウンド雑音をオンチップ評価するための雑音測定回路を搭載している．また，被測定

デジタル回路として昨年度に同じプロセスで試作した������以上で動作する�����シフ

トレジスタ・アレイを搭載している．試作チップの基本動作は確認済みであるが，本レ

ポート執筆時点では雑音波形の評価が進行中である．

参考文献：�����������	���
������	���	�	��������������	��
���������	��
��	����	�
������

���������	
�����	����	��	������������������			�
�����������������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��社���������	
���
�����社����������	
��������社���������

���　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：アナデジ混載

擬似差動型サブサンプリングミキサ
大阪大学大学院工学研究科　　金 良守，松岡 俊匡，谷口 研二

概要：近年，����無線受信器の�チップ化が実現されている．受信器には受信信号から

ベースバンド信号を復調するためのミキサが必要となる．これまで主流であったスーパー

ヘテロダイン方式は，��信号を中間周波数，ベースバンド信号と�回以上ダウンコンバー

ジョンする．しかし，イメージ信号を十分除去するためには多数のミキサが必要になる．

これに対し，ダイレクトコンバージョン方式は��信号をベースバンド信号へ直接ダウン

コンバージョンできる．今回，����スイッチとキャパシタからなる単純なサンプル＆

ホールド回路を二つ並べた擬似差動型サブサンプリングミキサを設計した．オペアンプを

用いたサンプル＆ホールド回路に比べて消費電力が十分低低下することがシミュレーショ

ンで確認できた．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：通信（��回路，

���など）
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トランスの試作（1）
大阪大学大学院工学研究科　　島 秀樹，谷口 研二

概要：近年のトレンドである集積回路の�チップ化は，高周波回路においても，製品の小

型化を実現する上で重要な課題である．�チップ化において高周波回路でキーとなる素子

は，インダクタ及びトランスである．このような素子は，その特性の観点から個別部品と

して実装される場合が多いが，�チップ上に作り込む事で回路ブロック全体の小型化を可

能にする．特にオンチップのトランスに関する研究はインダクタに比べて研究報告が少な

く，実用化に向けてその特性把握は必要不可欠である．本試作の目的は，高周波回路への

応用を前提とした，トランスの基本的な物理特性を調査する事である．本���には，積層

型，巻き込み型が含まれている．各トランスのサイズは一辺が���ミクロン程度である．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������

��������	
�	社�����������	　トランジスタ数：��未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：���（特

性評価回路など）

実験評価のための算術論理演算回路とキャッシュ制御回路
福岡大学工学部　　井上 弘士

概要：低消費電力化に関する実験評価を行うため，��ビットの算術論理演算回路を設計し

た．現在，一般的な���が有する加算，減算命令やシフト命令，論理積，論理和，排他的

論理和などの論理演算命令などをサポートしている．特にパイプライン化は行っておらず，

全ての演算におけるレイテンシは�クロック・サイクルである．今後，低消費電力化に関

する実験評価を行うため，入力オペランドの入れ換えや入力データ変換を可能とする．ま

た，それに加え，キャッシュ・メモリ制御用回路も実装した．プログラム実行時，キャッ

シュ・メモリの低消費電力化を達成するため，動的にキャッシュ・メモリの動作モードを

制御する．本設計では，そのようなキャッシュ制御回路の一部を実装している．具体的に

は，メモリ参照パタンを監視するための簡単な論理回路と，キャッシュ動作モードを決定

するためのステートマシンから構成される．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

����������	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：演算回路

（乗算器，除算器など）

パストランジスタ論理を用いた16bit 乗算器
広島市立大学情報科学部　　越智 裕之，大石 祥子，井上 哲也

概要：本チップは符号付き�進数を扱う�����整数乗算器であり，トランスミッションゲー

トで構成されるパストランジスタ論理を活用して高速化・低消費電力化を狙っている．入

力側の�����セレクタ部分では，少ないトランジスタ数で実現できるパストランジスタ回

路を採用して省面積と省電力を図る一方，最終段加算部では，少ない段数で実現できるパ

ストランジスタ回路を採用して高速化を図っている．これらの中間に位置する�������木

部分は，動作速度と消費電力のバランスが要求されるため，通常の����論理の全加算器

を使用している．消費電力の実測を容易にするため，線形帰還シフトレジスタを用いたラ

ンダムパタン発生器も内蔵している．

参考文献：［�］井上，田村，越智，津田，“乗算器の�����リコーダの回路方式について”，

信学技報，��������，�������，�����������（����）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社���������	
���������社��������		
�������社����������	
��������社����������	
��������社�����������	　ト

ランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算

器など）
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クロック生成用PLLと伝送線路特性を利用した信号伝送評価TEG
京都大学情報学研究科　　橋本 昌宜，宮崎 崇仁，小野寺 秀俊

概要：クロック生成用���として，最大発振周波数が������のものと����の二つの���

を設計した．���は差動インバータによるリング発振器で，段数はそれぞれ�段と�段で

ある．また，配線の伝送線路特性を利用して，���の出力のクロック信号を長距離（����

以上）伝送する回路を設計した．シングルエンド伝送とディファレンシャル伝送の�種類

を設計した．���の特性評価はオンウェハで行った．自然発振周波数に近いところでは正

常に動作しているが，周波数を上昇させていくと発振が停止し，現在原因を究明している．

信号伝送回路は，���の自然発振周波数では正常に動作していることを確認した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：������社���������	
���������社�����

���������	
����社����������	
��������社����������	
��������社�����������	　トランジ

スタ数：�����以上，������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：アナログ（����������	��	コン

バータなど）
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カーネル係数可変型画像フィルタリングプロセッサ
東京大学新領域創成科学研究科　　伊藤 潔人，柴田 直

東京大学工学部　　中山 友之

概要：����年�月��������	試作で設計した画像フィルタリング演算プロセッサ［�］の

性能評価を踏まえ，新たにアーキテクチャの拡張を行った改良版の回路である．前回の試

作では，コンボルーションカーネルの大きさを自由に変更できるアーキテクチャを開発し

たが，カーネルに用いることのできる重み係数は��������の�種類と限定されていた．本

試作では，プロセッサに内蔵するメモリ容量を保ったままカーネル係数を����に拡張し汎

用性を高めた．更に係数����のカーネルを用いる場合は，二つのコンボルーション演算を

並列に行うことが可能である．また新たにパイプラインを導入し，電源電圧����において

動作周波数������を想定して設計を行った．

参考文献：［�］�����������	
�������������������������������	��
����������
�������
������������	�
���	�����	����
����������������	�
���


���������		
������������������������������	
��	�������
���������������������	�
��	�����������������
������������	�

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
���������社���������	�
����社���������	
���
�����社�

���������	
��������社�����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：日立製作所���������	
������

角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

PPEDに基づく高速画像特徴ベクトル生成回路
東京大学工学系研究科　　山崎 英男

東京大学工学部　　山本 崇也

東京大学新領域創成科学研究科　　柴田 直

概要：画像のマッチング等の処理を行う際，�次元の画像データをそのまま扱うと演算コ

ストが膨大になってしまう．そこで我々の研究室では，画像から特徴のみをコンピュータ

で扱いやすいデータ列，すなわちベクトルとして抽出する���������	��
��
�������	�
���
���

����（����）というアルゴリズムが開発された．����では，まず水平，垂直，���度，���

度の�方向のエッジ検出を行う．そして，�つのエッジ検出画像の�値データをそれぞれ

エッジと垂直な方向に投影し，得られたデータ列を並べることでベクトルを得る．この

チップでは画像をスキャンしてベクトルを連続的に生成することを想定し，ベクトルの連

続生成を高速化するのに必要なエッジ検出画像の投影を行う回路を実装した．スキャンは上下左右�方向に設定可能である．投影

は，全データから必要な部分のみをマスクにより抜き出し加算するアーキテクチャになっており，マスクを任意に設定できるよう

にすることで汎用性を高めている．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社�����　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：日立製作所���������	
������角　チップ種別：演算

回路（乗算器，除算器など）

JPEG2000　符号化アクセラレータの設計
京都大学情報学研究科　　林 宙輝，筒井 弘，増崎 隆彦，泉 知論，尾上 孝雄，
　　　　　　　　　　　　中村 行宏
概要：静止画像符号化標準��������は，高圧縮，高機能を特長とし，幅広い分野への応
用が期待されている．しかし，現行の符号化標準に比べて数倍の処理能力を必要とし，リ
アルタイム性の要求されるアプリケーションにおいては，高速化実装が必要不可欠となる．
設計したアクセラレータは��������符号化処理におけるエントロピー符号化と離散
ウェーブレット変換（���）を高速処理する．これらは最も処理量を要する処理であり，ソ
フトウェアで実行した場合に要するサイクル数は全体の処理量のそれぞれ約��％����％で
あった．本アクセラレータを用いて���×������ビット深度，グレイスケールのテスト画
像を量子化せずに圧縮した場合，エントロピー符号化および���に要するサイクル数は
それぞれソフトウェアを用いて圧縮した場合の����％������％であった．なお，比較のため
のソフトウェア処理量は組込み向けプロセッサの一つである������を用いた場合のもの
である．
参考文献：［�］���������	
���������	
�����������	
���������	����
���	������������	��������������	
����������������������������	�
������������	
�����������
�������������������		
（����）��
設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�
���������	
����社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：日立製作所���������	
��
�����角　チップ種別：アナログ�デジタル信号処理プロセッサ

平成14年度　第2回　日立製作所CMOS0.18��　チップ試作
（HIT18022）
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携帯情報通信応用RISCプロセッサの試作
金沢大学工学部　　三屋 晃ニ，深山 正幸，吉本 雅彦

概要：携帯情報端末に搭載するシステム���のコアとなる����として����を採用し日

立製作所�����角チップ��������	
プロセス�層メタルで設計を行った．ライセンス供

与されている����は��������の���������	
�����の�������を搭載しているが，面積

的な制約からそのまま実現することは難しい．そこで�������のアーキテクチャを�����

�������������	�方式から��������	
方式に変更し，容量を�／�とした．�������も容量

を�／�とした．これに伴い提供された�������コントローラの��������	
に変更を加

えた．���と���は日立製マクロを使用し，その他ロジック部は京大スタンダードセル

ライブラリを使用した．設計・検証には��������	
�����
��	����������	��	�����������	

�������を使用した．配置配線後の寄生容量をバックアノテーションした��のスタティッ

クタイミング解析により動作周波数約��������であることを確認した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社����������	
��������社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�������以上　試作ラン：日

立製作所���������	
������角　チップ種別：マイクロプロセッサ

高速動作複数係数周波数分周回路
東京大学新領域創成科学研究科　　乗松 崇泰，藤島 実

東京大学工学系研究科　　山本 憲，木野 順

概要：トランシーバの搬送波を発生する位相同期ループ（���）の高速動作を目指している．

携帯機器用無線トランシーバには小型化とともに，低電圧化・低消費電力化が重要である．

そこで，���を作成する上で重要になる電圧制御発振回路（���）と周波数�分周回路の

設計パラメータを最適化し，低電圧・低消費電力で動作する���と周波数�分周回路の設

計を行った．なお，周波数�分周回路では，差動発振器の出力をスイッチング制御するこ

とにより高速動作可能な差動注入同期型を用いている．さらに，複数の分周数を持つ周波

数分周回路の構成方法が���の高速動作の鍵となるため，アナログミキサを用いて周波数

の加減算を利用することにより高速動作が期待される複数係数周波数分周回路を提案し，

試作を行った．さらに，���や周波数�分周回路の動作性能に大きく関わるインダクタの自己共振周波数や�値を正確に評価する

ためのテストデバイスを設計した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社����������	
��������社�����������	　トランジ

スタ数：���以上，�����未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：通信（��回路，���など）

超低消費電力動き検出プロセッサコア搭載3-port SRAM TEG
金沢大学工学部　　黒田 雄樹，宮越 純一，深山 正幸，吉本 雅彦

概要：今後ますます普及すると考えられる携帯情報機器向け�����������エンコーダ

の低消費電力化を考えるとき，低消費電力の����は必要不可欠である．そこで我々は超

低消費電力動き検出プロセッサコアに搭載することを目的として��������	
����をフル

カスタム設計した．容量は���ビット（����ワード×�ビット）���ポート（�リード，�

ライト），回路規模は約��万トランジスタである．低消費電力で安定動作する����を実

現するために，階層デコード方式，�ブロック分割語線構造，�画素アクセス方式を採用し

た．���テスタによる���の評価を行い，電源電圧����，動作周波数�������において

完全に動作することを確認した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：����������	
������������社���������	�

������社���������	
���
�����社����������	
��������社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：�������以上　

試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：メモリ
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超低消費電力動き検出プロセッサコア搭載3-port SRAM TEG
金沢大学工学部　　黒田 雄樹，宮越 純一，深山 正幸，吉本 雅彦

概要：今後ますます普及すると考えられる携帯情報機器向け�����������エンコーダ

の低消費電力化を考えるとき，低消費電力の����は必要不可欠である．そこで我々は超

低消費電力動き検出プロセッサコアに搭載することを目的として��������	
����をフル

カスタム設計した．容量は��ビット（���ワード×�ビット）���ポート（�リード，�ラ

イト），回路規模は約�万トランジスタである．低消費電力で安定動作する����を実現

するために，階層デコード方式，�ブロック分割語線構造，�画素アクセス方式を採用した．

���テスタによる���の評価を行い，電源電圧����，動作周波数�������において完全

に動作することを確認した．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：����������	
������������社���������	�

������社���������	
���
�����社����������	
��������社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，

�������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：メモリ

日立SRAM-FNM10A, PLL-FNK026を用いた評価用TEGの試作
金沢大学工学部　　三屋 晃ニ，深山 正幸，吉本 雅彦

概要：日立製作所より����に提供されているハードマクロ������と������について

の評価用���を試作した．������は����×���の�ポート���であり，������は

���である．���と���のピンに外から直接アクセスできるようにした．また���テス

タの最高動作周波数（������）より高い周波数でのテストを行うために，���へ入力す

るクロックを外部クロックと���クロックから選択できるようにし，さらに����回路を

内蔵した．具体的にはテスト回路として内部アドレス生成用の����カウンタ，���書き込

みテストのためのデータ生成用の����（����������	
���������������）�����読み出しテス

トのための����から得られる期待値と���から読み出されるデータを比較するコンパ

レータを組み込んだ．����回路は京大スタンダードセルライブラリを使用している．

設計期間：���人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��


社���������	�
����社����������	
��������社����������	
��������社�����������	　トランジスタ数：������以上，�������未満

　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：���（特性評価回路など）

擬似差動型サブサンプリングミキサ
大阪大学大学院工学研究科　　金 良守，松岡 俊匡，谷口 研二

概要：近年，����無線受信器の�チップ化が実現されている．受信器には受信信号から

ベースバンド信号を復調するためのミキサが必要となる．これまで主流であったスーパー

ヘテロダイン方式は，��信号を中間周波数，ベースバンド信号と�回以上ダウンコンバー

ジョンする．しかし，イメージ信号を十分除去するためには多数のミキサが必要になる．

これに対し，ダイレクトコンバージョン方式は��信号をベースバンド信号へ直接ダウン

コンバージョンできる．今回，����スイッチとキャパシタからなる単純なサンプル＆

ホールド回路を二つ並べた擬似差動型サブサンプリングミキサを設計した．オペアンプを

用いたサンプル＆ホールド回路に比べて消費電力が十分低低下することがシミュレーショ

ンで確認できた．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：通信（��回路，

���など）



158

フルソースカップルドロジック多値集積回路と電流モード非同期データ転送回路
の試作
東北大学大学院情報科学研究科　　池 司，高橋 知宏，金 尚賢，亀山 充隆

東北大学電気通信研究所　　羽生 貴弘

概要：本研究グループでは，高い電流駆動能力を有し微少な電圧差で高速にスイッチング

が可能な差動対回路を積極的に活用した，ソースカップルドロジック多値集積回路を提案

してきた．本試作では提案回路方式に基づく画像処理����プロセッサへの応用に向けて，

積和演算を中心とした算術演算部を設計した．性能評価を行いその有用性を示すことを目

的としている．部分積生成には高並列算術演算回路である�進��数加算器を用い，ダイ

ナミック記憶に基づく細粒度パイプライン構造で高スループットな処理を狙っている．ま

た将来支配的になると予測される配線遅延の影響を考慮し，クロックを用いず非同期的に

データを転送する回路も試作した．送信側と受信側で行われるハンドシェイク通信を，適切な符号化に基づき電流モードを用いて

信号を重ねあわせることで効率良く行い，高速な非同期データ転送を行うものである．本試作チップの動作検証・性能評価につい

ては現在進行中である．

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社����������	
��������社�

����������	
�	�����社����������	
�	　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角

　チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

SFQ/CMOSハイブリッドシステム用高速アンプの試作
横浜国立大学大学院工学研究院　　吉川 信行，宮川 英明，富田 卓哉，藤原 完

概要：我々は���論理回路の高速性と����論理回路の高集積性を組み合わせた高速ハ

イブリッドクライオメモリの実現を目指している．本メモリシステムは����での動作を

仮定しており，メモリーセルには�トランジスタ����セルを採用している．そのため，

不揮発，非破壊のメモリ動作が可能である．また，高感度の超伝導センスアンプを用いる

ことによりサブナノ秒のアクセスタイムが可能となる．本チップでは，��������ハイブ

リッドメモリの要素回路である，高速ハイブリッドアンプ，�トランジスタメモリセル，パ

イプラインアンプの試作を行った．

参考文献：［�］����������	�
������	��������������	����������	
�������������������������������

���������	
��������������
������
���������	�
����	��	���������������������������	�
����


����������	


������������������������������（����）��

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
���
�����社�����������	
�	�����社�

����　トランジスタ数：��以上，���未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：ニューテクノロジ

階層型多ポートメモリを用いた多ポートキャッシュ
広島大学ナノデバイス・システム研究センター　　上口 光，朱 兆旻，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マタウシュハンス ユルゲン，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小出 哲士

概要：プロセッサの高並列化要求を満足する高性能なキャッシュメモリとは，大容量且つ

高バンド幅でなければならないが，クロック周波数の向上のみでこれを実現するのは困難

である．そこで，キャッシュメモリを多ポート化することを提案する．我がグループでは，

高面積効率な階層型多ポートメモリ構造（���）を提唱しており，これを用いれば両者を

同時に実現することが可能となる．そこで，���を用いた�ポートキャッシュの設計を

行った．今回提出のチップは，主にバンクの性能を検証する事を目的としたテストチップ

で，�ポートに拡張した際の面積オーバーヘッドを��％未満に抑えることに成功した．な

お，テスタによる検証は未だ行っていない．

参考文献：上口�光，朱�兆旻，マタウシュハンス�ユルゲン，小出�哲士，平川�泰，弘中�哲夫，“階層型多バンクメモリを用いた多ポー

トキャッシュの設計”，電子情報通信学会����設計技術研究会技術研究報告，�����������，��������，�������，����������	，滋

賀県守山市，（����年��月）

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社���������	�
����社���������	
�　トランジスタ数：�������以上　試

作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：メモリ
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パストランジスタ論理を用いた16bit 乗算器
広島市立大学情報科学部　　越智 裕之，大石 祥子，井上 哲也

概要：本チップは符号付き�進数を扱う�����整数乗算器であり，トランスミッションゲー

トで構成されるパストランジスタ論理を活用して高速化・低消費電力化を狙っている（本

年度第�回ランの際に時間切れでトランジスタサイズなどのチューニングが十分できな

かったため，再度挑戦した）．入力側の�����セレクタ部分では，少ないトランジスタ数で

実現できるパストランジスタ回路を採用して省面積と省電力を図る一方，最終段加算部で

は，少ない段数で実現できるパストランジスタ回路を採用して高速化を図っている．これ

らの中間に位置する�������木部分は，動作速度と消費電力のバランスが要求されるため，

通常の����論理の全加算器を使用している．消費電力の実測を容易にするため，線形帰

還シフトレジスタを用いたランダムパタン発生器も内蔵している．

参考文献：［�］井上，田村，越智，津田，乗算器の�����リコーダの回路方式について，信学技報

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：�������社��������	
����������社��������	
�������������社�����������	
��
社�

���������	
����社���������	
���������社��������		
�������社����������	
��������社����������	
��������社�����������	　ト

ランジスタ数：������以上，�������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：演算回路（乗算器，除算

器など）

デジタル電源／グラウンド雑音評価チップ II
神戸大学工学部　　永田 真，奥本 健，杉本 智彦，小坂 大輔

概要：高速デジタル集積回路において，電源／グラウンド雑音が動作信頼性劣化の主要因

になっている．設計者らはこれまでに，���チップ内の基板（グラウンド）雑音をソース

フォロワで検出しラッチコンパレータで読み出す手法で，高時間分解能な雑音測定を実現

している．本チップは，この測定法を応用して，デジタル回路の動作時に発生する電源／

グラウンド雑音をオンチップ評価するための雑音測定回路を搭載している．また，被測定

デジタル回路として昨年度に同じプロセスで試作した������以上で動作する�����シフ

トレジスタ・アレイを搭載している．なお本チップは，今年度に設計・試作したデジタル

電源／グラウンド雑音評価チップ�と同一の回路構成であるが，雑音検出回路の性能を向

上するための回路修正と最適化を施している．

参考文献：�����������	���
������	���	�	��������������	��
���������	��
��	����	�
����������	
����������������������������������	�

����������	
�����������

設計期間：�人月以上，�人月未満　設計ツール：���社�����������	
��社���������	
���
�����社����������	
��������社���������

���　トランジスタ数：�����以上，������未満　試作ラン：日立製作所���������	
����	��角　チップ種別：アナデジ混載
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�［�］�片山光亮，岩田　穆「結合フェーズロックトループ回路

を用いたパルスカップルドニューラルネットワークの実

現」電子情報通信学会��研究会，２００２年５月
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�［�］�是角圭祐，森　江隆，野村　修，真継優和，岩田　穆，

“アナログ・デジタル融合アーキテクチャによる��������

��������	�
������の設計”，日本神経回路学会第��回全

国大会，����，����年�月（鳥取）

�［�］�今村俊文，山本美子，岩田　穆，石津任章，森　江隆，
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�����	�������

������（������），������，���������（����）

�［��］�猪木原信幸，浜本隆之，相澤清晴，“ディジタルスマート

イメージセンサのための���変換回路の設計”，第�回シ

ステム���琵琶湖ワークショップ（�������）

�［��］�安田隆哉，浜本隆之，相澤清晴，“広ダイナミックレンジ

撮像を行う可変蓄積時間イメージセンサの試作と評価”，

第�回システム���琵琶湖ワークショップ（����）
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��������������������������������	�
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��������	
����������������	�������������������	�

�［��］�梶原裕嗣，中西正樹，堀山貴史，木村晋二，渡邉勝正，

“論理関数の畳み込み機構を導入した省面積����の実

現と評価”，電子情報通信学会，信学技報，��������

����，���������，����年�月．

�［��］�梶原裕嗣，堀山貴史，中西正樹，木村晋二，渡邉勝正，

“論理関数の畳み込みを考慮した�����������	
��の設計と

実現”，���シンポジウム�����，�����������，����年 �

月．

�［��］�木村晋二，石井　淳，堀山貴史，梶原裕嗣，中西正樹，

渡邉勝正，“論理関数の畳み込みを考慮した�����������	

����の構造”，第��回�回路とシステム（軽井沢）ワーク

ショップ，�����������，����年�月．
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�［��］�小松　聡，藤田昌宏，“低電力設計のための非冗長アドレ

スバス符号化手法の提案・評価”，���シンポジウム����，

遠鉄ホテルエンパイア（浜松市），����������年�月．

�［��］�劉　宇，世羅元啓，小松　聡，藤田昌宏，���������	
��
��

����������	�
���������������������������������	�
��
����	�

�������，��シンポジウム����，遠鉄ホテルエンパイア

（浜松市），����������年�月．

�［��］�久保賢生，藤田昌宏，“算術演算回路のデバッグ支援技

術”，電子情報通信学会技術研究報告，���������	���
��，

����������	

	年��月．

�［��］�����������，大島，佐々木，松本，��������	
���������

���������	
��	����	����	
��������	����������	
���	��，電

子情報通信学会����年総合大会（����）

�［��］�����������，大島，佐々木，松本，��������	
���������

���������	
��	����	����	
��������	����������	
���	��，

���������，第１６回回路とシステム（軽井沢）ワークショッ

プ（����）

�［��］�小野，佐々木，松本，“有線����インターフェースシ

ステムの検討”，電子情報通信学会 ����年総合大会

（����）

�［��］�内田裕志，三谷陽介，マタウシュハンスユルゲン，小出

哲士，弘中哲夫，“バンク構造を用いた高並列プロセッサ

向き小面積多ポートレジスタファイル”，信学技報����

�������，�����������（����）�

�［���］�内田裕志，三谷陽介，マタウシュハンスユルゲン，小出

哲士，弘中哲夫，“マルチバンク構造による小面積多ポー

トレジスタファイル”，信学技報�����������，��������

�����（����）�

�［���］�深江誠二，大森伸彦，マタウシュハンスユルゲン，小出

哲士，井上智宏，弘中哲夫，“バンク型マルチポートメモ

リにおける階層構造とクロスバ構造の比較”，信学技報，

�����������，���������（����）�

�［���］�深江誠二，大森伸彦，マタウシュハンスユルゲン，小出

哲士，井上智宏，弘中哲夫，“クロスバ機能の分散による

多ポートメモリのトランジスタとグローバル信号数の最

小化”，平成����年度電気・情報関連学会中国支部第����回

連合大会講演論文集，�����，�����������（����）�

�［���］�上口　光，朱　兆旻，マタウシュハンスユルゲン，小出

哲士，平川　泰，弘中哲夫，“階層型多バンクメモリを用

いた多ポートキャッシュの設計”，電子情報通信学会

����設計技術研究会技術研究報告，�����������，�����

���，�������，����������	，滋賀県守山市（����年��月）

�［���］�溝上政弘，矢野祐二，本田　稔，マタウシュハンスユル

ゲン，小出哲士，“長い参照パターンを並列処理可能な

ディジタル・アナログ混載連想メモリの性能評価”，平成�

���年度電気・情報関連学会中国支部第����回連合大会講

演論文集，������，�����������（����）�

�［���］�上口　光，朱　兆旻，��������	
�����������，小出哲士，

平川　泰，弘中哲夫，“階層型多バンクメモリを用いた多

ポートキャッシュの設計”，第４回����広島支部学生シ

ンポジウム（����）論文集，�����������，山口県山口市

（����年��月）

�［���］������秋田純一・高安美佐子・高安秀樹・小泉　周，「興奮

性信号の空間的伝播遅延を用いた任意方向動体検出イ

メージセンサアーキテクチャ」，映像情報メディア学会

技術報告，����������，���������，�������

�［���］��������������	�
������������������������������	�
������

����������	�
���
��������������
�������������	�
������������

��������	�
���
�（����）

�［���］�岡田健一，山岡健人，小野寺秀俊，“ゲート内ばらつきを

考慮した遅延ばらつきのモデル化手法”，�����，������，

電子情報通信学会総合大会（����）

�［���］�岡田健一，山岡健人，小野寺秀俊，“����論理ゲートに

おけるセル内特性ばらつきを考慮した統計的遅延モデル

化手法”，���������，�����������，情報処理学会研究報

告（����）

�［���］�岡田健一，山岡健人，小野寺秀俊，“����論理ゲートに

おける統計的遅延モデル化手法”，�����������，情報処理

学会関西支部支部大会（����）

�［���］�井口　誠，星野洋昭，岡田健一，藤田智弘，小野寺秀俊，

“スパイラルインダクタの最適設計手法”，�����������，

���������，������，情報処理学会　��シンポジウム論文

集（����）

�［���］�岡田健一，小野寺秀俊，“トランジスタ特性におけるチッ

プ内ばらつきのモデル化手法”，�������������，�������，

�����，情報処理学会論文誌（����）

�［���］�岡田健一，山岡健人，藤田智弘，小野寺秀俊，“トランジ

スタ特性のチップ内ばらつきを考慮した統計遅延解析手

法”，�����������，第��回�回路とシステム（軽井沢）ワー
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クショップ論文集（����）

�［���］�村松　篤，橋本昌宜，小野寺秀俊，“オンチップデカップ

リング容量の最適寄生抵抗値の決定法”，�����，��������

��，電子情報通信学会総合大会（����）

�［���］�土谷　亮，橋本昌宜，小野寺秀俊，“信号配線と下層配線

との結合に対する直交配線の影響”，�����，���������	，

電子情報通信学会総合大会（����）

�［���］�宮崎崇仁，新名亮規，橋本昌宜，小野寺秀俊，“オンチッ

プオシロ用サンプルホールド回路の広周波数帯域化”，

������，���������	
，電子情報通信学会総合大会（����）

�［���］�山田祐嗣，橋本昌宜，小野寺秀俊，“静的遅延解析のため

の等価ゲート入力波形導出法������プロセスに起因す

る波形歪みへの対応�”，�����������，���������	
������

��，情報処理学会研究報告（����）

�［���］�山田祐嗣，橋本昌宜，小野寺秀俊，“容量性クロストーク

を考慮した高精度タイミング解析に関する研究”，����

�������，情報処理学会関西支部支部大会（����）

�［���］�山口隼司，橋本昌宜，小野寺秀俊，“��ドロップを考慮し

た電源線構造の最適化手法”，�����������，���������，����

��，情報処理学会���シンポジウム論文集（����）

�［���］�林　宙輝，橋本昌宜，小野寺秀俊，“セルベース設計環境

を用いた高性能データパス設計法の検討”，�����������，

���������，������，情報処理学会　��シンポジウム論文

集（����）

�［���］�平松大輔，土谷　亮，橋本昌宜，小野寺秀俊，“長距離高

速信号伝送を可能にする ����配線構造の検討”，����

�������，���������，������，情報処理学会���シンポジ

ウム論文集（����）

�［���］�土谷　亮，橋本昌宜，小野寺秀俊，“����配線の伝送線

路特性を考慮した駆動力決定手法”，������������	，�����

��，�����，情報処理学会論文誌（����）
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（����）

�［���］�荒本雅夫，湯山洋一，小林和淑，小野寺秀俊，“動作合成

における制約条件の検討”，�����，�����，���������，電子

情報通信学会総合大会（����）
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���������	�
��
��������	���������������（����）

�［���］�湯山洋一，荒本雅夫，高井幸輔，小林和淑，小野寺秀俊，

“機能特化型プロセッサアレイによる ���アーキテク

チャ”，���������，�����，��������		�
��，信学技報

（����）

�［���］�樋口昭彦，小林和淑，小野寺秀俊，“プロセッサと専用

ハードウェアでの消費エネルギー比較”，�����������，情

報処理学会関西支部支部大会（����）

�［���］�荒本雅夫，湯山洋一，小林和淑，小野寺秀俊，“������

エンコーダのシステムレベル設計”，���������，���������，

������，情報処理学会���シンポジウム ����論文集

（����）

�［���］�荒本雅夫，湯山洋一，高井幸輔，小林和淑，小野寺秀俊，

“�������の���記述を用いた��互換プロセッサの設

計”，���������，�����，����������	
�，信学技報（����）
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�［���］�木村啓明，羽生貴弘，亀山充隆，藤森敬和，中村　孝，

高須秀視，“強誘電体デバイスに基づくロジックインメ

モリ����の構成”，信学技報，���������（������），����

����，�����

�［���］�木村啓明，羽生貴弘，亀山充隆，藤森敬和，中村　孝，

高須秀視，“強誘電体デバイスを用いた機能パスゲート

と低電力����への応用”，電気学会　電子材料研究会資

料，��������～��，���������，�����

�［���］�周　隆之，亀山充隆，“分散制御に基づくロジックインメ

モリ形超並列����プロセッサの構成”，電気関係学会東

北支部連合大会，����，������，�����

�［���］�高橋知宏，羽生貴弘，亀山充隆，“多値双方向データ転送

に基づく非同期����システム”多値論理研究ノート，

�������，�����，�������～�����������

�［���］�藤原　誠，亀山充隆，“超高基数�����������	数高並列演

算ハードウェアアルゴリズムとその����化”，多値論理

研究ノート，�������，�����，����������������	��	�

�［���］�大澤尚学，張山昌論，亀山充隆，“ビットシリアル演算セ

ルに基づくフィールドプログラマブル����プロセッサ

の構成”，信学技報，����������，�������，�����

�［���］�池　司，羽生貴弘，亀山充隆，“ソース結合形多値集積回

路の高性能化と画像処理����プロセッサへの応用”，信

学技報，��������，�������，���������，����������

�［���］�大澤尚学，張山昌論，亀山充隆，“リアルワールド応用

フィールドプログラマブル����プロセッサの構成とそ

の開発環境”，第��回自動制御連合講演会，������，����

�������，�����

�［���］�高田雅士，亀山充隆，“ベイジアンネットワークに基づく

軌道予測とその����化”，台��回自動制御連合講演会，

������，�����������，�����

�［���］�山口通智，羽生貴弘，亀山充隆，“適応的電源電圧制御に

基づく低消費電力����プロセッサの構成に関する研究”，

第��回自動制御連合講演会，������������，������，�����

�［���］�亀山充隆，羽生貴弘，木村啓明，“強誘電体ロジックイン

メモリアーキテクチャに基づくシステム���の展望”，信

学技報，�����������，���������	��

��

�［���］�木村啓明，羽生貴弘，亀山充隆，藤森敬和，中村　孝，

高須秀視，“強誘電体デバイスを用いた機能パスゲート

と低電力����への応用”，電気学会　電子材料研究会資

料，��������～��，���������，�����

�［���］�大澤尚学，張山昌論，亀山充隆，“メモリベーストセルを

用いたフィールドプログラマブル����プロセッサの設

計と評価”，電子情報通信学会総合大会，������，�����，

�����

�［���］�木村啓明，羽生貴弘，亀山充隆，“不揮発性デバイスを用

いたロジックインメモリ����の構成”，信学技法（掲載

予定）�
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�������

�［���］�筒井　弘，増崎隆彦，泉　知論，尾上孝雄，中村行宏，

“コンフィギュラブルプロセッサを用いた����������符

号器の設計”，����年電子情報通信学会ソサイエティ大

会，������，�������

�［���］�湯浅隆史，冨田明彦，泉　知論，尾上孝雄，中村行宏，

“���サイズに着目した���������のための変数順序決

定手法”，電子情報通信学会技術研究報告，�����������，

��������，�������，���������，����年��月

�［���］�曽我祐紀，岡本卓也，杉本成範，泉　知論，尾上孝雄，

中村行宏，“���������におけるパイプライン通信機構

の多チャネル化”，電子情報通信学会ソサイエティ大会，

�����������，����年�月

�［���］�曽我祐紀，岡本卓也，冨田明彦，杉本成範，泉　知論，

尾上孝雄，中村行宏，“自己再構成能力をもつ���アレ

イ型����������	
��”，第４回������デザイン・アワー

ド，����年�月

�［���］�曽我祐紀，杉本成範，泉　知論，尾上孝雄，中村行宏，

“プラスティックセルアーキテクチャにおける可変論理

部の粒度検討”，電子情報通信学会総合大会，�������，

����年�月

�［���］�湯浅隆史，岡本卓也，杉本成範，泉　知論，尾上孝雄，

中村行宏，“オブジェクトの再利用をはかる再構成スケ

ジューリング手法”，第��回パルテノン研究会資料集，

���������，����年�月

�［���］�中村光男，松岡俊匡，谷口研二，“短距離無線通信用電圧

制御����移相発振回路に関する研究”，電子情報通信

学会論文誌�，��������	
，�����，�����������（����）�

�［���］�小川　徹，谷口研二，“���出力における���デューティ

補償回路”，電子情報通信学会論文誌�，��������	
，����

�，�����������（����）��

�［���］����������	
�������	�
�������	���������������	
�����

���������	
�	���������
�����������������������	�
��
����	���	�

���������	
����������������������������������������	��


��������	
����������	
����������（����������）�

�［���］����������	�
�������������������������������	
��������

��������	��
����
������������������������������	
������

����������	
����
��������������������������	
���������

�������（��������）�

�［���］���������	
����������������������������������	
�����������

��������	
��������������������������������	
	���

����������	
���	���	����	�������
����������	��
���������

��������	
������
������（��������）��

�［���］������������	�
�������������������	�����������	

����	��

������������	

����������������������������	
������
���
�	�

��������	
��������������������（��������）��

�［���］�������������	
����������������������������	
���	�	������

���������	
��������
���������
����������	
����	��

��������	��
��
�����������������������������	�
����������

������������	�
������������������������（����������

����）��

�［���］���������	
����������	����������������������	
�����������

������������	
�������
��
���������������（�����������	

��������）�
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	�������，����������	�
，松岡俊匡，谷口研

二，����������	
����	���������	���	�����������	
	���

����������	
，電子情報通信学会技術研究報告，��������

��，���������（����年�月）��

�［���］�清水由幸，中村光男，松岡俊匡，谷口研二，“������

マッチング特性の統計的評価とモデル化の検討”，電子

情報通信学会技術研究報告，����������，���������

（����年��月）��

�［���］�清水新策，松岡俊匡，谷口研二，“����技術を用いた並

列バス・インタフェース”，電子情報通信学会技術研究報

告，����������	，�������（����年��月）�　

�［���］�嶋村延幸，清水新策，高橋　賢，松岡俊匡，谷口研二，

“チャージポンプを用いた高速アナログ相関器”，電気学

会電子回路研究会講演論文集，���������，���������

（����年�月）�

�［���］�井田　司，清水新策，嶋村延幸，松岡俊匡，谷口研二，

“有線����バス用ゲイン可変アンプ”，����年電子情

報通信学会総合大会，�������（����年�月）��
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�［���］�亀田成司，八木哲也，“生体網膜の時空間微分機能を模擬

したシリコン網膜の開発”，信学技報，��������，�������，

���������，沖縄（����）�

�［���］�亀田成司，八木哲也，“生体網膜の時空間フィルタ機能を

有するシリコン網膜の開発”，映情学技報，�������，������，

���������，東京（����）�

�［���］�亀田成司，八木哲也，“シリコン網膜を用いた方向・方位

検出”，信学技報，��������，�������，�����������，北九

州（����）�

�［���］�亀田成司，下ノ村和弘，井上恵介，八木哲也，“シリコン

網膜を用いた脳型視覚システムの開発”，システムイン

テグレーション部門講演会講演論文集（�），�����������，

神戸（����）�

�［���］�下ノ村和弘，亀田成司，井上恵介，八木哲也，“脳型ロ

ボットビジョン”，日本機械学会ロボティクスメカトロ

ニクス講演会����，講演論文集��������	��
��（�）�

（�），島根（����）�

�［���］�下ノ村和弘，井上恵介，亀田成司，八木哲也，“シリコン

網膜システムを用いた実環境における動的画像処理”，

映情学技術報告�������，������，���������，東京（����）�

�［���］�下ノ村和弘，井上恵介，亀田成司，八木哲也，“シリコン

網膜を用いたターゲットトラッキング”，信学技報

���������，�����������，北九州（����）�
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�［���］�有賀健太，尾形秀範，北川章夫，柿本芳雄，“超小型・低

消費電力ワイヤレスモジュール”，�����������，第�回シ

ステム���ワークショップ（����）�

�［���］�福島早奈恵，中山和也，源　貴利，柿本芳雄，吉本雅彦，

北川章夫，“����　���に組み込み可能な相変化不揮発

性メモリ”，�����������，第 �回システム ���ワーク

ショップ（����）�

�［���］�小谷明也，北川章夫，“半導体を使わない歪みトンネリン

グデバイスの提案”，���������，電子情報通信学会通学技

報����������	（����）�

�［���］�中山和也，福島早奈恵，“相変化型不揮発性メモリーの現

状と可能性”，�������������，応用物理��������（����）�

�［���］�北川章夫，“量子系エミュレーションによる計算機シス

テム”，���������，電気学会技術報告���������（����）�
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�［���］�水谷，三上，村松，佐々木，周，菊池，“５�３ウェーブ

レット変換のためのインプレース演算モジュール”，電

子情報通信学会信越支部大会，新潟大学，�����������

（���������）

�［���］�水谷，三上，村松，佐々木，周，菊池，“離散ウェーブレッ

ト変換のためのインプレース演算モジュール”，第��回

ディジタル信号処理シンポジウム，函館大沼プリンスホ

テル，������（���������）
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����）�

�［���］�曽山竜海，石田拓麿，村松正吾，菊池久和，久下哲郎，

“完全再構成デ・インタレース化処理のリフティング実

装”，回路とシステム（軽井沢）ワークショップ論文集，�

���������（���������）�

�［���］�深瀬政秋，塩路和秀，今井礼大，村上大祐，三国勝志，

“モバイルコンピューティング用マルチメディアプロ

セッサの設計と開発”信学技報，��������，�������

（�����������	��
），��������，�������月．

�［���］�佐藤，川元，伊藤，井上，“��内��素子の性能評価の

一方法”電子情報通信学会，機構デバイス研究会，

����������，���������

�［���］�川元，伊藤，井上，“アナログ�������に用いる����

プッシュプル回路の最適化”電子情報通信学会����年総

合大会，�������，���������
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���������������（����）�

�［���］�中村一博，村上則明，高木一義，高木直史，“唇の輪郭抽

出と隠れマルコフモデルに基づく実時間リップリーディ

ング���”，���������，��シンポジウム����（����）�

�［���］�水野知秀，篠原正行，高木一義，高木直史，“乗算器およ
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び除算器��の開発”，信学技報�����������	，��������

���，���������，����������	，����������

�［���］�熊澤文雄，高木直史，高木一義，“浮動小数点��ユーク

リッドノルム計算回路の設計と評価”，��������情報科学

技術フォーラム，����，���������，�����������
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�������������（����）

�［���］�中村毎良，深山正幸，遠山　治，高松直樹，小竹　剛，

加藤　藍，宮越純一，今村幸祐，橋本秀雄，小松　聡，

八木幹雄，森本薫夫，瀧　和男，吉本雅彦：����対応

低消費電力����������	動き検出プロセッサ���の

開発，電子情報通信学会集積回路研究会，金沢（２００２．５），

研究会予稿集（２００２）

�［���］�宮越純一，黒田雄樹，深山正幸，今村幸祐，橋本英雄，

吉本雅彦：�����応用超低消費電力動きベクトル検出コ

ア���の研究，第６回システム���ワークショップ，琵

琶湖（２００２．１１），講演資料集，及び，ポスタ資料集

（２００２）

�［���］�川上健太郎，大平英雄，深山正幸，吉本雅彦：フィード

フォワード動的電圧制御による�����超低消費電力化

アルゴリズム，第６回システム���ワークショップ，琵

琶湖（２００２．１１），講演資料集，及び，ポスタ資料集

（２００２）

�［���］�吉本雅彦，深山正幸，大平英雄，川上健太郎，金森美和

子：フィードフォワード型動的電圧制御による�����超

低消費電力　アルゴリズム，平成��年度特定領域研究シ

ンポジウム，仙台（２００�．３），平成１４年度特定領域研究

知的瞬時処理複合化集積システム（４０５）予稿集／研究成

果　報告書（２００３）

�［���］�宮越純一，黒田雄樹，深山正幸，今村幸祐，橋本英雄，

吉本雅彦：携帯動画像端末応用サブ��・�����動き検

出プロセッサコア��（�）　－アルゴリズム－，電子情報

通信学会，仙台（２００３．３），２００３年総合大会講演論文集

（２００３）

�［���］�黒田雄樹，宮越純一，深山正幸，吉本雅彦：携帯動画像

端末応用サブ��・�����動き検出プロセッサコア��

（�）　－アーキテクチャ－，電子情報通信学会，仙台

（２００３．３），２００３年総合大会講演論文集（２００３）

�［���］�井上淳平，深山正幸，吉本雅彦：動的電圧制御����内

蔵型����マクロの電源電圧動作マージン拡大　の検

討，電子情報通信学会，仙台（２００３．３），２００３年総合大会

講演論文集（２０��）

�［���］�山本昌治，市川周一，“データ依存回路による部分グラフ

同型判定”，���������	
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�［���］�山本浩司，市川周一，“データ依存回路による隣接判定方

式の評価”，�����年電子情報通信学会総合大会������，
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�［���］�永田，森江，岩田，“����デジタル回路の基板雑音発生

モデル化手法�”��������������，電子情報通信学会技術研

究報告����������	，�����

�［���］�梶原，永田，瀧，“���暗号用高速べき乗剰余演算器の設

計”，����������	，電子情報通信学会技術研究報告

�����������，�����

�［���］�永田，村坂，岩田，“ミックストシグナル��設計のため

のチップレベル基板雑音解析手法と適用事例”，��������

��，電気学会電子回路研究会資料，�����

�［���］�永田，瀧，村坂，岩田，“ミックストシグナル���のため

の基板雑音解析技術”，����������，ユニバーシティ・プ

ラザ資料集，��������	�
���	�
���
�����	��
��	�
����，

�����

�［���］�真島優輔，安浦寛人，“システム���向け�ビットプロ

セッサコア��の開発”，電子情報通信学会技術研究報告，

���������（�������），����������

�［���］�室山真徳，兵頭章彦，大隈孝憲，安浦寛人，“アクティブ

ビットを考慮した低電力データパス設計手法”，電子情

報通信学会技術研究報告，�������，����������

�［���］�池兼次郎，萩原大輔，櫻井幸一，安浦寛人，“���にお

ける低消費電力アーキテクチャについて”，コンピュー

タセキュリティシンポジウム����（�������）論文集，

����������	，����������
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�［���］�森江　隆，岩田　穆，“脳機能に学ぶ画像認識集積システ

ム”，（招待論文）電子情報通信学会信学技報，��������

��，����������，����������，����年�月，広島大学（東

広島）

�［���］�森江　隆，松浦知宏，岩田　穆，“確率的連想によるクラ

スタリングアルゴリズムの����実現”，電子情報通信学

会総合大会，������，����年�月，東北大学（仙台）．
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���������������

�［���］�井上哲也，田村　淳，越智裕之，津田孝夫，“乗算器の

�����リコーダの回路方式について”，信学技報，��������，

�������（回路とシステム研究会），�����������，����年

�月．

�［���］�北浦直樹，越智裕之，津田孝夫，“���ルールファイルか

らの設計規則抽出とその可視化”，信学技報，��������，

�������（����設計技術研究会），�������，����年�月．

�［���］�越智裕之，鈴木達也，松永清香，河野陽一，津田孝夫，

“�������準拠単精度浮動小数点除算器��ライブラリの

開発”，信学技報，��������，�������（����設計技術研究

会），�����������，����年��月．

�［���］�床　賢紀，越智裕之，津田孝夫，“兎・亀プロセッサの切

替えによる低消費エネルギー化の提案”，信学技報，�����

���，�������（����設計技術研究会），���������，����

年�月．
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�［���］�香川景一郎，西村智博，平井隆夫，太田　淳，布下正宏，

山嵜康司，山田雅司，杉下正蔵，渡辺國寛，“������プ

ロセスを用いた光無線���用ビジョンチップの開発”，

映情学技報，�������（��），���������（����）�

�［���］�西村智博，香川景一郎，太田　淳，布下正宏，山嵜康司，

山田雅司，杉下正蔵，渡辺國寛，“光無線���用ビジョ

ンチップの動作検証”，映情学技報，�������（��），�������
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�［���］�南�勝也，戸出英樹，村上孝三，“高品質通信を実現する出

力バッファ制御機構の実装”，電子情報通信学会情報

ネットワーク／ネットワークシステム共催研究会，

����������，�����������，����������

�［���］�井上　宏，岩崎隆広，沼　昌宏，山本啓輔，“論理診断に

基づく論理再合成手法”，��シンポジウム����，��������

���，����年�月．
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�［���］�福岡一樹，沼　昌宏，山本啓輔，金銅　恒，“���形状

を考慮したパス・トランジスタ論理セルによる低消費電

力回路レイアウト方式”，��シンポジウム����，��������

���，����年�月．

�［���］������������	��
�������	�����
���������������	�
�����

����������	
�������������
����	����������������	�
�	���

�������������	�
���������	�����
�������������	�
��������
�

������������	
�����������������������������	�
�	������

��������	
����	�������������	���	����������

（����������）����������	��
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�［���］�福岡一樹，沼　昌宏，山本啓輔，金銅　恒，“���形状

を考慮したパス・トランジスタ論理セルによる低消費電

力回路レイアウト方式”，情報処理学会論文誌，�������，

�����，����年�月．（掲載予定）
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�［���］�山本修一郎，金ヒン季，石原　宏，“����型強誘電体メ

モリアレイにおける書込み・読出しデータディスターブ

低減法”，第��回応用物理学会学術講演会，���������，

新潟，����年�月

�［���］�金ヒン季，山本修一郎，石原　宏，“����型強誘電体の

高集積化と�����による動作解析”，第��回応用物理学

会学術講演会，���������，新潟，����年�月

�［���］�金ヒン季，山本修一郎，石原　宏，“����型強誘電体メ

モリにおけるデータディスターブの解析と低減法の提

案”，電子情報通信学会シリコン材料・デバイス研究会，

東京，����年�月

�［���］�金ヒン季，山本修一郎，石原　宏，“����型強誘電体メ

モリアレイに対するデータ書き込みディスターブの低減

法”，第��回応用物理学関係連合講演会　��������，横浜，

����年�月

�［���］�山本修一郎，石原　宏，“強誘電体を用いた不揮発性

����ラッチ回路の消費電力の評価”，第��回応用物理

学関係連合講演会　��������，横浜，����年�月

�［���］�石川　徹，山本修一郎，石原　宏，“�����による����

型強誘電体メモリアレイの動作解析”，第��回応用物理

学関係連合講演会　�������，横浜，����年�月
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�［���］�吉沢真吾，宮永喜一，吉田則信，“一括並列処理による

���高速化手法およびその����設計”，電子情報通信
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�［���］�安井　学，平林康男，藤田博之，角嶋邦之，三田　信，
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�［���］�藤田博之，“マイクロ・ナノシステムと未来の情報・通信

への展開”，マイクロナノ融合領域における昨日発現及

びプロセス技術に関する調査研究ワークショップ「マイ

クロ・ナノ融合領域の新技術」講演予稿集（����）�

�［���］�年吉　洋，三田　信，藤田博之，“ハードディスク磁気

ヘッド駆動用シリコン静電マイクロアクチュエータ”，

平成１４年　電気学会全国大会（����）

�［���］�藤田博之，“光����の現状と展望”，�������，応用物理

学会第��回微小光学・第�回システムフォトニクス合同

研究会資料（����）
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�����
���������
�������������������	
�������		�

������������	
�������������������������������	
���	��

���������	，�����，第�回化学とマイクロシステム研究会

講演予稿集（����）�

�［���］���������	����
�����	�����������	������������	�
�������	�

��������	
������������������	�������������	
�������������

������������	�
�����，�����，第�回化学とマイクロシス

テム研究会講演予稿集（����）�

�［���］�藤田博之，“イントロダクションー光����技術の最近

の動向”，�����������，����年電子情報通信学会総合大会

（����）�

�［���］�藪上　信，角嶋邦之，山口正洋，荒井賢一，藤田博之，

“薄膜電極を用いた微細磁性薄膜の透磁率計測�”，������，

平成１４年　電気学会全国大会講演予稿集（����）�

�［���］�三田　信，年吉　洋，藤田博之，“大変位静電マイクロア

クチュエータ”，������，平成１４年　電気学会全国大会講

演予稿集（����）�

�［���］�佐藤　憲，三田　信，小林　大，藤田博之，“２次元静電

インパクトマイクロアクチュエータ”，�����������，平成

１４年　電気学会全国大会講演予稿集（����）�

�［���］�飯塚哲彦，三田　信，藤田博之，“ハードディスクドライ

ブ用静電駆動マイクロアクチュエータ＿高アスペクト比

シリコンエッチングによるアクチュエータの製作”，����

�������，平成１４年　電気学会全国大会講演予稿集

（����）�
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�［���］�年吉　洋，三田　信，藤田博之，“ハードディスク磁気

ヘッド駆動用シリコン静電マイクロアクチュエー”，���

���，平成１４年　電気学会全国大会講演予稿集（����）�

�［���］�年吉　洋，三田　信，藤田�博之，“����基板によるハード

ディスクヘッドの位置決め機構”，第１９回　センサ・マ

イクロマシンと応用システムシンポジウム（����）�

�［���］�藤田博之，“シリコンマイクロシステムと細胞操作への

応用”，�����，第��巻特別号第��回日本エム・イー学

会大会抄録・論文集（����）�

�［���］�福田和人，荒井　誠，三田吉郎，アニエスティクシエ，藤

田博之，“バルクマイクロマシンによるアレイ型エアー

フローアクチュエータ”，ロボティクス・メカトロニクス

講演会�����

�［���］�藤田博之，“マイクロマシンとナノシステム”，��������，

科学教養講座　第１２回産学官交流シンポジウムでの講

演（野田地区），理大科学フォーラム，２００２（８），第１９

巻８号（通巻２１８号）（����）�

�［���］�横川隆司，竹内昌治，大倉玲子，昆　隆英，須藤和夫，

藤田博之，“生体分子モータ制御のためのパターニング

技術”，�����，第�回化学とマイクロナノシステム研究会

（����）�

�［���］�藤田博之，“ナノシステム　ーマイクロマシンとナノテ

クの融合ー”，���������，����年国際固体素子・材料コ

ンファレンスショートコースショートコースＡ「ナノテ

クノロジーが切り開く新展開」（����）�

�［���］�藤田博之，“局所高電界場における極限物理現象の可視

化観測と制御ーマイクロマシンと位相検出電子顕微鏡で

トンネル現象を観るー”，��������，「極限環境状態におけ

る現象」平成９年度採択研究課題終了シンポジウム講演

要旨集（����）�

�［���］�横川隆司，竹内昌治，大倉玲子，昆　隆英，須藤和夫，

藤田博之，“生体分子モータ制御のためのアクチンパ

ターニング技術”，日本ロボット学会・創立��周年記念

学術講演会講演概要集（����）�

�［���］�赤松直樹，鈴木隆文，増渕邦彦，藤田博之，金範ジュン，

竹内昌治，“フレキシブル微小剣山型電極の製作”，日本

ロボット学会・創立��周年記念学術講演会講演概要集

（����）�

�［���］�横川隆司，竹内昌治，大倉玲子，昆　隆英，須藤和夫，

藤田博之，“生体分子モータ制御のためのアクチンパ

ターニング技術”，������，日本ロボット学会創立��周年

記念学術講演会（����）�

�［���］�横川隆司，竹内昌治，大倉玲子，昆　隆英，須藤和夫，

藤田博之，“生体分子モータ制御のためのアクチンパ

ターニング技術”，������，日本ロボット学会創立��周年

記念学術講演会（����）�

�［���］�相澤益男，明渡　純，安達和孝，藤田博之，“研究開発は

どうあるべきか　－研究開発と企業ー”，応用科学学会

講演会　パネルディスカッション録������（����）�

�［���］�藤田博之，“光����の通信デバイス応用”，���������	�

（社）エレクトロニクス実装学会第��回セミナーテキス

ト「将来の��社会を担う実装技術の最新動向」（����）�

�［���］�橋口　原，藤田博之，安宅　学，“ナノ構造の電気・熱・

機械特性の特定と評価に関する研究”，���������，マイク

ロマシン技術に関する研究助成，第８回研究成果報告書

（研究期間平成��年４月～平成１４年３月）（����）�

�［���］�藤田博之，“マイクロマシンとナノシステム”，東京理科

大学第��回産学官交流シンポジウム資料（����）�

�［���］�橋口　原，藤田博之，安宅　学，“ナノ構造の電気・熱・

機械特性の特定と評価に関する研究”，����，マイクロマ

シン������（����）�

�［���］�藤田博之，“マイクロマシン先端技術の応用と将来”，����

����，平成１４年度電力中央研究所研究発表会�電力部門�

予稿集（����）�

�［���］�藤田博之，“次世代ナノ・マイクロデバイスの製作法と応

用”，���������，講習会「ナノ・マイクロ化学」平成１４年

１１月２２日（����）�

�［���］�藤田博之，“マイクロマシン先端技術の応用と将来”，����

�����，防錆管理，�������，�����（����）�

�［���］�橋口　原，吹野岳生，原　隆文，三宅淳也，角嶋邦之，

安宅　学，藤田博之，��������電気学会論文誌�，��������，

�����（����）�
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���
����������������

����（����）�

�［���］�藤田博之，“次世代マイクロ・ナノデバイスの製作法と応

用”，�������，化学とマイクロ・ナノシステム，第１巻，

第２号（����）�

�［���］�藤田博之，“マイクロ・ナノ加工による極限バイオ研究
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ツール”，��������，東大バイオチップシンポジウム講演

予稿集（����）�

�［���］�藤田博之，“マイクロマシンによる細胞操作と分子捕獲”，

���������，マイクロマシンが開くバイオナノテクノロ

ジーの世界（����）�

�［���］�新田英之，竹内昌治，野地博行，藤田博之，“温度センサ

とマイクロヒータを集積した顕微鏡用温度制御システ

ム”，������，平成��年電気学会全国大会公園論文集���

（����）�

�［���］�田　宗勲，藤田博之，“マイクロマシニングを用いた細胞

回転システムの製作”，������，平成��年電気学会全国大

会公園論文集���（����）�

�［���］�野澤尚幸，角嶋邦之，橋口　原，遠藤潤二，藤田博之，

“高真空中におけるナノ対向針の電界放出特性と���に

よる可視化観測”，������，平成��年電気学会全国大会公

園論文集���（����）�

�［���］�福田和人，新田英之，肥後昭男，藤田博之，年吉　洋，

�����������，平成��年電気学会全国大会公園論文集���

（����）�

�［���］�安井　学，平林康男，三田　信，藤田博之，“��鋳型を

用いた微細異形穴形成”，�����������，平成��年電気学

会全国大会公園論文集���（����）�

�［���］�年吉　洋，猿田訓彦，藤田博之，“バルクマイクロマシニ

ング技術による２次元レンズ駆動スイッチ”，�������（�）

－（�），平成 ��年電気学会全国大会公園論文集 ���

（����）�

�［���］�渡邊，小林，“有限な物理量を用いたニューラルネット

ワークモデルの���実装”，第��回計測自動制御学会九

州支部学術講演会予稿集，������������（����）�

�［���］�渡邊，小林，“有限な物理量を用いたニューラルネット

ワークモデルの����実装”，第６回システム���ワーク

ショップ，�����������	�（����）
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�［���］�森本高志，原田洋明，小出哲士，マタウシュハンスユル

ゲン，“セルネットワークに基づくカラー・グレースケー

ル画像分割アーキテクチャ”，信学技報，����������，

����������，�����������（����）�

�［���］�原田洋明，森本高志，小出哲士，マタウシュハンスユル

ゲン，“全並列画像分割セルネットワーク���の設計”，

平成����年度電気・情報関連学会中国支部第����回連合大

会講演論文集，������，�����������（����）�
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�［���］�矢野祐二，溝上政弘，本田　稔，小出哲士，マタウシュ

ハンス�ユルゲン，“全並列型最小マンハッタン距離検索

連想メモリ”，電子情報通信学会����設計技術研究会技

術研究報告，�����������，��������，�������，��������

����滋賀県守山市，（����年��月）

�［���］�矢野祐二，溝上政弘，本田　稔，小出哲士，��������	
��

���������，“全並列型最小マンハッタン距離検索連想メ

モリ”，第４回����広島支部学生シンポジウム（����）論

文集，������������山口県山口市，（����年��月）
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�［���］�カルナン・レオ，宮本直人，小谷光司，大見忠弘，『動的

再構成����に適したプログラマブルロジックエレメン

トの開発』，情報処理学会研究報告　����������	�
，学

術刊行物　情処研報����������，�����，���������，情報処

理学会，����年�月，東京［�］�佐々木，森江，伊井，岩

田，“パルスタイミングに基づくスパイキングホップ

フィールドネットワークによる高速連想メモリ”，信学

技報，����������
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第3章　VDEC概要

3．1．組織概要

����は平成�年度に発足した．当時は専任教官�

名と事務官�名という小さな組織であったが，平成�

年度には専任教官�名と事務官�名が増員され，さら

に，全国の大学と連携を密にする目的で各大学から�

年を単位として�名の教官を派遣する「流動教官ポス

ト制度」がスタートした．（平成��年度からは流動教

官を�名ずつ交互に交代することとしたため，当年度

は�名が在籍した．）また，産業界と協力を行うため，

客員教授（一種）が�名おかれている．

����は現在，専任教官��名，客員教授�名，事務

官�名の定員を有しているが，他にも多くの援助を受

けながら運営されている．事務は工学系研究科事務部

との合同化により直接の担当掛を共同利用掛とし，工

学系研究科事務部全体の支援を受けている．教育・研

究の分野では，学内の協力教官，学外の協力研究員，

さらには全国の拠点大学の教職員と学生を含む���

ボランティア等多くの協力者の手によって支えられて

いる．

3．2．人事報告

VDEC人事

流動教官派遣大学
派　遣　大　学年　　度

東北大学，横浜国立大学平成�・��年度

金沢大学，広島大学平成��・��年度

千葉大学，東京工業大学平成��年度

千葉大学，東京工業大学，京都大学平成��年度

京都大学，九州大学平成��年度

センター長・教授�浅　田　邦　博

教　　　授� 鳳　　　紘一郎

�� （新領域創成科学研究科併任）

客員教授� 玉　置　洋　一

�� （平成��年�月まで）

客員教授� 益　子　耕一郎

�� （平成��年�月から）

助　教　授� 一　色　　　剛

�� （平成��年�月まで）

助　教　授� 北　神　正　人

�� （平成��年�月まで）

助　教　授� 池　田　　　誠

助　教　授� 小　林　和　淑

助　教　授� 年　吉　　　洋

助　教　授� 服　部　励　治

�� （平成��年�月から）

助　　　手� 鄭　　　若　�

助　　　手� 石　原　　　亨

�� （平成��年�月��日まで）

助　　　手� 小　松　　　聡

共同利用主任� 真　弓　貞　雄

共同利用掛長� 清　水　　　要

�� （平成��年�月まで）

共同利用掛長� 小　貫　　　浩

�� （平成��年�月から）

共同利用掛主任� 麦　谷　重　男

協 力 教 官� 柴　田　　　直

�� （東京大学新領域創成科学

�� 研究科教授）

�� 藤　田　昌　宏

�� （東京大学大学院工学系研究科

�� 電子工学専攻教授）�
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�� 藤　島　　　実

�� （東京大学新領域創成科学

�� 研究科助教授）

�� 三　田　吉　郎

�� （東京大学工学系研究科

�� 電気工学専攻講師）
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����年�月より東京大学����の客員教授を拝命し

ております益子（ましこ）と申します．現在，新横浜

にオフィスを構える㈱半導体理工学研究センター

（�����）の研究推進部に所属し，大学と半導体企業と

の共同研究を推進し，産学連携の一翼を担っておりま

す．�����には����年�月に三菱電機の北伊丹より

出向しましたが，その半年後には日立製作所と三菱電

機の半導体部門が合併してスタートした㈱ルネサステ

クノロジに出向元が変更になり，帳簿上は丸ビル���

の本社オフィスに机があることになっております．

����から始まり高速通信用チップや低電力回路に

至る���の���経験を生かし，産業界とのパイプ役を

果たして行きたいと思っております．

新任のご挨拶

平成��年�月�日より�年間の任期で九州大学大学

院システム情報科学研究院から����の流動教官とし

て転任いたしました服部です．学生時代の研究分野は

非晶質半導体物性であり，それから半導体デバイス，

有機半導体物性／デバイス，����プロセス／デバイ

スなど色々と研究分野を変えてきました．�年ほど前

から，有機��ディスプレイのパネル設計を行ったこ

とより回路設計にも関わるようになり，最近，���設

計として有機��ディスプレイや電子ペーパー用のド

ライバー���設計も経験しました．したがって，現在

では主にアナログ／高耐圧���設計を主に行っており

ます．

ポリシリコンやアモルファスシリコンを用いた���

は結晶トランジスターに比べ物にならないほど大きな

特性ばらつきがあります．これら素子を使ってディス

プレイというアナログ回路を設計するのは大変なもの

でしたが，回路というのは何とかなるもので，工夫す

れば結構ばらつきが抑えられた回路を設計することが

できました．���の中はこれに比べれば天国のような

環境であり，これからはこの経験を生かし新規のアナ

ログ���設計に挑戦したいと思っています．

具体的な����での業務は�月～�月に行われる上

級者を対象とした���技術セミナーの開催となる予

定です．それまでにも����の活動が円滑に行われま

すよう努力していきたいと思っていますので，どうぞ

よろしくお願いいたします．

服部　励治

益子　耕一郎

退任のご挨拶

�年間お世話になりありがとうございました．

����では���の試作，評価関係を担当させて頂きま

した．お陰さまで当初より協力させて頂きました

�����������試作は，��年度のテストランに続き，��

年度は予定を上回る�回の試作を行なうことができま

した．また，今後の半導体産業の基盤となる設計教育

につきましても貴重な経験をさせて頂きました．

さて，�月より会社（日立）ではプロセス関連の外

販を担当いたします．����では�����ノードおよび

����ノードのデバイス試作を行います．ウエハ試作

や評価解析のご要望等がございましたらぜひお声をか

けて頂ければと思います．最後に，����の今後益々

の発展をお祈り申し上げます．

玉置　洋一
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平成��年�月��日で流動教官の任期を終え千葉大

学工学部情報画像工学科に戻りました．����での任

期中には主に����デザイナフォーラム（若手の会）

とリフレッシュ教育を担当させていただきましたが，

����スタッフ，����ユーザならびに関係各位のご

協力により無事終えることが出来ました．ご協力あり

がとうございました．千葉大で私の所属する学科は主

に情報システムの応用や画像に関する学科でチップ試

作との関連性が必ずしも深くないのですが，学科の約

�分の�の学生に対して���ツールを用いた論理設計

の実習をやってきました．来年度からは学科の全学生

を対象に同様の実習を行う予定です．今後は協力研究

員として����の発展に微力ではありますが協力させ

ていただきたいと思いますので何卒よろしくお願いい

たします．

北神　正人

平成��年�月より�年間����の一員として，���

講習会の運営を中心に����の活動をお手伝いさせて

頂きました．日本の大学における����設計の教育・

研究の発展を支えてきた����の活動の現場を体験す

る機会を頂き，非常に多くのことを学ぶことができま

した．今後益々����が発展を遂げ，日本の����設

計教育研究が活性化することを祈り，また私自身も

����の協力研究員として外部からそのお手伝いがで

きれば，と考えております．

一色　剛
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平成 14 年度大規模集積システム設計教育研究センター運営委員会委員

所　　　　　　　　　　　　　　　　属氏　名

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター　教授（センター長）
〒���������　文京区本郷����� �� �����（����）����　�����（����）����

浅田　邦博

東京大学大学院情報学環・学際情報学府　教授（総長補佐）
〒��������　文京区本郷������ �����（����）����

橋元　良明

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター　教授
〒���������　文京区本郷������ �����（����）����　�����（����）����

鳳　紘一郎

東京大学先端科学技術研究センター情報物理システム　教授
〒���������　目黒区駒場�� ���� ����	（����）����　�����（����）����

南谷　　崇

東京大学大学院新領域創成科学研究科基盤情報学専攻　教授
〒���������　文京区本郷������ ���	�（����）����　�����（����）����

柴田　　直

東京大学大学院工学系研究科電子工学専攻・電子工学科　教授
〒���������　文京区本郷������ ���	�（����）����

藤田　昌宏

北海道大学大学院工学研究科電子情報工学専攻　教授
〒���������　札幌市北区北��条西�丁目�������（���）����　������（���）����

宮永　喜一

東北大学未来科学技術共同研究センター　教授
〒���������　仙台市青葉区荒巻字青葉� ������（���）����　������（���）����

大見　忠弘

東京工業大学大学院理工学研究科集積システム専攻　教授
〒���������　目黒区大岡山������� ����	（����）����

國枝　博昭

早稲田大学理工学部電子・情報通信学科　教授
〒���������　新宿区大久保������ ���	�（����）����　�����（����）����

柳澤　政生

金沢大学工学部電気・電子システム工学科　教授
〒���������　金沢市小立野�������� ����	
（���）����　������（���）����

吉本　雅彦

名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻　教授
〒���������　名古屋市千種区不老町� ������（���）����　������（���）����

高木　直史

京都大学大学院情報学研究科通信情報システム専攻　教授
〒���������　京都市左京区吉田本町� ������（���）����　������（���）����

小野寺秀俊

大阪大学大学院工学研究科電子情報エネルギー工学専攻　教授
〒����������　吹田市山田丘���� ����	（����）����　�����（����）����

谷口　研二

広島大学大学院先端物質科学研究科機能集積システム工学研究室　教授
〒���������　東広島市鏡山������ ����	
�（��）����　�������（��）����

岩田　　穆

九州大学大学院システム情報科学研究科情報工学専攻　教授
〒���������　春日市春日公園���� ����	
（���）����　������（���）����

安浦　寛人

立命館大学理工学部電気電子工学科　教授
〒���������　草津市野路東������ ������	（��）����　�������（��）����

山内　寛紀

東京理科大学理工学部電気工学科　助教授
〒����������　野田市山崎����� ���	�
�（��）����内����　�������（��）����

兵庫　　明



189

平成 14 年度大規模集積システム設計教育研究センター協議会協議員

所　　　　　　　　　　　　　　　　属氏　名

大規模集積システム設計教育研究センター長浅田　邦博

工学系研究科長大垣眞一郎

大学院新領域創成科学研究科　教授柴田　　直

情報理工学系研究科長田中　英彦

情報基盤センター長　教授岡部　洋一

先端科学技術研究センター　教授荒川　康彦

大学院新領域創成科学研究科　教授鳳　紘一郎

大規模集積システム設計教育研究センター　助教授年吉　　洋

大規模集積システム設計教育研究センター　助教授北神　正人

大規模集積システム設計教育研究センター　助教授一色　　剛

大規模集積システム設計教育研究センター　助教授小林　和淑

大規模集積システム設計教育研究センター　助教授池田　　誠

大学院情報学環　教授橋元　良明
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3．2．決算報告

�．　平成��年度奨学寄附金

以下の企業・個人から寄附を頂きました．

受入件数：　　　��件　　　　　　　　　受入額　計���������円

㈱日立製作所デバイス開発センタ，㈱日立製作所半導体グループ，日産自動車㈱，三菱電機㈱システム���事

業化推進センター，�電気・電子情報学術振興財団，㈱東芝セミコンダクター社，㈱半導体理工学研究センター

�．　経常経費

金　額経　費　科　目金　額経　費　科　目

�����������校　　　　　　　費����������人　　　　　件　　　　　費

�������職 員 旅 費����������電 子 計 算 機 借 料

�������講　師　等　旅　費�諸　　　　　謝　　　　　金

�．　平成��年度科学研究費補助金

金額（千円）種　類研　究　題　目研究代表者

������特定�（�）知的撮像・プリプロセス浅田　邦博

�����
若手研究（�）

ハードソフト同時設計によるシステム���の設計効率化・開発
期間短期化

小林　和淑

���
若手研究（�）

システム���向け低電力メモリアーキテクチャおよび設計支援
技術の開発

石原　　亨

���若手研究（�）バースト誤り位置指摘符号北神　正人

���
若手研究（�）

データ符号化による集積回路におけるデータ伝送の低消費電力
化・信頼性向上の研究

小松　　聡

�．　平成��年度産学連携等経費

金額（千円）種　類研　究　題　目研究代表者

������
共同研究

システム���のための再利用可能な設計資産の構築手法の実験
的研究

浅田　邦博

�����受託研究システムディスプレイの構成方法の研究浅田　邦博
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第4章　研究報告

4．1．研究室構成員

鳳・藤島研究室

鳳　紘一郎� 教授

藤島　　実� 助教授

北澤　清子� 助手

今村　　晃� 博士�年

山本　　憲� 修士�年（現在　大学院　鳳・藤島研）

小野内雅文� 修士�年（現在　日立製作所）

小玉　　輝� 修士�年

斎藤　康祐� 修士�年

稲井　健人� 修士�年

北荘　哲郎� 修士�年

木野　　順� 修士�年

杉浦　邦晃� 修士�年

乗松　崇康� 修士�年

新開　研児� 学部�年（現在　大学院　斎藤宏文研）

三瓶　真弘� 学部�年（現在　大学院　浅田研）

鬼塚　浩平� 学部�年（現在　大学院　桜井研）

井上　悠介� 学部�年（現在　大学院　山下研）

橘　　文彦� 学部�年（現在　大学院　平本研）

アモーンラット　リーマニー�学部�年

（現在　大学院廣瀬明研究室）

浅田・池田研究室

浅田　邦博� 教授

池田　　誠� 助教授

鄭　　若�� 助手

石原　　亨� 助手（現在���������	
��	�����　�������）

鈴木　真一� 技官

村上　善則� 博士�年（現在日産自動車）

瀬戸　謙修� 博士�年

山岡　寛明� 博士�年

大池　祐輔� 博士�年

名倉　　徹� 博士�年

吉田　浩章� 博士�年　

（����年�月よりゼナシステクノロジーズ）

申　　秀擘� 修士�年（現在旭化成）

��������	�
��
��修士�年（現在　大学院　浅田・池田研）

杉山　　聡� 修士�年（現在ソニー）

山本　剛志� 修士�年（現在デンソー）

飯塚　哲也� 修士�年

高山　伸一� 修士�年

池畑　博司� 修士�年

小川　貴也� 修士�年

顔　　子翔� 修士�年

��������	

���	����	�研究員

（現在　大学院　浅田・池田研）

���������	
研究員（����年�月�－��月）
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量子計算の手法を取り入れたプロセッサ

鳳　紘一郎，藤島　実，斉藤　康祐，稲井　健人

量子計算は，データベース検索や大きな数の因数分解など，

膨大な候補から解を探すのに，従来のコンピュータより有

効であると考えられている．量子計算は一度にあらゆる解

を検証し，問題を高速に解くことができるからである．

我々は，����という書き換え可能な集積回路により，量

子計算の手法を使う新しいプロセッサを研究している．量

子計算を模倣するだけでなく現在の計算機の手法を取り入

れることで，プロセッサの高速化が実現されている．今後，

量子アルゴリズムに限らずさまざまな問題に対応可能な

アーキテクチャを取り入れる予定である．

量子計算エラーのエミュレーション

鳳　紘一郎，藤島　実，小野内　雅文，北荘　哲郎

量子計算エラーのシミュレーションは，エラーの致命的な

影響を排し，量子計算機を実現するために必要な技術であ

る．シミュレーションによって得られた知見を実際の量子

計算機に生かすことで，大規模な演算を誤り無く行うこと

が出来る．このような観点から，量子計算エラーの影響を

高速に精度良く見積もることの出来るハードウェアとソフ

トウェアの研究を行っている．

相補型ショットキーMOSFET 用プロセス

鳳　紘一郎，藤島　実，杉浦　邦晃，北澤　清子

シリサイドソース・ドレイン������とは，ソース・ドレ

イン領域に金属シリサイドを用いて寄生抵抗を減らしたト

ランジスタである．また従来の������では微細化にお

いて不純物の拡散のため��接合がぼやけ問題となるが，シ

リサイドソース・ドレイン������は，急峻なショット

キー接合が用いられるため，微細化に適している．ショッ

トキー接合の特性は，シリサイド化反応の際の材料金属と

シリコンの界面状態，あるいはアニーリングの条件によっ

て大きく影響される．そこで本研究では，マイクロマシー

ニング技術を用い，相補型動作に必要な同一基板上の異種

シリサイドの形成プロセスの最適化を行っている．

Processor Applying Quantum Computing
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Emulation of the quantum computing errors
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Process for a complementary Schottky MOSFET
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シリサイドプロセスの最適化

鳳　紘一郎，藤島　実，小玉　輝，北澤　清子

ショットキーソース・ドレイン������では，ショット

キー接合に不純物が必要でないことから，���以下の素子

サイズにおいてさえ，性能を維持することができる．

ショットキーソース・ドレイン������の電流駆動力の

向上には，シリサイドのシート抵抗とショットキー障壁の

低減が必要である．また，�型������に用いられる����

は高温でのアニール時に，シリサイド表面が荒れると共に

隆起し，ゲート短絡を引き起こす．そこで����と����のア

ニール温度・時間の最適化を行った．まず����と����のア

ニール時の立ち上げ時間を最適化する事によって，����

���の電流駆動力を左右する，ソース・ドレインのシリサ

イドの障壁高さのばらつきを軽減した．また，����のシー

ト抵抗が低く，表面が平坦となるプロセス条件の研究に取

り組んでいる．

ミリ波フロントエンド集積回路

藤島　実

ギガビットワイヤレスは，ワイヤレスの利便性をもってワ

イヤで結ばれているような高品質通信を可能にする技術で

ある．ギガビットワイヤレスは，多様なスケールの空間で

用いられる基幹技術となることが期待されている．自由空

間に，秒間に�ギガビット（�����）以上の情報を自由自在

に届けたり受け取ったりするには，ミリ波と呼ばれる光に

近い電波が必要になる．我々は，低価格で身近なギガビッ

ト情報のワイヤレス通信の実現に向け，����テクノロジ

を用いたミリ波フロントエンド回路の研究を行っている

厚膜酸化基板を用いたCMOS高周波回路

藤島　実，鳳　紘一郎，山本　憲，乗松　崇泰，木野　順

高周波回路では，増幅回路の高周波特性を向上させるため

に，インダクタとキャパシタによる共振回路が用いられる．

しかし，����が用いられるシリコン基板は，化合物半導

体の場合の半絶縁性基板と異なり，基板導電率が大きいた

め，高周波での損失が大きくなる．シリコン基板の基板損

失を少なくするには，基板表面に厚い絶縁層を設けること

が有効である．我々は，（株）デンソーの協力の元に，マイ

クロマシーン技術を応用した厚膜酸化膜を有する基板を用

いて，低価格で高性能な高周波回路の研究を行っている．

これまでに，���������	テクノロジを用い，電源電圧��

において，����近い周波数で電圧制御発振回路や周波数

分周器が動作することを確認した．今後，これらの要素回

路を組み合わせ，極低消費電力の周波数シンセサイザや，

トランシーバ用高周波フロントエンド回路の試作を行う．
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Optimization of the silicide process
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Millimeter-wave front-end integrated circuit
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CMOS RF circuits with thick oxide layers
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差動注入同期型周波数分周器

藤島　実，鳳　紘一郎，山本　憲，乗松　崇泰

周波数ミキサーを用い，発振器の出力周波数に変調をかけ

る注入同期型周波数分周回路が提案されている．我々は，

発振器の出力におけるゼロクロスポイントを，���スイッ

チで調節する新しい差動注入同期型の分周器を提案した．

差動注入同期を����リングオシレータと組み合わせるこ

とにより，�の電源電圧で�����というきわめて高い周波

数で動作することを確認した．現在，��型発振器と組み合

わせることによる分周性能の検証を進めている．

オンチップインダクタのモデリング

藤島　実，鳳　紘一郎，木野　順

現在の無線通信は数���のマイクロ波帯を使用しているが，

将来的にはより豊潤な周波数資源を求めてミリ波帯へ移行

すると考えられる．一方，オンチップインダクタは無線通

信の性能を決める重要な素子であり，正確な見積もりなし

には高性能な無線通信機器を作製することは難しい．特に，

基板による損失や，配線内での複雑な電流の流れを正確に

見積もることも必要となる．現在，ミリ波におけるオン

チップインダクタの解析の準備のため，マイクロ波におけ

るオンチップインダクタのモデル化に取り組んでいる．基

板の影響による寄生成分を正確にモデル化することで，ミ

リ波帯における基板の影響の見積もりに役立てる予定であ

る．

ローカル配線のクロストーク

藤島　実，鳳　紘一郎，山本　憲，乗松　崇泰

集積回路の微細化に伴い配線密度が上昇し，クロストーク

が問題となっている．ディジタル回路では，グローバル配

線に関するクロストークがこれまで研究されてきた．アナ

ログ回路では，ディジタル回路よりもノイズに弱いため，

ローカル配線でも配線間隔や配線幅を考慮しなければなら

ない．占有面積を抑えつつクロストークの影響を小さくす

るには，シールド構造の効果について検討する必要がある．

そこで，我々は，異なる配線幅や配線長に対する最適な

シールド構造について研究している．

オンチップ大規模並列演算回路

藤島　実，鳳　紘一郎，北荘　哲郎，稲井　健人

従来の���を用いて組み合わせ問題を解く場合，変数の増
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Differential injection locking frequency dividers
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Modeling of an on-chip inductor
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加に伴って計算ステップは指数関数的に増加するが，変数

の増加に対し指数関数的な数のプロセッサを搭載すること

で計算ステップの増加は線形に抑えることができる．実際

には，集積回路上に搭載できる素子数は限られるため，並

列処理と逐次処理を組み合わせ解空間の探索を行うことが

必要になる．本研究では，これまで量子アルゴリズムの高

速処理用に試作した並列プロセッサを用い効率的に解を探

索するアルゴリズムについて研究している．具体的には，

組み合わせ最適化問題に用いられる分岐限定法等の手法等

を並列プロセッサ用に適用した制御用プロセッサを試作し，

従来のプロセッサと処理速度の比較などを行う．

1．　様々な耐圧仕様におけるGTBT の優位性

浅田邦博・村上善則

低損失電力用トランジスタ����はこれまで耐圧����の

構造で研究してきたが，その他の耐圧範囲におけるの性能

の有効性を計算した．���インバータ回路中で所定の発

熱を生じる出力電流密度で比較すると，高耐圧側では

����の駆動電流が大きくなるためゲート駆動回路最終段

の素子も面積の勘定に入れてコスト的な公平をはかっても

なお，耐圧����以上で����は����より�割以上多く電

流を流せる．耐圧が低くなると����はさらに有利になり，

耐圧����の仕様では���倍も多く電流が流せる．さらに低

い耐圧では縦型���との比較になるが，耐圧���までは

����が優位．結局，耐圧���±���の構造で����は他

の素子よりおよそ�倍の優位性をもつことが予測できた．

2．　DCVSL回路を用いた非パイプライン型低雑音CPUの設計

浅田邦博・池田誠・鄭若　�・池畑博司・李楠

本研究では，命令セットレベルで���互換性を持つ非パイ

プライン型低雑音マイクロプロセッサを設計した．非パイ

プライン構成とすることで，パイプラインレジスタにおけ

る電力消費，雑音，クロックスキューなどよる誤動作をな

くすとともに，�����回路を用いることで，対雑音性の向

上が図られる方式である．さらにダイナミック回路を用い

必要部分のみを活性化して動作させるため，不要な信号遷

移が生じない．また実行の終了信号を検出することで，次

の命令実行を開始するため，自己同期回路方式同様に平均
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Low noise non － pipeline microprocessor design using 

DCVSL Cell Library
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的に高速動作が可能である．本���は��������－����で記述

し，�����回路用のライブラリにより論理合成した後，�

線式論理ネットリストへの変換を行い，���レベルおよび

ネットリストレベルにて正常動作の確認を行なった．

3．　スマートイメージセンサの研究

浅田邦博・大池祐輔・新宅宏彰・田辺健

光切断法三次元計測向けイメージセンサの試作および三次

元形状計測システムの構築を行なった．高精細化と実時間

撮像を実現するため，画素アクセス直後の出力変化量から

高速に有意画素を検出する手法を提案し，�������画素を

有する実時間三次元イメージセンサを試作した．また，セ

ンサ性能を引き出すための制御�伝送系を開発し，高精細・

実時間距離計測システムを構築した．さらに微弱な投射光

の検出を可能にするために，変調を加えた投射光をセンサ

面内で検波する高感度・広ダイナミックレンジ位置検出セ

ンサを開発した．外乱光に対して独立に変調投射光の座標

を検出でき，測定環境ロバストな三次元計測システムを可

能とする．また，空間符号化光投射による形状計測システ

ムの検討を行なった．シーン全体に位置座標が符号化され

た光を投影し，その歪みから形状を得る．空間アドレスと

その境界を���各成分で表現することで，複雑な形状の物

体に対応できる．

4．　高速・低消費電力・高面積効率配列型CMOS論理回路方

式の検討

浅田邦博・山岡寛明・��������	�
��
��

高速性，低消費電力性及び面積効率の高い配列型����論

理回路方式として，�入力論理セルを内部構造に有する�線

式プログラマブル・ロジック・アレイ（���）を提案した．

提案方式は配列型回路構造により構成されるため高い設計

容易性を有し，任意の�入力論理関数が表現可能である�

入力論理セルを用いることにより，複雑な論理式を効率良

く実装し，高速化，低消費電力化，高面積効率化を実現し

ている．また，�線式回路構造を用いて同相ノイズに対す

る耐性を向上し，高い動作信頼性を実現している．更に，

提案方式のためのモジュール・ジェネレータを開発し，仕

様から���レイアウトを自動生成する設計システムを構築

した．

5．　電源雑音の解析およびその低減手法

浅田邦博・池田誠・名倉徹・杉山聡・申秀擘・顔子翔

���の高速化・低電圧化に伴い，電源ノイズによって引き

起こされるエラーが深刻化している．トランジスタのス

イッチングを三角波の電流源で表現し，ツリー状の電源

メッシュ構造の各分岐点から分岐点までのインピーダンス

を�マトリックスで表現することで，チップのレイアウト
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Array Logic Circuits
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とトランジスタレベルシミュレーションによるスイッチン

グ情報から電源ノイズを高速に見積もる手法を開発した．

また，電源ノイズを低減するのにスタブを用いることを提

案した．抵抗成分をも含めた理論計算により，同一面積の

平行平板容量よりも効果的にノイズを削減可能であること

を示した．

6．　充足可能性判定を用いたDSP向け最適コード生成手法お

よび幅最小セル生成手法

浅田邦博・鈴木真一・瀬戸謙修・吉田浩章・飯塚哲也

���の複雑な命令セットに対応したコード生成手法を提案

した．まずコード生成を有限状態機械によって定式化した．

次にその状態遷移関数を展開し組合せ回路を作った．充足

可能性判定を用いて，回路を解析し，コード選択，レジス

タ割当て，スケジューリングを同時に考慮して最適なコー

ドを生成した．充足可能性判定を用いた幅最小セル生成手

法を提案した．本手法では相補的な���を独立に扱うこ

とで，従来の相補的な���をペアとして扱う手法よりも幅

の小さい配置を生成することが可能である．本手法を��

種の論理回路に適用し商用のセル生成ツールと比較を行い，

�％の面積増加で��％の処理時間の削減が可能であること

を示した．

7．　チップ内部のバスの高速化手法と配線のモデル化

浅田邦博・池田誠・山本剛志・高山伸一・宮地幸祐

チップ上の長距離高速データ転送に適した�線式データ・

クロック符号化手法の提案を行った．本手法はデータとク

ロックを符号化することで，非同期信号転送にも容易に適

用可能でありまた信号間のスキュー問題にも影響されない

ものである．本手法を線間の容量性結合に加え誘導性結合

まで考慮した遅延時間・周囲への雑音の検討を行い，従来

の手法と比較して容量結合による雑音を���，誘導結合によ

るリターン電流を���に削減できることがわかった．

また，幾何学平均距離（���）を用いた相互インダクタン

ス，自己インダクタンスの導出手法の検討を行い，任意の

断面形状において相互インダクタンスを正確に算出可能で

あることを示した．また���上での実測により��％以内

の誤差によりインダクタンスのモデル化が可能であること

がわかった．

8．　システムレベルの低消費電力設計手法

浅田邦博・石原亨

耐故障システム向けのタスクスケジューリングモデルと低

消費電力化手法を提案した．我々の提案するタスクスケ

ジューリングモデルは次に示す�つの特徴を持つ．（�）時間

制約を満足すること，（��）耐故障性を備えていること，（���）

低消費電力であること．提案手法はハードウェア（プロ

セッサ）に単一故障が存在して，その修復に時間がかかっ

ても時間制約を必ず満足するようにタスクのスケジューリ
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ングを行う．また，提案するアルゴリズムはタスクごとの

時間制約を満たして，すべてのタスクの実行に必要なエネ

ルギー消費を最小化するようにプロセッサの動作電圧を決

定する．実験結果から我々の提案する手法は単純にすべて

のタスクを実行する手法より��％，従来の耐故障システム

向け低消費電力手法より��％エネルギー消費を削減できる

ことが確認できた．

9．　ガラス基板上のシステム構築

浅田邦博・池田誠・小川貴也

ガラス基板上の���製造技術の向上に伴い，液晶パネル上

へのシステムの搭載に向けた研究が進行している．本研究

では液晶モニターの電子紙としての利用を念頭におき，液

晶への非接触でのデータ転送，複数枚のフレームバッファ

をもち自立的に画面の表示が可能なシステムの構築を目指

し，それらに必要となる画像圧縮方式およびデータ転送方

式の検討をおこない，圧縮率と必要ハードウエア量の見積

りを行なった．

1．　右脳的情報処理集積回路 －�連想プロセッサ・システム

柴田　直・八木雅和・顧清栄・山崎俊彦・小川誠・中山友

之・早川仁

現在のコンピュータは四則演算の超高速処理に特化したマ

シンであり，人間のように「ものを見て柔軟に判断�理解

し，即座に適切な行動をとる」といった情報処理は非常に

不得手である．入力情報に対し，過去の膨大な記憶の中か

ら最も近しい事例を瞬時に想起しこれによって次の行動を

決定する．こんなアーキテクチャを持つコンピュータの基

本ハードウェアを，シリコン超���技術で実現する研究を

進めている．論理演算を得意とする現在のマイクロプロ

セッサに対し，直感・連想・推論といった処理を得意とし

た���チップを設計・試作してシシテムを構成する．単体

で脳細胞ニューロンと類似の機能を持つ高機能トランジス

タ（ニューロン����������）を導入，膨大な��������群

の中から最短距離ベクトルを完全並列探索するアナログ連

想プロセッサ，����ミクロン����技術を用いた超高速

ディジタル連想プロセッサ等をこれまで開発した．今後こ

れらのチップで連想を階層的に連鎖させヒトのように思考

できるシステムをこれらのチップ用いて構築して行く．そ

のために我々の思考過程を柔軟に記述できる����（�����

���������	�
	�����
����
�
�）の開発も行う．四則演算に代

わり連想を��������	
����������とする実時間事象認識知

能システム実現を目指す研究である．現在，画像認識・音

���������	�
�������	��������	��������������	��
�������������

�������������	���
���	������	����������������	�
�����	�����

�����������		
�����������	����	�����������	���
��	�
���


��������������	
��	�	�	��������������������％������％����

��������	
�	
������	�������������������������	
�����	�	���	���

�����������	�
��
���
���

System on Glass Panels

����������	��
�������������

�����������	
���������������	
�	���������	
����������

�����������	
��������
��
���
�������������������	
���
�������

��������������	���
	�������������������������	
�	���������	
�

��������	
����������������������
������������	
�������	��
�

�������������	��
	
�������������������������	�

������������
�

�����������	
����������������������������������	�
��������

��������	
���������������
����������������	���	
������
���

���������	
�����������	
��������������������	�
��������
�	��

����������	
�����
�����
����
��
��������������	�
��	�	��	�

Right-Brain-Computing Integrated Circuits: Associative Proc-

essing Systems
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声認識をテーマに研究を進めている．ここで開発した

����回路技術は，実用的な応用として，����マッチと

フィルタ，インテリジェントなインターネットサーチ等へ

の応用技術も開発している．

2．　画像の特徴ベクトル抽出とそのパターン認識及び医用X線

写真解析への応用

柴田直・八木雅和・小川誠・伊藤潔人・田口晶康・鈴木康

文・山崎英男・中下友介

我々の連想プロセサアーキテクチャを画像認識に用いるに

は，�次元の画像情報を特徴ベクトル，即ち一次元の数値列

で表現しなければならない．我々はこの目的で，主方向線

分投影法（����������	
�	�����
����－���������	
���	��）と呼

ぶ新たな特徴ベクトル表現法を開発した．�次元画像に対

し，縦・横・斜め�方向，計�方向の線分を抽出してフィー

チャーマップを作成，そのビットフラッグを線分検出方向

に垂直な主軸上にそれぞれ投影加算して�組の一次元数値

列を形成する．これらをつなぎ合わせて��次元ベクトル

とし，��×��ピクセルの画像を表現する．これは，元画像

の特徴を実にうまく表現しており，手書きによるパターン

の変形，歪みに対しほとんど影響を受けない．従って，単

純なテンプレートマッチングの手法で手書き文字やパター

ンの認識が大変ロバストに実行できる．特にこれまで認知

の問題として困難だった重なりパターンの分離認識もでき

ることがわかった．さらにこの手法を矯正歯科診療におけ

るセファロ�線写真解析に応用，歯学部学生にも結構困難

な解剖学的特徴点抽出がかなり正確にできることがわかっ

た．今後，連想プロセッサと統合し，一般的な知的画像認

識システム構築へと発展させていく．このベクトル抽出は

ソフトウェアでは非常に時間のかかる処理であり，����

���を用いたアナログ����回路技術，および最先端の

ディジタル����回路技術の両方を用いて，独自のアーキ

テクチャを持つ特徴ベクトル生成����チップの開発を

行っている．

3．　実時間動画像処理プロセッサの研究

柴田直・梅島誠之・山崎俊彦

リアルワールド画像の実時間情報処理を目標に，視野中の

運動物体を着目・連続追尾する��������	
�����，及び

キャッチした物体の�次元計測を瞬時に行える����プロ

セッサの研究を行っている．��������	
�����については，

擬似二次元処理と呼ぶ新たな手法を導入，すべての処理回

路をフォトダイオードアレイの周辺部に配置する構成がと

れるため，各画素部では大きなフィルファクタ（各ピクセ

ルプロセッサ内でフォトダイオードが占める面積の割合．

これが大きいほど多くの画像情報が処理に取り込める）が

実現できた．このチップは，複雑な背景の中から複数の動

いている物体を，動きの大きさとともに検出できる．さら

にカメラ自身がブレて背景が動いていても検出できるとい
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A Robust Feature-Vector Image Representation and Its Ap-

plication to Handwriting Pattern Recognition and Medi-

cal X-ray Analysis
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Real-Time Moving Image Processing VLSI Systems
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う特徴をもつ．実際にチップで基本性能を確認した．さら

に運動物体の�次元計測をリアルタイムで行うチップも開

発した．これはキャパシタ間での電荷の再配置のみを演算

に使う回路であり，究極の低消費電力システム実現の可能

性を秘めている．

4．　強誘電体薄膜を用いた連想プロセッサ

柴田　直・小林大輔

強誘電体メモリは，不揮発性メモリとしてフローティング

ゲートを用いたフラッシュメモリに置き換わる可能性があ

り，現在大変に注目を集めている．それはフローティング

ゲートメモリに比べ，低電圧での高速書き込みが可能であ

り，且つ書き込み消去を繰り返したときの寿命が非常に長

いからである．しかし，低電圧で書けるということは，僅

かな電界でもかかればデータが破壊される可能性があり，

これまでは�，�のディジタルデータを破壊読出しする形式

が一般的であった．我々は，この強誘電体メモリを，先ず

アナログ値を保持するメモリに応用するとともに，これを

連想プロセッサの基本エレメントとして用いる研究を行っ

ている．そして，「ヘテロゲート強誘電体���トランジス

タ」と呼ぶ新たなデバイス構造を開発した（特許出願済）．

現在第一試作ウェーハの評価を行っているところであり，

アナログ値の書き込み並びに基本的な連想動作を確認した

ところである．さらに，連想操作によってアナログの記憶

内容が破壊されないことも実験的に確かめた．今後，携帯

端末等に埋め込む連想プロセッサとして発展を目指し研

究・開発を進めていく．

5．　知的データベース検索のための連想プロセサアーキテク

チャの研究

三田吉郎・柴田直

膨大な��������群の中から最短距離ベクトルを約�������

で完全並列探索する連想相関器を応用することにより，現

在�コマースで行われている単純なキーワードによる絞込

みとはまったく異なる，「類似度」を基本とする柔軟な検索

エージェントが実現できる．本研究では，���������	
��
��

���������のプロトタイプを用いた基礎実験によって可能性

を示したと同時に，検索すべてをサーバ上で行う場合，検

索をローカルのコンピュータで行う場合のそれぞれについ

て，上記目的に最適なプロセッサの構造を提案した．最適

化したプロセッサを必要数用いることで，たとえ�万人が

同時にアクセスしたときでも�秒以内に返答が帰ってくる

システムを構成することができる．この数字はソフトウェ

アの工夫だけでは到達不可能であることが実験的に示され

た．類似度による柔軟なサーチの一例として，不動産検索

を行うエージェントをとりあげ，����上に実装した完全

ディジタルの����������	
����	����を用いて実験を行った．
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Associative Processor utilizing Ferroelectric Thin Films in a 

Hetero-Gate Floating-Gate MOS Structure
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Study on the Associative Processor Architecture for Intelli-

gent Database Search
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6．　マイクロマシーニングによるナノプローブの作製と新型

SPMへの応用

三田吉郎・柴田直・小林大輔

バルクマイクロマシーニングにより，高さ���，���ナノ

メートル，先端の曲率半径��ナノメートルの針状構造を作

製し，新たな原理に基づく走査型プローブ顕微鏡の針とし

て用いる研究を進めている．これまでに，上記マイクロ尖

塔構造を，同時に数百数千のオーダーで制御性良く作製す

る技術を開発し，走査型トンネル顕微鏡（���）の高性能

な探針として利用できることを示した．完全な等方性エッ

チング条件下において，ナノスコピックに見た鋭角は保存

されるという原理（�������－���������������	
�������������）を

応用しており，枚の�インチ角基板から最大����個の針を

安定に作製することができる．同プローブの先端に特殊加

工を施し，表面の磁気像と原子像とを同時観測できる新型

顕微鏡の実現を目指す．

7．　画像特徴検出回路との融合を目指したMEMSマイクロ光

学システム

三田吉郎・柴田直

機能融合システムデバイス」研究の一環として，集積回路

と����技術との融合を目指したシステムの実証を行っ

ている．画像から特徴抽出を行うセンサ集積����の問題

点は，広領域に渡った演算を行おうとすると，隣接する画

素との情報交換のための配線量が爆発的に増大することで

ある．この限界を，電子回路だけでなくマイクロマシーニ

ング技術で作製した光学部品との集積化によって解決しよ

うとするものである．すなわち，情報を電気信号に変換す

る前に，光のまま隣接セルに分配することで配線無しに広

近傍の情報を得ることができるシステムである．バルクマ

イクロマシーニングにより，���ミクロン厚のシリコン

ウェハより，幅��ミクロンの平行鏡や，菱形鏡を作製し，

設計どおりの画像転送が行えることを示した．

1．　設計の形式的検証に関する研究

藤田　昌宏，����������	�
��
����
，松本　剛史，吉田　

充孝

設計の大規模化・複雑化に伴い，現在設計期間の大半は検

証に費されているとも言われている．そこで，設計の初期

段階であるビヘイビアレベルの設計記述の論理検証を効率

よく行うことが特に重要な課題といえる．従来型の論理検

証手法は主にシミュレーションによるものであったが，そ

Nano- probe fabrication by Micromachining and its applica-

tion on a new SPM
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MEMS Optical Systems for Integration with Feature Extrac-

tion VLSI Sensors.
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1．　Formal verification of digital systems
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こでのテストパターンが飛躍的に大きくなっているため，

より効率のよいテストパターンの自動生成手法や，シミュ

レーションを用いず数学的に正しさを示す形式的検証技術

が必要とされている．また，ビヘイビアレベルでの設計を

記述する言語としては��������－����，����，�言語などが

あるが，中でも昨今では�言語をベースと

して一部機能を限定したり拡張したりした言語（�����，

�������など）による記述が注目を浴びている．そこで，本

研究では，ハードウェア記述向けの�言語によるビヘイビ

アレベルのハードウェア設計記述に対する等価性検証，シ

ステムレベルにおける�����言語記述の同期検証の二点を

扱っている．加えて，�����言語の検証に必要な�����言

語に対する���������	
�
��手法の開発も行っている．

2．　算術演算回路における回路修正技術に関する研究

藤田　昌宏，小松　聡，久保　賢生

集積回路の大規模化・複雑化にともない，設計時間が長期

化し，検証・デバッグに費す時間が支配的になってきてい

る．設計者は，製品用にスタンダードセルを，試作用に

����を主に用いてきたが，���時代に突入しどちらの実

装においても回路性能はレイアウトに大きく依存するよう

になっている．そのため，設計誤り，仕様変更等による再

設計が大変難しくなり，元の回路と同等の性能を出すため

に，デバッグでは最小の回路変更をすることが重要になっ

ている．そこで，本研究において論理設計での算術演算回

路を対象としたデバッグ手法を提案している．デバッグ手

法は，論理的に正しい回路と設計誤りを含む回路の対応づ

けを入力側からと出力側からそれぞれ行い設計誤り部分を

抽出する処理と，設計誤り部分を正しい回路へ置き換える

処理の二つの処理から構成されている．本研究では，抽出

部分の実験を行い，提案するデバッグ手法の評価を行った．

3．　論理回路合成技術に関する研究

藤田　昌宏，劉　宇，小松　聡

超微細化����の時代に入ると，論理設計と物理設計を完

全に独立させた設計手法では，様々な問題が浮上してくる．

���（���������－�������）プロセスでは，遅延に影響する要

素がゲート容量だけではなく，配線容量，配線間の結合容

量が遅延に影響を与えるため，物理的な配線を考慮しない

と，遅延を正しく見積もれなくなっている．また，設計の

一部のみを変更する場合に設計の前階段に戻って最初から

各階段をやり直すため，設計時間が大幅に増加し，設計効

率が非常に悪くなっている．このような理由から，設計の

各階段で，論理設計と物理設計を融合する設計方法が求め

られている．

本研究では，配線不可能な配線の再配線問題を仮定して，

論理設計と物理設計の融合手法を探索する．この手法では，

物理設計の最適化だけではなく，論理を変更せずに，もと

の論理回路を変更させることを行った．まず，配線できな

い部分の物理情報（配置，配線）を抽出する．次に，この
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2．　Debug Methodology for Arithmetic Logic Circuits
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3.　Logic synthesis and layout combined techniques
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情報を利用して，回路論理を変更せずに配線しやすい最適

な回路へと変化させる．その際に，クリティカルパスに着

目して回路変更を行うことで，回路性能を向上させること

ができることを確認した．

4．　ソフトウェア・ハードウェア協調システム設計技術に関す

る研究

藤田　昌宏，小松　聡，小島　慶久

デジタルシステムを実現する際に，ソフトウェアとハード

ウェアが適切に役割を分担することにより，価格性能比を

最適にする設計技術，および設計支援技術について研究し

ている．本研究では，従来の追加ハードウェアの制御回路

をマイクロコントローラとメモリに置き換えることにより，

チップ作製後に修正可能なアーキテクチャを提案している．

追加ハードウェアを専用命令セットをもつプロセッサとし

てモデル化し，アプリケーションから最適な命令セットを

自動生成し，また，その命令セットを用いて最適なコード

を自動的に生成する．制御回路をマイクロコントローラに

置き換えることで，チップ上の全てのハードウェアが予め

用意したハードマクロライブラリ（��ライブラリ）に存在

することになるため，「論理合成」をほぼ完全に排除するこ

とが可能となる．そのため，設計における�����－����－�������

と�����－���������	
�を劇的に削減することが可能であり，さ

らにプログラムコードを変更することにより，チップ作製

後の仕様変更が容易となる．例題の暗号化アルゴリズム

��������にて，専用命令を持たないプロセッサの場合と比

較して，ステップ数で���倍程度高速化が可能との見積り

を命令セットシミュレータを用いて得た．

5．　低電力システム設計技術に関する研究

藤田　昌宏，小松　聡

近年の極微細プロセス技術の進歩により，高性能なシステ

ム���が実現可能となったが，それに伴い消費電力の増加

が大きな問題となっている．また，プロセスの微細化に伴

い，配線やチップインタフェースでの消費電力が全体の消

費電力に対して相対的に大きくなってきており，いかに低

電力にデータを伝送するかということが低電力設計に大き

な影響を与えている．このような観点から，多くの低電力

データ符号化手法が提案されている．通常，アドレスバス

はデータバスと比較して時間軸での因果関係が大きいため，

アドレスデータが冗長性を持つため非常に効率的に信号遷

移頻度を削減できる．本研究ではジャンプ�分岐などの履

歴に着目し，消費電力削減効果が高く，かつ非冗長な符号

化手法を提案し，その評価を行った．実験結果より，信号

遷移頻度を約��％削減可能であることを示した．

6．　LSI チップ故障・誤設計診断技術に関する研究

藤田　昌宏
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4．　Computer Aided Design for Software / Hardware Com-

bined Systems
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5．　Low power system design method
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6．　Diagnosis techniques for manufacturing faults and de-

sign errors
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���チップの故障診断技術，ならびに論理設計の自動誤設

計修正技術について研究している．���の故障と，論理設

計時の誤りを統一的に扱うモデルを提唱し，それをもとに

した診断アルゴリズムについて研究している．また，従来

から行われているゲートレベルだけでなく，レジスタ転送

レベルやシステムレベルでの故障診断・誤設計診断技術に

ついても研究している．

7．　電気系・機械系協調設計 /検証技術

藤田　昌宏，小松　聡，小島　慶久，松本　剛史

宇宙衛星などのように，動作現場での仕様変更・システム

修正が困難なアプリケーションにおいては，抽象度の高い

レベルから最終的な製造物に至るまで，一貫した仕様記

述・設計検証技術が不可欠である．本研究では，実際の衛

星をターゲットとし，電気系・機械系の双方を考慮した設

計支援・検証技術の研究を行っている．

1．　高密度ビットシリアル FPGAの LSI 検証システムの開発

一色　剛，渡辺　究，渡辺　茂，イプト・シスラ，國枝　

博昭

本研究では，����に基づいた構造可変システム上におい

て，画像・信号処理を中心としたアプリケーションを開発

するための総合的な���の開発，新しい����のアーキテ

クチャの開発，チップ・オン・チップ包装技術を用いたア

レイ��を持つ����アーキテクチャ及び大規模メモリアー

キテクチャ等を採り上げる．我々はこれまで，このビット

シリアルデータパスに特化した新しい����のアーキテク

チャの設計及びその����設計を行ってきており，論理ブ

ロック構造及び配線構造をビットシリアル回路をターゲッ

トに最適化した結果，既存の����よりも高速・高密度な

����の開発に成功している．これまでに����化したもの

は，ロジックブロック内の���にシフトレジスタ機能を付

加した新しいアーキテクチャを持つビットシリアル����

を������，�層メタルの����プロセスでフルカスタム設

計し，���角の面積で�万ゲート規模の����が実現でき

る事を実証した．チップの総トランジスタ数は約�������

である．今年度は，この����の���の検証システムにつ

いて重点的に研究を進めてきた．����の構造と機能をソ

フトウエア上でのモデル化，����上にマッピングする回
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7．　Co-design methodology on electric and mechanical 

mixed systems and its verification techniques
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1．　LSI Verification System for High Density Bit-Serial
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路の自動配置配線・ビットストリーム生成ツールの開発，

さらには���テスターとこれらの����ツールを統合した

検証環境を構築した．����用���ツールにおいて，チッ

プ検証（配線検証・ロジック検証）用の回路をマッピングし，

その回路に対応したビットストリームを���テスター用の

入力ベクトルに自動変換し，さらにその回路用のテストベ

クトルも自動生成することにより，����チップ全体の検

証が可能となった．今後は，検証ステップを削減するため

の検証用回路の設計手法や，チップの一部に不良が見つ

かった場合に，その不良を����用���ツールが回避し，

正常なチップとして機能させるための新しいフォルトトレ

ラント手段の確立について取り組んでいく．

2．　低ビットレートビデオコーデックシステム

トリオ・アディオノ，李　冬菊，一色　剛，國枝　博昭

本研究では，�����や�����用のビデオコーデック処理

のアルゴリズム開発やハードウエア・ソフトウエア実装を

取り上げている．処理アルゴリズムについては，処理・転

送遅延を最小化する新しいレート制御アルゴリズム，動き

ベクトル及び係数量子化方式，人物と背景を分離し人物の

画像の画質を大幅に改善するフェースフォーカスアルゴリ

ズム等，すべて���規格の������に準拠した形で実現し，

従来に比べて大幅な画質の改善，ハードウエア量削減，伝

送遅延削減等を実現している．また，ハードウエア実装に

ついては，最適設計された種々の専用演算回路を効率的に

制御する機構を持ち，それぞれの専用演算回路同士の動作

依存性の排除を可能にした�������－�����アーキテクチャ

を取り入れた���実装を行っている．本年度は，これまで

の成果を実際の動画像・音声通信まで含めた実システムの

実装を中心に研究を進めてきた．実システムにおいては，

個々の入出力装置（カメラ／ディスプレイ，マイク／ス

ピーカ）とのデータ転送とコーデック処理の同期や，さら

にはインターネットを介した�つまたはそれ以上のコー

デックシステムにおける通信・同期処理が必要となるため，

コーデック処理の個々のプロセスが複雑な相互処理依存関

係を形成する．これらのコーデックプロセスを動的に変化

する環境（動画フレームレート，通信速度）において柔軟

にスケジューリングを行うために，コーデック処理や通

信・同期処理をマルチスレッド化し，これら並列プロセス

の効率的な制御方式を開発した．

1．　バースト誤り制御符号に対する並列復号法

藤原　英二，難波　一輝，北神　正人
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2．　Low Bit-Rate Video Codec System
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1．　Burst Error Recovery VF Arithmetic Coding
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通信システムや光�磁気記録システムなどにおいて，雑音

や媒体上の傷などが原因となりバースト誤りが生ずること

が知られており，バースト誤り制御符号が多くのシステム

に適用されている．バースト誤り制御符号における復号法

として，リニアフィードバックシフトレジスタ（����）を

用いた逐次復号法が知られている．しかし，大量のデータ

を同時に読み出し書き込みを行なう，例えば，ホログラ

フィックメモリにおいてもバースト誤りに対する制御が必

要であり，このメモリシステムの例ではバースト誤り制御

符号の並列復号が望まれる．本研究では，一般に，ファイ

ア符号を含む線形バースト誤り制御符号に対し，組合せ回

路により実現する並列復号法を提案する．本復号法は，パ

リティ検査行列の部分行列を含む正則行列の逆行列を用い

てバースト誤りパターンを求め，この誤りを完全に含むフ

レームからのみ正しいバースト誤りパターンが出力するこ

とにより訂正できる．さらに，単一バイト誤り訂正機能を

有する符号に対しても本復号法を適用し，従来より回路量

の少ない復号が実現できることを示す．

バースト誤り訂正符号およびバイト誤り訂正符号に対し，

具体的に復号回路を構成し，その回路量等について比較，

評価している．また，本復号法は多重バースト誤りおよび

多重バイト誤り訂正符号に対しても並列復号可能な汎用性

の高い復号法であることを示す．

2．　一般化階層型完全結合網における対故障性

高畠俊徳，北神正人，伊藤秀男

超並列計算機向きネットワークのトポロジとして，一般化

階層型完全結合網（���）が提案されている．この���を

並列処理計算機システムへ効果的に適用して，���上にお

いて効率良く処理を実行するために，���が本来もってい

る並列処理または信頼性に関する性質を明らかにする必要

がある．しかしながら，他の階層型ネットワークを一般化

している任意の���において，それら諸性質は十分に明ら

かにされていなかった．本研究では，���のそれらの諸性

質として，ハミルトニアン，ノード連結度，ディスジョイ

ント経路，コンテナ，耐故障時直径を明らかにする．これ

を用いて他の既存の階層型ネットワークの諸性質も明らか

にした．また，���の故障時直径はその直径の約���倍と

なることを確認した．

3．　双方向復号可能な LZ77 符号

中本　健太郎，北神　正人

先頭からだけでなく最後尾からも復号可能なデータ圧縮法

は双方向復号可能な圧縮法と呼ばれるが，この種の圧縮法
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2. Fault-Tolerant Properties of Generalized Hierarchical 

Completely-Connected Networks
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3．　Bidirectionally Decodable Data Compression for LZ77 

Coding

���������	���
������	����

����������	
��������
������������������������	
������������



208

は圧縮データに生じた誤りの制御に有効である．すなわち，

誤り位置が既知の場合双方向からの復号法を併用すると圧

縮データのほとんどを正しく復号できる．しかし，既存の

双方向復号可能な圧縮法はほとんどがハフマン符号を元に

していた．本研究ではユニバーサル符号であり一般的にハ

フマン符号よりも優れた圧縮率が得られるといわれている

����符号をもとにした双方向復号可能な圧縮法を提案し

ている．本手法では圧縮時に用いるスライド辞書の前方に

再帰参照部と呼ばれるバッファを設け，一致系列で用いら

れる文字列が再帰参照部のみに依存するように一致系列の

検索に制限を設けている．計算機シミュレーションの結果，

双方向復号可能しない通常の����符号と比較した圧縮率

の増加は最大で����％であり，本手法で圧縮したデータに

誤りを生じさせた場合でも先頭から復号すると��％以上の

データが正しく復号できることが分かった．

4．　双方向復号可能なハフマン符号を用いた誤り訂正手法

中村悟史，北神正人

データ圧縮技術は記憶容量と通信時間の削減を目的として

現在盛んに利用されている．特に無歪データ圧縮は圧縮前

と全く同じデータが得られる圧縮法であり�文書データ等

に圧縮に盛んに利用されている．圧縮データは誤りに対す

る耐性が非常に弱く圧縮データに生じた�ビットの誤りで

も伸長結果のほとんどに影響を与えることもある．圧縮

データに生じた誤りを制御する方法として，圧縮データを

先頭からだけでなく最後尾からも復号可能とした圧縮法が

提案されているが，本手法は誤り位置が得られないと有効

に誤り制御を行うことが出来ない．また，算術符号，����－

�������符号については誤り制御符号と組み合わせた誤り訂正

法が提案されているがハフマン符号に対しては効率の良い

手法は提案されていない．本研究では上述の双方向復号可

能なハフマン符号の双方向からの復号結果を比較すること

により誤り位置の候補を得，誤りパターンの予測や再復号

を用いて誤り位置の候補を絞り込むことによってバースト

誤りを訂正する手法を提案している．計算機シミュレー

ションの結果，本手法は誤り訂正機能を超えたバースト誤

りに対しても高い確率で検出できることが確認された．

5．　ソフトウェアを用いたPCS方式ルーティング

大塚陽介，北神正人，伊藤秀男

並列計算機は，物理科学計算，気象予測，遺伝子解析など

大規模な計算を必要とする用途で現在盛んに利用されてい

る．並列計算においてメッセージ交換方式の改良は計算能

力および耐故障性の向上に重要であり，これまでさまざま

な手法が提案されてきた．���（����������	�
������������）

方式はリンクやノードに故障などがあるときに経路の再構
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4．　Error Correction by Using Bidirectionally Decodable 

Huffman Coding
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5．　Software-based PCS Routing
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成が容易であるが，現在までに提案されているルーティン

グの手法ではルータに専用のハードウェアを付加する必要

があった．本研究では，耐故障性のあるソフトウェアベー

スの���方式のルーティング手法を提案する．本手法では

パケットのヘッダ部分に情報を付加することにより，ルー

タにハードウェアを付加することなく故障時の経路再構築

を可能としている．計算機シミュレーションにより本手法

が従来のソフトウェアベースの手法よりもスループットが

向上することを確認した．

1．　機能特化型プロセッサアレイによるシステム LSI アーキテ

クチャとその設計手法

湯山洋一，小林和淑，小野寺秀俊

本研究では，単一の機能に特化したプロセッサを複数並べ

ることで，システム���を構成する手法について述べる．

提案する手法においては，周辺ハードウェアを専用のハー

ドワイアードロジック（布線論理）ではなく，単一の機能

に特化したプロセッサとして実装する．本手法では，周辺

ハードウェアであるプロセッサの物理設計を早期に開始で

き，周辺プロセッサで動作するソフトウェアの修正により

機能修正を行なうことができる．設計の大きな後戻りを減

らし，物理設計の最適化を十分に行なうことが可能となる．

これにより，設計期間を大幅に短期化することができる．

一般の組み込みプロセッサを周辺プロセッサとして用いる

と，ハードワイアードロジックに比べて，面積や消費電力

が大きくなり過ぎるため実用的ではない．このため，各周

辺プロセッサとして不要なシステム制御などの機能をでき

るだけ取り除いた小型プロセッサ����－����������を設計し

た．本プロセッサは，実行する機能に応じて，データパス

幅，レジスタ数，演算器などを柔軟に削減することができ

る．

提案手法を用い，����符号化システムの設計実験を行なっ

た．この結果，性能的に手設計の回路には劣るものの，�日

間と非常に短かい期間で，システムを設計することができ

た．提案するアーキテクチャは，データレベルでの並列度

よりも，関数やスレッドなどの大きいレベルでの並列度が

要求される用途で有効である．このような場合，非常に短

期間で与えられた仕様を満たす���を設計することが可能

である．

�

�������������	����
����	�����	���������������	
��	�����������

���������	�
���	������	�������������������	
�����	������
���

����������	�������
����������
���������������	
�
�����
���	��

��������	�
���������������
���
������������������	
���	
�

�����������	��	�
�	
�����	��	�	�������������	��
������	�
��

������������	����
���	������
����	�������������	
��������	
���

���������	�
���
����
��
�����
�����������������	�
��	����	���

�����������	��
���������������������������	


1．　A System LSI Architecture and its Design Methodology 

using a Unifunctional Heterogenous Processor Array
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2．　マルチプロセッサ型システムLSI の FPGAによる高速プロ

トタイプ手法

高井幸輔，小林和淑，小野寺秀俊

近年，集積回路技術の発達に伴って情報の符号化や復号，

信号処理などの機能を�チップに集積した���が多く使わ

れるようになり機器の小型化・低消費電力化に貢献してい

る．しかし，���の設計や検証は回路が複雑になるに従っ

てますます設計者の負担を大きくしている．

本研究では，����（��������	
������������������）を用い

て���の設計および検証を高速化する手法を示す．����

では一般の����（����������	
�������
�	��������
�������）に

比べてハードウェア回路として実現するまでの時間が短く

機能検証などを行う場合の効率を上げることができる．

しかし，����でもハードウェア記述からコンフィギュ

レーションのためのデータを生成するには数十分から数時

間を要する．これはアーキテクチャ検証の段階で回路を少

しずつ変更しつつ検証を行うような場合にはハードウェア

記述を書き換える時間に比較して無視できなくなり設計の

効率が悪くなる．

これに対して，����に塔載する回路を固定化し，回路の

変更をソフトウェアで行う手法を提案する．この目的のた

めに，���の機能を複数の単機能プロセッサコアで実現す

るアーキテクチャを提案する．各プロセッサの機能は固定

し，アプリケーション固有の布線論理回路は使用しない．

���の機能をソフトウェアで実装することによって����

で実装する回路を固定し，再コンフィギュレーションにか

かる時間を省く．本論文ではソフトウェアを変更するため

に各プロセッサが個別にプログラムメモリを変更する方式

はとらず，それらを書き換えるための専用のプロセッサを

配置する．これによってホスト計算機との通信が簡単にな

り，各プロセッサのレジスタ数やデータパス幅を変更した

場合であっても支障なくソフトウェアの書き換えを行うこ

とができる．このようなアーキテクチャの���に適した単

機能プロセッサコアの設計ならびにそのソフトウェア開発

環境の構築も行った．

提案手法を用いて設計実験を行った結果，����の再コン

フィギュレーションよりはるかに短時間で機能の書き換え

を行うことができ，この手法が有効であることを確認した．

3．　命令レベルにおけるレジスタの変化ビット幅を考慮した組

み込みプロセッサ向け消費電力見積り手法

樋口昭彦　小林　和淑　小野寺秀俊

現在，大規模な回路の消費電力見積りとして一般的である

論理シミュレーションによる消費電力見積りの原理および

方法について述べ，簡単な回路において論理シミュレー

ションの精度を評価した．その後，本手法で使用する組み

込み����プロセッサの消費電力を論理シミュレーション

2．　Fast Prototyping Method Using FPGA for Multi-Proces-

sor SoC
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3．Power Estimation for an Embedded RISC Processor by 

Considering the Hamming Distance of Registers Akihiko 

Higuchi, Kazutoshi Kobayashi, Hidetoshi Onodera
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によって見積った．その結果，プログラムや与える入力

データによって大きく消費電力が変化することがわかった．

サイクル数の多いプログラムの場合の論理シミュレーショ

ンは非常に時間がかかるので，より高速な消費電力見積り

が必要である．

論理シミュレーションによる消費電力見積りよりも高位の

組み込みプロセッサ向け消費電力解析手法について述べた．

命令レベルの消費電力見積りにおいて，����プロセッサで

はオペランドの値に対する消費電力の変化は小さい．しか

し，組み込み向けの����プロセッサや���においてはそ

の変化は無視できないので考慮が必要である．レジスタの

変化ビット幅を考慮に入れなかった場合，論理シミュレー

ションと大きく結果が異なった．誤差の主な原因としてレ

ジスタの変化ビット幅を考慮していないのと，前命令が現

命令と異なる場合にはすべて���からの遷移にしていると

いう�つが挙げられる．

誤差の主な原因の�つの，レジスタの変化ビット幅に着目

し，それを考慮した消費電力見積り手法を提案した．その

結果，レジスタの変化ビット幅を考慮しない場合に比べて

大きく精度が改善されている．シミュレーション時間は論

理シミュレーションと比較し，本手法では論理シミュレー

ションの約��万倍高速である．

4．　オンチップでの IRドロップの測定

本研究では，実チップでの��ドロップ測定を行った．その

ための��ドロップ測定の回路を���上に構築し，���テス

タにより測定を行った．本手法では，���テスタの持つ

シュムープロット機能を使うことによりほぼ自動的に��

ドロップ波形を得ることができる．観測対象として，動き

推定を行うための��アレイを用いた．電源リング付近と，

電源線の中央の波形の差分をとることで，電源線の電流変

化による��ドロップの抽出と行った．

5．　ジャイロセンサを用いた効率的な動き推定手法

中西　龍太　岡村怜王奈　小林　和淑　小野寺　秀俊

動画像の圧縮には時間的相関を用いる動き補償が有効であ

るが，非常に計算量が多く，動画像圧縮に必要な計算量の

大半を占める．そこで，動画像を撮影しているカメラの動

きを用い，動きベクトルの探索範囲を適応設定する．カメ

ラの動きに伴なって背景が大きく動くようなシーンに対し

ても，画質を維持したまま演算量を全探索手法に比べて，

���に減らすことができる．本手法は，背景の移動点を探索

するのに有効であり，勾配法の初期探索ベクトル探索に応

用したところ，演算量を勾配法よりも減らしながら，画質

は全探索と同程度となった．ジャイロセンサを用いること

で，背景と被写体を容易に分離することができる．�����－

��のスプライト符号化を用いて背景と被写体を別々に圧縮

することにより，被写体部分の画質を維持したまま，ビッ

トレートを半分程度まで落とすことができる．
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4．　Measurement Results of On-chip IR-drop
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5．　An Efficient Motion Estimation Alogorithm Using a Gyro 

Sensor
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マイクロミラーに関する理工学

年吉　洋

����（��������	�
����	�����������
	��）技術により製作

したマイクロミラーを光通信コンポーネントに応用する際

の設計上の課題として，駆動電圧の低電圧化，スキャン角

度の拡大，長期安定性，温度依存性，耐衝撃性の向上があ

げられる．本研究では，光学，材料力学，半導体プロセス

工学などを総合したマイクロミラーの設計製作に関する理

工学の構築を進めている．

マイクロレンズスキャナの光ファイバスイッチ応用

猿田　訓彦，藤田　博之，年吉　洋

����（��������	�
����	�����������
	��）技術により製作

した微小なミラーを用いて大規模光クロスコネクトスイッ

チ（��������	
���
���
����
�）を構成する研究が国内外で

盛んに行われている．本研究では，ミラーをスイッチング

素子に用いた場合の問題点として，光ファイバアレイとコ

リメータレンズアレイの位置合わせ誤差について検討した

結果，コリメータレンズそのものを微小駆動することで光

学特性を改善できることを指摘した．また，レンズを比較

的大きな変位で駆動することにより，コリメータレンズに

スキャン機能を持たせることができる．このようなレンズ

駆動型の光スキャナを用いて光クロスコネクトを実現する

研究を行っている．

MEMS技術による磁気ディスクヘッドの微小位置決め機構

吉野　智則，三田　信，年吉　洋，藤田　博之

磁気ディスクのトラック密度上昇に伴い，ボイスコイル

モータのみでは高精度のヘッド位置決めが困難になりつつ

ある．そこで，ヘッド素子を集積化マイクロアクチュエー

タで微細位置決めする�段サーボ用のピギーバックアク

チュエータを����技術を用いて製作することを検討し

た．本研究では，���基板にヘッド素子を製作することを

想定し，���活性層に静電アクチュエータを形成する技術

を開発した．このアクチュエータにより，駆動電圧���に

おいてヘッド移動量�����，共振周波数�����を達成した．�

Micromechanical Engineering for Micro Optical Scanners
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Microlens scanners for optical fiber switch application
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Positioning Mechanism for HDD Magnetic Head by MEMS 

Technology
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3．国内学会，研究会等
�［�］�小野内雅文，藤島実，鳳紘一郎：“専用プロセッサを用い

た量子コンピュータのエラーシミュレーション”第��回

応用物理学会学術講演会　講演予稿集������，����年�月

�［�］�斉藤康祐，藤島実，鳳紘一郎：“論理量子プロセッサにお

ける観測操作”第��回応用物理学会学術講演会　講演予

稿集������，����年�月

�［�］�今村晃，藤島実，鳳紘一郎：“寄生インダクタンスの小さ

なオンチップメタルキャパシタ”第��回応用物理学会学

術講演会　講演予稿集������，����年�月

�［�］�山本憲，藤島実，鳳紘一郎：�“���における配線シール

ドの効果”第��回応用物理学会学術講演会　講演予稿集

������，����年�月

�［�］����������	
������������������������������	
�	��	��
���


���������	
����
�������
����
���
���������	
�������

���������	��
�������������������������������	
�������

����������	
��������������

�［�］���������	�
�������	������	������������������	
���������

���������	�
������������������
	�������������	���

���������	�
	��������	���	�����	����������	�
�����������

���������	�
���
��������������������������	
��


�［�］�小野内雅文，斉藤康祐，藤島実，鳳紘一郎：“検索問題を

高速に解くための専用超並列プロセッサの試作”電子情報

通信学会技術研究報告［集積回路］����������	��
�������

��，����年��月

�［�］�小野内雅文，斉藤康祐，藤島実，鳳紘一郎：“����を用

いた高速量子計算エミュレータ”電子情報通信学会技術研

究報告［����設計技術］，����年�月

�［�］�藤島実，小野内雅文，稲井健人，北庄哲郎，鳳紘一郎：“量

子コンピューティングの原理を利用した超高速並列シリ

コンプロセッサ”第�回つくばテクノロジー・ショーケー

ス����，����年�月

�［��］�鳳紘一郎：“機能融合デバイスと集積システム（�）・超高

機能シリコン集積システム”東京大学��世紀���「未来

社会を担うエレクトロニクスの展開」公開シンポジウム

（第��回電気電子学術振興財団ワークショップ）講演資料

集���������，����年�月

�［��］�小玉輝，藤島実，鳳紘一郎：“����ショットキー障壁����

���のソース端ショットキーダイオードの特性解析”第��

回応用物理学関係連合講演会　予稿集���������，����年

�月

�［��］�杉浦邦晃，三田吉郎，藤島実，鳳紘一郎“��シャドウマ

スクのメカニカルアラインメント精度向上”第��回応用

物理学関係連合講演会　予稿集��������，����年�月

�［��］�小野内雅文，藤島実，鳳紘一郎：“役割の異なる量子ビッ

トに生じる量子エラーが量子計算に与える影響”第��回

応用物理学関係連合講演会　予稿集��������，����年�

月

�［��］�藤島実，山本憲，乗松崇泰，鶴田和弘，“厚膜酸化層を用

いたシリコン高周波��―　電圧制御発振回路の低消費電

力化　―”電子情報通信学会����年総合大会講演論文集�

エレクトロニクス����������	��
�，����年�月

�［��］�山本憲，藤島実，鳳紘一郎：“リングオシレータを用いた

���周波数分周器”電子情報通信学会����年総合大会講演

論文集　エレクトロニクス������������	，����年�月

�［��］�大池祐輔，池田誠，浅田邦博，“高解像度三次元動画撮像

のための高速な投射光検出手法とその実装”，映像情報メ

ディア学会技術研究報告，���������	���
���������
��������

����．（���������	��
��������������������������������	�
��

������������	�
�����������	�����������������	
����������

�����������	�
���	��������������������������	��
������������

���������	��	）

�［��］����������	���
���������������	�������������	�
��	������

���������	
��	������	���������	��	����������	
������
��

��������	�
�����������������������������������	
�����


�［��］�杉山聡，池田誠，浅田邦博，“���電源雑音の高速計算手

法”，システム実装���研究会，����������	
���
����	
平

成��年�月．（���������	�
���������������������
��������

����������	
�����
��
���
�����
������������	
����
�������

��������	
���������������������������）

�［��］�大池祐輔，池田誠，浅田邦博，“同期式高速ハミング距離

検索連想メモリ”，電子情報通信学会技術研究報告，�����

������������		���
�����	�������．（���������	��
�����������

���������	
����������������������������������	
�������

���������	
���������
������
���������������	
	�
������

��������	�
�������������������������������	
�������）

�［��］�山岡寛明，池田誠，浅田邦博，“�入力論理セルを用いた

�線式���”，電子情報通信学会技術研究報告，��������

�����������	
�，����年�月．（����������	�
�������������

�����������	�
���
��������������	����������		
�������

���������	
����������������������������������）

�［��］�山本剛志，池田誠，浅田邦博，“三相式データエンコード

方式を用いた誘導性ノイズの低減化手法”，集積回路研究

専門委員会主催研究会，信学技報，��������	�
������	�����

�����平成��年�月．（�����������	�
���������������	����

���������	�
������������������������������	
��������

�����������	
���
�����	��	�����������������	
��
��
�

������������	
�������

�）

�［��］�飯塚哲也，池田誠，浅田邦博，“����の配線パターンの網

羅的生成手法”，電子情報通信学会ソサイエティ大会論文

集，������������	，����年 �月．（��������	
�������	�	��

����������	�
��������������������������������	��
������

��������	�
	�����
��������������������������	

	）

�［��］���������	�
�������	������������������������	
�����������

��������	���
��������������������
������������	�
����������

����������	���
��������

�［��］���������	
����������
������������������������	��
�����

����������	�����
��������������������������	
����������

�������������	
�������������������������

�［��］�大池祐輔，池田誠，浅田邦博，“衝突防止システムに向け
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た行並列処理による超高速ポジション検出センサ”，電子

情報通信学会技術研究報告，����������	
����������������

���������	

��������������������������������	��
�����������

���������	
����������	�	��������������������	
���������


�����������	
�������
����
�����������������	
��������	����

��������	�
���������������������������������	
������

�［��］�杉山聡，池田誠，浅田邦博，“電源グリッドモデルにおけ

る多端子�行列を用いた高速ノイズ評価手法”，����設計

技術研究会，��������	�
�����	�����������	������������

�����������	
��
�����������������������������	
����
���

����������	
����	����	��������	��������������	
����������

�����������	�
������������������������������	
���������

���������	�
��������

�［��］�山岡寛明，池田誠，浅田邦博，“しきい値論理回路を用い

たハミング距離選択機能を有する高速機能メモリ”，電子

情報通信学会技術研究報告，��������	�
�����	��������

�������������	��
����������������������������	���
	�������

���������	
�����������������������������������	�
������

����������	
���������
������
��������������	�
������

����������	�
��������������������
���������	�
�����	�

���������	�
���������
����������

�［��］���������	
���
����������
���������������������	
������

��������	�����
�������������������������������	
��������

��������	
��������������������������������	
�����������

���������	�
���������
���������

�［��］�����������	��
������������������������������	
�����
������

���������	
��������������������������������	
���������

�����������	�
������������������������������	�
��������
�

���������

�［��］����������	��
������������������������������	
����������

��������	
�����������������������������������	
��������

���������	����
��������������������

�［��］�新宅宏彰，大池祐輔，高山伸一，池田誠，浅田邦博，“実

時間三次元画像取得システム実現のための高速なセンサ

制御・データ転送����の設計と評価”，電子情報通信学

会総合大会論文集，����������	�����
��	����	���	�����������

���������	��
��������������������������������	
�������

���������	
�����
��������
�������������������	����
�����

����������	
	�
������������������������������	��
���

�［��］�山本剛志，池田誠，浅田邦博，“矩形断面形状配線の���

を利用したインダクタンス計算手法”，電気情報通信学会

総合大会，平成��年�月．（�����������	�
��������������

���������	�
���	������
�����	���������������	���
�������

�������������	
���������	�������������������	�
�����	�

����）

�［��］������������	��
�����������������������������	

��	��������	��

��������	��
������	���������
����������������	���
��������

���������	
���
������
��������������������������	
��
�����

����������	

�［��］�三田吉郎，柴田直，「知的画像特徴検出回路との融合を目

指したバルクマイクロマシーニングによるマイクロミ

ラーアレイ～集積化����への試み～（�������）」，精密

工学会知能メカトロニクス専門委員会研究会，��月��日，

高松（����）．

�［��］�杉浦邦晃，三田吉郎，藤島実，鳳紘一郎，「��シャドウマ

スクのメカニカルアラインメント精度向上」，応用物理学

会春季全国大会，�月��日，神奈川（����）．

�［��］�小川　貴也，斎藤　寛，藤田　昌宏，“�言語によるハー

ドウェア記述に対する等価性検証手法”

�［��］���シンポジウム������遠鉄ホテルエンパイア（浜松市），

���，����年�月．

�［��］�����������	�
��
����
��藤田　昌宏，���������	�
��
�����

��������	���
��
����
������	����
�����������	��
����
������

���������	�
シンポジウム������遠鉄ホテルエンパイア

（浜松市），���，����年�月．

�［��］�小松　聡，藤田　昌宏，“低電力設計のための非冗長アド

レスバス符号化手法の提案・評価”，��シンポジウム

����，遠鉄ホテルエンパイア（浜松市），���，����年�月．

�［��］�劉　宇，世羅　元啓，小松　聡，藤田　昌宏，���������	
��

�����������	�
���	�����������	�����������������	
�������	
�

��������	
�シンポジウム������遠鉄ホテルエンパイア

（浜松市），���，����年�月．

�［��］�小島慶久，黒羽毅，藤田昌宏，“専用プロセッサ用命令

セットの自動生成手法の提案と実装”，電子情報通信学会

技術研究報告［����設計技術］，��������，������，������

��，����．

�［��］�久保　賢生，藤田　昌宏“算術演算回路のデバッグ支援技

術”，電子情報通信学会技術研究報告，���������	���
���

����������	

	年��月．

�［��］���������	�
��������������������
������������	
����������

��������	�
��������������������������������	�
	�������

��������	
������������������������������

�［��］�中村　悟史，北神　正人：�“双方向復号可能なハフマン

符号における誤り回復手法”，信学技報，���������，����

���，���������．

�［��］���������	�
��������������������
����������	�
�������
���

�������������	�
�������	��������������������		
�������	��

���������	
�����������	�����������������������	
����

�����

�［��］�大塚陽介，北神正人，伊藤秀男：“ソフトウェアを用いた

���方式ルーティング”，信学技報，���������，�������，

���������	．

�［��］�湯山洋一，小林和淑，「�������言語入門　初めてでも使

える�������文法ガイド」，��������	
�����������
����

���������，���������，����年�月

�［��］�荒本雅夫，湯山洋一，小林和淑，小野寺秀俊，「������

エンコーダのシステムレベル設計」，情報処理学会��シ

ンポジウム����論文集，���������，������，���������，����

年�月

�［��］�荒本雅夫，湯山洋一，高井幸輔，小林和淑，小野寺秀俊，

「�������の���記述を用いた��互換プロセッサの設計」，

信学技報，����������	
�，���������，����年��月

�［��］�樋口昭彦，小林和淑，小野寺秀俊，「プロセッサと専用

ハードウェアでの消費エネルギー比較」，情報処理学会関

西支部支部大会，�����������，����年��月

�［��］�湯山洋一，荒本雅夫，高井幸輔，小林和淑，小野寺秀俊，
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「機能特化型プロセッサアレイによる���アーキテク

チャ」，信学技報，��������		�
��，���������，����年

��月

�［��］�荒本雅夫，湯山洋一，小林和淑，小野寺秀俊，「動作合成

における制約条件の検討」，電子情報通信学会総合大会），

���������，������，����年�月

�［��］�樋口昭彦，小林和淑，小野寺秀俊，「命令レベルにおける

レジスタの変化ビット幅を考慮した組み込みプロセッサ

向け消費電力見積り手法」，第��回　回路とシステム（軽

井沢）ワークショップ論文集，�����������，����年�月

�［��］�年吉　洋，三田　信，藤田　博之「���基板によるハード

ディスクヘッドの位置決め機構」電気学会　第��回　セ

ンサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム，電

気学会，���������	�
��
�����	������．

�［��］�三田　信，年吉　洋，藤田博之「大変位静電マイクロアク

チュエータ」平成��年　電気学会全国大会，工学院大学�

新宿校舎，平成��年�月��日（火）～��日（金），��

���

�［��］�年吉　洋，三田　信，藤田博之「ハードディスク磁気ヘッ

ド駆動用シリコン静電マイクロアクチュエータ」　平成

��年　電気学会全国大会，工学院大学　新宿校舎，平成

��年�月��日（火）～��日（金），�����

�［��］�猿田訓彦，年吉　洋，藤田博之「�次元透過型光スイッチ

の設計とシミュレーション」平成��年　電気学会全国大

会，工学院大学　新宿校舎，平成��年�月��日（火）～

��日（金），�����．

�［��］�年吉　洋「表面と摩擦に関する半導体マイクロアクチュ

エータの諸問題」東京大学物性研究所短期研究会「摩擦の

物理」����年��月��日（水）���日（金）東京大学物性

研究所�階大講義室（東大柏キャンパス）．

�［��］��������������	����
�������������������������	
����	������

������������	
��
����
����
��������������	
�������

����������	�
��������
���	�����	������������	
��	�	�

�［��］�年吉　洋，「����光スイッチの最近の話題」社）日本応

用磁気学会　第��������������　「通信用磁気デバイス・

磁気����の動向と将来展望」，������������．（�������）

�［��］�年吉　洋，「����光スイッチのデバイス設計論」次世代

センサ協議会　第��回センサ＆アクチュエータ技術シン

ポジウム「情報通信技術を支えるマイクロマシン」，中央

大学駿河台校舎，�����������（�������）

4．紀要，その他
�［�］�鳳紘一郎，藤島実，柴田直，三田吉郎：“柔軟で高速な新

しいコンピュータの探索”東京大学「学位記」展―ようこ

そ学問のフロンティアへ―，東京大学総合研究博物館，

����年�月��月

�［�］�鳳紘一郎：“大学における����設計技術の教育―大規模

集積システム設計教育研究センターの活動―”長崎総合科

学大学新技術創成研究所第�回公開講演会「��世紀の科学

技術」����年��月

�［�］�浅田邦博，“�年間で大学の���設計研究者数は�倍に��再

利用環境の整備も進む未来を切り拓く半導体技術”，日経

マイクロデバイス特別編集版，�����，���������．

�［�］�湯山洋一，小林和淑，「�������言語入門　初めてでも使

える�������文法ガイド」，��������	
���������，�����

���������，���������，����年�月

5．著書
�［�］�柴田　直，「右脳のように働く����プロセッサ：専門家

の知識を生かした知的画像処理へのアプローチ」，高田健

治，���������	�
�����編著，「��世紀のオーソドンティッ

クス，プロフィット・セミナー／シンポジウム　特別講

演集」（クインテッセンス出版，東京，����年），��������

���．
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【VDEC WWWページアカウント】
����を通じた活動は���アカウントを通じて行

う．質問や要望の申し出などの際も，必ず「アカウン

ト番号」を付けるなど，活動の基礎となるものである．

アカウントは，�������のように，「英文字�桁」

＋「数字�桁」で構成される．このアカウントを利用

すると，����の���ページ経由で，機密情報を含

むサービスの詳細な情報にアクセスしたり，申し込み

を行ったりすることができる．アカウントの申し込み

方と変更の仕方は以下のとおり．

��．�VDEC の WWW ペ ー ジ http://www.vdec.u-

tokyo.ac.jp/にアクセスし，「アカウント登録」→

「新規登録」の順にリンクをたどって，必要事項を

記入して申し込む．

��．�アカウント申請は，各大学・高専の教官が行い，

学生からの利用申し込み受付は行わない．

��．�新規登録の際に，����の���ページを読むコ

ンピュータの��アドレスを，研究室のもの，教官

のもの全て含め半角数字で入力する．詳細情報の

ダウンロードや，申し込み等は，センターが発行

するアカウントとパスワードに加えて，ここで入

力した，ブラウザを起動している計算機の��アド

レスによって制限をかけている．

��．�アカウントの内容に変更が生じた場合は，���

ページの「アカウント登録」→「登録内容変更」

のページで変更を行う．��アドレスは複数登録で

きるため，学内のネットワーク工事等で，IP アド

レスが変更になる場合，あらかじめ新旧IPアドレ

スを登録しておくことに注意する．

【VDECホスト計算機アカウント】
��．�����の所有するホスト計算機（��������	��
��

���������	
����������）にログインするためのアカ

ウントを申請すれば，利用することができる．計

算機利用の目的は主としてセンターが提供する

���ソフトウエアを利用した設計・検証のほか，

チップ設計・評価に関係する大学に所属する研究

者独自のプログラムの開発と実行とし，一般の

VLSI 教育と関係のない計算には原則として用い

ないことを前提に申込を受け付ける．

��．�����チップ試作申し込みを前提とし，チップ試

作申し込み時に同時にホスト計算機利用申請をす

る必要がある．

��．�申込者は VLSI チップ試作申し込み単位である各

大学・高専教官とし，学生毎には利用者アカウン

トの発行は行わない．

��．�利用期間は利用承認時期から該当試作チップの納

品時期までとする．利用期間終了後はユーザファ

イル等が消去されることがあるため，ユーザの責

任で利用期間内にバックアップするものとする．

【チップ試作】
��．�試作日程は����運営委員会で各大学の学部授業

日程ならびに大学院教育に配慮して決める．

��．�チップ試作申し込み期間は，設計締め切りの 6ヶ

月前から 3ヶ月前までの期間とする．

��．�チップ試作申込者は各大学・高専の教官とし，学

生からのチップ試作受付はおこなわない．

��．�申し込みはセンター���のホームページで行

い，別途書面による秘密保持規約において正式確

認する．

��．�チップ試作費は試作チップ納品時に送付される請

求書類等に応じ，ユーザ毎に遅滞なくチップ試作

会社に支払う．

��．�チップ試作費用ならびに納品チップ数は，別途こ

れを定め，センター���ページその他のセンター

情報誌等に掲載する．

��．�チップ試作申し込みの取り消しは設計締め切りの

1ヶ月前までとし，それ以降は基本的に試作費の

支払い義務を負う．

付録
5．1．利用規定
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��．�チップの品質検査は同一チップ上に作られるテス

ト回路で行い，センターおよびチップ試作会社は

基本的に試作チップの動作，性能等についてそれ

以上の責任を負わない．

��．�チップ試作申し込みでは同時に別途規定するホス

ト計算機利用申請を行う必要がある．

【CAD利用】
��．����利用は，演習・授業でも必要であり，VLSI

チップ試作申し込みを条件とはしない．

��．�ユーザが必要なライセンス数を把握するため，

CAD項目単位で申し込みを受け付ける．

��．����利用申込者は，各大学・高専の教官とし，学

生からの利用申し込み受付は行わない．

【CAD項目とサポートされるOS】
���項目

●　��������　���論理設計ツール

●　�����論理設計ツール

●　�自動配置配線ツール

●　�会話型回路・レイアウト設計ツール

●　�アナログ回路・レイアウト設計ツール

●　�アナログ回路シミュレータ

サポートされる��（平成��年�月現在）

●　����������	��
�����以上推奨

●　�����������	
�����以降�

【VDEC利用方法の概要】
��．�����の利用までの手順をまとめると図�．�の

ようになる．����計算機アカウントは，大学・

高専の教官にのみ発行され，チップ試作費用は，

アカウント所有者宛てに請求される．

��．�����における利用申請およびユーザへの案内は

主 に����ホ ー ム ペ ー ジ（������������	
���

����������	
）上で行われる．����ホームページ

の上部にインデクスフレーム（図�．�）が表示さ

図 5．2　VDECホームページのインデクス
フレーム

5．2．申し込みガイド

図 5．1　VDEC利用申込の流れ
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れるので，これを用いて，アカウント申込，チッ

プ試作申込，���利用申込，公開装置の利用申込

のためのページ等を表示することができる．また，

フレーム構成となっており，フレームの左側を丹

念に読むと有益な情報へのリンクを見つけること

もできる．

【アカウント利用申込】
��．�����の利用を開始するに先立ち，アカウント登

録のページに入り（図�．�），���ページアクセ

スのためのアカウントを取得する必要がある．新

規アカウントを申請する場合は「新規登録」のペー

ジへ進む．��アドレスや住所など，一旦登録した

内容の変更は，「登録内容の変更」のページへと進

む．

��．�「新規登録」のページでは，フォームを全て埋めて

内容を確認してから“������”ボタンをクリック

する．

��．�新規登録後，����で審査ののち職員の手によっ

て登録が行われる．この待ち時間は最大で数週間

程度．

��．�アカウント申し込みで登録する��アドレスは，各

種サービスの申し込み，機密情報等制限をかけて

いる���ページへのアクセスを行うコン

ピュータ，および試作チップ設計データ提出に用

いるコンピュータの��アドレスである．���利

用のためのアドレス（後述）ではないことに注意

する．

�

入力に関する注意点（図�．�）：

●　�全ての入力項目について半角カタカナは使用しな

い

●　������アドレスは，半角文字で入力．�����アドレ

スを間違えると，パスワード等の情報が送付され

ないので注意．

●　���アドレスは，半角文字のみを使用

●　�間違った��アドレスまたは要件を満たさない��

アドレス（後述）を登録すると，アカウントが発

行されたとしても，制限を行っているページへの

アクセスができないので注意．特に��アドレス

やドメイン名の区切りを表す　．　（ピリオド）と，

複数のアドレスの区切りを表す�（コンマ）を間違

えないように注意する

●　�名前の前後に不要なスペースが混入されないよう

注意する

登録する IP アドレスに関する要件

●　�アクセス制限を行わないページのみを参照するコ

ンピュータの��アドレスを登録する必要はない

●　���アドレスの登録数には制限を設けないが，管理

図 5．3　アカウント登録・変更ページの入口

図 5．4　アカウント新規登録の注意点
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の行き届いたコンピュータのみに限定すること

●　�����サーバにより動的に割り当てられた��ア

ドレスやローカルアドレスなどは登録できない

（しても意味が無い）

●　������サーバ等を介さないアドレスを指定するこ

と．これは，設計規則等の機密情報が�����サー

バに残ってしまい，機密漏洩につながることを防

ぐためであるので守っていただきたい．但し，

ファイアーウォールが設置されているなど学内の

事情により直接のアクセスが行えない場合にはそ

の限りではない

��．�「登録内容の変更」のページでは，変更したい項目

のみ，チェックボックスチェックの上，新しい内

容を記入し，“登録”ボタンをクリックする．この

際も，アクセスホストの��アドレスの指定には十

分注意をすること．（図�．�）

��．�「登録内容変更」のページには，アクセス制限がか

かっている．そのため，��アドレスなどが急に変

更になってしまった場合，申請しようとしてもこ

のページに入れなくなる．その場合，「新規登録」

を行い，������アドレスを前回と同じにしておく．

【チップ試作申込】
��．�チップ試作申込には前項アカウント利用申込を行

い発行されたアカウントが必要である．アカウン

ト利用申込の際に登録した��アドレスのコン

ピュータからアクセスして申し込む．

��．�「チップ試作（チップサービスの案内）」のページ

で申込条件，試作チップの種類，試作日程，試作

料金を見て試作するチップの品種が決まったら

「チップ試作申込」の個所へ移動し，“受付中”の

文字をクリックする．この時，ユーザ��とパス

ワードが要求されるので半角文字で入力すると，

「チップ申込」のページが表示される．必要事項を

記入して“申込”ボタンをクリックする．

チップ申込フォームの入力に関する注意点（図�．�）

●　�希望チップ寸法の項目のチェックボックスを必ず

チェックした上で希望チップ数を入力すること．

チェックを行わないと入力した数字は無効となる

●　�チップ数入力には半角数字を用いる

��．�「チップ試作申込確認のページ」（チップ試作申込

の下方にリンクがある）を開いて，チップ寸法，

品種数等が正しく申し込まれていることを確認す

る．

��．�「チップ試作（チップサービスの案内）」または

「チップ試作申込」ページの左側のフレームに表示

されている“チップ試作者のメーリングリスト”

をクリックして，「設計者のメールリスト登録

ページ」を表示させ，試作を行う予定の試作ラン

をクリックして実際に設計を行う設計者のメール

アドレスをメーリングリストに登録する．�

図 5．5　アカウントの登録内容変更の注意点

図 5．6　チップ申込ページでの注意点
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メーリングリスト登録での入力に関する注意点 

（図�．�）

●　�全角英数字や半角カタカナを決して用いないこと

●　�入力フォームの文字数には制限があるので，多数

の試作者が参加する場合には，一度に多くのメー

ルアドレスを入力しないで後で追加するとよい．

追加する場合には，ラジオボタンを“追加”にし

てから“登録”ボタンをクリックする

●　�．　（ピリオッド）と�（コンマ）を間違えないよう
���������������������������������������������������� ��������

に注意する（���上ではこの見分けが困難であ

る！）

●　�大学のメールアドレス（基本的に������）以外は，

登録できない

チップ試作メーリングリストの利用に関する注意

●　�チップ試作の技術的な質問に関しては全てメーリ

ングリストに流すようにすること．また，チップ

試作を申し込むとチップ試作者メーリングリスト

の過去記事が参照できるようになる．同じような

質問が無いか一度目を通されたい

●　�メーリングリストに登録したメールアドレスのア

カウントについては各ユーザまたは管理者で厳重

な管理をお願いしたい．学生が卒業後も登録メー

ルアドレスを使用することのないように注意して

頂きたい

●　�メーリングリストに登録されたメールアドレスか

らネットワークプロバイダ等へのメールの転送を

行わないこと

��．�当該プロセスにて始めて試作を行う場合，ファウ

ンダリー毎に秘密保持契約が必要となる．秘密保

持契約書面は，「チップ試作申込完了」のページか

ら辿れるようになっている．ページをプリントア

ウトした上で内容を確認し書名の上����宛てに

送付すること．内容を����側でチェックして制

限を（手動で）外すまで，設計規則等の機密情報

にはアクセスできない．尚，秘密保持契約内容は，

以降の同一プロセスによるチップ試作全てにおい

て有効である．

【CAD利用申込】
��．�チップ試作申込には前項アカウント利用申込を行

い発行されたアカウントが必要である．アカウン

ト利用申込の際に登録した��アドレスのコン

ピュータからアクセスして申し込む．

��．�����ホームページ上部のインデクスフレームで

“設計���”をクリックすると「���利用登録の

案内」のページ（図�．�）が現れる．“���利用

申込”を選ぶと「申込用フォーム」が表示される．

ライセンス数は，原則として最大同時利用者数分

を申し込むこと．これは次回���ソフトウエア

入札のための基礎データ収集の意味がある．

CADライセンス数入力に関する注意点（図�．�）

●　�希望する���項目のチェックボックスをチェッ

クした上で必要なライセンス数を入力すること．

チェックを行わないと入力した数字は無効となる

●　�ライセンス数の入力には，半角数字のみを使用

●　�メディア申し込みを必ずチェックする．図 5．8　CAD利用登録案内のページ

図 5．7　チップ試作メーリングリスト　
登録ページでの注意点
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��．�「計算機アドレスの登録」のパート（図�．��）では，

本���ソフトウエアの利用を考えている全ての

コンピュータのアドレスを入力する必要がある．

なお，登録する計算機のアドレスは，不正アクセ

スを防止するため，���によるホスト名の照合を

行うため，���の逆引きが行えないコンピュータ，

大学機関外に設置されているコンピュータなどは

登録しても利用できないので注意すること．

計算機アドレス入力に関する注意点（図�．��）

●　�アドレスの指定はフルドメイン形式で行う

●　�全角文字は用いない

●　�入力フォームの文字数には制限があるので，多数

の計算機アドレスを登録する場合には，一度に多

くのメールアドレスを入力しないで後で追加する

とよい．追加する場合には，ラジオボタンを“追

加”にしてから“登録”ボタンをクリックする

●　�．　（ピリオッド）と�（コンマ）を間違えないよう
����������������� ��������

に注意する（���上ではこの見分けが困難である）

��．�フォームの記入後，“申込”ボタンをクリックする

と送信確認画面が現れるので，表示された情報が

正しいことを確認して“確認”ボタンをクリック

する．

��．�申込完了後に必ず申込のページをリロードしてラ

イセンス数，計算機アドレスなどが正しく申し込

まれていることを確認すること．

��．�申し込んだ内容が有効になるためには���ライ

センスサーバの再起動が必要であるが，再起動す

ると全国のどこかでCADが起動中だった場合そ

れを動かなくしてしまうため無闇に行えない．こ

のため予告の上原則として毎月月末に行う．従っ

て月途中での申し込みの場合即応ができないので

注意すること．どうしても急遽必要な場合には別

途連絡頂きたい．

��．����ツールのメディアは，����の共用計算機

��������	��
������	���から，���にて必要なファ

イルを各自ダウンロードする．このためのアカウ

ントは，職員が手動で作製ののち通知される．ロ

グインしたのち，���申し込みのページに書いて

あったディレクトリに移動し，必要なファイルを

ダウンロードする．

��．����ライセンスサーバに関する情報，その他

���関係の情報はすべて���利用者メーリング

リスト（��������	
���������������）上で行う．

���ツールを利用する方と管理者を登録するこ

と．但し，���ツールの利用申込をしないと登録

が出来ないようになっている．「���利用者メー

リングリストの登録」のページは，「���利用登録

の案内」ページから辿れる．

図 5．10　CAD利用申込フォームの
　　　　　「計算機アドレスの登録」
　　　　　パート記入における注意点

図 5．9　CAD利用申込フォームの
　　　　「ライセンス数の登録」
　　　　パート記入における注意点
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メーリングリスト登録フォームの入力に関する注意点

（図�．��）

●　�全角文字や半角カタカナを用いない

●　�入力フォームの文字数には制限があるので，多数

の試作者が参加する場合には，一度に多くのメー

ルアドレスを入力しないで後で追加するとよい．

追加する場合には，ラジオボタンを“追加”にし

てから“登録”ボタンをクリックする

●　�．（ピリオッド）と，（コンマ）を間違えない

●　�大学のメールアドレス（基本的に������）以外は，

登録できない

CAD利用者メーリングリストの利用に関する注意

●　����のインストール，その他の質問を行う前に，

過去記事の検索を行い，機知の問題でない場合に

限り，メーリングリストに質問を投げるようにす

ること．

●　�機密保持にかかわるような内容のメールは，�

�������に送ってはならない．各試作のメーリン

グリストに送ること．

●　����利用申込を行った����アカウント管理者

には，時 「々���利用者メーリングリストフォー

ム」のページをチェックし，卒業生のメールアド

レスをメーリングリストから除くなどアカウント

のメンテナンスにご協力頂きたい．

●　�メーリングリストのセキュリィティのため，登録

者が登録アドレスからプロバイダー他のメールの

転送を行わないように注意して頂きたい．

［参考］　���ツールを実行するためには，ユーザ機へ

のライセンスファイルのインストールと���ツール

の実行時における����または地域拠点校のライセン

スサーバによる認証が必要である（図�．��）．ライセ

ンスファイルの変更により認証を行うライセンスサー

バを切り替えることが出来るので，����または地域

拠点校のどちらかのライセンスサーバがメンテナンス

等の事情により停止している場合でも，稼働中のもう

一方のライセンスサーバを選択することにより���

ソフトウエアを実行することが可能である．また，ラ

イセンスサーバの認証は，���ツール起動後も定期的

に行われるので，���ツールを実行中は常時ライセン

スサーバとの通信が可能な状態にしておかなければな

らない．ファイアーウォールを使用しているネット

ワーク環境では，����の���サーバと����および

地域拠点校のライセンスサーバへのアクセスを可能に

するための特別な設定が必要である（図�．��）．この

場合，各大学・高専のネットワーク管理者と相談する

こと．

【メーリングリスト記事の検索】
��．�計算機管理，ソフトウエアの不具合等の問題が生

じたときは，�������メーリングリストで質問す

る前に，あらかじめ同様の問題がなかったかどう

か，調べることが強く勧められる．

��．���������ページのトップから，「���関係」

→「��������	の過去記事」リンクをたどること

図 5．11　CAD利用者メーリングリスト
　　　　　登録における注意点

図 5．12　CADライセンシングの方法
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で，全文をダウンロードできるほか，過去記事の

検索を行える．

【毎月注意を払うべき点．熟読必須．】
��．�����では毎月，���を使用できる計算機のリス

ト（アクセスリストと呼ぶ）を更新している．こ

のとき���の逆引きができなくなっていた等の

何らかの不具合で，アクセスリストに自分の計算

機が登録されない場合がある．その場合，���が

使えなくなるので，アクセスリスト更新前に対処

する必要がある．サーバの停止は，全国ユーザに

影響が及ぶため頻繁には行えないので，万が一ア

クセスリストの不備に気づかなかった場合は，最

悪一ヶ月���が使用できなくなる．

��．�以上の理由で，����から「���のアクセスリス

トを更新します」というアナウンスがあった場合，

必ずチェックを行い，自分のコンピュータが登録

されていることを確認しなければならない．

��．�登 録 確 認 の ペ ー ジ は，������������	
���

����������	
��
��������������������である．ブッ

クマークを強くお勧めする．

��．���アドレス（ホスト名）����������という表示が出

ていれば登録されている．

��．������（�����（ホスト名））����という表示が出ていれ

ば登録に失敗しているので，原因を探る．

��．�一般的に，���の逆引き（ホスト名から��アド

レスを引く）に失敗していることが多い．研究室

のネットワーク管理者とも相談して，����の

サーバから，当該ホスト名の逆引きができるまで

原因の除去を行う．

【毎年注意を払う点】
��．����のアカウントは，毎年更新である．継続性の

ため，新年度の�月に���が使える場合もあるが，

これはたまたまであることを良く認識し，遅滞無

く新年度申し込みを行う．

��．�新年度の申し込みは，毎年�月ころに�������

メーリングリスト宛にアナウンスがあるので，そ

れを見るとただちに申し込みページにアクセスし

て，新年度に必要なライセンスを申し込む．

【VDEC所有公開装置の利用】
��．����ページで����が所有する大型装置（テス

タ等）の情報を開示している．このうちいくつか

の装置は公開利用可能であるので，���ページ

に書いてある手順にそれぞれ従い，利用申し込み

をする．�

図 5．13　ファイアーウオールを通した
　　　　　VDECへのアクセス方法

図 5．14　CADuser メーリングリスト
　　　　　過去記事の検索

図 5．15　キーワードによる過去記事の
　　　　　検索が行える
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����では，����年秋に東京大学浅野キャンパス内に竣工予定の「武田先端知ビル」を記念して，ロゴタイプ

を募集いたしましたところ，１０名の方から１４件の応募がありました．６月に�����運営メンバーによる審議と

投票を行った結果，東京大学の鄭若�さんの案を採用することにいたしました．応募いただいた方に深く感謝

するとともに，この場をもちまして，上位３件のロゴ案をご紹介いたします．�

今回募集のロゴタイプは武田先端知ビルの入り口等に置く「大規模集積システム設計教育研究センター」の銘板

の中に刻むもので，武田先端知ビルとともにロゴおよびそのデザイナーの名を末永く掲示する予定です。�

応募された皆様には，深く感謝いたします．

東京大学　大規模集積システム設計教育研究センター

センター長　浅田邦博

編集後記
VDECロゴ審査結果の発表

作者と作者のコメント抜粋ロゴ案順位

鄭　若�　さんの作品

シンプルすぎるかもしれません．
シリコンウェハを連想させるため，
曲線を多く使いました．�第�位

（採用案）

古賀�毅　さんの作品

機械的且つ幾何学的な絵柄は，基
盤をイメージしその組み合わせに
て，結束と可能性を表し力強さの
インパクトを与えるイメージとし
ました。�

第�位

萩田　雅士　さんの作品�

第�位
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